
■呼びかけ人

｢キャンドルナイト2016しもつまやちよ｣の輪を広げていくために、ボランタリーに呼びかけをしていく人々です

賛同企業の募集や、ボランタリーへの参加募集、文学、芸術、音楽活動、文化活動、さまざまな活動を通じ

温暖化防⽌を呼びかけ、ご協力をされる人々です。

（呼称省略・順不同。順次掲載のため、未掲載の場合、時間をおいて再度ご確認願います。）

No 団体・企業名 役職 お名前

1 茨城県 知事 橋本　昌

2 茨城県 県議会　議員 飯塚 秋男

3 下妻市 市長 稲葉　本治

4 八千代町 町長 大久保　司

5 茨城県教育委員会 教育長 小野寺　俊

6 下妻市教育委員会 教育長 横瀬　晴夫

7 茨城県立下妻第二高等学校 学校長 川口　浩己

8 下妻市立下妻中学校 学校長 鈴木 　悟

9 ちよかわ幼稚園

10 下妻小友幼稚園

11 いずみ幼稚園

12 下妻保育園

13 下妻小学校

14 豊加美幼稚園

15 豊加美小学校

16 きぬ保育所

17 高道祖小学校

18 高道祖幼稚園

19 西原保育園

20 騰波ノ江小学校

21 騰波ノ江幼稚園

22 総上小学校

23 大宝幼稚園

24 大宝小学校

25 大宝保育園

26 上妻小学校

27 上妻幼稚園

28 もみのき保育園

29 大形小学校

30 法泉寺保育園

31 弘徳保育園

32 宗道小学校

33 ふたば文化幼稚園

34 川西小学校
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35 たちばな幼稚園

36 みどりが丘保育園

37 中結城保育園

38 八千代保育園

39 八千代中央幼稚園

40 中結城小学校

41 さわき幼稚園

42 千代ひかり幼稚園

43 西豊田小学校

44 安静保育園

45 安静小学校

46 下結城小学校

47 ひかり保育園

48 (株)井上フード 代表取締役 井上 誠

49 ㈱オリオン急配 代表取締役 八木下　聡

50 下妻市金融団

51 八千代印刷㈲ 代表取締役 生井 正行

52 ㈲ホーユー建設 代表取締役 赤荻　秀康

53 ドラゴンラーメン 代表取締役 荒井　正則

54 ㈱ボヌール 代表取締役 高橋和裕

55 ｽﾅｯｸ談

56 (有)家所商店 代表取締役 家所　佳紀

57 粟野板金工業 代表 粟野　光晴

58 ㈱サンエレック 代表取締役 野村　康祐

59 ㈱セキノ興産結城営業所

60 谷田部猛税理士事務所 谷田部　猛

61 しゃらく 代表 関根　典雄

62 ㈱ムカサ 代表取締役 武笠　弘一

63 フルハシタイヤ販売㈱ 代表取締役 古橋　勇

64 下妻スポーツクラブ 代表取締役 木瀬　裕

65 (有)鈴木自動車

66 ㈱ジョイパック 代表取締役 金　剛石

67 ㈱ホワイト 代表取締役 秋山　浩之

68 ㈱柴木材店 代表取締役 柴　修一郎

69 イオンリテール㈱イオン下妻店

70 ㈲シバサイン 代表取締役 柴正義

71 フジクラフト㈱ 代表取締役 平塚一芳

72 HondaCars下妻 代表取締役 髙野肇

73 ハナワ物流㈱ 代表取締役 塙　正明

74 ニチアス㈱結城工場 工場長 石川　孝二

75 笠島造園 代表 笠島節男

76 ㈲スズショウ 代表取締役 小口　邦夫

77 ㈱エム・アール 代表取締役 生井道明

78 ㈲茨城ワーク 代表取締役 江田雅人
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79 なかやま歯科 医院長 中山　暎志

