
 

 

私たちも、地域福祉を応援しています!! 

令和４年度 賛助会員（個人）名簿 

令和４年４月１日～１１月３０日  

（敬称略･順不同） 

HP掲載承諾個人 ３８１人 

梶岡 政彦 竹本 久男 宮道 隆之 今田  健 守田 貞夫 

新長 静夫 古田 碩永 因幡 トシヱ 梶山 義昭 岩見 正俊 

檜山 憲司 谷本 睦志 胡子 芳樹 建部 賢次 小路 和典 

久保下 雅史 岡村 清治 國重 俊彦 稲田 照彰 下原 正嗣 

荒瀬 尚美 細田 益啓 久保 雅之 谷村 秀樹 徳永 恵美 

谷山 勝彦 山本 秀樹 飯冨 和雄 笹口 良治 望戸  洋 

蒲池 清士 田島  守 香川 康一 山田 信利 古川 智之 

木村 滋宏 髙村 省三 神岡 正浩 柳下 良悟 西本 和弘 

竹島 浩司 木村 栄治 岡崎 理絵 藤尾 賢二 三村 義雄 

石田 芳文 山本 直樹 間所 英二 石井 桂子 𠮷岡 修一 

湯浅 英幸 石井  伸 沖村 慶司 高橋 里美 髙橋 啓司 

小林 真紀 坂本 裕敬 田中 宏子 寺本 公彦 谷  康宣 

秋信 隆雄 中田  徹 貞森 英樹 植田 謙吉 児玉 信之 

松永 真雄 藤田 昭彦 綱木  総 廣戸 哲夫 高野 正徳 

和田 博之 山地 正宏 友広 整二 尾崎  康 中平 謙司 

三浦 宏昌 森川 伸江 山越 重範 横山 善規 佐藤 幸枝 

岡崎 史恵 加登 直子 宮地 明美 三浦 美友紀 宮本 由美恵 

住田 英子 汲地 美和 河野 祥子 鈴木 恵子 横田 明恵 

二井岡 明子 松尾 雄三 浦川 知己 宝神  明 澄川  宏 

上之原 央貴 北島 利喜 北山 孝文 秋田 耕志 石橋 正啓 

林  正人 面田 尚志 森  澄江 糸山  隆 松井 勝憲 

尾田 達史 津田 智子 岩本 賢一 川口  潤 森田 健嗣 

宅見 雄二 安永  徹 村上 早苗 藤谷 誠之 中谷 智子 

山領  勲 堀川 淳子 西田 由香 角川 寛樹 柳原 涼子 

角山 右京 中岡 美穂 村上 由紀 生駒 久美子 星野 和敏 

菅川 雄二 常井 慎太郎 松浦 宰雄 西上 幸恵 田原 範朗 

伊達 秀宣 江﨑 一博 塩満 和弘 岡村 将宏 加藤 義明 

宮本 典彦 信末 一之 河口  誠 岡本 茂信 島本 登夫 

佐々木 尚行 𠮷村 正美 新家 政良 大畠 冬之美 惣明 逸夫 



 

 

