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意見広告

松浦洋子　松浦義浩　松枝昌子　松岡久美　松木寿子　松木昌子　松倉貞子　松坂とく子　松坂裕子　松崎勝吾
松崎美恵子　松澤公子　松島義浩　松田悦子　松田まさ子　松田好郎　松根正子　松本きよ子　松本研一郎　松本五郎
松本成紀　松本光子　松本ムネ子　松本嘉子　松本研一郎　松本満寿美　松山博子　松谷三喜子　的場孝子　的場雄
間中康枝　巻野洋子　豆生田弘子　まゆママ　丸勢共子　丸谷一枝　丸山孝子　丸山ヒサ　マンスフィールド雪江
万波孝子　三浦修　三浦文　三浦こう子　三浦幸子　三浦忠志　三浦友子　三浦朋子　三浦久恵　三浦道子　三浦恭夫
三浦元子　三上一美　三上花凛　三上桂生　三上武之進　三上武彦三　上文子　三上正幸　三上美枝子　三上美知子
三上玲央　三島明子　三島範子　水尻強志　水野厚子　水間良子　三井すず子　光岡順子　満川博美　みっちゃん
三橋道子　三橋美幸　三橋雄一　三橋吉則　三星千代子　水戸祥子　水戸祥子　水戸善子　三戸部えみ子
水戸部秀利　三戸部睦子　皆川和代　皆川多喜子　皆川洋子　峯岸哲子　峯田あや子　三橋芳子　宮内みつ江
宮崎竹俊　宮崎博規　宮崎正仁　宮崎憲子　宮澤里美　宮沢満里子　宮下ゆき　宮田敬子　宮沼都賀子　宮沼弘明
宮野隆　宮野賢一　宮野幸子　宮野直子　三山タエ子 宮本弘　三浦典子　三浦元子　水間光弘　宮野泰子　武蔵美保
武藤弘子　武藤康子　武藤良子　宗片恵美子　宗像成美　宗像茂美　村岡秀子　村上あや子　村上倭代子　村上栄子
村上京子　村上久美子　村上佐保　村上園子　村上千枝　村上富子　村上奈保子　村上光子　村上光宏　村上泰子
村上陽子　村口至　村口喜代　村松彩　村山けい子　村山樹里絵　村山むつ子　目黒恵美　目黒清美　目黒功子
目黒しも子　目黒美智子　目黒弘　舞石幸江　舞石淑子　茂木正宏　餅美枝子　望月三佐子　森郁子　森圭司　守哲子
森浩芳　森内千代子　森恵子　森田麻都子　森光政　守屋健次郎　守屋壮次郎　森山好子　守屋みさこ　守屋美代
森脇園子　諸岡浩子　諸根陽子　門間徹　門間弘　門馬恵美子　門間久美子　門間茂雄　門馬珠美　門間博子
門間洋子　矢尾板範子　八木祐子　矢口昭子　矢崎洵子　矢崎とも子　矢崎春彦　矢島剛洋　八島陽子　安田延壽
安田典子　安田由紀子　安原公子　谷津さおり　谷津淳子　谷津成子　谷津芳枝　箭内恭子　梁川慶一　柳川雅子
柳田信子　栁原直子　矢野はしめ　八幡悦子　矢吹セツ子　矢吹真知子　薮田悦子　薮田隆司　矢部智江子　山内敬
山内愛美　山内あき子　山内いく子　山内景子　山内光輝　山内忠男　山内マチ子　山形孝夫　山形はるな
山岸貴恵子　山岸朋香　山岸ひろみ　山岸正子　山岸三枝子　山岸正治　山木秀子　山口稔　山口薫　山口公美子
山口利孝　山口友子　山口智美　山口伸子　山口登　山口弘子　山口房子　山口瑞子　山崎誠　山﨑栄子　山﨑定子
山﨑順平　山崎みつ　山崎睦子　山崎美惠子　山下鮎子　山田いずみ　山田佳代子　山田きえ子　山田きみえ　山田佳子
山田恵子　山田節子　山田忠行　山田敏江　山田尚子　山田寿子　山田幹夫　山田光子　山田裕　山田由美
山田良子　大和きよ子　山中環　山中真紀　山野辺郁子　山村拓子　山村みずえ　山本明徳　山本あゆみ　山本武男
山本靖子　山本由紀子　山谷照美　山脇由美　山家進　結城郁夫　結城眞　結城豊　遊佐孜子　遊佐恵美子　湯田正孝
弓田貞子　横内勲　横尾美智子　横田渉　横田由樹　横前睦美　横山司　横山亜衣　横山郁子　横山紀代子　横山成紀
横山英敏　横山眞喜子　横山則男　吉岡和弘　吉岡由里子　吉川弘　吉川隆子　芳川良一　吉島孝　吉田明美
吉田悦子　吉田和子　吉田久美　吉田しづえ　吉田新　吉田進　吉田孝子　吉田貞子　吉田徳子　吉田信子　吉田のり子
吉田広夫　吉田眞智子　吉田峯子　吉田みよ子　吉田睦美　吉田八千代　吉田若葉　吉成由紀恵　吉野常夫　吉野弘子
吉野政夫　吉野芳子　吉村明美　吉村進　吉村孝子　米沢妙子　米城加奈子　米城菜々子　米城桃子　米城百合子
ライフワークサポート響　李英順　れいまま　和泉和歌子　若月（みかつき）会文学研究グループ　我妻千鶴子　我妻文子
我妻政信　我妻真由美　若浜ゆう子　若松英治　若松八千代　若松由紀　脇谷裕乃　脇本秀紀　脇本ひろみ　若生克子
若生つめ　若生光子　鷲尾衛　和田多賀子　和田朋子　渡辺久　渡辺進　渡辺愛子　渡辺京子　渡辺清　渡辺恵子
渡辺建寿　渡辺耕　渡辺幸子　渡辺静江　渡辺瑞香子　渡邊セイ子　渡邊孝子　渡辺孝之　渡辺たつ　渡辺チエ子
渡辺ともお　渡辺智子　渡邊朋也　渡辺信子　渡辺展子　渡邉ひとみ　渡辺ふさ子　渡辺万利子　渡辺美重子
渡辺美貴　渡辺睦子　渡辺盛勝　渡部やす子　渡辺安子　渡辺康子　渡邊侑子　渡辺幸子　渡辺由美　渡辺百合子
渡部容子　渡辺養三　渡辺由　渡辺よし子　渡辺玲子　和田菜穂　渡部敦子　渡部洋子　渡部佳子　渡部友紀
渡部岳陽　渡部進　和田みどり　亘理玲子　こごた憲法九条の会　塩釜九条の会　白石憲法九条を守る会　宮城女性
九条の会　宮城県母親大会連絡会　青葉区母親大会連絡会　石巻母親大会連絡会　泉区母親大会連絡会　岩沼母親
連絡会　大河原母親連絡会　栗原母親大会連絡会　塩釜母親連絡会　白石母親大会連絡会　多賀城母親大会連絡会
　名取母親大会連絡会　母親大会鹿島台連絡会　古川母親連絡会　古川民主病院母親大会実行委員会　松島母親連
絡会　宮城野区母親大会連絡会　村田母親連絡会　若林母親大会連絡会　福島県母親大会連絡会　栃木県母親連絡
会　新日本婦人の会宮城県本部　青葉支部／　青空班　アビローゲン班　桜ヶ丘班　さくら班　さくら班英語小組
KOALA　旭ヶ丘班　大竹班　かたつむり班　かたひら班　上杉班　国見班　米ヶ袋班　さくら班絵手紙小組　すみれ班
　台原ひまわり班　たけのこ班　どんぐり班　のぎく班　バンビ班　バンビ班親子リズムおむすび　ひだまり班　雷鳥班　ろうさ
い班　ろうさい班絵手紙ポピー　わかば班　錦町診療所班　つぼみ班　石巻支部／　ほうずき班　泉支部／　アカシア班
　あっぷっぷ班　おりづる班親子リズムぽこ・あ・ぽこ　おりづる班　向陽台班　シーアイ班　南光台班　南光台班絵手紙小
組　南光台班お食事会　南光台班ヨガ小組　ぴよぴよ班　ほっぺほっぺ班　友愛班　岩沼支部／　土ヶ崎班　ライラック
班　たけこま班　たけのこ班　二木班　大河原支部／　たんぽぽ班　どんぐり班　女川班　鹿島台班　気仙沼支部／
　たんぽぽ班　塩釜支部／スイトピ―班　のざくら班　パンジー班　ぽてと班　梨花班　志津川さざなみ班　柴田支部／白
石支部　からたち班　こま草班　白菊班　すみれ班　つくし班　太白支部／クローバー班大人の英語小組　郡山班　こば
と班　さつまいも班　四郎丸班　中田班　旗立班　飯田班　野草班　ラベンダー班　多賀城支部／　あかまんま班　かた
くり班　だるま班　たんぽぽ班　ちゃちゃ班　登米班　名取支部／　ひなぎく班　ゆりが丘班　東松島市ライラック班　古川
支部／　コスモス班　いちょう班　ひまわり班　宮城野支部／　あさがお班　いちょう班　おんぶ班　高砂班　鶴ケ谷班
　はこべ班　パンダ班　ミモザ班　村田班　若林支部／沖野班　さつき班　つゆくさ班　つゆくさ班ヨガ小組　南材班　連
坊班　若草班　亘理支部／　GENKI班　よせなべ班　いけの産婦人科小児科医院　石巻診療所　医療法人ぶなの森
柏木クリニック　小野寺内科医院　かくたこども＆アレルギークリニック　かさはらＬクリニック　国共病組東北公済支部　坂井
おとなこども歯科　雫石整体療術院　松田歯科医院スタッフ一同　田沢こども病院　てらさわ小児科　はるも動物病院　松
島医療生活協同組合　松島医療生協石巻支部　宮城県社会保障推進協議会　みやぎ県南医療生活協同組合　みやぎ
県南医療生協／デイサービスあおぞら槻木　デイサービスセンターあおぞら　しばた協同クリニック　宮城県保険医協会　宮
城県民主医療機関連合会　宮城民医連事業協同組合　有限会社みやぎ保健企画　有限会社みやぎ保健企画セントラル
キッチン　財団法人宮城厚生協会／坂総合クリニック　坂総合病院　坂総合病院医療相談室　坂総合病院友の会　長町
病院附属歯科クリニック　ながまちヘルパーステーション　長町訪問看護ステーションほほえみ　長町病院２F病棟看護師一同
　長町病院4F病棟　長町病院友の会　仙台錦町診療所　宮城厚生協会泉病院　泉病院友の会　仙台錦町診療所
　長町病院　古川民主病院　大崎健康福祉友の会　宮城野健康福祉友の会　中新田訪問看護ステーション　中新田民
