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合葉 かね子 是安　克彦 萩原　正博

青木　幾次郎 近藤　伊音美 葉佐　英貴

青木　京子 近藤歯科医院　近藤 均 橋本　和代

青島　光良 近藤　寅雄 橋本　慶子

青野　馨 近藤　信嘉 橋本　紘司

青野　和代 高山　堅太郎　コンパル 橋本 銃太郎　

青野　尚己 今駒　裕宏 橋本　精行 (株)

青葉歯科 西郷　功 橋本　長男

青山　俊夫 西郷　加代子 橋　 照基 

青山　のり子 齋藤　昌 橋本　冨美枝

青山　満蔵 斎藤　敦 橋本　正市

赤堀　港治 齋藤　幸子 長谷川　和義

赤堀　静子 斎藤　毅 長谷川商店（株）

赤堀　順子 齊藤　幸雄 長谷川　進次　　　　

掛川接骨院 　赤堀　智昭 齋藤　善久 長谷川造園　

赤堀　麻利子 齋藤　羚治 長谷川 　秀男

明るい社会づくり運動静岡県掛川協議会 酒井　泰孝 長谷川　善孝　

明田　多美子 坂井　良子 長谷自動車工業有限会社

アクアインテック株式会社 榊原　髙義 波多野　規久男

株式会社　アクセス 坂田　修 波多野　智之

浅井　卓 坂田　徹 秦　道雄

浅井銘茶店 医療法人　茗山会　坂本整形外科医院 服部　克己

株式会社浅岡工業 坂　幸彦 服部　強

浅岡　芳男 株式会社相良製作所 服部  京子

浅野　利弘 相良　美智子 服部　健

朝比奈　仁 匂坂　光男 服部　重之

朝比奈 りう子 櫻井薬局（株）　櫻井　義長 服部　新治

㈱アスカ　　 櫻井　洋子 服部　精治

安達  昇治 笹川　豊 服部　孝男

安達　啓 佐々木　浩二 服部　丈夫

賛　助　会　員　名
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足立　信雄 佐々木　順子 服部　多津昌

厚原　孝治 有限会社佐々木製作 服部　秀敏

渥美　秋代 佐々木製茶株式会社 服部　正明

渥美　久平 佐々木　継明 服部　稔

渥美　定平 佐々木　徳栄 (有)はなびし   後藤　信夫　

渥美　俊雄　 佐々木　久雄 花村　和男

渥美　充枝 佐々木　英世 花村　章二

阿部　貞子 佐々木　弘 馬場　鉄代

阿部　雅行 宗教法人寶住寺　 佐々木　宏道 馬場　日登義

阿部　由美子 笹本　友明 馬場 ひろ子

天野　功 笹本　安枝 早川　正實

天野　佐太夫 笹本　義雄 早川　雪江

天野　時男　 佐次本　邦兵 林　　公一

天野　利之 佐次本　武司 林写真館　林　秀行

天野　信夫 佐次本　彦吉 林　敏之

天野　百々香 さつき美容院 原川　明弘

天野屋商店 佐藤　篤 原川郵便局　代表　時田　義人

新井　治平 佐藤  勝正 原崎　春生

新井　智恵子 佐藤　喜久子 原田　江里子

荒川　弘 佐藤　公雄 原田　清作

荒木　和一 佐藤　惠子 株式会社　原田工業所

荒木　弘子 佐藤  弘一 （株）原田工務店

有海歯科医院　有海　司郎 佐藤　収一 原田　茂樹

有海商店有限会社 佐藤　隆 原田　静江　　

有限会社掛川アンデルセン 佐藤　武夫 原田 卓馬カットクラブパーティー

安間　明敏 佐藤　俊夫 有限会社原田鉄工所

安間　恵一　 佐藤　俊博 原田　敏治

飯田　みどり 佐藤　虎雄 原田　富夫

飯田　佳且 佐藤　亘亮 原田　秀多

池ヶ谷　友行 佐藤　典雄 原田　隆司

池田　節子 佐藤　一 原田　黎一 ・ 浩子

池端産業株式会社 佐藤　秀雄 原野　政夫　
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池谷　満 佐藤　英樹 ・ 春美 原野谷自動車

