「北村慈郎牧師の処分撤回を求め、ひらかれた合同教会をつくる宣言」
私たちは歴史を導き給うイエス・キリストの主権を信じ、「戦争責任告白」を明らかにした日本基督教団として、現在
の急速に右傾化する日本国家のあり方に深い憂慮を覚えるものであります。この時に当たり、日本基督教団現執行部
が歴史的な教会の責任を無視するかのごとく、会議制の無視と権威主義的な強権発揮により、北村慈郎牧師との充分
な対話をすることなく、免職処分に至ったことは誠に遺憾と言わざるを得ません。北村牧師が手続きの不当を人権問題
として提訴した裁判は、残念ながら内容審議に至らず最高裁の上告棄却という結果で終了しました。私たちはこのこと
を、事柄を徹底して教会の問題として自主的に解決せよとの促しとして積極的に受け止め、ここに「ひらかれた合同教
会としての教団」をつくる決意を新たにしました。まず、何よりも処分の撤回と対話を求めます。
日本基督教団は歴史の中に建てられた教会です。「教団信仰告白」及び「教憲教規」は、教団成立の歴史的経過の中
で定められたもので、「絶対的な」信仰基準として閉ざされたものではありません。「解釈相互間の争点については、法
的処置の前に、必ず神学的論議の領域が設定されねばならない」（1954 年 10 月 26～29 日開催第 8 回教団総会「信仰
告白制定特別委員会報告」）と歴史的発言にあるように、信仰的対話に開かれたものです。北村牧師の信仰的選択の
背景には、釜ヶ崎や山谷と同じ寄せ場である「寿地区」に象徴される権力や社会構造によって虐げられた人々が存在
し、その地域への福音宣教を使命とする教会の決断があります。そこでは「聖餐」のあり方も問い直されるべき重要課
題であり、法的処置の前にまず神学的・教会的討論に開かれるべき現代的な課題です。それは同時に全国各地の地
域各個教会の課題でもあります。その各個教会のかなりの部分は、国家が戦争協力を強いるための「宗教団体法」に
よる教団統合以前の教派の諸伝統を負っており、またはじめから合同教会として教会形成をしてきている教会もありま
す。ここに教団が今なお形成途上の「合同教会」である所以があります。そこでは、開かれた対話こそが、教団を「教会」
たらしめます。また、教団成立を含め「戦争協力」という過去の責任をふりかえり、戦争体制がつくられつつある現在へ
の責任を受け止めるため、「戦争責任告白」は今改めて取り上げるべき対話のテーマです。さらに、「本土」と「沖縄」の
関係史における構造的差別の中で、私たちの教団もまた、「沖縄教区との断絶」という痛恨の事態を作り出しており、こ
の現状を打開するための開かれた対話が何よりも必要となっています。
私たちは、教団の会議制がその内実を失って硬直したままである現在、教団の法的構成員であるからこそ、それに
先立って、信仰の召命に基づき「キリストの前での自分」に立ち返り、「ひらかれた合同教会としての教団」をつくる教会
的責任を負っています。この責任を果たすために、以下５項目を掲げて、ここに「北村慈郎牧師の処分撤回を求め、ひ
らかれた合同教会をつくる宣言」をいたします。
１、 北村慈郎牧師の免職処分の即時撤回と教団教師としての復権を求めます。
２、 聖餐についての論議の場が設定されることを求めます。
３、 「戦責告白」の教団史における意義を踏まえ、歴史に向かい合う教団となることを求めます。
４、 沖縄教区に対する謝罪と関係回復への具体的作業を求めます。
５、 一方的な「公同教会」の主張を再考して「合同教会」の形成を求めます。
２０１５年４月１８日
北村慈郎牧師の処分撤回を求め、ひらかれた合同教会をつくる会
代表 関 田 寛 雄
※ この「宣言」への賛同者は、今後も継続して募っていきますので、賛同してくださる方はお名前を楷書で明記し、ふ
り仮名をふって、支援会連絡先までお送りください。よろしくお願いいたします。
【賛同者】
あ 阿井幸太郎、阿井幸、藍行雄、相浦和生、相賀昇、相賀由美子、相澤きん子、相沢瀏、愛原和子、青垣紀一、青垣亮子、青木昭子、青木一政、青木和人、青
木けい子、青木精一、青木誠二、青木宏子、青木優、青木麻里子、青木道代、青木みち子、青木裕美、青木洋子、青木洋子、青木喜恵、青木敬和、青木竜馬、
青嵜百合雄、青柳明美、青柳均、青山香代子、青山博光、赤石園子、赤尾修、赤崎ユリ子、赤沢幸子、明石恵里佳、赤松啓子、阿川英子、阿川哲郎、秋月孝之
助、秋月ヒロ子、秋田泰輔、秋田谷幸子、秋田谷徳行、秋永好晴、秋葉正二、秋葉たい子、秋葉睦子、秋場實、秋本敏男、秋山明美、秋山真志、秋吉隆雄、阿久
津弘子、上松正行、阿佐光也、浅井喜世美、浅井敬造、浅井雄三、浅井良子、麻谷暢子、浅野淳博、浅野燈、浅野和美、浅野桂子、浅野航、浅野佐喜江、浅野
純、浅野利光、浅野美香、浅野美登里、浅野律、朝比奈朋子、浅見定雄、浅利志津子、東理恵子、阿蘇道子、麻生和子、足立真実、安達由江、厚見誌保、厚海
美乃里、阿部駿一郎、安部麻美、安部純子、安部徹、阿部紀美子、阿部君代、阿部慶太、阿部敏夫、阿部奈々、阿部弘子、阿部弘子、阿部義美、雨宮栄一、雨