主医院　さつきヘルパーステーション　自由法曹団宮城県支部　一番町法律事務所　仙台中央法律事務所　高橋輝雄法
律事務所　増田法律事務所　水谷法律事務所　宮城県教職員組合　女性部　石巻支部　石巻支部石巻ブロック　石巻
支部女川ブロック　石巻支部東松島ブロック　石巻支部女性部　仙台支部　女性部　仙南支部　女性部　中央支部　女
性部　迫支部　女性部　古川支部　女性部　白石小原小分会　白石小原中分会　白石第二小学校分会　仙台金剛沢
小分会　塩竈第二中学校分会　住吉台小学校分会　長町小学校分会　畑岡小分会　不動堂小学校　名取市立増田西
小学校分会　大崎市立宮沢小学校分会　栗原市立宮野小分会　仙台のロシア合唱団有志　退職女性教職員の会宮城
白萩の会　退職女性教職員の会宮城白萩の会仙南支部　宮城県高等学校・障害児学校教職員組合　宮城県高等学校・
障害児学校教職員組合司書部　石巻工業高校分会　佐沼高校分会　宮城県水産高校分会　築館高等学校分会　宮城
県工業高校　宮城県私立学校教職員組合連合　尚絅学院教職員組合　宮城県工業高校　NPO手をつなぎたい岩沼
　NPO法人しばた子育てゆるりん　NPO麦の会　PEACE　「テロにも戦争にもNOを！」の会　ＣＡＰみやぎ　ｉ-くさのねプロ
ジェクト　SOSHIREN女のからだから　エル・ソーラ仙台の縮小に反対する会　おひさまケア（株）　おりおん真空管アンプ視聴
会　週刊金曜日みやぎ読者会　仙台こけしぼっこ　仙台石けんをひろめる会　登米市の医療を考える会　名取が丘もったい
ないクラブ　日朝協会宮城県支部　日本国民救援会石巻支部　日本国民救援会宮城県本部　日本民主青年同盟宮城県
委員会　船形山のブナを守る会　平和・民主・革新の日本をすすめる宮城の会　みやぎ親子読書をすすめる会　宮城県農民
運動連合会　宮城県農民運動連合会女性部　宮城県平和委員会　東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター　放
射能汚染から子どもを守る岩出山の会　放射能から岩沼を守る会　放射能から子どもたちを守る栗原ネットワーク　放射能か
ら亘理を守る会　放射能と向き合う会in泉パークタウン　母子週末保養プロジェクトちいさなたびJAPAN　宮城県原水爆禁止
協議会　宮城県原爆被害者の会　みやぎチェンジねっと　宮城登米えがおネット　村田放射能汚染から子どもを守る会　ライ
フワークサポート響　浄満寺　真宗大谷派德照寺・佐藤和丸　聖ドミニコ女子修道会青野木修道院　聖ドミニコ中島丁修道
院　仙台YWCA　21世紀をひらくみやぎ女性のつどい　女性学を学ぶ会仙台　女性起業家を応援する新聞マガジンわんか
らっとＬ　政治を考える女性の会　婦人民主クラブ仙台支部　婦人民主クラブ緑ヶ丘支部　婦人民主クラブ宮城県支部協議
会　婦人民主クラブ仙台西支部　宮城女子力支援プロジェクト有志　みやぎジョネット　塩釜民主商工会　塩釜民主商工会
婦人部　仙台民主商工会宮城野東支部　仙台民主商工会　仙南民主商工会角田支部　古川民主商工会婦人部　宮城
県商工業者連合会　安保破棄諸要求貫徹宮城県実行委員会　くらしをよくする泉懇話会　宮城のうたごえ協議会　若月
（みかつき）会文学研究グループ　民族歌舞団ほうねん座　山の農場＆みそ工房SOYA　朗読グループ風　こども映画館クラ
ブ　柴田子どもの健康を守るネットワーク　仙台の子どもと教育をともに考える市民の会　宮城子どもを守る会　介護老人福祉
施設「十符・風の音」一階事務所　社会福祉法人こーぷ福祉会　社会福祉法人なのはな会　ポッケの森　みやぎ高齢者の
会　朝市センター保育園　朝市センター保育園PTA　あゆみ保育園　下馬みどり保育園　田子希望園職員一同　乳銀杏
保育園　東北公済病院菜の花保育所　福室希望園職員一同　柳生もりの子保育園職員有志　でんでん虫　（有）たじりエ
コベジタブル　“ほっと一息”和～ちゃんち　hiragaビューティスクール　SHOPヒロタ　Two Way 学習ゼミ　アルブマロカフェ
TLY　居酒屋あい八　家具のユノメ　（株）三和化学研究所　（株）湯目家具百貨店　じゃがいも　生活思想社　ちんまい
編集女性の会有志　ナガクボハウス　みやぎ書房　有限会社ココット　（有）現代印刷出版　ヨガサークルさくら　ＪＲ東労組
／会津若松支部　小牛田支部　新幹線総合車両センター支部　新幹線総合車両センター支部各分会一同　山形支部
　山形支部青年部　宮城一般労組現代印刷支部　宮城一般労組みやぎ生協支部／明石台店分会　揚げ・豆腐工場分会
　愛子店分会　石巻大橋店分会　石巻分会　石巻蛇田店分会　石巻渡波店分会　市名坂店分会　市場事務所分会
　岩切店分会　岩沼店分会　大河原店分会　大代店分会　沖野店分会　貝ケ森店分会　加賀野店分会　柏木店分会
　家電センター分会　北支部分会　木町店分会　共済・保険G分会　共同購入本部分会　国見ヶ丘店分会　黒松店分会
　経理部分会　気仙沼分会　コープトラベル分会　サービス事業部分会　幸町店分会　桜ヶ丘店分会　塩竈栄町店分会
　システム部分会　柴田分会　白石店分会　新高砂店分会　新寺店分会　新田東店分会　新八木山店分会　杉の入
店分会　生産管理分会　セットセンター分会　大富店分会　台原店分会　高砂駅前店分会　多賀城店分会　高森店分
会　中央支所分会　榴岡店分会　鶴ヶ谷店分会　店舗・営業企画分会　店舗運営部分会　店舗商品部・衣料分会　店
舗商品部生鮮分会　店舗商品部・ドライ分会　富沢店分会　富谷支部分会　名取西店分会　南光台店分会　西支部分
会　虹の丘店分会　西多賀店分会　迫店分会　東支部分会　フィッシュセンター分会　古川店分会　古川南店分会　松
島店分会　ミートセンター分会　水事業分会　南小泉店分会　南支部分会　八乙女本部・A1分会　柳生店分会　八幡町
店分会　リサイクルセンター分会　利府店分会　六丁の目店分会　亘理店分会　八乙女本部・A２分会　石巻渡波店分会
　貝ケ森店分会　青年部　パート部　婦人部　宮城一般労働組合みやぎ生協支部　宮城一般労働組合青葉病院支部
　宮城一般労働組合こーぷ福祉会支部　宮城一般労働組合庄子電気支部　宮城一般労働組合対がん協会支部　全日
本年金者組合塩釜支部　全日本年金者組合宮城県本部　全日本年金者組合宮城県本部女性部　全日本年金者組合宮
城野支部　全日本年金者組合岩出山支部　全日本年金者組合宮城野支部女性部　宮城民主医療機関労働組合女性部
　泉病院分会　泉病院分会女性部　県南医療生協分会　坂総合病院分会　坂総合病院分会女性部　坂総合病院分会
青年部　仙台錦町診療所分会　長町病院分会　長町病院分会女性部　古川民主病院分会　古川民主病院分会女性部
　宮城野原分会　塩竈地方労働組合総連合　大崎地方労連　国土交通省労働組合地理支部東北分会　自交総連宮城
地方連合会　全国福祉保育労働組合宮城支部　全国労災病院労働組合東北支部　仙台市職員労働組合女性部　全日
本建設交運一般労働組合宮城県本部　全農協労連宮城県支部　全労連全国一般宮城一般労働組合　全労連全国一般
宮城一般労働組合女性センター　通信産業労働組合宮城支部　東北大学職員組合女性部　東北大学職員組合病院支
部　東北大職員組合退職者の会　宮城県医療労働組合連合会　宮城県労働組合総連合　宮城県労働組合総連合女性
部　宮城自治体一般労働組合　働くもののいのちと健康を守る宮城県センター　柳生・西中田地区教育を語る会　非核の政
府を求める宮城の会　宮城県社会保障推進協議会　JAみやぎ女性組織協議会　みやぎ生協亘理店D委員会　みやぎ生
協虹の丘A委員会　みやぎ生活協同組合　みやぎ生協プリエ案内センター　生活協同組合あいコープみやぎ　3.25さようなら
原発in石巻実行委員会　原発いらない宮城ツユクサの会　原発の危険から住民の生命と財産を守る会　原発を考えるひま
わり村　三陸・宮城の海を放射能から守る仙台の会（わかめの会）　脱原発ひまわりネット　NPO法人チャレンジドネットワーク
　宮城県高齢者生活協同組合　宮城県漁業協同組合女性部連絡協議会　東北学院大学生活協同組合労働組合　宮城
県生活協同組合連合会 グループ・オフィス・マネジメント　5年後10年後こどもたちが健やかに育つ会せんだい・みやぎ　5年後
10年後こどもたちが健やかに育つ会まつしま・みやぎ　仙台民商宮城野西支部　東日本大震災くらし支援ネットワーク
なふむ　司法書士久保徳高　harmony社会保険労務士事務所　新エネルギーを考える会　合同会社Harmony