伊佐治　邦彦 佐藤　宏 原　勝

石井　義久 佐藤　正明 原　道子

石神　方暢 佐藤　正幸 東　園子

石川　一也 佐藤　光夫 樋口 てつ子

有限会社　石川自動車 佐藤　満弘 久田　恵美子

石川　俊一 佐藤　幸男 有限会社久田瓦店

石川　千津子 佐野医院　佐野克行 ビバレッジファーム

有限会社　石川電器店 佐野　勇 ビューティ-エバ　ヘアメイクアップアートBOY

石川　利行 佐野　秀子 美容室 カッティングエース　

(有)石川塗装店 佐野　義昭 ㈱兵藤楽器店

石川　信吉 沢口　善美 平井　幸子

石川　花子 澤　逑史 平井　順策

石川 　政夫 株式会社　三善 平尾　勝美

石川　政義 ㈱三宝園　田旗　桂太 平尾　猛

石川　祐之 株式会社 三和電設 平尾　弘育　

石川　友紀 ㈲椎の木屋 平尾  吉男

石川　 嘉久 塩崎　寿美子 平川　久雄

石川　弥 塩崎 仲衛 平澤　一志

石田　昭次 塩澤　勝義 有限会社　平島屋

石田 　勝紀 合資会社塩沢機械店 平出　一男　

石田　宗一 塩澤　浩滋 平出　武義

石田　泰純　（長福寺） 塩澤　光起 平出　應男

石田　忠男 鹿野 貞美 平出　松子

石田　務 ㈱静岡銀行大東支店 平出　道代

石田　晴彦 静岡資材株式会社掛川販売支店 平出　行良

石田　秀男 （株）静岡茶通信販売センター 平野　修

石田　正人 株式会社設楽製材所 平野　一夫

石田　みつ子 柴田　貞雄 ㈱平野工業

石田屋　石田　金雄 柴田　茂 平野　隆子

石田　義夫 芝山  一枝 平野　正

石野　勝 嶋　勝己 平野　敏雄
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石原 憲一 嶋　成子 平野　昇

石引 美枝子 島田信用金庫掛川支店 平野　初

石山　巌 株式会社　清水銀行掛川支店 平野　久雄

石山　悦子 清水　澄子 平野ボイラー株式会社

石山　一雄 清水　博文 平野  正和

石山　教子 清水　マサ代 平野　安春

石山　詔男 清水　幹夫 平野　裕一 ・ 房江

石山　弘 志村　敏文 平野　義弘

石山　二三明 志村　房子 平松商店　平松　茂幸

石山　正之 志村　玲子 平松　満

石山　みつ　 下崎　隆司 廣岡　敏雄

石山　吉春 下嶋　隆 廣岡　政樹

石山理容店 殊勝寺 広田クリニック　廣田　佳行

株式会社　泉屋 宗教法人  春林院 笛岡　教雄

磯村　征次 有限会社松英電気設備工業所 深澤　伍一

磯村　敏夫 松月堂　　村松 克浩 深澤　博

井田　貞鳳  妙徳寺 昭和パックス株式会社掛川工場 深田　常義

市川　さよ子 白井　昭子 深田　鐵次　

市川　元三　 白岩　努　　 深田　徳男

市川　芳江 白木　由高 深田　幸夫・直子

一木　正明 （有）白鷺研機　　 福井　敏泰

井出　あや子 白畑　敏康 福島　寛行

伊藤　あつ子 株式会社新開トランスポートシステムズ 天理教薫遠州分教会 福島　修一

伊藤　巌 新興電機株式会社 株式会社福田カメラ

㈱伊藤園　掛川支店 真如寺　足立 哲彦 福田　喜久次

伊藤　啓子 榛葉　昭夫 福田　喬治

伊藤　公一 榛葉　敦志 福田　旻司

伊藤　繁夫 榛葉　伊佐雄 福田　さち子

伊藤　世紀子 榛葉　轉 福田寿し

伊藤　武志 榛葉運送有限会社 有限会社福田屋商店

伊藤　登喜雄 榛葉　勝明 藤浦　和博

伊藤　敏子 榛葉　公子 藤川　三郎
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株式会社伊東塗装店 榛葉　恵子 藤沢　知彦