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宮剛、綾野久子、綾部弘子、新井敬二、荒井献、荒井仁、荒井眞理、新井和子、新井堅司、新井節子、新井由利、洗平幸子、荒川和子、荒川純太郎、荒川義治、
荒木真美、荒木眞弓、嵐護、新西信子、有浦陽子、有岡史季、有賀豊彦、有久園子、有森和可奈、有山絢子、蟻正悦子、安藤恵子、安藤眞一、安藤利美、安藤
初恵、安藤光、安藤秀夫、安藤真起子、安藤眞知子
い 李銀英、李承潤、李美京、李有彩、井石彰、飯田イサ子、飯沼敬子、飯田さかえ、飯田多恵子、飯田輝明、飯田瑞穂、飯塚光喜、飯沼眞、飯野敏明、飯村静
江、家城直子、井浦京子、猪刈由紀、五十嵐紀子、五十嵐安子、五十嵐禮子、臺岐檀、猪城悦子、井口智子、井口博之、井口延、池内友子、池内弥寿子、池上
息、池上おりを、池上信也、池上三枝、池田敦子、池田栄子、池田悦二、池田和弘、池田和弘、池田公子、池田浩一、池田絃一、池田岳生、池田照幸、池田春善、
池田道子、池田美智代、池迫直人、池谷彰、石井出一、石井悦子、石井和子、石井一成、石井絹江、石井恵子、石井恵子、石井健、石井龍子、石井智恵美、石
井なか子、石井信子、石井富美子、石井まき子、石井摩耶子、石井瑞代、石井芳雄、石川明子、石川晴彦、石川公子、石川友子、石川直太、石川寛子、石川望、
石垣進、石神惠美、石神健、石神稔、石倉サチエ、石倉夕子、石黒文子、石坂桂子、石崎秀行、石沢陽子、石城典子、石田伊志子、石田恵子、石田周介、石田
保明、石髙青恵、石田原さやか、石塚文子、石橋あや子、石原郁江、石原順子、石原均、石原博美、石原ヨシ子、石丸進、和泉富雄、和泉玲子、泉並英明、泉谷
厚、泉谷五十鈴、泉谷ひとみ、泉谷渉、磯尾譲、磯崎徳雄、磯崎布佐子、磯田博美、磯田幸子、磯村正夫、糸井偉雄、市川和子、市川邦雄、市川紀子、市川義和、
一條英俊、一木千鶴子、一木寛子、一ノ木暖子、一ノ瀬雅巳、市場眞理子、市原和彦、市森澄子、市山陽一、井殿準、井殿園、井殿信子、井東炤、伊藤安由美、
伊藤幾夫、伊東永子、伊藤克己、伊藤喜代子、伊藤節子、伊藤拓夫、伊藤朋子、伊藤直子、伊東哲夫、伊藤恭子、伊東淳、伊藤輝美、伊藤遙香、伊藤秀章、伊
藤まゆみ、伊藤まゆみ、伊藤まり子、伊藤美津代、伊藤元子、伊藤裕子、伊藤好子、伊藤義経、稲正樹、稲生菊江、稲垣馨、稲垣壬午、稲垣正策、稲垣孝、稲垣
仁、稲益久仁子、井波いく代、稲村茂、猪野幸子、乾文男、井上明子、井上明、井上巌、井上喜美子、井上讃美子、井上収之、井上隆司、井上瑞子、井上寛子、
井上寛子、稲生優美子、猪股清子、猪股健太郎、猪俣まゆみ、伊吹康子、伊堀絵美子、伊堀努、今井明、今井紀代子、今井とみ江、今井直子、今井眞理、今井
惠、今城慰作、今城晋作、今城宏子、今城匡子、今城諒作、今田起世子、今田澄、今村俊一、今村寛美、今村真理、今村稔、今村幸子、今村泰子、井本美智子、
入江仰、入江樹、入江多喜、入江洋司、入澤直子、入澤宏樹、岩井瀏、岩井健作、岩井溢子、巌典子、岩岡彰子、岩川多満恵、岩川正治、岩川幸昌、岩崎直美、
岩崎八千代、岩瀬志津子、岩高澄、岩谷十郎、岩津美子、岩永尤子、岩野祐介、岩橋常久、岩見育子、岩村悦江、岩本和則、岩本隆、岩本ひかり、岩本廣志、岩
本雅子、岩本洋子、
う 禹鐘基、宇井志緒利、ウイットマー圭子、上杉次子、上地繁、上地武、上地知佳子、上地美智子、上地美和、上地礼、上杉賢、上田徹、上田美穂子、上田律
子、上田玲子、植田貞子、上地範子、上西哲雄、上野清次郎、上橋和也、上原惠、上松寛茂、上山英子、上山芳範、魚住英昭、鵜飼和子、牛島洋子、氏家鉄也、
牛田ヒサ、氏原淳一、氏原令子、臼井幸夫、臼井路子、碓井健寛、宇高育枝、内田佳代子、内田浩司、内田弘子、内田昌宏、内田迪子、内村ノブ子、内村政清、
内山多美、内山務、内山伸子、内山宏、宇都宮佳果、内海美穂、楳田敦、梅田順子、鵜野あゆみ、宇野潔子、宇野進、宇野智恵子、宇野稔、梅北陽子、梅崎須
磨子、梅田和子、宇山進、浦井とも子、浦井正義、浦上知子、浦上結慈、浦田俊郎、海野博、海野文江
え 江口謹彌、江口公一、江崎直美、江澤照子、江戸清、江藤さつき、榎園京介、榎本征子、江原榮子、江原幸子、江原進、江原浩子、海老坪眞、海老澤浩、江
村恵子、江守秀夫、惠美奈富紀子、遠藤恵子、遠藤興一、遠藤舞、遠藤緑、遠藤泰弘、遠藤ゆり子、遠藤良次
お 尾池幸、老田信、近江芳子、大石陽子、大石准良、大石恭子、大石シズエ、大石隆興、大石與賜子、大江浩、大岡勝義、大木和子、大木清子、大賀幸一、大
垣節子、大河原容子、大川清、大川芙喜子、扇田紀子、大串典子、大口愛、大久保賢二、大久保徹夫、大久保正禎、大倉一郎、大倉江梨花、大倉祥子、大蔵浩
之、大坂洋子、大阪谷由紀子、大崎利行、大崎康子、大迫小牧、大澤暁、大澤秀夫、大塩志野、大塩清之介、大塩光子、大塩豊、大嶋果織、大島保子、大城厚
子、大城実、大杉美耶子、大住三七子、太田温子、太田篤子、大田七千夫、太田望、大田美奈子、太田守人、太田方美穂、大竹愛子、大嶽芳樹、大谷諭、大谷
