
 

皇室を敬う心を育てよう！ 私たちは皇室に対する不敬を許しません 

「憲法一条の会」一般参加者    H29-10-10 現在  
    

 北海道  佐藤容子  田中 貢                
青森県  柴田千代治  
秋田県  井上純子                      
宮城県  穂積一朗  佐藤英男                   
埼玉県  高井 徹  中曽根語良 小野勝利  内田一矢  吉川千代子  
山梨県  飯島早苗                      
静岡県  大川原明          
茨城県  倉川道雄  坂元敏夫                
新潟県  近藤 建 
東京都  塚本 靖  儀同慶子  藤田啓二  広瀬昭八  鈴木正明  高山輝雄  小野寺彰  黒野吉金  藤田啓二 

  今福 直  竹内泰存   吉田日光   中島美津子 荒川富士夫 小原功士  堀 丈夫  阿羅健一  五十嵐岳男 
 深澤文子  佐野謙一  山下肇 

神奈川   高見いずみ 平井茉莉  加藤忠郎  渡部幸雄  津久井秀樹 福島恵一  服部 剛  門山榮作  川田展弘 
  向山貴子  吉矢秀人  村上正明  奈良保男    清水歩   板橋精夫 

 
愛知県  愛知県支部 支部長 柏原文男 事務所 岡崎市赤渋町下河原 17-1 清明塾内  

TEL/FAX 0564-54-8055  seimeijuku@proof.ocn.ne.jp 
 

澤田史朗  村瀬 孝  野畑孝行  内藤光博  河合 晃  石部由美子 園部宣治  吉川良彦  猪股隆秀 
米倉敏文  横山武司  柏原文男  亀山裕一  犬塚一男  杉山二三男 杉田雅裕  鈴木三奈子 尾﨑光代 
杉田雅裕    吉田章人  吉川吉彦  佐々周子  鈴木達也 

石川県  堀岡昭夫  小杉典之          
三重県  長崎晋哉  江村友希  犬塚敦統   
奈良県  青木謙友  田中勝昭  宮澤一輔  水田陽介  伊藤允孝  藤本貴久  馬場 勉  齋藤基樹  上山耕司 

  小走善秀  岡村仁樹  中本真吾  千葉 豊  梅本和延  的場弘典  松田善吾  川口靖夫  吉村勇 
  宗圓政輝  北内英治  永井克育  菅原真純  豊田海渡  中本真吾 

滋賀県  園田正義  大藤賀啓  熊代信明  三宅秀和 
京都府  中村新平  服部満千子 谷垣泰三  森津幸人  重富和幸  沖中直子  川畑慧吾 
大阪府【あ～】上田勝 池田博義  小笠原健  荻野弘子  尾縄弘至  大野章宏  梅野修平  小沢正三  井上美香  

臼木公彦  井上大介  稲岡信義  磯野貴義  岡田和臣  浦田 滋  池田益三  石橋秀元  明場 靖 
池田譽子  上野寛治  荒木良治  上西幸子  大熊洋平  上笹冬樹  梅原克徳  岡 恵二  大西孝子 
岡田栄一  岡島 孝  大久保裕子 表 文彦  芦田照男  秋津島七恵 岡澤慎一郎 石川経祐  赤澤 勝 
井上政信  大井富雄  小田島泰雄 大西一夫  石田泰輔  岡田 篤  今井國雄  緒方 隆  入江晋二 
安藤久美子 稲岡信義  秋田知範  飯田美智子 赤嶺登喜雄 荒木和也  赤阪昇三  岡田栄一  大橋太郎 
江口ひとみ 石田雄作  岩本圭右  岡田 雅  奥山浩平  東 幸雄  

【か～】北村義臣  五條 剛  唐橋安弘  木村達也  梅野修平  小沢正三  木元宏平  木下裕貴  鍛冶とも子 
  久世博美  木下健児  浦田 滋  後藤 裕  池田益三  川口雅憲  加藤寿一  小倉省吾  具志堅美鈴 
 岸本修武  小林利一  川口松雄  加治屋禎昭 神谷辰男  垣内秀朗  木村 滋  鼎 貢治  古藤朋彦 
 金城次郎  熊谷剛一  岸本征剛 