伊藤　弘 榛葉　憲司 藤田　礼女　

伊藤　ふじ江　　 行政書士　榛葉　諭司 藤田　欣作

伊藤　靖子 榛葉　三郎 藤田　さと子

伊藤　安秀 榛葉　園子 株式会社　藤田鉄工所

伊藤　泰弘 甚八　岸本　好央 株式会社富士薬品

伊藤　勇司 榛葉　恒治 武州総合サービス（株）静岡営業所

伊藤　至昭 株式会社榛葉鉄工所 武州総合サービス静岡株式会社

伊藤　義子 榛葉　秀夫 藤原　康顕

伊奈　幸男 榛葉　仁 ヘアサロンリーフ

(有)　ｲﾅﾘ 榛葉　房子 株式会社　邦和工業

株式会社井上工業 榛葉 法大 株式会社北陽

井上　敏幸 拝葉 雅和 穂坂　史子

今井　 まさ子 榛葉　正志 細川　勝美

今井　義夫 榛葉　幹夫 細田　大吉

岩井　利寿 榛葉　美智子 細野　久子

岩崎　弘子 榛葉　守司 堀田　文夫

岩崎　芳美 榛葉　泰彦 堀井　泉

岩下　安克 榛葉　有三 堀井　一郎

岩瀬　猪佐男 榛葉　良夫 堀内　育男

岩瀬　一行 榛葉　義博 堀内　繁男 

岩瀬　隆 榛葉　よね 堀内 省吾

岩瀬　孝治 榛葉　隆二 堀内　はつ　　

岩水　幸子 榛村　辰之 堀内  晴夫

岩谷　久美子 榛村　保 堀内　鈞

インテリア　オオハシ 榛村　敏明 堀内　博

上杉　由美子 榛村　宏之 堀内 宏保

植田　隆之 榛村　正勝 堀内　正晴

植山　喜代子 榛村　通江 堀内　守　　

上山ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻｰ開発 水車商店　戸塚　照三 堀内　裕

魚　五 菅沼　孝行 堀内　良

魚しげ　原田　宣夫 菅谷　護 堀江　運敏



平成30年度賛助会員名簿 2019/4/19

賛　助　会　員　名

有限会社魚藤 杉浦　恒雄 堀尾　壮矢

魚友有限会社 杉浦　靖彦 堀尾 立美

魚寿　　石川　寿 杉浦　康寛 堀尾　弘三

内田　定次 枝村　康生　 堀川　勝

内田　駿二　 杉村　とめ 堀川　裕久

内田　忠義 杉村　正晴 ㈱ホリネン

内田　幸次 杉村　満利 堀場　美和子

内田　禮二 杉本　保孝 堀　宣喜

内山　明子 杉森　善通 本田　堅一

内山　健二 杉山　彰 本田　千秋

内山　孝幸 杉山　厚子 本間 雅幸

内山　健 杉山　勝治 本村　英雄

内山　豊一 杉山　喜三夫 前田　綾

内山　真澄 杉山　静司 前田　直一

内山　寧彦 (有) 杉山建設 前田　蕗子

(医)宇野会　宇野　浩之 杉山　晃一 前原　龍子

梅田　昭好 杉山　祐雄 牧田　カツエ

梅田　かつ江 杉山　敏志 牧田　良雄

梅田　健治 杉山　しか 牧戸　和子

梅田　達之 杉山　修一 牧野　秋一

梅田　知勝 杉山　淳 牧野　彰彦

梅田 虎治 杉山商店カドヤ　杉山　弘 牧野　あけみ

梅田　廣治 杉山　澄江 牧野　敦行

梅田　文子　 杉山　武司 牧野　光治

梅田　雅夫 杉山　武 株式会社牧野工務所

梅田　雅之 杉山　初是 牧野　壮平

梅田　よし子 杉山　ひろ子 牧野　宗平

梅津　通男 杉山　博志 牧野　益也

株式会社梅の園 杉山　宏幸 （有）真砂館

浦野　昌子 杉山　光司 増田　和夫

永晃産業　服部　武信 杉山　安治 増田　邦男

永住寺　大竹　広真 杉山　保英 (有)　桝忠
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江刺家　美知代 杉山　洋之助 増本　常夫

江尻　努 杉谷　瑞枝 松井クリーニング店　松井　克彦

NECプラットフォームズ株式会社 ㈱鈴亀 有限会社松井管工

株式会社エフエフ住宅 鈴木　厚久 松井　輝美雄

エムハート薬局　オオサカヤ店 鈴木 亜友美 松井　清

(株)エンチョー掛川店 鈴木　育代 松井　邦江

遠藤　篤子 鈴木　勲 松井　賢司

遠藤　貞夫 鈴木　勇　 ㈱マツイ健設

遠藤　千尋 鈴木　五男 松井　小夜子

相伝寺　大井　潔空　 鈴木　一精 マツイ産業株式会社

大石　格 鈴木 岩男 松井紙器製作所

大石　かつ江 鈴木　領 松井　たか子

掛川　大石組　　大石　一雄 鈴木 一夫 ㈱マツイ電設工業

有限会社　大石種苗店 鈴木　一彦 松井　敏明

大石　鐘邇 鈴木　数馬 有限会社松井塗装

大石　たつゑ 鈴木　一政 松井　智枝

大石 多津子 鈴木　一也 松井　久雄

大石　操 鈴木　一義 松井　壽

大石　泰史 鈴木　勝雄 松井　博

大石　康彦 鈴木　克美 松井　正彦

大石　悠子 鈴木　克己 松井　美栄子

大石　良治 鈴木金型 松井　保藤

大井  叙子 鈴木　鉦好 松井　洋治

大井　政夫 鈴木　喜久治 松浦　敦

大井　康晴 鈴木　公一 松浦　勇夫　ストアーエイト

大川原 淳哲 鈴木　紀六 松浦　勲

大川原　清 鈴木　欣平 松浦電気設備

大川原　昌代 鈴木　惠治 松浦　出

大久保 とみ江 鈴木　謙司　　鈴木機械店 松浦菓子店

大迫　照忠 鈴木　健之 松浦　一治

大嶌　憲司 鈴木　健三 松浦　喜七

大島  宣義 鈴木　康一郎 松浦　恭平
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(有)大城農用地開拓　大鐘　伸彦 鈴木　幸作 松浦　啓市