真実、大谷義彦、大津京子、大塚恵理子、大塚惠子、大塚愼、大塚信明、大塚泰惠、大塚洋子、大月厚生、大坪剛浩、大坪美保、大成和恵、大貫隆、大野顕二、
大野節子、大野高志、大野政子、大野正友、大野光江、大西珪子、大西紗貴子、大西安、大西義昭、大沼順子、大野泉、大野至、大野静子、大橋祐治、大場祐
子、大林健太郎、大林友子、大林祐子、大久美和、大町信也、大町美幸、大美賀亨、大見謝直美、大村暁子、大村正和、大室寛子、大室裕子、大森悦子、大森
東亜、大八木直子、大藪かづみ、大藪善次郎、大藪朝祥、大山修之、大山光子、大山睦子、大脇敏弘、小笠原公子、小笠原純、小笠原智明、小笠原博美、小笠
原蓉子、岡恵介、岡健介、岡豊子、岡春美、岡善樹、岡実、岡内君子、岡内知子、岡部精一、岡田あや、岡田淳子、岡田恭子、岡田せい子、岡田照子、岡田長保、
岡田南実子、岡田信子、岡田稔、岡田仁、岡田美代子、岡田悠二、岡田祐子、岡田由美子、小形眞知子、岡崎洋子、岡野和美、岡野聡子、岡部侠児、岡村幹子、
岡村美子、岡安サダ子、岡安茂祐、岡安博、岡本敦子、岡本磐男、岡本隆、岡本拓也、岡本千枝子、岡本言行、岡本弘子、岡本幸子、岡本禎子、緒方節子、小
川清子、小川清美、小川久美子、小川健司、小川敬子、小川忠之、小川司、小川比沙子、小川美貴子、小川洋子、荻荘正巳、荻野育子、荻野久子、沖陽子、沖
田忠子、沖田康孝、奥角長生、奥角節子、奥角歩、奥園明、奥田明夫、奥田知志、奥出直人、奥野捷彦、奥見忠子、奥間早登子、奥村僖佐子、奥山和子、小倉
和三郎、小栗仁志、尾碕光、織田佳奈江、小野一郎、小野恵子、小野昌二、小野忠、小野史開、小野勅紘、小野幸恵、小野沢剛昌、小野寺けい子、小野寺寿々
恵、小畑克枝、小畑太作、小畑眞知子、小尾映子、小尾睦夫、尾毛佳靖子、折野宏一、折野祥子、恩田光子、
か 賈晶淳、甲斐綾子、甲斐睦恵、戒能恵子、戒能信生、鏡清美、垣内惠子、垣内良子、覚野洋一、鹿児島正明、笠置恵子、笠置正民、笠原恵美子、笠松潤子、
笠利和彦、笠利元、笠利ほさな、笠利まな、梶昌代、梶浦三優子、梶原ふく江、梶田敦子、梶野美紀、樫山恵美子、笠貫和子、柏井創、柏井路子、柏木俟子、柏
熊㐂代子、賀戸拓洋、勝亦一江、勝又波音、勝又真理江、加藤キエ、加藤公子、加藤啓子、加藤順子、加藤節子、加藤隆弘、加藤孝幸、加藤忠良、加藤鉄三郎、
加藤智子、加藤則子、加藤浩子、加藤真規子、加藤幹子、加藤光正、加藤恵、加藤由利、加藤陽子、加藤嘉子、角谷弥生、金井功、金澤周作、金沢文子、金澤
和歌子、金丸京子、金子健、金子信一、金子尚子、金子秀敏、金子史子、金子芙美子、金子百合子、金子陽子、金地慶四郎、金城邦子、金附正夫、片岡正義、
片山建作、片山節子、片山千寿子、片山禎二、片山春子、片山宣子、片山洋子、片山洋子、片山義子、片山芳子、勝浦恵、勝俣閏子、勝股正夫、勝股三恵子、
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樺澤幸雄、鐘ヶ江晴彦、金子ユミ子、金光滋子、金光順子、金澤泉、金森七郎、金信和之、金信善幸、鎌田英子、鎌田一志、鎌田邦一、上泉建、上泉淳子、上泉
直子、上内鏡子、神尾昭二、上加世田節子、上島一高、上島雄助、上遠岳彦、上遠文恵、神尾昭二、神前聖一、神谷一夫、神谷和子、神谷扶左子、禿準一、禿
泰子、亀岡顕、亀ヶ谷智惠、亀子幸大、亀島勝子、栢沼伸芳、栢沼牧、加山久夫、辛島篤美、辛島多恵、狩野ヒサエ、川井恵子、川井牧人、川合万里子、川上純
平、川岸清、川口卯満治、河口修、河口陽子、川越美佐子、河崎純子、川瀬和美、河田知子、河田隆史、川谷恵子、河手純子、川西薫、川西俊子、河野修司、川
畑馨、川端紀子、川辺綾子、川辺希和子、川辺多惠子、川辺正直、川村和江、川村くに子、川村邦彦、川村寛之、川村美穂、河村英子、河村敏美、河村義行、川
本良明、神崎典子、神崎正子、神田克己、神田恵子、神田琴音、神田花菜、神田宏子、神田洋子、菅野勝治郎、菅野洋子
き 菊川泰、菊田静江、菊地綾子、菊池重雄、菊地達、菊地敏弘、菊池美奈子、菊地ゆたか、岸岡眞樹、木下朝美、木下眞理、木下美夏、岸本和世、岸本京子、
岸本賢幸、岸本蘭子、紀太敦子、北尾勲、北尾富美江、北尾美津子、北川浩司、北川健一、北口沙弥香、北島ちづ子、北島三枝子、北田契子、木谷実、北野千
波、北原智史、北原豊子、北濃祥二、北村勲次、北村恵子、北村慈郎、北村信二、北村千賀、北村智史、北村真紀子、絹田育子、絹田美保子、木原由紀、君島
洋三郎、君島庸子、金斗鉉、木村アサ、木村和子、木村協子、木村喜世子、木村清子、木村光寿、木村晋治、木村武志、木村登茂江、木村直美、木村典子、木
村登、木村拓己、木村文砂、木村幸、木村眞由美、木村美知男、木村祐子、木村由紀、清島須栄子、清島恒徳、清瀬ヒロ子、清田和美、清田麗子、清野量、木山
幸、吉良保子、金城順子、金城麻美子
く 空閑幸、釘本銀子、草瀬啓子、日下部克彦、日下部直子、草地大作、草地妙子、具島脩、具島友子、楠之木義勝、楠元勇一、工藤定嗣、工藤潤一、工藤達晃、
