
２０２２年９月 19 日さようなら原発集会に賛同金をいただいた方々(敬称略） 

２０２２年９月２６日現在 

 

【北海道】 

石谷貞夫 草野和好 轡田恵美 杉江裕幸 髙橋 洋 

【青森県】 

熊谷あつ子 佐藤克巳 對馬与志己 

【岩手県】 

及川裕一 小澤祥子 

【宮城県】 

蟻坂和彦・恵美子 飯淵義男 小黒さなえ 宮田光雄 

【秋田県】 

榊 昌子 

【山形県】 

長谷川久子 

【福島県】 

木村肇二郎 坂本芳江 丹治千代子 服部 徳 

【茨城県】 

大平みや子 大柳龍一郎・康子 川野弘子 木村みね子 木村美也子 黒木富美子 

角田京子 中村朝子 野地一成 花松五穂 平山陽子 藤田稜威雄 

松浦光子 村田朱実 山口 裕 山根幸美 

【栃木県】 

岩崎幸子 大塚育子 小菅富子 須黒雪枝 山口美枝子 

【群馬県】 

大塚とみこ 高見沢啓二 内藤富美枝 三田村道子 山田牧子 

【埼玉県】 

浅見喜美 出原久美子 宇留賀早苗 江本セイ子 大西 旦 熊澤ゑい子 

小平佳子 佐藤けい子 佐野 均 嶋田裕子 菅原鉄也 鈴木こずえ 

鈴木茂久 鈴木弥生 髙田容子 竹内久美子 竪 十萌子 谷合 守 

谷中照枝 谷森櫻子 寺尾寿美子 長谷川 功 伏見泰子 宮下幸雄 

村山今日子 森下紀子 山岸和美 依田悦代 

【千葉県】 

浅田スミ子 安藤清貴 石井明美 井上敏枝 井上好子 岩間知恵子 

上杉慶子 上原経子 宇賀村悦子 梅田啓子 大竹閑子 神 淳子 

唐笠治夫 北市こずえ 蔵本暁子 小菅あけみ 小林俊子 小林裕子 

齋藤由紀子 佐々木景子 佐藤光子 佐藤玲子 庄司洋子 鈴木みどり 



髙橋美紀・栄子 髙橋由紀子 田川隆夫 滝谷紘一 田中幹雄 手塚玲子 

寺島さと子 長倉夏子 西嶋俊一・敦子 沼澤 章 橋爪 功 平木節子 

平野靖識 吹野弘忠 前田よし子 村野浩子 村松真理子 安田真喜子 

山口修一 吉田 進 吉村りよみ 

【東京都】 

青木早苗 青木秀一 青柳清美 赤沢美恵子 秋葉泰子 天沼義政 

五十嵐賢治・和子 伊佐太久眞 石川逸子 石川方子 石原公子 伊東宏起・雅子 

稲塚由美子 猪股澄子 今井幸子 今関麻里 岩井純一 岩田純子 

内田京子 内海洋子 榎本みつ枝 大川内むつみ 大口和子 大久保多世子 

大塚優子 大貫淑子 大橋慶一 大森直子 小澤雅子 小野眞知子 

笠間和子 金田寿世 金原富士子 加納 厚・美津子 上部恵美子 菊地眞幸 

北澤廣子 吉川和美 木許紘一 久下勝通 久世明子 工藤あけみ 

窪田美耶子 倉上良子 倉地篤子 黒住克司 黒田 恵 桑村昌子 

河野その子 五條 敦 小林誠一 小林 裕 駒谷 正 小柳八重子 

酒井修二 坂口洋子 坂野照子 佐々木佳奈子 佐々木 茂 佐藤正兵 

佐野京子 佐橋正文 志賀三恵子 志沢允子 柴垣明子 島﨑京子 

島田富男 島村由子 白岩フミ 白倉眞弓 末吉 和 須貝光典 

菅川拓也 鈴木圭子 鈴木順子 鈴木信明 須永良子 曽根光子 

高取紀子・日出子 髙橋由美子 武田好永 竹之内義方 田沢幸子 田中 完 

塚本恭子 常松 修 手塚俊明 寺門裕美 徳山康子 永井寛孝 

中田咲子 永田三枝子 永山富子 名古屋哲一 名村嘉也子 新倉美佐子 

新田佳壽子 長谷川善夫・純子 伴 はるみ 東谷貞子 彦坂章子 日吉豊子 

平子 博・恵子 平田尚美 廣瀬佐和子 深井喜美子 福川世志明 藤木まゆみ 

二木良三 古屋百合子 本間公俊 本間裕子 松尾 弘 松田敏誉・青子 

馬渡雪子 南 典夫 宮北 智 森田多恵子 森本孝子 森山 薫 