※順不同：掲載のお名前に間違いがありましたら何卒ご容赦くださいますようお願い申しあげます。

斎藤友章　斎藤智子　斉藤直之　斎藤宣子　斎藤信威　斎藤春美　斎藤ひで　斎藤ひとみ　斉藤ひとみ　齋藤弘枝
斉藤弘子　齋藤裕行　齋藤文江　齋藤史人　齋藤正子　斉藤眞知子　齊藤みち子　斎藤美代子　斎藤保典　斎藤幸恵
斎藤幸江　斎藤由紀子 齋藤由紀子　齋藤ゆゑ子　斎藤よし子　齋藤和枝　斎藤和子　佐伯晴子　佐伯由起子　境志穂
酒井和江　酒井孝夫　酒井晴香　堺本よし子板井八重子　阪内瑞穂　坂上シミ子　榊原征　榊原幸祐　榊原志乃
榊原豊子　佐賀祥子　坂田了生　坂元正　坂本綾　坂元一子　坂本枝美子　坂本敏枝　坂本なか子　坂本弘恵
坂本より子　佐川和子　佐川房子　佐久間徹　佐久間公子　佐久間敬子　佐久間太平　佐久間哲英　佐久間美代子
佐久間洋子　作間良子　佐久間和子　桜井亜希子　櫻井エイ子　桜井加寿子　桜井キヨシ　桜井宣子　桜井ひろ子
桜井益次　櫻田弘美　笹川恵悟　佐々木都　佐々木郁子　佐々木いづみ　佐々木永一　佐々木映子　佐々木瑛子
佐々木悦子　佐々木京子　佐々木清子　佐々木久美　佐々木久美子　佐々木桂子　佐々木恵子　佐々木健次　佐々木淑子
佐々木スミ子　佐々木隆夫　佐々木貴之　佐々木たきい　佐々木拓哉　佐々木忠夫　佐々木辰也　佐々木てい子　佐々木寿美
佐々木俊幸　佐々木のり子　佐々木紀子　佐々木治代　佐々木秀子　佐々木秀則　佐々木ひろみ　佐々木文子　佐々木フミ子
佐々木芙美子　佐々木政子　佐々木ます子　佐々木みい子　佐々木守夫　佐々木靖夫　佐々木裕子　佐々木ゆきえ
佐々木由美子　佐々木陽悦　佐々木義秋　佐々木美子　佐々木芳美　佐々木リエ子　佐々木良子　佐々木敦　佐々木伸一
佐々木史恵　さされいこ　佐立さく子　定永政子　さちべい　佐藤明子　佐藤圭　佐藤正　佐藤望
佐藤信　佐藤久　佐藤將　佐藤愛　佐藤亜紀　佐藤晶子　佐藤明美　佐藤厚子　佐藤あや　佐藤綾子　佐藤あや子
佐藤郁子　佐藤英子　佐藤瑩子　佐藤栄子　佐藤栄光　佐藤悦子　佐藤恵美子　佐藤カウ子　佐藤和枝　佐藤和子
佐藤和仁　佐藤かつえ　佐藤勝子　佐藤克之　さとう要　佐藤かほる　佐藤貴恵子　佐藤菊美　佐藤きぬ江　佐藤君枝
佐藤キヨ　佐藤きよ　佐藤京子　佐藤国子　佐藤恵子　佐藤慶子　佐藤圭子　佐藤啓二　佐藤健太郎　佐藤孝一
佐藤耕三　佐藤孝三　佐藤孝洋　佐藤定子　佐藤幸子　佐藤茂雄　佐藤静江　佐藤修司　佐藤順子　佐藤省子
佐藤尚子　佐藤小由美　佐藤鈴子　佐藤澄子　佐藤清子　佐藤聖子　佐藤設子　佐藤荘太郎
佐藤多恵子　佐藤妙子　佐藤貴子　佐藤多鶴子　佐藤千明　佐藤千恵子　佐藤知佳子　佐藤千賀子　佐藤千鶴子
佐藤ちと　佐藤千代子　佐藤艶子　佐藤てるよ　佐藤徳子　佐藤敏昭　佐藤利枝　佐藤年夫　佐藤敏子　佐藤としよ
佐藤とみ子　佐藤富治　佐藤朋子　佐藤智美　佐藤豊子　佐藤奈津子　佐藤信雄　佐藤伸子　佐藤典子　佐藤愿
佐藤春治　佐藤晴美　佐藤ひろ子　佐藤浩子　佐藤宏子　佐藤紘子　佐藤博　佐藤浩人　佐藤裕美　佐藤ふさ
佐藤冨美子　佐藤正明　佐藤政子　佐藤雅子　佐藤正子　佐藤正信　佐藤政代　佐藤真智子　佐藤眞知子　佐藤真利
佐藤信　佐藤美希　佐藤幹　佐藤瑞男　佐藤道子　佐藤三千代　佐藤光男　佐藤満子　佐藤峰夫　佐藤ミネ子
佐藤美穂子　佐藤みや子　佐藤美代子　佐藤美和子　佐藤弥絵　佐藤やえ子　佐藤裕一　佐藤祐子　佐藤雄孝
佐藤幸恵　佐藤行夫　佐藤由紀子　佐藤由美　佐藤由美子　佐藤有里　佐藤陽子　佐藤よし　佐藤芳恵　佐藤依子
佐藤理絵　佐藤律子　佐藤りつ子　佐藤了子　佐藤良子　佐藤留美子　佐藤礼子　佐藤れい子　佐藤恵子　里見一栄
佐野浩　佐野久子　猿谷澄江　沢田かづ　澤村多栄子　三田福子　残間潤　残間美子　残間良子　残間浩　三文字宏子
斎藤幸江　境本よし子　佐藤幹憲　佐藤説子　佐藤たつ　佐藤のぞみ　佐藤利江　佐山喜美子　椎谷はつえ　塩野梅代
志賀清子　鹿戸佳子　志賀清子　茂林慶子　重原達也　宍戸千恵子　宍戸貞子　宍戸理香　宍戸凛音　宍戸信栄
雫石聡子　雫石壽子　設楽幸子　品川聖治　信田淳一　篠塚功照　篠原定子　篠原性治　篠原直美　篠原弘典
篠原ひろみ　篠原良春　柴口由美子　柴崎洋子　柴田勲　芝田和史　柴田智子　柴田泰子　柴田洋子　柴田より子
柴田和子　澁谷清貴　澁谷誠智子　島和雄　島内重昭　嶋田一郎　嶋田敬子　島田千代　嶋田久子　島田洋子
島田義夫　島貫美知子　島宗すえの　清水仁　清水厚子　清水綾子　清水恭子　清水伸一　清水なみ子　清水目ヒデコ
清水幸雄　清水幸子　清水ユキ子　清水裕美子　志村由美　志村倫子　下平道子　下山克彦　出馬益子　首藤雅浩
庄司捷彦　庄子京子　庄子聰江　庄子淳子　荘司武彦　荘司千鶴子　庄司信子　庄司初子　庄子はる子　庄子英明
庄子雅子　庄子美智子　庄司みどり　庄司もと　庄司陽江　庄司良子　白坂とし江　白砂たま子　白砂英男　白塚佳史
白石和也　白石泰子　進藤建夫　陣内とし子　しんパパ　神久和　新保健介　神保静子　新本和也　末永恵子　菅井京子
菅井幸子　菅川ひろみ　菅原健　菅原敏子　菅原藤人　菅原操　菅原愛子　菅原明代　菅原文子　菅原イサ子
菅原一予　菅原栄子　菅原和恵　菅原勝彦　菅原清子　菅原恵子　菅原啓発　菅原幸枝　菅原幸恵　菅原俊浩
菅原聖子　菅原智之　菅原朋代　菅原寿恵　菅原秀俊　菅原増純　菅原真理子　菅原三枝子　菅原美佐子　菅原美智子
菅原三千代　菅原美穂　菅原めぐみ　菅原守弥　菅原有子　菅原百合子　菅原洋子　菅原よし子　菅原律子　菅原均
菅原三千代　菅原文子　杉井知子　杉浦謙一　杉崎由美　杉原好江　杉本みえ子　杉山茂雅　杉山三枝子　菅生恭子