工藤万里江、工藤玲子、國澤友義、國安敬二、九里恵、久保小夜子、久保新一、久保征紀、久保登志子、久保初枝、久保博夫、久保マサ子、久保礼子、久保田
泰子、熊倉弘幸、熊澤みどり、熊田郁子、熊田もと子、汲田美枝子、倉掛直樹、藏所のぞみ、蔵所ひかり、蔵所裕子、倉永秀明、倉橋克人、倉橋啓子、栗原宏介、
栗原通了、栗本久雄、久留島トシノ、車昌泰、車田博子、栗原正、栗山結、黒川純、黒川文江、黒木博和、黒木光子、黒木律子、黒河内信、黒澤喜一、黒澤さつ
き、黒澤愛子、黒瀬徹、黒田いづみ、黒田禎、黒田理佳、黒野忠和、桑垣其枝、桑島勝代、桑原重夫、郡司敦子、
け 気賀健生、気賀知恵子、見満かおる、剣持昭子、
こ 小池晴二、小池泰子、小泉麻子、小泉治一、小泉眞紀子、小泉史子、小泉美千子、小出英子、小糸健介、光田昌子、合田佳子、合田淳太郎、小内秀高、廣津
博子、河野登喜子、河野トミ、河野美子、河野洋子、郷原洋子、河本昌介、河本ツル子、河本真菜、河本めぐみ、古賀かおり、古賀吉太郎、古賀健一郎、古賀智
子、古賀幸子、小海祈、小海サチ、小海寅之助、小海光、小海基、古郝荘八、國分タミ、小阪ひとみ、小笹和子、小笹千佳、胡小榮、五藤民雄、越本冨美、小島
勇、児島荘明、小島道彌、小島真理子、小杉比呂子、小谷正昭、小平慎一、小平善行、小高考一、小高利根子、小竹郁子、小武絹代、児玉衣子、児玉洋一、小
塚牧夫、小塚優子、小手川列、後藤亜子、後藤和子、後藤浩三、後藤順子、後藤真愛、後藤光恵、後藤守弘、後藤和佳子、小西和子、小西晴香、小西文江、小
西礼子、小畠文枝、小林晃、小林朝乃、小林恭子、小林直樹、小林典子、小林宣子、小林牧子、小林正樹、小林祥人、小林道彦、小林みや子、小林有仁子、小
林泰次、小林休、小林ユリコ、小林良作、小林路津子、古波蔵剛、小松瑞穂、小松原健夫、駒宮なら子、駒宮初子、小宮一子、小宮山盛昭、小宮山芙美子、小迎
綾希、小室暁、小柳まさゑ、小山宏平、小山重夫、小山重夫、小山東作、小山奉子、小山浩子、小山廣重、小山都、金剛静慧、権田純子、権田嗣夫、権田倫子、
近藤節子、近藤孝子、近藤直枝、近藤昇、近藤千鶴子、近藤ひとみ、近藤洋、
さ 西城啓子、西條博之、西城仁、斉藤恵美子、斉藤一昭、齋藤開、齋藤勝朗、斎藤佳代子、斉藤喜世子、齊藤香子、斉藤佳子、斉藤順子、斎藤成二、齋藤昭七、
斉藤圭美、斉藤徹夫、斉藤直子、斉藤直而、齋藤はる江、斎藤秀子、齋藤裕子、斉藤亮、齊藤正樹、齋藤麻実、斉藤美智子、斉藤康子、齋藤百合子、斎藤礼子、
佐伯多津子、佐伯元、佐伯嘉美、堺美智子、酒井賢治、酒井紀恵、酒井久子、坂井千佐子、榮美和子、坂上玲子、榊原いづみ、坂口俊雄、坂口陽子、嵯峨道子、
坂田亜衣、坂梨喬、坂野赫子、坂本薫、坂本香織、坂本直、坂本舞香、坂本美由紀、先繭子、先八千代、先瑠璃、崎濱厚子、櫻井克子、櫻井重宣、櫻井淳司、櫻
井紀子、櫻井義也、櫻田敏子、迫田典子、笹井晶子、佐々木昭男、佐々木五律子、佐々木公子、佐々木恵子、佐々木孝子、佐々木直恵、佐々木秀子、佐々木
雅子、佐々木美知子、佐々木迪淳、佐々木允子、佐々木美幸、佐々木泰雄、佐々木佳枝、佐々木洋子、佐々木立一、笹木彰、笹木純子、笹倉美穂、笹倉瑞穂、
笹田実、雀部邦子、雀部征宜、笹部一正、佐治金次郎、指方愛子、指方信平、指方虹希、佐竹明、定形和子、定形裕子、佐谷絵美、貞弘範行、貞弘眞理、定村
弘子、佐藤歩、佐藤一雄、佐藤かよ子、佐藤喜美子、佐藤吾、佐藤幸子、佐藤志奈子、佐藤昭三、佐藤節子、佐藤崇、佐藤知惠子、佐藤坤子、佐藤友順子、佐
藤登貴子、佐藤紀子、佐藤稔子、佐藤英和、佐藤弘徳、佐藤昌子、佐藤正美、佐藤待子、佐藤真帆、佐藤麻理子、佐藤幹雄、佐藤美佐子、佐藤稔、佐藤峰子、
佐藤美和、佐藤恵、佐藤康光、佐藤泰子、佐藤靖子、佐藤由美、佐藤由美、佐藤律子、佐藤令子、佐藤練、佐渡友順子、真井忠雄、真柄周吾、讃井康六、佐野淳
子、佐野匡、佐野宣雄、佐野通夫、佐原光児、佐原眞、佐原繁子、寒河江正一、鮫島郁子、佐柳孝子、更井勝子、澤淳好、沢井尚子、澤田嘉代子、澤田知夫、澤
田文子、澤田眞、澤田雪江
し 塩井みどり、塩入秀義、塩田保、塩野和夫、塩野まり、汐見日出子、重岡奈津子、茂美樹、地阪隆三、宍戸ユリ、柴野芳子、篠木孝、篠崎美生子、篠田和子、
篠原利枝、篠原正雄、篠原幸雄、信夫洋子、四宮久代、柴田薫、柴戸和子、柴崎聰、芝野晴見、柴本登志男、渋谷久、島しづ子、島友江、島敞史、嶋岡世里子、
嶋岡亮、嶋﨑義尚、島田繁明、島田房惠、嶋田安子、島谷由利子、島村須美江、島村眞知子、島村美里、下村果南、下村優、清水悦子、清水千恵子、清水敏夫、
清水和枝、清水喜美子、清水澄子、清水智子、清水寿子、清水英男、清水英綱、清水麻衣、清水雅子、清水美穂、清水与志雄、清水雍夫、清水康弘、清水礼子、
志水澄江、志水真喜子、沈成妍、志村澄江、志村敏子、志村真、志村満子、下川原つせ、下園弘子、下園昌彦、下園真由美、下手従容、下村ゆり、ジャクソン信、
宿谷尚之、F、シュペネマン偕美、東海林勤、東海林信幸、庄司まさ、庄子都、小豆さやか、小豆真太郎、小豆真人、小豆優子、庄野伊佐子、生野温子、生野龍
