
2021 年 3 月首都圏集会に賛同カンパをいただいた方々（2021/4/14 現在） 

敬称略 

【北海道】 

近藤 務・宜子 早苗麻子 嶋田和寿 島田美智子 田口清子 田中俊美 

成田 強 野村多佳子 服部昌男  

【青森県】 

澁田三孝 高岡ふさゑ 千秋達道 成田忠義 

【岩手県】 

赤塚謙一 千葉ちた江 

【秋田県】 

小山澄子 三村敏子 

【宮城県】 

内田牧子 前野忠夫 村田広志 

【山形県】 

河原多喜子 西塚徳治 

【福島県】 

遠藤浩二 武田幸子 丹治千代子 渡辺恵子 

【茨城県】 

川野弘子 志賀和彦 藤森隆郎 益子一男 

【栃木県】 

伊藤義昭 岩崎幸子 佐竹真吾 寺崎敏夫 早川一夫 森住庸子 

【群馬県】 

大塚とみこ 原島富男 三田村道子 宮本孝甫・優子 森田博 山田牧子 

【埼玉県】 

浅見喜美 生田功子 岩瀬美知子 宇留賀早苗 江本セイ子 大井朝江 

加藤富美子 河口節子 川口英昭・小夜子 川原田久枝 北岡孝義 くまがいマキ 

栗田洋子 玄 家 小山景子 笹本紀明 佐藤けい子 佐藤千巻 

佐野 均 篠崎幸恵 新庄瑞恵 鈴木茂久 鈴木澄子 高田夏子  

滝谷紘一・美佐保 田中清隆 田中美惠子 田辺達次 谷中照枝 谷森櫻子 

富谷真素美 中村満夫 中山真理子 西田操子 長谷川 勲 早矢仕佳男 

真嶋学文 増田恵弘・公子 松野共子 武藤章子 本居麗子 柳澤礼子 

山木一夫 山本明瑞 ゆもとしょうなん 吉田初枝  

【千葉県】 

相川恭子 青木みなみ 有賀悦子 安藤清貴 飯島ヒロ子 池田美代子 

伊澤愛子 石井明美 伊藤穎之輔 稲尾健二 井上好子 梅田啓子 

大泉絢子 岡野 学 小原 紘 神 惇子 蒲原ユミ子 北市こずえ 



蔵本曉子 五島 隆 庄司洋子 高橋美紀・栄子 滝口信子 田島久仁子 

谷川柾義・信江 中川良雄 中野 馨 中山和好 橋爪 功 羽柴雅代 

深澤翠子 藤本文子 松沢亘代 村野浩子 柳浦文子 吉谷俊子 

和田三千代 渡辺香央里 

【東京都】 

青木秀一 青柳清美 赤沢美恵子 秋葉泰子 足立礼子 天沼義政 

五十嵐政雄 池田真沙子 石井要子 石川逸子 石川さなえ 伊東明子 

井ノ口慶子 猪股澄子 今井幸子 岩井純一 上田律子 内田京子 

内山賢太 梅澤千津代 浦野広明 江上久美子 榎本みつ枝 大泉 廣 

大口和子 大河内むつみ 太田洋子 大和田達子 岡山輝明 奥村直史 

尾崎由美 小野和子 小野寺治子 香川ヒサ 片桐和枝 勝本香里 

門馬昌子 川崎愛子 菅野千文 菊地眞幸 北風貴紫 木許紘一 

窪田美那子 小塚キヌ子 駒谷 正 小柳八重子 近藤浩章 齋藤ひかり 

斎藤弘美 斎藤義夫 坂本実瑛子 佐々木佳奈子 佐々木弘子 佐藤克己 

佐藤玲子 佐保 誠 三部一枝 志沢允子 渋谷喜美子 島﨑京子 

島田富男 白岩フミ 須貝光典 鈴木順子 鈴木信明 鈴木宏子 

関根美知子 平 直子 高岡日出子 高橋由美子 相澤愛子 瀧井徳子 

武田 學 武田好永 竹之内義方 常松 修 冨樫礼子 徳山康子 

戸崎義弘 富川佑子 中澤尚美 中田咲子 永田眞一 中田敏子 

中西佳代子 中村昌子 名古屋哲一 成島訓子 羽賀育子 長谷川千恵子 

馬部祐三 濱口忠男 林 由美 原田美都里 伴 はるみ 広戸わかば 

深沢 亮子 福田 緑・三津夫 藤井石根 藤沼知加子 船戸洋子 麓 元子 

北條まさみ 松島 脩 松葉玲子 松本 聡 馬渡雪子 三浦富雄 

三上博民 蓑田明子 宮﨑黎子 宗田淑子 森山 薫 八重樫眞理子 

矢島美代子 安田和子 山縣敏子 山川美代子 山下翠子 山本照子 

山本裕司 横山万里 吉仲京子 蝋山千雅子 渡辺典子 渡辺真保 

【神奈川県】 

赤澤みつ子 穐田信子 秋山 好 麻生純二 飯山精子 五十嵐 均 

石川尚美 石田伊志子 伊東房江 伊藤素美 上田恭子 内海洋子 

梅沢俊一 漆原敦子 大下美知子 大野圭子 大野真智子 岡田恵子 

小川裕子 尾添極子 小高邦夫 小野あけみ 小野幸男 柿澤雅夫 

加藤忠子 加藤眞由美 金丸和代 鎌田利治 北野章子 京野真善美 