須崎克己　鈴木覚　鈴木康　鈴木新　鈴木隆　鈴木朝子　鈴木恵津子　鈴木悦代　鈴木悦子　鈴木英美　鈴木恵美
鈴木恵美子　鈴木絵利　鈴木かずえ　鈴木和子　鈴木かつ子　鈴木喜美枝　鈴木京子　鈴木清之　鈴木久美子
鈴木圭　鈴木桂子　鈴木健三　鈴木宏一　鈴木幸子　鈴木紗也香　鈴木静子　鈴木從道　鈴木純子　鈴木詔一
鈴木信吾　鈴木すみ　鈴木すみ子　鈴木隆生　鈴木武　鈴木奈津江　鈴木正　鈴木達雄　鈴木民子　鈴木千絵
鈴木千江美　鈴木千代子　鈴木恒子　鈴木てい子　鈴木輝子　鈴木照子　鈴木徳明　鈴木富子　鈴木智子　鈴木友子
鈴木智美　鈴木なつ子　鈴杵真木子　鈴杵睦彦　鈴木則子　鈴木はつね　鈴木久代　鈴木宏子　鈴木宏之　鈴木真紀子
鈴木牧子　鈴木政喜　鈴木正志　鈴木みえ子　鈴木美佳子　鈴木美智子　鈴木道子　鈴木光子　鈴木満子　鈴木みな
鈴木美帆　鈴木みゆき　鈴木美和　鈴木睦郎　鈴木八重子　鈴木弥弘　鈴木優子　鈴木裕子　鈴木雄太　鈴木悠陽
鈴木ゆきえ　鈴木由美　鈴木陽彩　鈴木旗男　鈴木洋子　鈴木謡子　鈴木吉雄　鈴木より子　鈴木ラク子　鈴木和彦
鈴木久代　須田晶子　須田美佳　須藤剛　須藤明美　須藤きよみ　須藤祥子　須藤千鶴子　須藤登代子　須藤英允
須藤幹郎　須藤道子　須藤裕美　須山光子　諏訪部史　諏訪部美智江　清野いずみ　清野佳子　杉山弘子　須崎克己
瀬川国郎　瀬川節子　瀬川充　瀬川裕子　関あつ子　関哲男　関口晋太郎　関口すみれ子　関口秀生　関口秀和
関口秀子　関谷健太　関谷卓　関谷敏子　説田俊子　瀬戸幸子　瀬戸多津子　瀬名波明子　瀬成田実　扇子登美子
千野文　仙台ロシア合唱団有志　瀬戸多鶴子　相馬浩子　曽我邦昭　十河弘　曽根護　曽根和子　曽根とも子
曽根原はつみ　曽根三矢子　曽根保子　其川珠未　園田富三　園田道代　蘇武昌春　平三枝子　平建一　平良和代
高井明子　高岡典子　高木寿子　高倉冨美子　高崎和江　高沢美智子　高杉早智子　高田亮子　高地則子　高津真理子
高梨まゆみ　高野爽　高野和子　高野幸子　高野千紗　高野未央　高野由佳　高橋京　高橋建　高橋昇　高橋征
高橋結　高橋愛一郎　高橋あい子　高橋アイ子　高橋明子　高橋暁子　高橋敦子　高橋至　高橋榮子　高橋悦子
高橋克子　高橋紀子　高橋きみ子　高橋京子　高橋恭子　高橋きよみ　高橋邦子　高橋久美　高橋軍治　高橋敬文
高橋けさゑ　高橋宏一　高橋剛夫　高橋浩太郎　高橋咲子　高橋幸子　高橋静子　高橋重太　高橋淳子　高橋順子
高橋祥子　高橋志郎　高橋信子　高橋すみ江　高橋節雄　高橋節子　高橋忠雄　高橋辰雄　高橋達郎　高橋千明
高橋千栄子　高橋輝美　高橋俊子　高橋知子　高橋朋子　高橋春生　高橋秀雄　高橋秀子　高橋ひろみ　高橋文子
高橋正子　高橋雅人　高橋正行　高橋みい子　高橋美恵子　高橋美琴　高橋迪子　高橋美智子　高橋道郎　高橋美奈子
高橋みゆき　高橋美代子　高橋みゑ子　高橋モト子　高橋安子　高橋保子　高橋祐子　高橋由紀　高橋由美　高橋裕美
高橋洋子　高橋陽子　高橋よしえ　高橋美子　高橋好子　高橋義則　高橋良典　高橋嘉彦　高橋里枝　高橋理枝
高橋良子　高橋玲子　高橋禮子　高橋英夫　高橋直子　高橋美保　高平吉康　高平佳典　高平圭也　高平剛士
高平伸子　高平美恵子　高見恒憲　高屋歌子　高谷正子　高屋真弓　田川恵　田口亮　田口文恵　竹由香　武井あおい
武井隆明　竹内章郎　竹内貞子　武内利子　武川光子　武島悠哉　武末輝智子　武田えみ子　武田繁子　武田静江
武田泰明　武田典子　武田久夫　武田雅子　竹鼻敏子　竹丸富子　武山快子　武山順子　武山節子　武山利千子
武山富士子　太齋登　田島憲子　田尻良子　田代清行　多田久美子　多田征子　只野順　只埜美保　只埜斉　多田博茂
只見直美　多々良哲　多々良彼呂　多々良言水　多々良早月　多々良史弥　立谷邦江　橘美登里　立花初子　橘みつ子
立花安子　龍淵和佳子　舘野雪子　立山信　立山ゆき　舘脇章宏　舘脇幸子　田中元　田中一寿　田中富子
田中真理子　田中万由可　田中美穂　田中みよ子　田中鳩子　田中由紀　田中亮子　田中禮子　田中和子　谷関恭子
谷本孝子　田畑信一郎　田端忠夫　玉懸洋子　玉田かづえ　玉橋征子　田村圭子　田村蒸治　田村裕子　田村淑子
樽見郁子　丹藤広子　丹藤量子　丹野一　丹野仁　丹野卓　丹野尚　丹野喜恵子　丹野恵次　丹野曠子　丹野幸子
丹野たけ子　丹野たみ子　丹野のり子　丹野八郎　丹野英機　丹野広子　丹野八重子　丹野和賀子　丹羽としえ
高橋啓子　高橋典久　高橋ゆみ子　武田美江子　田中房子　丹野華子　千坂栄美子　千坂勝己　千坂誠意　千坂はるを
千坂寛明　千坂みちよ　千坂みとり　千田愛子　千田きぬえ　千田里深　千田秀子　千葉歩　千葉昭夫　千葉明日香
千葉あつ子　千葉あや子　千葉郁雄　千葉英子　千葉えい子　千葉絵理　千葉一雄　千葉加代　千葉紀美子　千葉恵子
千葉孝行　千葉晃平　千葉伍子　千葉哲美　千葉静　千葉淳子　千葉せつ子　千葉大志　千葉貴也　千葉多美江
千葉とし子　千葉智子　千葉信子　千葉久子　千葉弘美　千葉真紀　千葉正昭　千葉正記　千葉マス　千葉三枝子
千葉睦子　千葉やす子　千葉由美　千葉ゆり　千葉洋子　千葉理英子　千葉諒子　千葉林一　中鉢正造　長南栄子
長南年彦　長南友子　珍田洋子　塚田久美子　佃恵子　佃十知　柘植康子　辻順子　辻節子　津志田恭子　辻友紀
辻畑めぐみ　津島弘子　辻村久江　辻陽子　津田昭代　津田サツ子　津田淳子　津田千恵　津田正敏　土村まどか
土屋裕　土屋美絵　筒井ケイ　堤智子　綱島不二雄　角田秀子　坪井紫野　鶴岡勝彦　鶴見聡志　乳銀杏保育園職員
