
平成 18 年度 賛助会費(個人)名簿
平成１８年１２月５日現在

ＨＰ掲載承諾者 ２１３名
古川 隆 酒井 慈玄 鎌田 不動 酒井 勇 上川 孝明
前原 恒泰 及川 亨 山﨑 昌弘 鈬 幹登 清水 浩昭
伏田承子 外１名 谷 博司 桝岡 正一 栗栖 修二 貞森 英樹
近藤 正博 三浦 孝治 山村 雄一 毛利 泰造 友滝 真二
吉岡 正裕 野村 忍 尾形 昌克 西川 孝 石田 圭三
山本 富三 高見 浩一 藤岡 幸子 眞加部 綾子 足立 幸一
佐々木 靖生 岡本 澄子 青山 祐三朗 新家 政良 宗光 清志
田村 吉也 神車 明 濱田 直也 金子 主計 廣畑 村夫
中野 光延 田村 義典 田中 信生 貞廣 昌見 生田 文雄
谷崎 あけみ 濱本 康男 国本 善平 竹本 久男 藤本 誠
竹内 重喜 立岩 薫 谷山 勝彦 竹本 稔 矢野 大介
新谷 恭治 中塩 イツコ 平田 伸成 岡田 義之 田中 龍次
藤井 尚三郎 喜多川 寛 渋谷 祐二郎 亀井 且博 沖 和郎
田原 範朗 松田 智仁 壱岐 均 松本 光昭 高山 茂
水田 典男 向井 政博 久保 徹雄 吉原 武 三木 登士也
三上 克博 今田 幹男 岡本 茂信 山本 正己 谷本 睦志
荒本 徹哉 若林 健祐 古池 誠治 尾形 完治 生田 一正
中尾 秀行 升尾 好博 江郷 道生 間所 哲伸 須山 洋一
小島 勝彦 脇坂 純一 西尾 敏彦 岸野 為次 大野 則行
中薮 幸信 原田 孝則 平岡 重宏 奥田 雅夫 川本 光行
三浦 泰明 岩川 和行 三村 義雄 川添 泰宏 大東和 政仁
中本 信雄 来海谷 恭子 藤井 正昭 竹島 宗雄 延田 壮一
原田 康夫 金子 文夫 吉岡 嘉暁 衣笠 隆幸 中村 敏夫
縫部 妙子 谷山 純子 来海谷 富朗 浜岡 克宣 福島 達徳
田口 晃 光廣 礼二 髙中 一郎 曽根 好忠 安田 富喜江
木村 恵三 山口 巳俊 迫 武子 鮎川 篤江 是松 博文
河野 幸雄 藤谷 博巳 河野 昭三 鍵本 修身 山野 裕資
中平 真 南部 盛一 佐々木 良和 沼田 卓壮 和田 国雄
大石 哲也 渡部 浩司 長谷川 順 山内 文雄 久保田 博
叶 真幹 徳永 清孝 浮田 佳宏 世羅 徹治 田中 晋
馬場 勇治 下原 博美 前野 禎文 森田 清 金子 克之
早田 敏幸 橋場 忠陽 末定 勝実 三好 博人 松村 司
大知 裕 梶原 伸之 山岡 祥子 谷原 シゲコ 市川 八重子
熊代 誠 今田 節子 土井 章義 吉田 雅彦 別技 美智子
山本 茂樹 本多 正登 住田 雄二 山本 秀子 山本 秀樹
山﨑 学 浜中 典明 蒲生 郷志 森本 弘道 堀田 稔
中間 孝治 藤井 克己 河野 正則 古池 里司 松浦 洋二
宇都宮 幸枝 渡辺 忠章 金織 豊 白倉 茂生 加藤 信雄
水津 卓也 森本 幸雄 佐野 吉雄 中野 直文 金川 孝
髙東 進 藤田 恵子 松村 達夫 田中 國武 松崎 正薫
岩崎 恭久 川崎 哲生 佐藤 俊雄 山根 改造 熊野 義夫
赤丸 達治 杉江 昭雄 藤田 典子 白須 里利 岩田 公正
安藝 史朗 道々 公壮 岡本 敏和
（敬称略）
その他 ４６４名
賛助会員加入者（個人）合計６７７名


