
　　　　　社会福祉法人おおすぎ後援会入会（Ｒ元年度）感謝報告

　平成３１年４月１日から令和２年２月２日までに、後援会にご入会（継続及び新規）の皆様方に感謝
して、お名前を報告させていただきます。（敬称略をご了承ください。）
　なお、お名前・ご住所など、出来る限り間違いのないように記載させてもらっておりますが、なにかと
不慣れな作業のため、記載内容に間違いがあるかもしれません。　その場合には、次号にて訂正させ
ていただきますので、お手数をお掛けしますが、事務局まだご連絡お願い申し上げます。
　今年度に皆様からいただきました会費の総額は２，６３８，５３５円（４８３名・件）でした。昨年度の
最終実績３，０３６，６０８円（５０３名・件）に対しては、金額で約４０万円、件数で約２０件ほどいたら
なかったという結果でしたが、皆様方のご支援に感謝申し上げます。
　なお、２月２日以後に会費のお振込みがあった会員様におかれましては、次年度会費として受付
させていただきますので、ご了承ください。

［正会員：１５５名］ 岡副　千明・尚美 （名張市） 畑内　義規
［三重県内］ 奥川　真充 白石　光六・以知子 （多気郡）
（伊賀市） 奥川　猛雄・洋子 （松阪市） 浅尾　栄子
森ノ内　湯子 奥川　泰至 伊藤　由美 伊豆　敦子
（伊勢市） 川原田　俊博 井上　泰之 里中　正洋
井村　裕・律子 木下　具洋　※ 落合　幸作・泰子 上瀬　英彦
上田　郁子 木本　凱夫 垣内　章伸 鈴村　晴美
大杉　昭夫 倉田　堯元・淑子 鍵谷　清作 中野　洋・喜美
岡部　博英 小菅　晴子 日下　直子 西村　純子
奥野　三郎 酒井　幸子 日下　秀人 前納　欣人
久保　侑子 佐々木　三津子 久保　博宣 森　美和
阪井　郁子 高井　弘哉・順子 阪口　清 （三重郡）
酒徳　一弥 竹田　みどり　※ 杉本　孝弘 片岡　貞雄
須崎　晃人・秀美 田中　芳明 高橋　さつき 河合　冷征
村田　恭美 田畑　勇次 瀧本　泰介・玲子 （度会郡）
村田　智和 辻　花子 瀧本　泰裕・映美 太田　秀穂
（いなべ市） 筒井　君子 徳永　幾代 大野　和久
近藤　邦弘 筒井　孝 徳永　泰之 柏木　昭久
近藤　拓真 峠　浩志 冨岡　美智子 小倉　孝司
（尾鷲市） 冨森　孝明・百合子 冨田　恵子 小倉　八重
伊藤　徹哉 中　祐一郎・貞子 中村　保 小林　茂男　※
柳　昭子 中島　至一 中村　照夫 坂部　元宏・妙子
柳　誠四郎 仲村 務・まゆみ 夏目　智弘 島田　正文
（桑名市） 成田　美代 堀木　裕介 谷口　和穂
平岩　豊・美奈子 西田　寿美 真弓　秀 玉井　梨香　※
（志摩市） 西村　博機 真弓　淑子 西川　恒夫
小川　清仲 西村　祐二 宮本　隆彦 西田　友子
川村　茂樹 橋本　典子 宮本　ひさ子 林　孝郎
天白　秀人 長谷川　秀雄・久美子 山下　茂 間井　早苗
中村　タツミ 濱地　美佳 山田　尚 間井　隆也
藤田　明美 原　弘明 渡邊　澄子　※ 松本　六太夫
南　和子 原　道子 （四日市市） 吉田　美知子
山崎　美奈 船木　英郎・さゆり 大野　夏彦
（鈴鹿市） 古川　裕司・ひろみ 沖中　浩司 ［三重県外］
芦谷　満弥・雅恵 間井　伸作 坂本　竹信 （愛知県）
東　ひさゑ 山田　郷己 前田　房子 安藤　崇仁・規代
東　稔 横山　秀樹・美香 横田　政信 市橋　英機・章代
（津市） 若林　計良 （北牟婁郡） 川口　信子
稲垣　律子 若林　ひとみ 庄司　吹雪 丸地　茂樹
稲葉　五郎 （鳥羽市） 高須　幹生・悦子 山本　邦昭
稲葉　節子 楠井　一孝 西村　卓二・れん子 山本　洋子
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（大阪府） （桑名市） 川村　哲也 堀　洋子
沖中　和矢 岡本　隆 北方　政實 松島　功
徳永　雅和 石川　俊哉 國分　恵美子 松田　一美
宮﨑　陽子 （志摩市） 小坂　節子 松田　正成
（神奈川県） 井岡　利文 小菅　由夏 松谷　昌子
江上　なつみ 太田　佳子 小玉　多嘉子 松葉　佳代
（京都府） 郷　譲治 小寺　七重 松本　久美子
西川　登 玉置　悟 五明　裕子 松山　文香
三浦　敏朗 玉置　由美子 近藤　緑 松山　紗友梨
三浦　マサミ 別当　貴美子 阪　幸子 松山　みち子
三浦　頼子 山本　茂晴 坂本　泰子 三井　明
宮脇　元博 （鈴鹿市） 澤　孝予 宮村　麻留美
（埼玉県） 小川　隆雄 荘司　光子 村上　奈和子
長沼　聡美 亀田　六史・佳子　※ 庄村　ひろ子 村上　三千子
（滋賀県） 坂　くみ子 杉浦　千代 村田　温子
保知　比佐士 田島　正昭 杉本　ゆや 安川  繁基
（東京都） 樋口　和宣・たき子 鈴木　明美 安田　良子
西村　怜 福角　恵美子 鈴木　節子 山川　せい子
（兵庫県） （津市） 世古口　さち 山田　英一
清水　將之 青木　謙順 高橋　雅士 山中　マチ