保護者一同　津田ミミ　出浦秀隆　出浦由美子　手代木せつ子　寺尾昭　寺尾美郷　寺沢幹緒　寺沢基子　寺島四郎
寺島剛　寺島知子　寺島万里子　寺島早苗　天童とき子　土井さち子　土井武雄　東海林ある子　戸枝季子　戸枝慶
遠山智子　遠山ひろ子　遠山裕湖　富樫昌良　富樫三千子　十川美枝子　徳田洋子　土佐伸　戸田慎一　戸塚秀子
戸津川永　戸津川晴美　苫米地博昭　富永智津子　豊岡あさ子　豊嶋正人　豊田樹也　豊永敏久　虎川静子　虎川太郎
鳥居正実　内藤孝　内藤隆司　内藤千香子　永井瞳　長井隆晃　長井真紀　長岡貴美　中尾健一　中川敬子　中川美保
中川佳子　永窪威　永窪将朗　長崎邦子　長崎敬一　長澤絹代　長澤清光　永澤瀧子　中澤民子　長澤ミヤ子
中塩俊子　中島千恵子　中島まさよ　中島美穂　中島康博　中嶋裕子　中嶋蓉子　長須賀直子　長住八重子　中田恵子
長田知子　中田美智子　長田麗子　中津川恵　中出舞　永沼聡　永沼幸枝　長沼千恵　長沼俊郎　中野沙惠　中野壽夫
中野苑恵　中野典子　永野三男　中野渡晴子　中野渡　長洞敏子　長峰千代　中村栄子　中村紀子　中村祥子
中村卓司　中村なほみ　中村晴美　中村みよ子　中村弥生　中村由起子　中山美和子　永山成夫　長森喜代子　中森孜郎
中谷徳子　中山悦子　長坂法子　茄子川満里子　名取幾恵　名取幾重　名取陽子　名雪洋子　奈良岡文枝　奈良陽子
成沢しげ　成田美穂　新野正志　西新太郎　新田善江　新岡洋子　新井田匡彦　新妻佐知子　新野千代子　新野正志
新保健介　新山康子　二階堂晃　二階堂正　西新太郎　西口久　西澤晴代　西崎友一郎　西城富子　西野純　西野弘
西原典子　西渕いね　西渕恵子　西村さち恵　西村直樹　西山喜久子　西山幸子　新田久美子　新田正子　二関和枝
二関真人　二戸君子　二瓶南佐子　沼倉広幸　沼倉八重子　沼倉優子　沼澤あかり　沼澤ふみ子　沼田愼也　沼田春菜
沼田正子　沼波房　沼邉厚子　沼邉茂信　根子尚　根本京子　根本久仁子　根本英子　根本ますみ　根來京子
野中康浩　野原房子　野村聖　野呂アイ　野呂圭　野崎和夫　野澤裕子　野地修　野田信子　芳賀緑　芳賀郁雄
芳賀幸子　芳賀直　芳賀秀子　芳賀ヒロ　芳賀弘子　芳賀文子　芳賀雅子　芳賀美恵子　芳賀八重子　芳賀芳昭
萩原修　萩原綾子　萩原純子　羽倉久美子　箱崎金子　橋浦秀和　橋浦秀子　橋浦舞衣　橋浦美紗子　橋本恵子
橋本恵次　橋本史俊　橋本四郎　橋本とも　橋本尚子　橋本秀人　橋元みつ子　橋元森雄　橋本由美子　長谷川エミ子
長谷川喜和子　長谷川圭子　長谷川敏久　長谷川典子　長谷浩子　長谷部栄佑　畑井紀代子　畑口和廣　畠山真利子
畠山裕太　畠山隆一　畠中美菜子　畑中玲子　畠山智宏　畑山ヨシエ　畑山量子　八反田史彦　服部賢治　服部れい子
初見慶子　花木かよこ　原田雅樹　土生亜希子　土生節子　芳賀ヒロ子　羽倉玖美子　羽渕ゆかり　濱口真理子
浜崎恵美　浜田和枝　濱田奈海　濱中邦子　濱中真喜　濱中邦子　早川喜枝子　早坂恵　早坂一彦　早坂きくゑ
早坂健子　早坂貞子　早坂孝　早坂友枝　早坂トキ子　早坂真由美　早坂美恵子　ハヤサカユミ　林治　林浩美
はやたのママ　原惠子　原建　原鉄　原俊樹　原伸雄　原史江　原崎武志　原田雅樹　原田文子　長谷川一二三
針生友美子　晴れたらいいね　半田千里　半田政子　平居高志　平井利枝子　平井美樹子　平岡己代子　平尾伸二
平賀秀法　平賀ノブ　平賀典子　平嶋千賀子　平田淳子　平田千鶴子　平塚玉江　平塚文子　平野夏織　平野美紀
平間止　廣瀬悦子　廣瀬京子　広幡博子　兵藤則夫　兵藤則雄　日和田昭子　樋渡玲子　日和田正廣　ビーコール陽子
日景ツグミ　日景教充　東ひかり　東義也　樋口すみ江　樋口晟子　樋口道夫　樋口里絵　彦坂洋子　彦坂らん　日食正昭
人見富夫　人見朋子　日野善子　日野仲子　日野よし子　日比野恵子　平塚ゆういち　桧山智明　檜山美穂
フォトELLE渡辺恵美子　福岡真哉　福岡節夫　福岡たい子　福岡智　福岡ひろ子　福岡光子　福島かずえ　福島清子
福島せん　福島浩子　福島槇夫　福嶋八重子　福島れい子　福島玲子　福田琴江　福原やす子　福山幸子　藤井隆子
藤井倶枝　藤井裕幸　藤井美枝子　藤井有香　藤井裕幸　藤崎隆　藤崎洲美　藤崎純平　藤澤賢　藤谷秀　藤田久子
藤田富美子　藤谷由美　藤野有美　藤林直行　伏見美枝子　藤村三郎　藤村千枝　藤本久美子　藤本たか子
藤本睦子　藤原聡　藤原大　藤原志乃　藤原純子　府中弥生　船木ヒデ子　舟橋ひな　舟橋やよい　舟橋洋子
舩山由有子　布間きみよ　古川さつき　古市真由美　古舘きよ　古舘友子　降幡竜児　古山やい　文屋裕子　辺見ふくい
北條裕士　外尾裕子　朴沢直子　星桂子　星由美子　星礼子　星野規子　星野はるか　星野耀子　星八重子
細川とも子　細畑敬子　細谷カヲル　細谷義信　細谷禮二　保原久美　保原民子　堀亨　堀内理恵　堀江順子
堀越慶一　堀越慶太　堀越ハルミ　堀籠智加枝　堀野公子　堀野満子　本郷弘一　本郷しずい　本郷智恵子　本郷千代子
本山晶子　本城房子　本庶祥子　ほんだあい　本田暁史　本田勝利　本田詩織　本田隆子　本田忠津子　本館弘
本田敏夫　本田永久子　本田弘枝　本田浩喜　本多由美子　本田喜男　本田りゅうのすけ　本橋和美　本間祐美子
前田由紀枝　前田純子　前野恭子　前原紀伊子　真壁完一　眞壁麻美　真壁雄一　真壁蓉子　槇文武　槇みさ子
槇陽子　槇文武　幕田悦子　幕田和子　マコ　正木クニ　増子恵美　舛岡壽美子　増田雄治郎　町田光子　松井和子
松井さく子　松井博　松井蓉子　松浦誠　松浦邦明　松浦恵史　松浦真吾　松浦敏子　松浦美樹子　松浦陽子