二、鄭芝永、白井朝子、白石由紀子、白川多代、白川千代、白川幸枝、白沢典子、白沢譲、白戸治代、白濱佳代、白蓋タミ子、白蓋勉、新行内和子、新海洋子、
新川裕子、新庄容子、進藤喜美、進藤啓介、進藤省一郎、新藤直子、陣内自治、陣内京子、陣内太蔵、新免貢、新屋幸子、
す 末次かおり、末永公子、末吉悦子、須賀誠二、須賀茂登子、須賀松治、菅井裕行、須貝智恵子、菅谷保夫、菅根信彦、菅谷博、菅原国夫、菅原恵子、菅原
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徹也、菅原知行、杉英行、杉浦依都美、杉浦イク、杉浦忠武、杉浦みち子、杉田尚子、杉村和子、杉本淳子、杉本智子、菅和世、菅生卿子、鈴鹿靖子、鈴木育三、
鈴木祈、鈴木英司、鈴木恵美子、鈴木恭子、鈴木邦子、鈴木さとし、鈴木紗綾子、鈴木重正、鈴木茂、鈴木茂伸、鈴木静男、鈴木史郎、鈴木順一、鈴木順子、鈴
木摂子、鈴木拓、鈴木千秋、鈴木暢子、鈴木敏和、鈴木伸、鈴木詔明、鈴木典子、鈴木英夫、鈴木弘美、鈴木富美子、鈴木昌子、鈴木雅行、鈴木美智子、鈴木
美紀子、鈴木美和子、鈴木基夫、鈴木伶子、鈴木礼子、鈴木玲子、須藤淳、須田巌、須田剛司、須藤聡、須藤史朗、須藤瑛子、須藤義美、須永祥雍、須永洋子、
素原峰子、角秀宣、角博子、澄直治、澄敬子、住口節子、住谷祐子、隅埜千昌、角之上治美、住谷祐子
せ 関佐紀子、関武純、関やよひ、関律子、関口登紀子、関口福一郎、関口靖子、関田寛雄、關根明子、関根三枝子関本達也、瀬口恵里子、瀬越美和子、瀬戸
英治、妹尾ひづる、瀬谷智明、瀬山一郎
そ 相馬述之、宗本廣子、曽根恭子、曽我和子、曽我真理、曽我洋一、園久美子、曽根原穹、曽根原徹、曽根原友子、曽根原洋子、園眞實、園川悦子、園川泰
雄、孫裕久
た 平良愛香、平良修、平良仁志、田岡信子、髙井登美、高井紀美代、高江洲盛雄、高岡洋光、高垣泰子、高木善啓、髙木眞澄、高木由美、高木善啓、髙久保、
髙久のぞみ、高倉謙次、高倉田鶴子、高沢幸男、高下泰三、高下マリ子、高嶋民子、高嶋幸世、高瀬京子、高瀬千代子、高瀬軌利、髙瀨昌江、高田育郎、高田
智路、高田宏子、高田雄子、高田穣、高田道子、高戸佐和子、高戸二三男、高徳芳忠、高津勝世、高梨恵、高橋昭子、高橋英子、高橋詠子、髙橋恵美子、高橋
和子、髙橋加奈子、高橋美貴代、高橋貞晴、高橋幸子、高橋志保、髙橋淳子、髙橋史子、高橋千洋、髙橋つゆ子、高橋照子、髙橋敏子、髙橋信子、髙橋靖子、
高橋靖子、髙橋昇、高橋平夫、高橋雅子、髙橋昌子、髙橋美紗子、髙橋悌郎、高橋幸久、髙橋敬基、高畠公子、高濱心吾、高村美津子、高村美羽、高谷のぞみ、
高柳研二、高柳純子、高柳徹三、 高柳富夫、高柳道也、高柳めぐみ、高山久郎、瀧川喜代子、滝口博子、滝澤京子、滝澤昭治、滝本あい子、武井昭代、竹内
佳代、竹内憲一、竹内宏二、竹内すなお、竹内節ゑ、竹内節子、竹内忠美、竹内富久恵、竹内雅郎、竹内雅子、竹内淑恵、武田武長、竹花和成、竹花とも子、竹
原千晴、武原要子、武久惠子、武久盾、武部正美、竹村寛賢、竹村泰子、滝上正、武田利邦、武田芳、竹本智華、沢紙百合子、田口敦子、田口重彦、田口久恵、
田口弘子、田頭謐子、田崎幸子、田崎まさ、田崎旨生、田澤陽子、田島治、田嶋貴代栄、田島宣人、田島美智子、田代冨美子、多田健二、多田早智子、多田志
穂、多田裕志、多田より子、立原敬一、立原美恵子、龍野和子、館山英夫、館山史子、橘真理子、田原キミ、立岩秀彦、立岩由美子、田所いずみ、田所健作、田
中愛子、田中郁子、田中佐紀子、田中和恵、田中慶子、田中桂子、田中祐幸、田中静子、田中純子、田中高生、田中隆、田中隆幸、田中智之、田中暉彦、田中
倫子、田中牧子、田中政己、田中夫伎子、田中富美江、田中浩子、田中昌光、田中麻里子、田中美智子、田中美知代、田中恵、田中素子、田中靖純、田中義宣、
棚田はるか、田辺綾子、田邊あさ子、谷勲、谷光子、谷垣幸代、谷口栄子、谷口悦子、谷口こころ、谷口順子、谷口照子、谷口尚弘、谷口七代、谷口治道、谷口
ひとみ、谷口博宣、谷口眞、谷口禮子、谷村久子、谷本静子、谷祐一郎、田沼大典、田原喜一、玉川敬子、玉越勢冶、玉嵜勝也、玉嵜順子、玉城豊、田丸康雄、
田村京子、田村弘子、田村ひろ子、田村ふみ子、為房清二、田家たか子、多良浩一郎
ち 千神幸子、茅野勇、茅野正子、千葉幸次郎、千葉司、千葉宣義、千葉燿子、千葉洋子、茶木千晶、張連淑、曽慶姫、」
つ 塚田祥子、塚田孝、塚田庸子、塚本宏子、月下彩香、月下悟志、月下星斗、月下昌代、月下有里、月下美孝、津司崇、佃章、佃真人、佃ミチエ、佃美智子、
辻建、辻正樹、辻田光代、辻中徹也、辻中尚子、對馬平代、辻野禎胤、辻村啓之、辻村晴美、辻本和子、津田快子、津田健一、津田京子、津田成子、土田潤子、
土田澄子、土橋晃、土屋栄子、土屋忠雄、土屋智英、土谷祈求江、土谷直穂実、土谷良治、筒井啓子、堤健生、堤肇、角田美代子、角田幸夫、坪井裕美、津村
博文、津村有紀子、鶴岡昭一、津留崎博子
て 手嶋智子、寺岡清、寺岡シホ子、寺師美佐子、寺田陽子、寺谷勝江、寺本臣子、寺岡麻美、