青木　正隆 高橋　まち子 山根　栄次
浅羽　千種 瀧本　てい 山野　栄子

［賛助会員：３０７名］ 麻原　信義 立山　淳子 山舗　公昭
［三重県内］ 飯田　和志 田所　とも 横山　立夫
（伊勢市） 井岡　大義　 千々岩　一二美 米澤　尚之
上西　宏明 井岡　智子　 千葉　きよみ 米澤　令子
大橋　和子 池内　伸明 辻　泰平 （名張市）
奥山　龍彦 伊崎　洋一 辻　好雄 川瀬　蓉子
北門　浩 伊藤　晃 辻田　恭子 中西　ミサエ
糀谷　弘美 伊藤　康子 筒井　賢 （松阪市）
須崎　定子 井上　美奈子 東島　恵子 石野　依子
園岡　敏弘 入江　深雪 冨田　陽子 井田　洋子
田島　隆子 岩田　正己 鳥屋尾　允美 上岡　洋子
冨岡　裕 上村　悠 中村　貴美子 浦田　藤雄
富山　孝久 上村　芳久 永合　たみ 片岡　信也・えつ子
中川　梢 上村　芳文 西ノ入　光平・千紗子 北井　典子
永野　文子 氏原　秀哲 西ノ入　良太 北川　保
西村　幸生 浦西　修 西村　つや子 北村　和代
森　佐太夫・冨美子 海老原　香代子 丹羽　規 北村　隆
森見　恭子 大市　智子 丹羽　征己 久保　公代
山村　明博 岡田　貴美子 丹羽　孝子 久保　貴弘
山村　喜代子 岡副　勢津子 野島　敏子 桑山　信之
（いなべ市） 岡副　真千子 橋本　幸司 小杉　みさと
加藤　信也 岡副　豊・朋子 濱口　昭子 小田谷　武一・徳子
（尾鷲市） 奥田　清幸 林　里美 渋谷　友愛
西村　祐代 柿本　宏枝 東　尚子 杉本　千賀子
山下　学 金児　恵美子 平田　吉宏 杉本　洋子
（亀山市） 鎌田　嘉子 福浦　あい子 砂子　卓哉
伊藤　栄子 蒲生　寿子 藤澤　幸子 辻　麻知子
坂口　幸子 川喜田　章夫 藤城　郁哉 中尾　幸子
（熊野市） 川口　正一 藤田　あけみ 中西　隆男
中谷　收宏 川西　彰・忍 藤原　順子 西村　欣也