相川きみ子　相沢愛子　藍沢幸子　相沢佐和子　相沢たき子　相澤正樹　相澤雅英　相田りか　相原君雄　相原幸子　相原シゲ　相原ハル　相原よし子　青井克夫　青井福子　青井亮子　青木静子　青木純子　青木正芳　青木幹子　青木玲子　青野史恵　青山まき子　赤井弘子　赤坂いね子　赤間宏　赤間喜美子　赤松みゆき　赤間政子　赤間光夫　赤間由美子　赤間洋子　秋田きよ　秋山一巳
秋山惠子　秋山順子　秋山正樹　秋山美千子　秋山三千代　秋山善治郎　安久津美代子　浅井時子　安積克子　朝田俊典　朝田恵　浅沼栄二　浅野昭子　浅野行廣　浅野澄恵　浅野千枝子　浅野富美枝　浅野綏子　あさみまきこ　朝山かよ子　朝山慎一郎　浅利まみ　芦沢紀子　麻生君枝　安達章美　安達昭夫　足立かほる　安達喜美子　安達祥子　安達泰子　安達とみ子　安達優子　熱海悦子
熱海みき子　阿南陽二　油谷重雄　油谷苗子　阿部明　阿部梢　阿部忠　阿部晃子　阿部章子　阿部あさ子　阿部文子　阿部あや子　阿部綾子　阿部一彦　阿部一弘　阿部いづみ　阿部栄子　阿部悦子　阿部恵美子　阿部京子　阿部清子　安倍桂子　阿部慶子　阿部兼也　阿部耕己　安倍ことみ　阿部幸子　阿部志つよ　阿部順一　阿部絢子　阿部たき子　阿部武彦　阿部達夫　安部タツ子
阿部照子　阿部徳夫　阿部敏一　阿部とも子　阿部菜知子　阿部夏江　阿部信子　阿部則恵　阿部初子　阿部秀子　阿部日出子　阿部英美　阿部弘子　阿部広力　阿部ふじえ　阿部雅子　阿部正子　安部正直　阿部美智子　阿部光子　阿部美代子　阿部康枝　阿部泰幸　安部結衣　阿部由紀子　阿部よし子　阿部芳広　阿部良子　阿部和子　阿部清子　尼ヶ崎康　尼ヶ崎ひろえ　天坂真帆　天坂真理
雨堤真絵　天野清子　網野満子　網野禄朗　荒井俊子　荒井正美　荒井美保　新井良子　荒川節子　荒川弘子　荒木優子　荒二三子　有馬朱　粟野みよし　安斉えい子　安藤枝利子　安藤知　安藤昌二　安藤昌子　安藤美枝子　安藤美代子　安藤芳子　安藤昌子　安野優子　安楽久美子　青沼節子　朝田りつ子　あさみまさこ　安海よう子　飯塚尚子　飯渕信子　井伊裕子　五十嵐栄子　五十嵐桂樹　五十嵐淑子
五十嵐滝　五十嵐典子　五十嵐則子　五十嵐のり子　五十嵐美那子　五十嵐洋子　猪狩郁子　壱岐史章　井口信也　池上武　池田多津子　池原賢吾　池原賢治　池原賢太郎　池原深雪　池原亮子　池町江美子　居坂幸　居坂なほみ　砂金亜紀子　砂子啓子　砂金静子　石井郁子　石井恵美子　石井清幸　石井美恵子　石垣就子　石垣久夫　石垣弘子　石垣元子　石垣靖子　石垣裕美　石川聡子　石川徳春
石川智子　石川フサ子　石川ヨシ　石川勝子　石木田華那　石澤旬　石嶋了　石島恵子　石島周作　石田美恵子　石田美智子　石飛さつき　石野多江子　石部智恵　石山浩　五十鈴川みよ子　和泉和歌子　和泉敬子　伊勢晶子　伊勢敏　伊勢宏　伊勢良子　磯崎和恵子　磯野サダ　板垣乙未生　板垣有典　板橋静子　板橋春男　板橋美恵　板橋祐子　伊丹以奈子　市川英明　市川文子　市川宮子　一條恵子
一条孝子　一條忠基　一之瀬睦子　一戸富士雄　一戸葉子　市場恵子　市橋章子　一方井ヨシ　伊藤恵　伊藤純　伊藤孝　伊藤勇　伊藤暁子　伊藤明世　伊藤喜代子　伊藤軍治　伊藤慶子　伊藤恵仁　伊藤健一　伊藤貞夫　伊藤俊治　伊藤澄枝　伊藤妙子　伊藤千穂　伊藤俊子　伊東敏行　伊藤とみ子　伊藤智之　伊藤豊子　伊藤とよ子　伊藤斐子　伊藤博志　伊藤宏志　伊藤博義　伊藤文枝　伊藤正子
伊東正壽　伊藤まつ　伊藤真弓　伊藤真由美　伊藤道子　伊藤美津子　伊藤みなゑ　伊藤美穂　伊藤ゆかり　伊藤雪江　伊藤リう子　伊藤李寧　伊藤和子　伊東香美子　伊藤由子　稲葉信二　稲荷浩　井上京子　井上昌子　井上美由紀　猪岡光　猪股暁子　猪股亜咲　猪股とも子　猪股信子　今井剛　今井彩子　今井志保子　今井保　今井徳子　今井敏子　今宮磨智子　今村愛実　入間田範子　色川健一　磐井志江
磐井勉　岩井由紀　岩倉真知子　岩崎御舟　岩崎陽一　岩佐年明　岩澤恵子　岩澤つま子　岩澤真理　岩澤裕美　岩渕彩子　岩渕志津子　岩渕晢子　岩淵宣枝　岩渕正子　岩渕善弘　岩渕和子　岩間憲行　岩見厚子　岩本かね　岩谷勉　伊藤由子　稲見亨　稲見朋子　岩渕宣枝　植木てる子　植木玉雄　植木貞子　上田高之　上田みち子　上原敏子　上村公郎　上村得世　魚谷優子　宇佐美良秀
氏家和洋　氏家敬子　氏家富士子　氏家洋子　氏居好美　丑田今日子　丑田美代子　薄井淳　薄木芳美　歌川睦子　内田恵子　内田直子　内田昌子　内田洋子　内堀絹子　内山昌之　宇塚敬子　宇津志紀子　内海妙子　内海敏美　内海雅子　内海暸子　宇都彰浩　宇根岡實　梅津加知子　梅津俊佑　梅津真裕美　楳林毅　楳林由美子　梅原香織　梅森寛誠　浦川和弘　浦田文子　浦田芳明　江草重男
江島悦子　江島隆二　江幡早苗　江幡未絵子　遠藤いさ子　遠藤恵美　遠藤香枝子　遠藤恭子　遠藤恵子　遠藤圭子　遠藤慎一　遠藤園子　遠藤多惠子　遠藤孝夫　遠藤貴志　遠藤丈晴　遠藤智恵　遠藤智恵　遠藤利美　遠藤紘子　遠藤麻由　遠藤みよ子　遠藤義輝　遠藤理香子　遠藤涼子　遠藤勝彦　遠藤里恵　遠藤龍之　遠藤長子　及川薫　及川紀　及川京子　及川自子　及川貴士　及川千賀子　及川俊子
及川敏子　及川史子　及川美穂　及川由貴　黄倉敏枝　黄倉直史　黄倉ひかる　近江千賀子　近江龍一　大泉あけみ　大泉ていこ　大内明子　大内登久子　大内誠　大内まち子　大内真理　大内弥生　大浦茂子　大浦真知子　大江加世　大江せつ子　大賀直純　大川理栄　大木薫　大木望　大木碧　大木一彦　大木れい子　大坂允子　大崎康平　大崎千映　大崎ふみ子　大島建男　大嶋美恵子　太田敦子
大高誠子　太田京子　大竹圭子　太田貞子　太田さや香　太田伸二　大立目ともゑ　太田徹夫　太田直道　太田ひゆり　大田弘子　太田フサ子　太田雅代　太田美佐子　太田裕子　太田洋子　太田均　大塚ふさえ　大塚真里子　大槻栄子　大槻清子　大槻透　大槻弘子　大槻真由美　大友　大友健　大友恵里子　大友京子　大友賢一　大友茂子　大友貴子　大友津代　大友とき子　大友のり子　大友春子
大友睦夫　大浪直子　大浪櫻子　大沼一美　大沼しのぶ　大沼清市　大沼照子　大沼浩子　大沼紘子　大沼万由美　大沼雄子　大沼芳美　大沼耕治　大沼珠惠　大野幸子　大野ヨシ　大場いさみ　大場祝　大場幸　大橋達　大橋巳津子　大場節子　大場高子　大場拓俊　大庭哲　大場史　大場裕利　大庭容子　大原宇　大原俊子　大場理恵　大平恵美子　大平弘悦　大益アヤ　大松澤房子　大宮綾子　大宮春子
大村久美子　大本範子　大森珠江　大山あけみ　大山薫　大山真理　大山泰人　大山理香　大山諒　岡康子　岡崎愛美　岡崎勝子　岡崎チエ子　小笠原卓　小笠原千英　小笠原奈美子　小笠原ユキ子　尾形明子　岡田栄子　尾形きみ江　尾形敏行　岡田修江　岡野圭奈　岡村朋子　岡村宏輔　小川静治　尾川輝敏　小河原武　小川眞弓　小川美智子　沖田奈保子　沖津京　沖津美奈子　奥崎雍　奥田知子