八重樫眞理子 保浦省司 山下翠子 山田美代子 山本元美 横田ゆずる 

和田洋子 渡辺典子 

【神奈川県】 

阿部佳代子 飯山精子 池上晃子 池田知代子 石下直子 石田伊志子 

伊藤素美 糸永朗子 岩田容子 江森真奈 大石惠子 大下美知子 

大治朋子・浩之輔 小川桂子 小高邦夫 加藤忠子 加藤眞由美 金 三津夫 

草川かほる 鯨井洋子 工藤義勝 久保田幸子 黒田礼蔵 河本めぐみ 

斎藤美恵子 佐野幸雄 篠原豊子 瀬川千恵 関根容子 髙橋清子 

髙橋伸行 髙橋 豊 高山玲子 武田里恵子 寺田富久子 豊田文雄 

中川恵理子 中村淑子 中谷文子 奈良本英佑 野崎章子 原崎澄子 

藤井洋子 松澤美智子 松野下利代 真野隆昭 眞野ミチ 萬寿淑子 



溝口紀美子 宮川惇价・千恵子 目黒サキ 吉田裕子 依光玉恵 渡利典子 

【山梨県】 

渡邊 茂 

【長野県】 

工藤美春 坂口興昌 高森草庵 持丸彰子 山﨑智性 山下多香子 

【新潟県】 

榊原政雄 笹口孝明 髙橋千洋 鶴田豊子 

【富山県】 

新井てい 宇井啓高・喜久枝 近岡 礼 

【石川県】 

池本節子 團野光晴 庭田智恵子 山口光男 吉本武士 

【福井県】 

石川 孝 

【岐阜県】 

鶴田美紀代 原田恭子 平井治彦 南 輝雄 森田健二朗 

【静岡県】 

岡本葉子 熊谷滋子 柴田律江 長阪幸代 松田美智子 

【愛知県】 

大野 建 加藤弥生 神山由美子 小清水志麻 小林 閑 櫻井良子 

佐藤憲弘 髙橋満治 中島正博・眞知子 中村 譲 長谷川保郎 平井麻里 

平田恒夫 藤澤眞砂子 山田尚寛 

【三重県】 

市川千恵子 笠井英嗣 近藤好仁 竹内宏行 浜田不二子 

【滋賀県】 

川村正雄 鬼頭昌俊 畑 明郎 北條和明 

【京都府】 

愛宕 成 大畑京子 小川紘子 工藤吉郎 須田 稔 廣田 笛 

山本貴美 ﾚﾝｾﾞﾝﾌﾞﾘﾝｸ ｸﾘｽﾃｨｱｰﾈ 

【大阪府】 

飯田富美子 石打謹也 内坂 晃 川﨑悦子 小森淳子 竹林久榮 

津崎哲雄 中本和男 藤本郁子 松場作治 三好正子 元辻冨美 

山田昭子 渡辺祥生  

【兵庫県】 

梶原義行 久保田美子 小林直哉 佐々雅子 島本美保子 下門佳子 

住友直幹・千代子 髙田恭子 高戸恵美子 髙橋智子 坪谷令子 中塚和代 

久松裕美子 堀尾昭子 村井正信 村田輝美 安田一則  



【奈良県】 

下山 登 高桑次郎 竹川節子 

【和歌山県】 

勝本香里 村本 彰 

【鳥取県】 

尾中芳子 

【島根県】 

原 千秋 

【岡山県】 

櫻井由子 佐藤和喜雄 

【広島県】 

池田洋子 城山大賢 西嶋佳弘 松原佳子 

【山口県】 

長岡裕之 久光イツ子 山田廣子 

【徳島県】 

八田昌子 

【福岡県】 

荒川 淑 桑野恭彰 津田信次 村田和子 

【熊本県】 

俵 恭子 

【大分県】 

岸野稔子 

【宮崎県】 

水永正継 

【鹿児島県】 

大垣千鶴 郡山健次郎 

他に匿名の方 293 名 

【団体】 

永照寺 大間原発反対！あさこはうす応援隊 岡山県平和・人権・環境労組会議 

カトリック・カルメル修道会 汚れなきマリア修道会 調布修道院 社会民主党愛媛県連合 

聖フランシスコ修道院 田上町原水禁 多摩・生活者ネットワーク 

特定非営利活動法人 知音 所沢生活村 西小岩幼稚園 

日本医療労働組合連合会 ヌヴェール愛徳修道会 地区本部 ピースアップ九条可視化の会 

ふぇみん婦人民主クラブ  みんなの牛乳勉強会  郵政産業労働者ユニオン 

横浜市立高等学校教職員組合 

他に匿名の１団体 