大角　健二 鈴木材木店  松浦　賢二

太田　綾子 鈴木　五月 松浦　孝治

大鷹　慎司 鈴木　彌男 松浦梱包輸送株式会社

太田　悟 鈴木　繁雄　　鈴木パックス 松浦　貞代

太田　修二 鈴木　静雄　 松浦　茂也　　

太田　惟之 鈴木　順子 松浦　茂

（有）大谷建設 鈴木　俊二 松浦　嗣郎

大谷　忠史 鈴木　祥平 松浦　末芳

大谷　靖雄 鈴木　紳一郎 松浦　孝雄

太田　啓之 鈴木　靖一 松浦　隆子

大塚　隆 鈴木製機株式会社 松浦　隆

大塚　朋音 鈴木 清八 松浦　敬喜

大手門うおそう 鈴木　節夫 松浦　武男

大橋　嘉爾 鈴木　荘六 松浦　正

大橋　正吉郎 鈴木　孝明 松浦　忠義

大橋　治子 鈴木　孝之 松浦　継徳

大庭　順子 鈴木　隆行 松浦　常雄

大橋　嘉爾 鈴木　卓雄 松浦　哲二

大庭　長男  鈴木　卓雄 松浦　敏昭

大庭　長志 鈴木　猛 松浦　俊彦

大場　鐵雄 鈴木 健実 松浦　富夫

大庭　敏郎 鈴木　忠臣 松浦　伴次

大塲　浩 鈴木　達朗 松浦　信男

大浜給食協同組合 鈴木　忠一 松浦  秀雄

大庭　正巳 鈴木　忠司 松浦　均　

大濱　美鶴 鈴木　勉 松浦　廣司

大庭　元治　 鈴木　照芳 松浦　文男

㈱大村園 鈴木　照芳 松浦　富美子

大村　菊枝 鈴木　敏子 松浦　正明

大村　恵一 鈴木　敏朗 松浦　正雄

大村　初雄 鈴木　ともえ 松浦　雅晴
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大村　ひろ子 鈴木  宜夫 松浦　昌巳

有限会社　オカザキ 鈴木　徳次　 松浦　正道

小笠原加工㈱ 鈴木　春恵 松浦　万里子

小笠原　哲夫 ・ まち子 鈴木　治子 松浦　美晴

岡田医院 鈴木　晴義 松浦　幸

岡田　仁男 鈴木　久夫 松浦　千泰

岡田　きよ 鈴木　久雄 松浦 裕美子

岡田建設株式会社 鈴木　久也 松浦　好雄

岡田　三郎 鈴木　秀夫 松浦　好男　

岡田　静子 鈴木　均 松浦　由幾

岡田　隆 鈴木　廣司 松浦　善次

岡田　力 鈴木　宏 松浦　依子

岡田 十三弥 鈴木　富美 松浦 竜次郎

岡田  久雄 鈴木　章枝 株式会社松風屋

岡田　ふき子　　 有限会社　スズキプレスト 松澤　澄恵

岡田　美夫 鈴木　牧夫 松下　修

岡野　猪佐雄 鈴木　マサエ　（ねねの里） 株式会社松下組

岡部　喜代美 鈴木　征勝 松下建工有限会社

岡村　光子 鈴木　正治 松下　昇

岡本　悦子 鈴木　正彦 松下　哲子

岡本 一二 鈴木　將也 松下　廣子

岡本　耕一 鈴木　政幸 松下　文子

岡本　静雄 鈴木　守　（落合荘） 松下　光雄

岡本　修一 鈴木　美恵子 松下 むつ子

岡本　春一 鈴木　幹夫 松下　芳春

株式会社　岡本商店 鈴木 幹三 松田　昱

岡本　千司 鈴木　巳春 松田　知久

岡本　弘之 鈴木　睦子 松田　美恵

岡本　稔 鈴木　盛次 松永　暉久治

岡本　諭美子 鈴木　靖男 松永　勉

岡本　芳彦 鈴木　保男 松永　久

尾川　明夫 鈴木　洋子 松葉倉庫株式会社
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小川　明良 鈴木　庸司 松村　博