川邊　晃子 舟橋　裕幸 西山　久司
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（松坂市）続き （多気郡） （神奈川県） ［賛助会員（法人・
平田　幸子 小林　厚子 川村　達夫 　　　　　団体）：７件］
部谷　伸幸 小山　光博 宅見　弘子 ［三重県内］
益　ヤエ子 坂口　亜弓 奈倉　光子 （伊勢市）
三谷　英・めぐみ 坂口　穂高 吉岡　光昌 鈴木小児科クリニック
村瀬　正治郎 下村　登紀子 （岐阜県） 　　　　　（鈴木　正治）
山下　和彦 上瀬　ますみ 井上　博 （尾鷲市）
吉田　豊和 上瀬　洋子 （京都府） （株）松永新聞店
脇田　研二 中野　雅裕 杉山　好子 （津市）
（四日市市） 野村　恵美 西谷　一哉 コアフュール・リー
小井　克一 安田　ゆり子 三浦　優貴 斎藤メンタルクリニック
大野　由紀子 （三重郡） 宮川　芳光 　　　　　（斉藤　聡明）
小田　英明 石原　正敬 （埼玉県） 佐保会　三重支部　※
川口　充 片岡　敏夫 錦　徹 鈴木ファイナンシャル
川谷　保子 川島　忠明 （静岡県） 　　プランナー事務所
北本　和由 （南牟婁郡） 三浦　真人 　　　　（鈴木　伸行）　※
北本　順子 桧作　順子 （千葉県） （多気郡）
北本　智美 （度会郡） 須崎　琢也 （有）すかや呉服店
中村　十三雄 飯嶌　信夫 （長野県）
平丘　守 泉　寿美枝　 一ノ瀬　雄三
宮川　しのぶ 泉　雅之 小林　広嗣
（北牟婁郡） 糸川　知子 小山　守 ［特別賛助
家崎　麗久子 糸川　博二 西澤　清一 　　　　　会員：１４名］
石橋　文也 糸川　広寿 （奈良県） ［三重県内］
伊藤　かおり 入江　史朗 秋武　進 （伊勢市）
植松　国彦 大橋　潔 大島　正光 強力　康正
植松　旬子 小倉　勝洋 藤岡　健一 中川　立朗
植地　泰久 川村　武治 （兵庫県） （津市）
植地　嘉子 川村　靖夫 平田　和吉 伊藤　康子
岡村　賢二 喜多　順一 堀田　淑子 奥　千秋
奥川　英夫 木下　健 水船　佑哉・尚子 加藤　健一
奥村　聖子 荘司　和江 村治　一代 成田　美代（２回）
北川　英子 谷口　善彦・太刀美 森藤　実 翔の会・母親会　※
北川　卓生 下村　益稔　※ 安田　香 吉村　英史　※
北川　直人 （広島県） （松阪市）
北村　サヨ子（２回） ［三重県外］ 岡田　ひとみ 油家　芳子　※
工門　精也 （愛知県） （宮城県） 駒田　英志
塩崎　知巴子 糸川　賢 大山　大地 手島　禮子
武村　睦子 川口　進 （山口県）
長野　一美 河村　恵光 上原　祐輝 ［三重県外］
中村　俊三 小林　綾乃 篠田　芳伸 （愛知県）
西村　二郎・佳穂 田中　妙子 田中　功 古海　喜代美
野中　直登 豊田　梓・千秋 徳永　暁海 西村　まふゆ　※
濱口　哲 平田　勝久 徳永　智恵子 （千葉県）
原　英了 （大阪府） 森藤　眞知子 石井　美代子　※
東　信一 掛本　照美 （山梨県）
水谷　道子 佐川　浩二 藤井　伸
村田　洋治 田渕　博明 （和歌山県）
森本　鑛平 堤　由佳 井原　昭彦・紀子
山路　みほ 殿林　博美
横江　浩純 （岡山県）
脇　栄子 篠田　壮志
渡邉　直子
渡邉　克仁
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［法人に直接ご寄付の （志摩市） （北牟婁郡） ［三重県外］
方々（物品寄贈含む）］ 郷　譲治 高須　幹生・悦子 （大阪府）