【さ、た～】高岡昭一  友田 博  竹中信一  武田栄一  津田義信  志賀智仁  菅野洋子  清水淑子  豊田祥二   
迫田修一  田中益男  十代 章  澤田宗和  竹ノ内眞志 塩崎 知  豊藏恵吾  高津順一  民上 治 
田口義丈  谷口勝也  杉野敏子  時倉 強  堺 美雪  竹井信一  高田尚美  鈴木 勝  
殿谷 章  佐藤 茜  玉木壽美子 豊田正一  庄野博之  谷口正身  篠木幸夫  鈴木 登  蔦井吉行 
瀧川英俊  谷口浩司  土井英一  高田美代子 竹ノ内眞志 斎藤秀樹  高橋尚史  高山結衣  下西淳史 

【な、は～】藤岡広之  中谷美和子 福井雅子  野田博行  中村暢晃  中島正憲  藤尾章平  中上清士  羽馬ノブヨ  
星加京子  野々村真  平井健裕  廣岡 覚  中本よみ子 藤原良平  樋高法正  中橋七朗  中谷辰一郎 
林 久雄  畠野耕二  西村利弘  羽田雅子  浜田万造  箱崎貴彦  西谷久美  西尾克也  成瀬要平  
西田周児  中田久俊  藤本 玲  堀内 浩  西川知己  橋本勤   西岡清和  別所 洋  西尾英文 
福田頴二  福留光明  本多 穣  古高和彦  花岡 勝  藤井伸夫  福井幸治郎 橋本良成  永盛喜國 
橋下正直  濱口宸也  中川時男  中尾国男  福田洋吉  中山敏子  仲原和孝  古谷博子 

【ま～】森 正義  椋本 薫  松茂良興治 三島健吾  村越翠龍  森 正巳  村尾宏則  前田恭佑  宮武 徹   
松本正浩  村上英二  松原英夫  松永 守  三浦仁美  松島緑郎  松尾 剛  三浦一雄  向井純二 
馬渕平治  松井良太郎 峰下順三  森川仁詞  見尾ミチ子 宮井秀貴  松川聖二  三浦繁之  村上利一   
皆越浩二  峯本 孝  松久重文  松尾 剛  松田 清  松田 茂  松原和弘  森末悦榮  森上 稔 
本村喜洋  村田春江  森岡薫子 

【や～】山下泰弘  山本新子  和田幸雄  山内崇章  吉川五朗  米沢正浩  渡邉昌美  吉川得哉  山根一人   
山口雄士  山中誠治  山本美喜  山崎敏郎  四つ碇明也 山柿仁恵  山本浩一  山口保憲  安田礼子 
吉本繁敏  山本敬貴  山本好弘  吉見美佐子 吉田真紀  吉田 新  山根一人  安岡賢治  吉田剛士 

 兵庫県  今井啓介  渡壁勇樹  小椋利雄  小嶋幹生  山本 明  森本健太  山村 浩  湊健太郎  川端 上 
  桝岡宏次  西田貴美  林 圭介  中曽千鶴子 中野光子  五島 勉  牧 帆純  近藤和雄  貴田捷雄 
  金岡俊彰  金岡 弘  長嶋有希恵 近藤和雄  今井 大  呑野和也  井上哲夫  要 陽子  横路直明 
  浜田照夫  西藤彰子  内藤正克  上野山啓  有本昌夫  牧美智子  宇根元泰  佐藤律子  上田裕子 
  河村三郎  野村暁司  井上 廣  甲斐文裕  佐々木博之 小田隆史  豊岡延宜  山村 浩   

和歌山県 中井公次  田上博康 
岡山県  西川晃男  井上靖雄  岡田恭一  押田直子  藤井和宏 
広島県  寺岡 節  笹田 実                



鳥取県  矢田貝真二   
香川県  坂部秀直  岩井美喜夫               
愛媛県  河本真孝  田中直子  
徳島県  坂田 桂                      
高知県  安岡富士子 小松泰代 
山口県  中嶋文雄                      
福岡県  伊藤 伉  大森謙一郎  中野宗明         
熊本県  黒田志乃                      
長崎県  梶山 茂                     鹿児島県 永田 聖 
  
※ 誤字、脱字、お立場の記載ミス等ございましたらご連絡ください。お詫びして訂正します。    

 
【事務局】〒565-0874 大阪府吹田市古江台２-１０-１３-３Ｆ高志㈱気付 

ＴＥＬ ０90-3710-4815 FAX ０6-6835-0974 
      E-mail ： kaoruko@1-jo.info   Website : http://www.1-jo.info 