沖野　敏子 鈴木　洋司 松本　昭

沖野　文夫 鈴木　由太郎 松本　和雄

奥田　文子 (有)スズランエクステリア 松本　一男

小倉　勇 スルガ銀行株式会社掛川支店 松本　邦幸

小倉　光博 株式会社　駿河屋紙店 松本　茂雄

小栗　晃 須和部　康男　 ㈱松本石油

株式会社尾崎工務店 （有）星光電化センター 松本  節雄

有限会社尾崎生コンクリート （有）正晃電設　松本　文二 松本　節子

小澤　功 ㈱清友農材センター 松本　忠雄

小澤　 一晴 関本　悦子 松本　鉄郎

小澤　幸子 セブンイレブン上張店 松本　敏春

小澤　澄子 セルコ㈱掛川営業所 松本　春義

小澤　擴子 千羽モータース　榛葉　実 松本　秀雄

小澤　博 (有)そねめん　曽根　宣彦 松本　英文

小澤　守 曽根　正夫　　 松本　義孝

小沢　由利子 薗田  享次 松本　義信

小関　亥五武 祖父江　厚司 松屋商店

小関　栄 祖父江　健 松山　光志

小鷹町三役　榛村、後藤、戸塚、齊田 染葉　成也 馬淵　静子

小鷹町楽友会 染葉　尚史 (有)丸伊　松井製茶　

落合　賢治 染葉　治司 マルイ工業株式会社

落合損保サービス　落合　正巳 染葉　充之　(有)　一乳 （株）マルカカトウ

株式会社落合鋳造所 大雲院 株式会社 マルコポーロジャポン代表取締役　影山淳

落合　徳志 (有)大東新聞センター 丸泰工業　服部 武富

落合　敏一 宗教法人大日寺　梶浦　直樹 丸大食品株式会社静岡工場

落合　奈美子 第６地区民児協 (有)マルテ伊藤削節店　伊藤　修一

落合　登 大和鍛工株式会社 (有)丸春ダクト

落合　正子 髙井　豊 丸堀製茶株式会社

落合　満江 株式会社高木 丸松興事株式会社

落合ﾓｰﾀｰｽ　　落合　崇司 高木　金夫 丸山　公弥

落合LiVe HAIR WORKS 髙木　敬雄 丸山製茶(株)
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小野田　洋子 高杉　佐知子 丸山　文男

小野クリニック　小野　七生　 高田　孝一 丸山　隆三

帯金　京子　 高塚　志のぶ 丸和精機株式会社

小柳津　勝彦 高塚　博巳 ㈱マンリュウ　　

小柳津 猛 高鳥　日出雄 (医)社団　掛川三浦医院

小柳津　日出男 　 高野　信康 三浦　茂

小柳津　八一 高橋　明 三浦 菜美子 (三浦歯科医院)

小柳津　保美 高橋　勇 三笠運輸株式会社

貝嶋　友房 高橋　君江 三河屋商店

馨　敏郎 高橋　キヨエ 三島　健壱

鍵山　亮一 高橋　孝 三島　佐知子

掛川瓦斯株式会社 高橋　博美 水島　武雄

掛川グリーンヒルカントリークラブ 高橋　藤雄 水島　房代

掛川市上下水道協同組合 高間　雄 水谷　正

掛川市農業協同組合 高間　敏之 水谷　陽一

掛川市部課長会 高村　米子 水谷　れい子

掛川信用金庫 高栁　尚子 水野　徳義

掛川　澄夫 髙柳　典代 水野　まさ江

有限会社掛川製作所 高柳　初代 水野　幸雄

税理士法人　掛川総合会計事務所　石川　元彦 高山　一 溝垣　茂義

掛川茶商協同組合 滝　健  ・ 淑子 溝口　清吉

株式会社掛川電機商会 滝山　正史 三田部　直代

株式会社掛川平和商会 竹内 紳弥  ・ 節子 ㈱道の駅掛川

掛川　宝龍　 竹内　吉宏 三ツ井　張次郎

掛川保険代弁（株） 竹下文夫 みっきい倶楽部　横井　美絵子

掛川ボデー工業株式会社 竹下　文博 牧野哲也　みどり寿司

掛川ホンダ販売株式会社 竹島　猛 （株）ミナミ

掛川モータース 竹嶋　広明 三室　亘男

掛川ユウダンススタジオ 竹嶋　正夫　　 宮岡　真弓

掛川信用金庫大東支店 武田　保男 宮川　登代子

有限会社風間新聞店 竹中　進 宮崎　光夫

加治　えり子 竹原　康好 宮澤　熙
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柏原　富士夫 竹原　洋二 宮澤　稔行　