と 戸井雄二、土井桂子、土井兆、土井道子、東郷晴代、桃原明子、遠山幸子、富樫和義、土岐満、徳江久美子、徳岡信哉、徳重師功、徳重弘子、徳重フミ、徳
田有希子、渡口差知子、徳富すみれ、徳富誠子、徳永綾子、徳永五郎、徳永潤子、徳永精二、徳永紘子、徳永政子、徳永真彦、徳永美知子、徳永依子、徳本美
香、所佳子、所真弓、登坂久美子、戸崎ちはる、戸澤悦子、利光純子、利光ひさ子、戸田露子、戸田洋子、戸田博、戸田真理子、斗内寿子、刀祢舘美也子、刀禰
尭介、富沢明美、富田茂樹、富田洋香、富田正樹、冨永喜代子、戸村歌子、戸村潔、戸村武嗣、友重紀美子、外谷悦夫、戸谷紘、豊福明子、寅井章男、寅井泰
子、鳥井新平、鳥居真知子
な 内藤健、内藤婦美与、名嘉節、名嘉みどり、中井早苗、中井大介、中井京子、長井英子、永井順子、長井衣世、長井隆、長井美歌、永井友仁、永井保雄、中
尾恵子、中尾伸子、長尾顕子、長尾恭仁子、長尾優、長尾守、長尾泰文、長尾道子、中江禮子、中川英樹、中川信明、中川寛子、中北信子、中越洋子、中越優、
長坂直哉、仲里佐代子、仲里朝治、中里由美、中澤英子、中澤一夫、中沢譲、中澤光子、中沢和佐子、長澤正義、長澤三枝子、中島郁子、中嶋朱美、中島香、
中嶋名津子、中嶋美佐子、中嶋理沙、中嶋陽子、中島幸人、永島鉄雄、永瀬加代子、永瀬喜久江、中瀬純一、長瀬光子、長橋純男、長橋千鶴、永田愛、永田惠、
中田邦彦、中田保、中田千枝子、中田朋誠、中田正道、中田裕子、中田益代、仲田美和、中臺咲歩、中臺厚、中竹和子、中竹京子、中竹力、中谷晃也、中西海
音、中西佳壽子、中西秀菜、中西萌花、中西康裕、中西英清、中野公義、中野京子、中野順子、中野のゆり、中野真、中野佳子、中野渡淑花、中原眞澄、中原陽
子、仲程剛、中堀仁四郎、中堀美代、長峰恵子、長野和範、長野泰子、永野和茂、永野茂洋、永野治子、永沼昭子、永沼勲、長沼桂、中村明子、中村悦子、中村
和男、中村今日子、中村瀞、中村匡克、中道京子、中村証二、中村晋作、中村千恵子、中村俊宏、中山節、中村哲男、中村哲夫、中村哲信、中村紀子、中村冨
美子、中村文子、中村正俊、中村まさ代、中村實、中村稔、中村美津子、中村美代、中村弥栄子、中村容子、中村陽子、中村由子、中村吉基、中村喜信、中村玲
子、仲森美穂、中屋重正、中山晶朝、中山岩男、中山和子、中山與子、中山禎子、中山俊子、中山ミチ、中山美也子、仲村渠清子、仲森恵子、中森文穏、名久井
幸子、名久井忠、名古屋瀬津子、那須清美、夏梅和世、名取信子、七川七生、七海佳代子、七海義継、生井要司、奈良光男、成川晃、成島久美、成島信夫、成
宮朗、成宮十四子、成宮孝子、成本書子、名和君枝、名和真理子、難波幸矢、南部サダ子、南部智子、南部紀子
に 二河照子、二川昌子、西貴子、西内勝、西浦弘子、西浦紘子、西尾市郎、西岡淳子、西岡稔、西川順子、西川賢、錦田信昭、錦見慧子、西口守、西口智子、
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西崎紀代、西澤あけみ、西澤一泰、仁科優子、西嶋悦子、西嶋佳弘、西田和子、西田京子、西田国子、西田武治、西堂静子、西富夏子、仁科昌紀、西野えみ子、
西野信子、西畑浩一、西畑裕子、西八條敬洪、西村温子、西村加寿子、西村惠子、西村泰一、西村大介、西村千夏、西村正寛、西村松枝、西村穣、西村牧子、
西村義臣、西浜楢和、西本恵子、西山禎、西山温子、西山美津子、西山美宝、西脇慎一、西脇寿美子、新田美智子、新田美根子、二宮志津枝、二瓶城、二瓶久
子、二瓶良之、二瓶玲子、
ぬ 沼田弘之、
ね 根本雅美、根本幸雄、
の 盧芝栄、野上豊彦、野上由紀子、野口悦子、野口菊義、埜口はと子、野沢香代子、野沢香代子、野島和子、野末歳之、野副達司、野副めぐみ、野田恵美子、
野田隆、野地岡裕之、野地岡留美奈、納富瑞穂、野中裕子、野々垣愛花、野々垣慎治、野々垣直子、野々山彰、信田和子、信長たか子、野村重子、野村孝子、
野村素子
は 灰谷晋次、芳賀義也、羽賀早智子、袴田交子、袴田交子、袴田芳克、萩谷菊江、萩野智明、萩野美智子、萩原悦雄、萩原美穂子、朴美卿、間晶子、橋口久
仁子、橋田聖子、橋爪孝子、橋詰喜久恵、元正章、橋本衣美、橋本和子、橋本貴俊、橋本照子、橋本直行、橋本真、橋本正枝、橋本優子、橋本礼子、長谷川紀
子、長谷川三和、秦克彦、羽田洋子、畑中和子、畠中恵子、畠中保又子、畑本真智子、蜂巣都世、服部圭子、服部邦子、服部栄、服部智子、服部祥子、服部綮
子、服部尚子、服部秀三、服部誠子、服部正昭、羽鳥直之、花岡愛子、花岡哲男、花岡寛子、花岡文子、花城静子、花城安夫、花野千恵子、花房康子、花山ひと
み、馬場久代、羽原艶子、羽原亮、濱恵美子、浜崎久美子、浜崎眞実、濱崎敦、濱崎揚子、浜島和子、浜島高之、浜島朋子、濱野一郎、濱野幸子、濱野聰子、浜
野千純、濱邉達男、浜辺ますみ、濵松昭人、濵松卓幸、浜本和子、早川初穂、早川昌子、早坂悦子、早坂文彦、早坂由美、早崎桂子、早崎貴文、林郁子、林巌
雄、林和恵、林和子、林和美、林公子、林久仁子、林茂博、林節子、林敏行、林輝子、林智之、林ひさえ、林弘恵、林滉子、林宏、林洋久、林芙美子、林真人、林