安田 百合子 永井 正剛 長井 チヱ子 竹村 育子 光廣 礼二 

天畠 重博 幾田 貞利 東  道子 遠野 美智子 寺尾 ヒロ子 

滝口 明弘 竹本 チエ子 髙山 正明 武本 貴之 道方 郁美 

芝山 潤一郎 森  直樹 永戸 美知子 吉田 律子 中村 憲博 

平本 純子 寺井 明子 小松 明美 大舌 きみよ 下島 栄二 

松浦 泰博 横山 篤志 川本 尚樹 永井 勝郎 龍田 将登 

松岡 令子 檜山 枝美 三浦 敏幸 堂鼻 康晴 網藤 清次 

河田 ゆみ 置名 公彦 正林 一彦 寺川 勇一 伊藤 和美 

佐藤 崇司 山本 将矢 小田原 順蔵 木下 千恵 永原 幸芳 

大片 美保子 笹田 久美子 堂免 直樹 垣内田 一枝 清水  剛 

元田  学 内山 亜樹 岡田 雄一 西  巌弘 藤本 裕史 

小田 啓史 佐々木 英三 手賀  剛 中尾 文治 横山 賢治 

福本 隆寿 河内 美保 和高 秀文 上原 賢治 小畑 幸治 

大前 隆之 石田 賢治 渡辺 智恵 天野 博司 伊東 敏光 

榎本 允子 武枝  靖 金川  勉 湯田 明美 秋本 貴志 

杉本 悟志 木村 範生 吉川 晃司 𠮷田 天次郎 八垰 宏陽 

坂井 千春 土師 正伸 武本 紀美子 加藤 真弓 正木 和彦 

林  宗男 廣田 邦子 今嶋 直人 石田 真佐美 神尾 正修 

出元 千秋 片山 大右 稲垣 秀和 梶江 博史 西名 克顕 

中本 将生 藤田 千里 小室 信也 小川 麻貴 村上 和敬 

川本 敏磨 藤本 世志子 尾関  弘 萩守 才造 大久保 治郎 

佐衛田 幸嗣 水谷 将輝 影本 正之 松村  司 白石 一行 

重水 靖彦 南部 克徳 伊藤  努 上條 国広 住広 雅也 

岡田  真 石田 一成 宮野 淳二 谷花 房代 中請 政利 

荒木 紀雄 中川 美佐子 賀戸 正則 古宮 篤美 瀬良  章 

三藤 賢二 松出 由美 橋場 聡子 大原 秀朗 堂免 英俊 

北渕 明美 清水 数典 小林 史子 坂本 直美 岡  叔恵 

桧井 みどり 神田 和恵 田口 美和 増田 裕子 中村 一彦 

三村 誠司 髙橋 浩二 田畑 健雄 完田 有希子 星原 祐貴 

藤井 眞一 眞田 幹雄 箱崎 太貴 船津 富夫 白濵 早織 

菅本 次男 河野 伸良 三隅 俊行 玄道 美穂 大野  薫 

中村 浩章 鵜野 沙弥 米田 健治 森田  清 湯浅 正史 

北浦 広樹 柴井  恵 安田 幸江 安井 由起子 佐々木 絵梨 

津川 ちづる 宮田 明典 東  達也 菅野 典子 小澤 文恵 

稲田 有香子 伊藤 元三 浜崎 友子 窪田 亜希 三上 恵利子 

長谷川 智佳 益原 知子 岩佐 裕子 佐野 美奈子 藤岡 義晃 



 

 

黒瀬 裕子 木村 亜裕美 五石 宏樹 有田 愛子 小笠原 智見 

新宅 章子 中田 真帆 影久  香 三角 京子 川口 真由美 

吉村 翔吾 山岡 昂平 武藤 布美子 佐藤  剛 信井 祐子 

高橋 さおり 属  恵未 坂本  泉 槇  武志 谷  宏子 

望月 愛梨 大原 一輝 萩原 貴之 佐々木 詠子 池田 茉莉子 

矢田 瑞季 若田 尚志 平岡 康信 服部 博信 香下 直巳 

木下 麻由佳 矢山 精一 藤井 恭子 小田 彩乃 村木 一雄 

中野 牧子 泉  咲綾 平田 直哉 横山  和 田邉 理沙 

古川 絵美 藤本 静香 髙路 博一 黒瀬 義隆 坂本 伸二 

河内  豊 戸田 敬志 川中 真央 畠山 温子 松田 治郎 

島谷 海渡 内藤  望 新家 雅美 河野  仁 池上 純子 

八島 健介     

 

HP掲載未承諾個人 １，０８８人  

賛助会員加入個人 合計 １,４６９人 

賛助会員にご加入いただきましてありがとうございます。 

会費は、地域福祉の推進のため有効に活用させていただきます。 

これからも、ご協力よろしくお願い申し上げます。 