粕谷　泰以 竹山　博子 とみ美容室　宮澤　とみ

片岡　智里 ㈱たこ満 宮下　成子

有限会社 片浜屋 伊達　静江 宮中　英雄

勝野　章次 田中　清 宮本　五郎

株式会社勝又商店掛川支店 田中　重捷 宮本　守

株式会社桂川精螺製作所 田中　靖廣 民生委員児童委員協議会

加藤　昭弥 田中 由紀江 向笠 由紀子

加藤  一男 田中　良典 武藤　清

加藤　勝男 田辺　明 (有)武藤新聞店

加藤　清　　　 田辺　恵美子 武藤　智文

加藤　光次 田邊　兼男 村尾　久司

加藤　早弓里 田辺　清 村上　雄厚

有限会社加藤石油 田邊　忍 村上　誠行

加藤　武司 田辺 利雄 村上 久雄

加藤　富男 田辺 正明 村木　勝三

加藤　博久 田辺　正子 村瀬　陽治郎

加藤　裕代 田辺　正好 村田　克次

加藤　雅子 田辺　康晴 村田　高良

加藤正智税理士事務所　　 谷口　進哉 村松　一彦

加藤　升雄 谷　宏 村松　国義

加藤　茂都子 田旗造園建設株式会社 村松  智美 

加藤　靖之 田宮園 村松　順子　

加藤　芳子 ㈲田宮シート工作所　 村松　進

金井屋 田宮 文男 村松　高安

兼子　昌己 中遠化学　小林　好見　　 村松　富夫

兼子 光代 中遠環境保全（株） 村松　弘美

株式会社金田組 株式会社中遠電気 村松　正義

金田造園　松浦　重男 ㈱中遠モータース 村松　みか　（さんさい工房　村松　謙一）

金田　利行 (有)中央スポーツ店　海老江 章夫 村松　靖夫

株式会社かねも 中部電力株式会社掛川営業所 村松　康弘  

有限会社狩野自動車 長生堂眼科医院 有限会社　村松熔接
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狩野　好美 きたはらクリニック通所リハセンターＥ ＩМ 村松　美江

狩野　好行 辻　秀郎 村松　慶隆

㈱　鳥よし商店 辻　正人 村松　由波留

神谷　郁子 土屋　秋雄 株式会社 明和工業

有限会社神谷自動車 土屋　巖 （株）めぐみ農事

神谷　詔純 土屋　晴義 エムオーラボ　毛利　仁

神谷　正子　 土屋 正男 望月　晴代

神谷　みよ子 筒井　邦子 望月　康久

加茂　秋生　 筒井　美智代 もちや　鈴木　定雄

鴨狩　公裕 角皆　篤 茂木　信巳

加茂　忠秋 角皆　一弘 森田　和弘　

加茂　浩司 角皆　健治 森江　武四

加茂　政治 角皆　武彦 森　克之

加茂　賀章 つぼい工業株式会社 森川　明子

かりん亭 鶴田　桂子 森下　俊次

株式会社川北電気　 鶴田　智行 森下　哲治

医療法人(社団) 川口会 寺崎　茂男 有限会社森下デンキ

カワサキ機工株式会社 寺澤　治男 森下　久代

株式会社川島組 寺田　伊佐夫 森下　睦巳

河住　昌律 寺田　勝郎 森下　由美子

川中　正雄 寺田　昌子 森島　真隆

川西　洋子 寺田　みどり 森田　菊司

河村　義弘 電化のハセガワ 森　健益

川村　保 土井　惟世 森田　富男

河本　隆利 土井　美明 森田　幸雄

川元ペット 桃源郷　　川崎　勝昭 森長　日出子

河本　義弘 株式会社トーカイ 守屋　輝年雄

(有)河原崎住建　河原崎　逸雄 戸倉　道雄 両角　一夫

キウイフルーツカントリー 戸田　和好 (有)諸星配管

菊池　昭生 戸田　謙一 八木　修

木下　征馬 株式会社 トダックス　井口　真一 八木　宏之

木下　剛 戸田　哲夫 安田　和雄
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木下　當子 戸田　宗孝 柳澤　梅平　　　　　　