三知男、林理子、林芳子、林淑恵、林玲子、林田弘子、早原君子、原公朗、原慶子、原聖子、原絢子、原宝、原忠和、原直呼、原晴子、原ひさ子、原裕子、原牧人、
原誠、原真文、原美智子、原裕、原弓子、原洋子、原義彦、原田あずさ、原田和子、原田銀平、原田なるみ、原田伸子、原田由加、原田玲子、榛木恵子、播磨久
美子、播磨輝孝、春木睦子、春名康範、伴サナエ、坂敬夫、伴秀男、板西千鶴子、坂東麻衣、半澤正子、半田博美、
ひ 比嘉清子、東幸子、東隆義、東昌子、東みどり、東島勇気、東谷香保子、東谷誠、東山明子、比企敦子、疋田久子、樋口聡美、樋口早知子、樋口哲夫、久木
哲、久木幹子、土方美香、日高民喜、日高俊朗、日高伴子、日高門、日髙雪子、日髙美也子、人見勝、必守行男、日野和世、日野眞一、日原美鈴、兵頭幸子、平
井清、平井早苗、平井俊江、平井文則、平井桃子、平川英勝、平澤久美子、平澤佳、平田一吉、平田すみ子、平田美知子、平田由喜子、平田良子、平野多枝子、
平野直子、平野昇、平野昌子、平野ゆう子、平原公子、平原守、平間チヨミ、平松英人、平本光枝、平盛真理子、廣石望、廣越惠子、弘島すみ子、広瀬香、廣田
和浩、廣田道子、廣野嗣雄
ふ 深井光、深田一範、深澤奨、深澤健雄、深澤美紀、深澤要子、深見祥弘、深見美砂緒、福井貴絵子、福井のぶみ、福井稔、福岡佳子、福岡満寿子、福田宏
子、福澤益代、福島良子、福田純子、福永光永、福原健郎、福原早子、福原福美、福原恭子、福本和代、福本香代子、福本末子、福本均、藤倉達郎、藤井友枝、
藤井文子、藤井三紀子、藤井道雄、藤井涼一、藤川和子、藤川知子、藤木謙一、藤木チエ、藤田幸夫、藤田淑子、藤中一成、藤谷操、藤野和久、藤野みち子、藤
原仰、藤原義子、藤巻惠子、藤本茂夫、藤本澄子、藤本ひかる、藤本まほる、藤本睦朗、藤本淑子、藤原寛人、藤吉求理子、藤吉文佳、淵脇志摩子、二川昌子、
二見武、船木暢夫、文井みよ子、古市慎、古川久恵、古川力也、古川博子、古澤とき子、古住誉史、古瀬きく子、古林明郎、古谷恵太、古谷直美、古谷浩代、古
谷正仁、古野明美
へ ベッケルエミリー
ほ 帆足文子、保坂明恵、星野拓也、星野ひろか、星野浩子、星野昌枝、穂積久美子、穂積修司、細井貞男、細谷恭平、細田敦子、細野信子、堀町子、堀光男、
堀内加代子、堀内美代子、堀川政子、堀澤明子、堀澤六郎、本行輝雄、本郷清子、本田明子、本田栄一、本田由美子、本田洋子、本多久子、本多峰子、本間あ
ゆみ、本間一秀、本間弘子
ま 前川花有、前里光盛、前里正子、前島宗甫、前島真喜子、前田恵子、前田康二郎、前田昌幸、前田龍男、前田乃莉子、前田稔、前田宏子、前田美喜子、前
田豊、前田揚子、前中榮子、前橋京子、前橋みどり、真門益子、槇和彦、真喜志英美子、眞下弘一、真下潤、増井弘子、増井利内、舛岡道子、増田榮、増田聖子、
増田望、町田淑子、真鍋孝幸、真崎麗子、牧野邦久、牧野良子、政金驍、木明子、正木方雄、馬島節子、升田文夫、又吉京子、町頭良行、町田愛子、松尾佳子、
松井直樹、松井信子、松浦良子、松浦新吾、松尾美保子、松尾芳子、松岡孝司、松岡佐和子、松岡浩、松崎新吾、松崎義明、松下悦子、松下怡子、松下広子、
松下礼三、松代東亜子、松代徹也、松田邦子、松田徹、松田道子、松田善博、松田陽子、松田実栄子、松田美栄子、松田みせ、松田光代、松永時子、松林直子、
松原麻美、松原直樹、松島惠美子、松村茂也、松宮節、松宮昤、松本麻美、松本和史、松本しおん、松本慈、松本新子、松本敏之、松本義弘、松村晶子、松村健
司、松村寛、松本あずさ、松本仁、松本直子、松本治子、松本万喜子、松本よを、松本義信、松吉芙蓉、松山正男、黛栄子、丸田俊男、丸野愛子、丸山敦子、丸
山恵子、丸山玲子、
み 美甘翠、三浦あけみ、三浦いづみ、三浦修、三浦啓、三浦忠雄、三浦宣道、三浦英敏、三浦みつ美、三浦ゆかり、三浦良子、三浦麗子、三上イキ、三賀森
栄子、三木美智子、三鹿悦子、水島祥子、三角恵子、三角朋子、溝口葉子、溝部省治、光嶌洋子、水田洋美、水谷香奈、水谷滋子、水谷真希江、水野恵子、三
谷寛男、三橋妙子、三股まさ子、三原貴美子、水上隆邦、水上千歌子、水田寛、水田剛子、水野亨好、御舘しのぶ、御舘博光、湊川あや、南和子、南春代、南英
美、南山宏之、蓑田堯子、峰崎生子、峰崎直樹、実生律子、三村睦江、三村修、三森妃佐子、宮タズ、宮内常喜、宮川喜代子、三宅和夫、三宅邦和、三宅日奈子、
三宅文子、三宅昌希、三宅義子、三宅義人、三宅利江子、三宅良昌、三宅保子、三宅幸子、宮川一恵、宮川喜代子、宮川経晃、宮川経実、宮川經裕、宮川経範、
宮川道子、宮川美智子、宮川裕美子、宮﨑敦子、宮崎祥司、宮崎達雄、宮崎扶子、宮崎元子、宮崎洋子、宮里稔、宮沢京子、宮澤哲、宮澤豊、宮島敏枝、宮島
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星子、宮田和子、宮田皓旦、宮田泰子、宮田ゆう子、宮野明宏、宮原朗子、宮原忍、宮原直道、宮原雄一、宮之原敏恵、宮之原史、宮本睦子、宮本誠一、宮本真