奥津栄子　小熊信　小熊一輝　小熊くるみ　小熊好隆　小熊隆ノ介　小熊太郎　小熊千恵子　小熊千尋　小熊輝章　小熊夏子　小熊正方　小熊美幸　小熊雄輝　小熊よし子　奥村友子　奥山悦子　奥山和子　奥山勝利　奥山とよ子　小此木ふさの　長内とし子　小澤茂　小澤博　小澤かつ　小澤義春　小高えい子　小鷹和代　織田信夫　落合ゆう子　越智玲子　おっぺ　小成田忠雄　小野いづ深　小野栄子
小野織恵　小野勝徳　小野喜久恵　小野久一　小野さく子　小野鈴子　小野泰明　小野寺雄　小野寺永子　小野寺栄太　小野寺キミ　小野寺久美子　小野寺修一　小野寺順子　小野寺信一　小野寺利子　小野寺智雄　小野寺範子　小野寺典子　小野寺紀子　小野寺浩之　小野寺義象　小野寺隆平　小野ともみ　小野七瀬　小野八江　小野秀子　小野雪子　小野ゆり子　小野口りこ　小幡篤　小畑茂　小畑純子　小畑恒子
小畑英子　小畑牧子　小幡正子　小幡幸拓　小原徳子　尾本倫子　小山田直高　小山みね子　折居美奈子　折小野タエ子　及川直子　近江　寿　大友順子　大沼マサ子　長田ゆき子　小野寺俊朗　小野菜々花　海上晃　貝塚順子　加々見ちづ子　加賀谷尚　加賀谷嘉範　鍵本安子　角田紀美子　角田洋子　掛札亜美　掛札久美子　掛札正孝　葛西文　笠井一臨　笠井照子　葛西洋子　笠原克規　笠原敏宣
笠原英樹　笠原瑠璃子　風間　笠松愛子　梶浦ひろこ　梶谷久子　鹿島進　鹿島正子　梶原悦子　梶原ユキ　春日辰夫　上総章子　堅岡誠喜　堅岡由美子　片桐青史　片桐希　片田英一　片野紀代子　片野健太郎　片野昂平　片野陽菜　片野富美恵　片平拓哉　片山知史　片山昌子　片山陽子　勝然たみ子　刈田美和子　カッポン　勝又信嗣　勝又延子　勝又治子　勝又みち子　勝又玲子　鰹谷美穂子
加藤悦子　加藤恵美　加藤京子　加藤恭子　加藤紀代子　加藤清俊　加藤久美子　加藤けい子　加藤光吉　加藤幸子　加藤さつ　加藤三正　加藤純子　加藤正一郎　加藤節子　加藤千恵　加藤千恵子　加藤千穂子　加藤俊子　加藤智子　加藤智治　加藤豊子　加藤望　加藤憲男　加藤美寿　加藤富士子　加藤正伸　加藤益子　加藤眞理　加藤美樹　加藤幹夫　加藤翠　加藤泰子　加藤裕子　加藤幸代
加藤洋子　加藤嘉信　加藤よね子　加藤良子　加藤武彦　梶谷摩代　柏木淑子　門田真理　門田陽子　門脇寛　門脇佐栄子　門脇淑子　金森京子　金谷貞雄　金成建太郎　加成千春　金子圭太　金子孝子　金子哲也　金子信子　金田早苗　金田基　金濱敏行　金萬文雄　鹿野育子　加納真喜子　狩野栄子　狩野邦紀　狩野のぶ子　鹿野誠　鹿股明子　鹿又静子　鹿股輝雄　鹿野みどり　鹿野善照　鎌内あつ子
鎌内克美　鎌内秀穂　鎌田勝憲　鎌田祥子　鎌田茂子　鎌田貞子　鎌田光子　鎌田良子　鎌田智子　釜萢勝宏　上條栄治　上西寛　上西雅江　神林せつ子　上村安子　神谷いつ子　亀山政子　萱場麗子　賀屋由起　賀屋義郎　刈田啓史郎　筆甫の絵描き　狩野広子　河相一成　河相治子　かわさきせつこ　川島なち子　川島幸江　川名直子　川端英子　川端純四郎　川端千尋　かわむらかづえ　川村花子
川本陽子　菅野和美　菅野淳一　菅野節子　菅野千春　菅野友子　菅野俊雄　管野日出子　菅野冨美子　菅野由紀　菅野智之　菅野冨次郎　菅野靖子　勝又みえ　加藤武彦　桔梗恵美子　菊田絹子　菊田良次　菊地亨　菊地愛子　菊池映子　菊地榮子　菊地悦子　菊地恵理子　菊地修　菊池慶子　菊池修市　菊地史朗　菊地多美子　菊地智恵子　菊地夏江　菊地秀行　菊地秀行　菊池昌子　菊地美津子
菊地光子　菊地裕子　菊地由紀子　菊地洋一　菊地芳恵　菊地レイ子　木坂理絵　岸孝子　岸茉莉子　岸本睦義　岸本由可里　岸本陽子　木須淑子　喜多川進　喜多川康子　北野久仁子　木田信子　北村誠悟　北村志津枝　北村美喜子　北村裕子　北山民子　木下まり子　木幡修子　木伏結　木伏佳子　木村　木村毅　木村博　木村明子　木村暁子　木村昭子　木村永子　木村かほる　木村邦雄
木村久美子　木村さち子　木村幸子　木村しま子　木村純一　木村純子　木村節子　木村登喜子　木村朋恵　木村知子　木村緋紗子　木村富士　木村三枝子　木村恵保　木村モモ　木村弥夫　木村裕子　木村宥子　木村よう子　木村義秋　木村理恵　木村和子　木村亘裕　木村和正　木村美栄子　木村邦雄　木村朋恵　木山悠　清岡修　清原一彦　清原ささこ　清原利江　金美代　菊池修市　木村朋恵　木村祐子
久我愛子　久我義和　釘丸晶　日下きみ江　日下幸子　日下晋　日下貞子　草刈昭代　日下良白　草刈量市　日下明子　草野清信　草野眞木子　草場裕之　葛原縁　楠本浮子　楠本敏子　沓澤小波　工藤梓　工藤将　工藤あかね　工藤喜美子　工藤恵子　工藤しげ　工藤弘子　工藤睦子　工藤裕子　工藤玲子　國永満知子　國久暁　久保和代　久保佳世　久保徳高　熊谷郁夫　熊谷郁子　熊谷克利　熊谷潤
熊谷親子　熊谷つよし　熊谷鉄治　熊谷富代子　熊谷昌子　熊谷正子　熊谷峰子　熊谷美代子　熊谷陽子　熊谷洋子　熊谷義純　熊谷よね子　熊谷より子　熊倉雅人　熊野稔　蔵本美和子　栗城和子　栗城京子　栗城圭　栗原哲也　呉賢一　黒須敦子　黒須眞喜子　黒田あきさ　黒滝えい子　黒滝道子　黒田ふみ子　黒田町子　郡司宏貴　小池七生子　小泉あさひ　こいずみきさく　小泉喜作　小泉貞子
小出竜也　小出昌子　小岩亜矢子　郷古格治　郷右近やす子　高津政臣　鴻巣サト　河野敏彦　河野雪子　桑折加奈　郡山一男　小島妙子　小島秀美　小島和夫　小杉喜恵子　小関きよみ　小関俊夫　小関靖子　小高郁子　児玉健治　児玉晴美　小塚えつ子　後藤忍　後藤武　後藤明子　後藤紀代子　後藤幸夫　後藤幸子　後藤繁　後藤たき子　後藤てるみ　後藤東陽　後藤ひとみ　後藤不二夫　後藤雅恵
後藤昌子　後藤由香　小橋景子　小林明　小林明美　小林京子　小林くに子　小林研也　小林重信　小林茂方　小林しずえ　小林祝男　小林澄子　小林セツ　小林立雄　小林照忠　小林とみ子　小林宣子　小林秀夫　小林美和子　小林保子　小林弥世子　小林由佳　小林由夏　駒形貴　小松あかね　小松英則　小松倉久恵　小松沢健幸　小松信子　小宮道子　小室則子　小室正子　小室満子　小森悦子　小森静雄
小柳美世子　小山功　小山公子　小山幸七　小山里織　小山茂樹　小山澄子　小山節子　小山寿子　小山祐子　小山和子　昆リツ子　今田隆一　近藤まさえ　近藤裕子　紺野勇　今野眞紀　紺野昭子　近野享子　今野喜代子　今野恵子　今野貴子　今野ツヤ子　金野初子　金野寿代　昆野ひろみ　紺野真貴子　今野まき子　金野正行　金野美智子　今野迪義　今野裕子　金野由紀枝　金野理枝　金萬文雄　郷家道彦
越坂雅彦　西海土久美子　才川貴子　西城久美子　西城光洋　西城祐子　西條祥樹　斉田久典　斉藤清　斎藤健　齋藤卓　齋藤誠　斎藤明夫　斎藤昭子　齋藤昭子　斎藤麻紀子　斎藤永子　齋藤和久　斎藤カツ子　斎藤君江　齋藤啓子　齋藤恵子　斎藤紘二　齋藤境子　斎藤幸子　斎藤修一　斉藤章子　齋藤信一　齋藤聖子　斉藤節子　斉藤たい子　斎藤大地　斎藤たか子　齋藤千裕　斎藤ちよ子　斉藤ツメ