木下　元弘 戸塚　郁雄 (株)柳澤臣太郎商店　柳澤 尚宣

木下　玲子 戸塚　勇 柳瀬　千江子

岸鉄工所 戸塚　榮一 矢部　直一

北嶋 秀次 戸塚　久美子 矢部　實

医）社団順仁会きたはらクリニック 戸塚　恵子 山内　朋司

北村　友喜彦 戸塚　健二 山浦　治

キネマ食堂 戸塚　順一 株式会社　山英

有限会社 輝北園製茶 戸塚　章次 山口　友美恵

木村　昭治郎 戸塚　慎治 山啓製茶株式会社

木村　仁美 戸塚　嶽夫 山崎　昭枝

木村　正雄 戸塚　武雄 山﨑　岩夫

(株)キャタラー 戸塚　春雄 山崎　和子　　

キャタレント・ジャパン株式会社 戸塚　仁 山崎　和則

喬菜　まさ吉　 戸塚　弘子 山崎　勝敏

有限会社 共立木工所 戸塚　房夫 山崎　賀代子

(株）杏林堂薬局 戸塚　富美子 山﨑　清  

協和医科器械株式会社掛川営業所 戸塚　誠 山崎　茂雄

協和水道株式会社掛川営業所 戸塚　みつ 山崎　俊一

ぎょくろ　萩田　幸一 戸塚　實 山﨑　晶子

草賀　章夫 戸塚　康夫 山崎　省三

草賀　貞博 戸塚　裕一 山崎  健雄

櫛田　志津江 戸塚　行男 山﨑　辰彦

櫛田　俊子 戸塚　良昭 山崎　俊夫

久嶋  勘司 戸塚　芳徳　　 山崎　敏光　　

久嶋　福司 富井　力 山崎　俊郎

久世　愛子 富口　雅子 山崎　晴道

久野  篤夫 富田　正三 山﨑　福太郎

久野　弘志 冨田　とみ子 山崎　房美

窪田　あい子 富田　裕子 山崎  藤子

久保田　彰 豊田　修 山崎　雅男

久保田　角夫 豊田　昌勝 山崎　正巳
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久保田　教一 豊田　政幸 山﨑　昌弥

窪田  進 豊田　譲 山崎　將行

久保田　哲男 鳥居サイクル　康男 山﨑　善雄

久保田　治良 鳥居　高 山崎　好知

久保田　柾博 鳥居　実 山下　訓

久保田　康徳 内藤　綾子 山下　金作

久保　智子 内藤　健三 山下　志保子

窪野　京子 内藤　紀男 （有）山下造園　　

窪野　俊明 内藤　文子 山下　隆

窪野　衛 長井　淳 山下　春雄

久保　安彦 永井　修一 山城　亜希子

熊切　明子 仲市 安彦 ・ 邦子 山城　菊夫

粂田　和江 永井 なつ代 山城　昭子

粂田　徳幸 永井　博 山城　治雄

粂田　美知代 中井　保夫 山田　和己

久米　正雄 医）ハート会　ながおか内科 長岡憲保 山田  祥子

株式会社 倉石 長尾　秀雄 山田　隆司

有限会社倉石製作所 (有)永川モータース(永川幹倭) 山田　忠勝

倉知　繁彦　迪代 中田 美智雄 山田　尚子

倉元　みつ江 中根　輝佳 山田屋　山田　令次

倉山　一實 中根　保 山西　立

倉山　義郎 中根　義郎 ヤマハモーターパワープロダクツ（株）

クリーニングバル　安川　勝行 中野　愛子 山本　明稔

栗田油店(有)　 永野　和夫 山本　昭

栗田　五郎 中村　巌 いやし処ほのぼの　　山本　あさ子

くりた歯科　栗田　新也 中村 鑑一 山本　修

栗田　多喜雄 （株）中村香緑園　中村一彦 山本　一利

栗田　鉄子 中村　静馬　 山本　和典

栗田　治夫 中村　修司　 山本　捷子

栗田　久好 中村　進治 山本　君治

栗田　博司 中村　進 山本　起義

栗田　ますみ 中村　大心 山本　厚一
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栗山　尚己 中村　隆哉 山本　駒平

榑林　邦彦 中村 久男 山本　祥夫

黒田　金次 中村　英哉 山本　幸子

黒田　重雄 中村　恕子 山本　仁

黒田　正史 正願寺　　中村　宏人 山本　慎吾

黒田　善久 ・ 江利子 中村　文夫　 山本　進

黒沼　光雄 中村　正夫 山本　純子

くわたか自動車 中村　正俊 山本  澄子

桑野　敬子 中村　保夫 山本　清一

桑原　岩夫 中村　善治 山本　孝之

(株) 桑原園　　桒原　成光 中村　隆治 山本　忠夫

桑原　貞秋 中山　芳万　 山本  達江

桑原　澄子 中山　育子 山本 達彦

桑原 すみ代 中山　恵利 山本 仲吾

桑原　直子 中山建設株式会社 山本　猛　

桑原　保雄 中山　好太郎 山本　鉄男

桑原　百合子 中山　七郎 山本　俊子

桑原　洋子 中山　節男 山本　利幸

桒原　利江茂 中山　富夫 山本　智彦

健康第一調剤薬局 中山　豊太郎 山本　虎男

古池　貞夫 株式会社中山板金工業所 山本　直恵

小池　道子 中山　彦衛 山本　寛人

小泉　孝 中山　秀吉 山本　正明

㈱幸栄グラフィック 中山　弘一 山本　正雄

甲賀　和敏 中山　浩 山本　雅司

甲賀商会 中山 房子 山本 美知子

甲賀　敏允 中山　雅夫 山本　光乃

甲賀　正子 中山  光子 山本　吉彦

甲州屋仏具店　渡邊　憲一 中山　幸男 山本　義弘

鴻野　元希 中山　義明 (有)栗田

株式会社公和産業掛川工場 中山　佳孝 (有)山友工業

古賀　敬一 中山　礼行 湯浅　幸子
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小里　務 中谷　好子 雪山　啓子