80 (医)怜真会中山医院 医院長 中山　公彦

81 ㈱滝沢工務店 代表取締役 滝沢　友一

82 ㈱ふじだなセブンイレブン 代表取締役 松村　賢治

83 大島電気㈱ 代表取締役 大島浩

84 下妻千代川ライオンズクラブ 会長 山中裕子

85 ㈱鬼怒川流通 柴大将

86 鈴木鉄工建設㈱ 代表取締役 鈴木　幸男

87 ㈱ヤナシマ 代表取締役 梁嶋　尚文

88 横関建設㈱ 代表取締役 横関順一

89 ㈱測研茨城 代表取締役 九嶋　寛

90 ㈲植木板金 代表取締役 植木伸一

91 西山運輸機工㈱ 代表取締役 西山勉

92 ㈱加登屋 代表取締役 秋葉　健治

93 ㈲内田建設 取締役 内田　剛

94 石塚産業㈱ 代表取締役 石塚 貴司

95 ㈲薗部組 代表取締役 薗部　正博

96 ㈲横島レンタカー整備 横島　忠男

97 大月建材㈲ 大月　勝美

98 ㈱旭生コン 代表取締役 飯塚 武彦

99 ㈲苅部建設 代表取締役 苅部 好美

100 軽部建築設計事務所 軽部 守彦

101 ㈲市川建設 市川　政義

102 ㈱橋本屋燃料店 代表取締役 鈴木　英司

103 このか設計㈱ 代表取締役 山﨑　昇

104 ㈱秩父プラスチック

105 麺’ｓクラブ　下妻店 代表取締役 野村　正則

106 ビアスパークしもつま

107 ケーズデンキ下妻パワフル館 熊沢

108 ㈲永田屋 渡辺初江

109 ㈲京浜コールド 代表取締役 笠嶋　晴久

110 ㈱エイチアイインダストリー 代表取締役 橋本　達也

111 ㈲吉原グリーン 代表取締役 吉原　良一

112 柴電気工事 代表 柴　誠

113 イタリア料理芽キャベツ砂沼公園通り店

114 ㈱猪瀬フーズ 代表取締役 猪瀬　太洋

115 ㈲江ムラ精機 代表取締役 高橋　茂

116 中結城保育園 代表取締役 早川　陽栄

117 真屋関商店 代表取締役 関　眞幸

118 粟野果樹園 粟野寿宏

119 ㈲仲内設計 代表取締役 仲内　定市

120 ㈲坂入商店（ダスキン大六天支店） 代表取締役 坂入誠

121 (医)砂沼桜会砂沼湖畔クリニック 代表取締役 鈴木　裕磨

122 ㈱茨城富士 代表取締役 浅村　淳



123 集。　ピース 代表 斉藤雅英

124 あおぞら歯科医院

125 百萬太郎　下妻店 店長 北澤　芳彦

126 スズキ設備 代表取締役 鈴木修

127 ㈲為我井商店 代表取締役 為我井和彦

128 ㈲鶴見電設 代表取締役 鶴見寧

129 茨城西三菱自動車販売㈱ 代表取締役 古橋英樹

130 ㈲下妻緑化土木 代表取締役 阿部大輔

131 松田製茶 代表取締役 松田浩一

132 手打ち追分 代表 兼廣実

133 JA常総ひかり本店 塚本　治男

134 ㈱粟野建設 代表取締役 粟野　仁

135 小林石材工業 代表 小林貴紳

136 小沼鐵工㈱ 代表取締役 小沼　祭二

137 ㈱千代川衛生 代表取締役 小沼　祭二

138 ドライブインゑびすや 代表取締役 須永　浩夫

139 大宝八幡宮 代表取締役 山内雄佑

140 ㈱下妻建設 代表取締役 山本宗一

141 あとりえきどう 代表 結束　俊之

142 ㈲桜井企業 代表取締役 櫻井　英雄

143 ㈲野村瓦店 野村尚仁

144 ㈲広瀬瓦店 代表取締役 広瀬　栄

145 ㈲魚徳 代表取締役 中島　博

146 ㈲田宮電気 代表取締役 田宮喜久夫

147 スターワンクリーン 代表 斉藤将喜

148 ㈲諏訪商店 代表取締役 諏訪宣男

149 Patisserie　Aile 代表 粉川卓也

150 ㈲為我井商店 代表取締役 為我井和彦

151 ㈲粟野ハウジング 代表取締役 粟野徹

152 ㈲小竹農園 代表取締役 小竹薫

153 ㈲田宮電気 代表取締役 田宮喜久夫

154 本川建設工業㈱ 代表取締役 本川直樹

155 行政書士欺波元気事務所 斯波 元気

156 厨菜やくらもち 倉持　高志

157 ㈱大賢工業

158 おでんto一品料理　ごじゃっぺ 大久保　浩二

159 花鳥風月　花 代表取締役 長谷川　豊

160 野口既設工業㈱ 代表取締役 野口　仁一

161 ㈱高商 代表取締役 髙木　敏

162 茨城八千代ライオンズクラブ 会長 大久保　実

163 ㈲ヤマサ自動車 代表取締役 坂入　朝夫

164 ㈲大竹自動車 代表取締役 大竹　孝之

165 ㈱ヒデヨシジャパン 代表取締役 稲吉　英人

166 小口設備工業㈱ 代表取締役 小口　泰永



167 ライナー建設㈱ 代表取締役 須藤豊次

168 ㈲初沢工業所

169 ㈲ヘルスケアー下妻 代表取締役 増田　貴之

170 富岡印刷 代表取締役 富岡 致知

171 ㈲平間工業 代表取締役 平間　光

★掲載については順不同となっております。