あなたもご一緒に！
私たちは、今と未来に生きる子どもたちを

放射能汚染から守りたいという
切実な願いをつないで、

大きな声にしていくために活動しています。
ご賛同をお寄せ下さい。

joseinet-miyagi

housyanoujoseinet@hotmail.co.jp

【郵便振替】02270－5－118883
【加入者名】「子どもを放射能から守る女性ネットみやぎ」

賛同金 個人一口500円・団体1,000円（何口でも可）

池原亮子（宮城県商工業者
連合会婦人部協議会会長）

池野暢子（いけの産婦人科
小児科医院院長）

阿部恭子（人権NPO WORLD
OPEN　HEART代表）

秋山惠子
（政治を考える女性の会代表）

足利ちか子（宮城県高等学校
教職員組合女性部長）

安達喜美子（宮城県保育関係
団体連絡会事務局次長）

天野清子（21世紀をひらく
みやぎ女性のつどい）

大山あけみ
（宮城県教職員組合女性部長）

大友佳代子（三陸・宮城の海を
放射能から守る仙台の会【わかめの会】代表）

大越弘美
（シネマCafé「右岸の羊座」）

入間田範子 楳林由美子（退職女性教職員
の会宮城白萩の会会長）

遠藤恵子
（米沢女子短期大学学長）

大木れい子（婦人民主クラブ
宮城県支部協議会会長）

草野祐子（みやぎジョネット【みやぎ
女性復興支援ネットワーク】代表）

木村緋紗子（宮城県
原爆被害者の会事務局長）

木坂理絵（弁護士・
脱原発ひまわりネット副代表）

小野ともみ
（宮城厚生福祉会理事長）

加々見ちづ子
（仙台市なのはなホーム園長）

門田陽子
（社会保険労務士）

川端英子
（のぞみ文庫　主宰）

佐々木政枝
（宮城一般労働組合女性センター）

佐々　礼子
（CAPみやぎ代表）

酒井文子
（みやぎ親子読書をすすめる会代表）

小泉知加子（「わんからっとL」
代表取締役兼編集長）

小林純子（災害子ども支援
ネットワークみやぎ代表世話人）

齋藤昭子
（みやぎ生活協同組合理事長）

斎藤春美（みやぎヒューマン
ドキュメンタリーを観る会）

塩野梅代
（女川原発の廃炉を求める会）

里見まり子
（宮城教育大学教授）

佐藤理絵佐藤瑩子
（学校給食勉強会）

佐藤澄子（放射能から子どもたちを
守る栗原連絡会準備会）

佐藤千鶴子
（くらしと電磁波を考える会）

佐藤美希
（坂総合病院医師）

立石美穂高橋万里子
（NPO法人水の旅人理事）

高野幸子
（福室希望園 園長）

杉山弘子
（尚絅学院大学教授）

須藤道子（「テロにも戦争にも
ＮＯを！」の会世話人代表）

高野和子（原発の危険から
住民の生命と財産を守る会）

髙田亮子
（多夢多夢舎中山工房施設長）

芳賀ひろ子
（カトリック正義と平和仙台協議会）

野呂アイ
（尚絅学院大学名誉教授）

西澤晴代（仙台子どもまつり
実行委員会代表）

丹野広子
（仙台保育問題研究会代表）

戸枝　慶
（宮城女性九条の会共同代表）

富永智津子
（元宮城学院女子大学教授）

中村晴美
（社会福祉法人わらしべ舎理事長）

村松敦子（弁護士・子ども
虐待防止ネットワーク･みやぎ）

宗片恵美子松本嘉子
（仙台ＹＷＣＡ理事長）

松本光子
（仙台ＹＷＣＡ会長）

橋本由美子（仙台の子どもと教育を
ともに考える市民の会代表運営委員）

樋口晟子
（宮城女性九条の会共同代表）

平賀ノブ
（Hiragaビューティスクール学校長）

前野久美子
（book café  火星の庭）

横堀育子
（宮城県保険医協会副理事長）

ゆんた美樹子（母子週末保養
プロジェクトちいさなたびJapan）

矢崎とも子
（坂総合病院医師）

八嶋洋子
（JAみやぎ女性組織協議会会長）

谷津尚美
（放課後ケア）

八幡悦子
（助産師）

放射能汚染から子どもたちを守るために、
声をあげ手をつなぎましょう！

　東京電力福島第一原発事故により、大地と海と空、すべてのいのちが放射能に
汚染され、多くの人々が毎日の暮らしと未来への不安を大きくしています。
　6月には関西電力大飯原発の再稼動が強行される中、「もうこんな危険な原発は
やめてほしい！」「安全な自然エネルギーへの転換を！」の声と活動が、全国津々浦々に
広がっています。
　小さな声では届かないことも、一人ではできないことも、みんなの声と力をつないで
もっともっと大きな広がりをつくりましょう。
　未来をつくるのは私たち一人ひとりです。

浅野富美枝
（宮城学院女子大学教授）

小澤かつ
（宮城県母親大会連絡会会長）

児玉芳江
（NPO法人しばた子育て支援ゆるりん代表理事）

村口喜代
（村口きよ女性クリニック院長）

山田いずみ
（弁護士・脱原発ひまわりネット代表）

共同代表

私たちはみなさまのご賛同を呼びかけます。

活動の様子や情報はブログ

皆さまの声はメールで

個人と団体のご賛同により広告を掲載しております。
ご掲載者のほか個人と団体のご賛同者の総数は、4,561です。

子どもたちを放射能汚染から守り、原発から自然エネルギーへの転換をめざす女性ネットワークみやぎ
（略称：女性ネットみやぎ） housyanoujoseinet@hotmail.co.jp仙台市青葉区大町2-5-10-305　TEL/FAX022-215-3120

イラスト：柚木ミサト

子どもと妊婦への健康調査を充実・継続し、自治体ごとの対策室設置、
検査機器の配備拡充、食材の検査体制の確立、強化を求めていきましょう。

女川原発をはじめ、国内すべての原発を再稼動しないよう求めていきましょう。

原発からの撤退を決め、自然エネルギーへの転換に向かうよう求めていきましょう。

畠山悦子
（県漁協女性部連絡協議会会長）

谷関恭子
（ジュエリーアーティスト）

雫石壽子
（みやぎ教育相談センター相談員）

佐々木ゆきえ
（新日本婦人の会宮城県本部会長）

工藤恭子（生活協同組合
あいコープみやぎ副理事長）

岡村朋子
（宮城のうたごえ協議会会長）

伊藤仟佐子

一戸葉子
（宮城女性九条の会共同代表）