桐島美恵子 草川かほる 工藤義勝 久保知子 久保博夫 久保田裕子 

熊坂兌子 黒田礼蔵 鴻池弘子 小林和枝 坂内義子 佐藤令子 

清水敏子 鈴木善子 関根容子 高橋清子 高橋伸行 高村広昭 

竹内恭子 田代チエ子 田中春美 田辺久子 徳光礼子 冨田正一 



豊田文雄 長尾啓子 永田美井子 中山裕紀子 成田龍爾 西嶋奈美 

根本美知子 原崎 敏 深澤睦子 藤江恵理子 松原三枝子 眞野ミチ 

宮川惇介 山口榮子 山根徹也 横井葉子 横山勝子 吉田裕子 

渡利典子  

【山梨県】 

渡邊 茂  

【長野県】 

市川 力 斉藤純子 二井谷輝子 野溝春子 馬場東彦 藤井 護 

望月みつよ 持丸彰子 山下多香子 

【新潟県】 

五十嵐政晴 石平春彦 小池康文 広川一美 松嵜知恵子 宮本なおみ 

渡辺正夫・千恵子 

【富山県】 

宮﨑京子 

【石川県】 

池本節子 越中雅代 團野光晴 中川正弘 庭田智恵子 

【静岡県】 

金子昌彦 柴田律江 寺門千恵 長阪幸代 長沢正義 藤倉孝純 

松田美智子 

【愛知県】 

市川京子 井土洋子 太田みよ子 大野 建 大野洋子 岡野泰子 

神山由美子 佐藤憲弘 戸倉 徹 西野徳和 原田桂子 平川宋信 

藤澤眞砂子 舩木三枝子 道下匡子 安田千枝子 吉田惠子 

【岐阜県】 

校條 均 小寺 猛 平井治彦 森田健二朗 

【三重県】 

鬼頭昌俊 近藤好仁 竹内宏行 西井和美 三玉宣晃 

【滋賀県】 

田澤 仁 田中 徹 中野有子 福井昭雄 

【京都府】 

木島久子 工藤吉郎 関山志ず江 田原モト子 宮本平一 山崎由紀子 

山田美登利 山本貴美  

【大阪府】 

荒木聰子 石打謹也 柏村洋子 片岡京子 神野恵子 小山菊彦 

斎藤善夫 神野富雄 直江陽子 藤本郁子 堀井 滋・昭子 宮川和彦 

山中紀代子  



【奈良県】 

赤井英夫 下山 登 高橋和子 竹川節子 冬木宏子 

【兵庫県】 

伊東眞一 上田眞佐美 海老原恒夫 河合成一 近藤香織 高戸惠美子 

武本冨重 田中廉幸 徳本公子 福岡宏泰 松井美保子 桃尾良継・真由美 

安田一則 山田早苗 横山晴朗 

【岡山県】 

正田早苗 藤井伊津子 吉本隆行 渡辺広子 

【鳥取県】 

竹本薫子 

【島根県】 

石飛硯一郎 

【広島県】 

池田洋子 川瀬博之 下末かよ子 高麻敏子 長尾眞理子 

【山口県】 

石本幸子 小倉早苗 長岡裕之 松永尚哉 山田廣子 

【愛媛県】 

青木千都子 

【高知県】 

中田順子 

【福岡県】 

上西創造 江崎紀子 桑野恭彰 高橋弘学 津田信次 比佐和美 

牧 洋子 松下能文 吉田 澪 

【熊本県】 

勝連夕子・洋務 

他に５７人の匿名方々 

 

【団体】 

「さようなら原発」あびこ          「脱原発」桜井の会 

ＴＰＰ離脱を求める市民の会         あいち平和フォーラム 

イエスのカリタス修道女会 松本修道院    井土川裁判（福島被ばく訴訟）を支える会 

大間原発建設反対・あさこはうす応援隊    岡山県平和・人権・環境労組会議 

北茨城九条の会               木村眼科クリニック 

原発なくす多摩市民の会           さくら・市民ネットワーク 

さようなら原発川越の会           自治労武蔵野市職員労働組合 

社会福祉法人 いずみ野福祉会有志      社民党練馬総支部 



聖ビンセンシオの愛徳姉妹会         東京東部労働組合ケーティーシー支部 

東京平和運動センター            栃木県平和運動センター 

奈良脱原発ネットワーク           日本カトリック正義と平和協議会 

日本基督教団軽井沢追分教会         日本山妙法寺 

ヌヴェール愛徳修道会地区本部        ぶんぶんトークの会 

ヘルスケア労協神奈川            みんなの牛乳勉強会 

元町憲法 9 条の会              八幡山法律事務所 

郵政産業労働者ユニオン            