（津市） 畑内　義規 佐川　浩二
◎物品寄贈の内容は、 青木　謙順 横江　浩純 田渕　博明
鮎・ジュース・米・麦茶・ 北方　政實 （多気郡） 宮﨑　陽子
コピー用紙などです。 鈴木ファイナンシャル 上瀬　英彦 （京都府）
ありがとうございました。 　　プランナー事務所 （有）すかや呉服店 西谷　一哉

　　　　（鈴木　伸行）　※ 田中　吉博 三浦　敏朗
◎後援会に入会後に、 筒井　君子 　　　　　（たなか建築） 三浦　頼子
確定申告の寄付金控除 筒井　孝 前納　欣人 宮川　芳光
を行なうために法人直接 中島　至一 （度会郡） （東京都）
寄付とされた方々は、 仲村 務・まゆみ 大内山川 西村　怜
通常の会員の欄とこちら 成田　美代 　　　漁業共同組合 （長野県）
の両方にお名前の記載 橋本　幸司 　　　　（鮎釣りクラブ） 小山　守
があります。 山根　栄次 大宮小学校 （兵庫県）

（松阪市） 島田　正文 清水　將之
［三重県内］ 日下　秀人 杉本　一代 平田　和吉
（いなべ市） 小林　純一 田中製茶 森藤　実
加藤　信也 宮本　隆彦 七保小学校 （宮城県）
（桑名市） れんげの里保護者会 大山　大地
石川　紀子 　　　　　　　　　　　（２回）

※印は、新規もしくは再度のご入会の方々です。

☆会員区分のところの人数と、その下に記載されているお名前とで、人数が合わないところが、
　ございます。これは、お名前の記載を辞退されている方々がお見えになりますので、そのようになって
　おります。誤りではありませんので、ご了承ください。

［令和２年度会費として ［正会員：１名］ ［賛助会員：３名］ （津市）
　受付させて頂いた方々］［三重県内］ ［三重県内］ 矢野　雅子

（多気郡） （亀山市） （四日市市）
片岡　るみ　※ 中村　真由美 小井　克一

　　　　　　　以前会員の皆様方の、再入会をお願い致します。

　　　　　　　新規入会の方のご紹介・ご勧誘をお願い致します。

　今回の「れんげ想」第３８号は、以前会員となっていただいておられた方で今年度の継続入会が不明
の皆様方にも、失礼かとは思いましたが、ご送付させていただきました。なにとぞ継続してのご入会を
お願い申し上げます。

　また、ご支援いただける新しい会員様のご紹介もお願いいたします。冒頭でも申し上げましたが、
従来からご継続の会員様からは、高齢などのご事情での退会連絡も増えておりまして、このため、じわ
じわと会員人数の減少が始まっているのが、ここ数年の傾向です。
　新しい会員様のご入会が後援会にとって重要課題でございますので、なにとぞ、現会員の皆様から、
新しいご支援の輪を広げていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
　なお、追加の振込用紙が必要な場合は、お近くの法人・施設の関係者または後援会事務局
までご要請ください。あわせて、ご紹介の際に「入会お願い書」が必要な場合も、振込用紙と同じく
お近くの法人・施設の関係者もしくは後援会事務局まで、お申し付けください。
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4 / 4 