小島　克美 名坂　美登 弓桁　かね

有限会社コジマカメラ 夏目　正秀 弓桁　明江

小嶋　勉 夏目  道代　　 弓桁　勝司

小島　登 夏目 淑子 弓田　真弓

小島　弘 株式会社ナナミ掛川工場  宗教法人　永江院

小嶋  雅弘 成瀬　達郎 横井　脩二

小島　勝 難波　広樹 横井　義子

小杉　富雄 新堀　光男 横地　静雄

コスモ建設株式会社 二木　乾介 横山　納

児玉　恭子 西尾　勝巳 横山　隆

児玉　淳一 西尾　かよ子 有限会社 横山薬局

児玉　孝俊 西尾　静子 横山　善弘

児玉　信江 西尾　忠寛 吉岡クリニック　吉岡　邦晃

児玉　文男 西尾　達雄 吉田内科医院　吉田　誠司

児玉  實枝子 西尾でんき 吉政　梅子

児玉　幸枝 西川　春代 吉政　十重

後藤　勝博 西健(株)　西川禮三朗 吉政　光善

五藤　進　 西島　敬 由本　敏雄

後藤　誠一 西塚　良光　（世楽院） 有限会社　ライスセンター石野

後藤　敬夫 西村 とり (有)リフレッシュﾌプラザやまざき

後藤　富位 西山製茶協同組合 宗教法人　龍登院　川口　素見

後藤  秀夫 (有)日坂第一製茶 理容のなか

後藤　広子 株式会社日東工業掛川工場 株式会社　ｒｅｌｉｅｆ　代表 太田　光秋

後藤　博幸 ㈱NIPPO掛川出張所 リンナイテクニカ株式会社

後藤　勝 二村　君江 (有)ワイエスデー

後藤　満 ネッツトヨタ浜松㈱ 若杉　秀次

後藤　祐次朗　　　　 野ヶ山　哲夫 若林　正明

後藤　義隆 野口　和子 若森　久雄

小沼製餡所 野口　孝義 和田　喜久男

小林　昭子 野口　康夫 和田　耕一

小林　佳志郎 野末　美智子 和田　輝夫
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小林　清 野中　享子 和田　利夫

小林　哲 野中 三枝子 和田　とし子

小林精機工業所　　小林　琴司 野中　玲子 渡辺　喜一

小林　法夫 野村　時光 渡辺　静

小林　久乃 野本　達夫 渡辺　孝次

小林　康男 野元　みさ子 渡辺  達夫

小林　豊 袴田　和彦　歯科医院 渡邊　智次

株式会社コハラ 袴田　重由 渡辺　則幸

小檜山　かよ子 袴田　武雄 渡部　真弓

株式会社コプレック 袴田　豊昭 渡辺　祐治

コマツ菓子店　長谷　理吉 袴田薬局 渡辺　好夫

小松　誠一 萩田　貞義　 和田　英雄

農事組合法人五明茶業組合 萩田 千鶴子 渡利　美恵

小柳　満夫 萩田　英年

株式会社コヤマ建設 萩原　文夫

あおばケアガーデン （福）掛川芙蓉会 (福)ねむの木学園　やさしい家

（福）掛川厚生会　こども広場あんり幼保園 特定非営利法人　風の家 訪問看護ステーション大東

医療法人好生会小笠病院 くにやす苑 訪問看護ステーション掛川

医療法人好生会さわや家 ケアホームぬくとんぼ マザーズ長谷壱番館

エバーグリーン掛川 （福）天竜厚生会　さやの家 医療法人社団　学修会　神子の園

社会福祉法人　Ｍネット東遠 （有)ＹＨ企画　サンシティ掛川 宮脇デイサービスセンター

おおすか苑 ＪＡデイサービス大城 メンタルサポートみこち

おおすか苑デイサービスセンター 清流苑 山崎デイサービス

掛川工房つつじ (福)ねむの木学園　感謝の心

（福）聖母福祉会掛川聖マリア保育園 (福)ねむの木学園　星に祈る

施　設　会　員　名