希子、宮脇俊昭、宮脇文子、三吉明、三好鐵雄、三好理恵、茗原泉、三吉信彦、三好照子、三輪清子、三輪隆夫、三輪則子、三輪正史、三輪保夫
む 向井愛、向井希夫、向田慧、向田怜、武蔵容子、武藤秋、村上章子、村上彩夏、村上和、村上カズコ、村上知子、村上典子、村上ハル、村上宏、村上弘子、
村上祐子、村上芳子、村川糸子、村川仁、村川元、村口満香、村崎妙子、村嶋民和恵、村瀬文男、村瀬汎昭、村瀬澄子、村瀬喜久子、村瀬佳子、村瀬匡昭、村
瀬美恵子、村田かず子、村田貞子、村田里美、村田多恵子、村田敏、村田雅子、村中琴絵、村中孝之、村橋素行、村松芳子、村松庸子、村本陽子、村山香代子、
村山盛忠、村山盛葦、室岡恵
め 目黒和彦
も 毛利俊雄、最上久美子、最上義、最上千都、最上光宏、持田光三、持田由美子、望月惠、望月丈児、元木博之、樅野省子、森一雄、森邦子、森言一郎、森静
子、森澄子、森尚江、森英夫、森秀代、森美樹、森亮太、盛耕三、盛紀代、森川美奈子、森川真理子、森口知代、森茂隆、森下久美子、森嶋道、守田滋代、守田
美恵、森田暁子、森田光一、森田順一、森田千鶴子、森田恒一、森田典子、森田紘、森田基子、森田芳子、森田善之、森平理子、森西静子、森野善右衛門、森
場恵子、森場さとし、森宗秀敏、森本義一、森本玲子、森山昭雄、森山浜子、盛山和子、森脇美登里、諸井右彦、諸家香代子、諸川美那、諸星辰子、門奈明子、
や 八木美保、八木隆太郎、八木郁子、薬師寺洋子、薬師寺美保、矢口洋生、八坂純子、矢崎和彦、八代智子、安井栄城、安井純子、安井鞠子、安岡純子、安
田茂世、安田俊朗、安田信夫、安田浩規、安田律子、安富英世、安富睦、安永順子、安永正道、安場恵子、柳井百合枝、柳川真太朗、柳沢啓一、柳沢智弘、柳
沢稔、柳下仁、柳谷舟子、柳本和良、矢野佐恵子、矢作明子、山内愛、山内一郎、山内英子、山内友子、山内常行、山内久実、山鹿昭明、山鹿文子、山縣昌介、
山口明子、山口和生、山口光司、山口紘三、山口幸代、山口里子、山口高弘、山口貴伸、山口徳江、山口教子、山口直子、山口弘子、山口政隆、山口正紀、山
口雅弘、山口真美衣、山口恒、山口泰彦、山口恭通、山口やすゑ、山口洋子、山口陽子、山口義人、山崎えり子、山崎和男、山崎和子、山崎健二、山崎寛子、山
崎博之、山崎久子、山崎真、山崎昌子、山崎正幸、山崎美香、山崎康生、山崎良策、山先方江、山下晃、山下孝雄、山下徳幸、山下照子、山下智子、山下智彦、
山下尚美、山下信行、山下弘、山下正子、山下洋子、山代寛、山添悦子、山田愛、山田昭子、山田啓子、山田啓人、山田耕平、山田早智子、山田淳子、山田招
子、山田スエ、山田俊子、山田典子、山田富美、山田真理、山田真理子、山田美千子、山部清子、山中伸子、山本昭郎、山本爽起子、山本恵美、山村恵美子、山
村倫代、山本邦子、山本桂子、山本信次、山本南保子、山本淑江、山本昇平、山本多賀子、山本忠雄、山本宏義、山本文男、山本昌実、山本雅之、山本護、山
本美穂、山本佑子、山本有紀、山本裕司、ヤング肇子
ゆ 湯浅佳代、湯浅茂子、湯浅信之、祐村明、由井肇、由井登子、弓削厚子、友利順子、由良哲生
よ 横内いづみ、横井利永子、横井美佐子、横井見矢子、横石和子、横障子亜矢子、横田明典、横田綾子、横地達夫、横溝恭子、横山恵子、横山恵子、横山茂
男、横山潤、横山順一、横山杉子、横山泰、横山富美子、横山正代、横山学、横山光子、横山まゆ美、横山義雄、横山義雄、吉尾泰子、吉岡恭子、吉岡知彦、吉
岡望、吉岡るみ子、吉川明子、吉川幾子、吉川幸二郎、吉川てる子、吉川尚伸、吉川宏、吉川博也、吉川光雄、吉川勇三、吉沢惠次、吉澤摘麦、吉澤和海、吉澤
暢紘、吉澤道子、吉田亜紀子、吉田和子、吉田敬子、吉田啓子、吉田光司、吉田昕子、吉田慈、吉田忍、吉田純一、吉田貴子、吉田洋子、吉田弘道、吉田尚子、
吉田松芳、吉田真由美、吉田真由美、吉田鈴子、吉田三千代、吉田亮子、吉谷眞佐子、吉永郁子、吉永郁子、吉沼泰子、吉久玲子、吉野光、吉野ふじ子、吉野
雅子、吉原伊津子、吉新ばら、吉松繁、吉村安紀子、吉村喜久恵、吉村義、吉村健、吉村百々代、吉村禎子、吉村トク、吉村司、吉村ミヤ子、義本良太、依田康
子、四居惠子、四居長敏、与那城初穂、米田俊周、米山雅枝
り 竜千代、龍口奈里子、
ろ 六角忠、六角陽子、ロバート・ウイットマー
わ 若尾景子、若林毅、若本美弥子、和気明美、脇本光代、脇本泰、脇山陽子、和久井昭治、和久井亨、和久井美知子、涌井徹、涌井まり子、和久井洋子、鷲尾
一眞、和田献一、和田忠典、和田平、和田美恵子、亘緋紗子、渡辺魁、渡辺香代子、渡辺君子、渡辺恵子、渡邉惠子、渡辺幸子、渡邊澄江、渡辺利彦、渡辺富
子、渡辺直子、渡辺直子、渡辺皎、渡辺文子、渡辺文子、渡辺幸子、渡辺晉、渡辺澄子、渡辺政三郎、渡辺富子、渡邊知平、渡辺とよみ、渡辺紀子、渡辺晴美、
渡辺兵衛、渡辺久子、渡辺久直、渡辺英俊、渡辺教、渡辺道子、渡辺好子、渡邊るり子、渡部展夫、渡部裕子、綿貫富夫、綿貫淳子
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