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令和三年「節分（追儺の式）」（名称は各々の伝統に基づく）（2.2） 

賛同者芳名（敬称略・原則五十音順・賛同書記載通り） 

 

 

愛善信光会理事長  出口 眞人 

安芸國分寺住職  有瀬 光崇 

足高神社宮司  井上 亮二 

石清水八幡宮宮司  田中 恒清 

石清水八幡宮権宮司  田中 朋清 

粟田神社宮司  佐々貴 敏道 

坐摩神社宮司  渡邉 紘一 

生田神社名誉宮司  加藤 隆久 

伊弉諾神宮権宮司  中井 譽 

出雲大社宮司  千家 尊祐 

出雲大社教管長  千家 隆比古 

出雲大社東京分祠分祠長  千家 活彦 

一燈園当番  西田 多戈止 

伊奈波神社宮司  上杉 千文 

今熊野観音寺山主  藤田 浩哉 

牛窓神社宮司  岡崎 義弘 

大洗磯前神社宮司  飯塚 重 

大阪天満宮宮司  寺井 種治 

大宮八幡宮宮司  鎌田 紀彦 

大本教主  出口 紅 

大本相談役  出口 京太郎 

大本本部長・人類愛善会会長  小林 龍雄 

岡湊神社宮司  林田 浩倫 

岡山縣護國神社名誉宮司  奥西 道浩 

岡山縣護國神社宮司  河野 薫 

岡山県神社庁庁長  牧 博嗣 

帯広明神大社宮司  中嶋 秀典 

御嶽教管長  井上 慶山 

甲斐國一宮浅間神社宮司  古屋 真弘 

鹿島神宮宮司  鹿島 則良 

カトリック長崎大司教区諸宗教委員会顧問・長崎県宗教者懇話会顧問  野下 千年 

カトリック岡山教会主任司祭  服部 大介 

カトリック観音町教会主任司祭  瀧井 英昭 

カトリック京都司教  大塚 喜直 
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加納太靈教院院長  加納 理孝 

鏑射寺山主  中村 公昭 

賀茂別雷神社宮司  田中 安比呂 

吉備津神社宮司  藤井 崇行 

救世真教会長  新井 光興 

熊野本宮大社宮司  九鬼 家隆 

黒住教教主  黒住 宗道 

黒住教教務総長  室山 晃一 

興除神社宮司  西辻 嘉昭 

孝道教団統理  岡野 正純 

鴻八幡宮宮司  河本 貞紀 

高野山真言宗薬王寺住職  正影 光悠 

高野山真言宗成福寺住職  片岡 良仁 

五所駒龍神社宮司・茨木県神社庁理事・教化委員長  櫻井 崇 

琴崎八幡宮宮司  白石 正典 

金光教教務総長  岩﨑 道興 

金光教本部広前部次長  金光 清治 

金光教赤間教会長  後藤 隆則 

金光教泉尾教会長  三宅 光雄 

金光教岡山教会長  高橋 信一 

金光教サンディエゴ教会長  髙橋 善次 Todd 

金光教城島教会長  原田 邦祐 

金光教総社教会副教会長  森定 信吉 

金光教大善寺教会長  簑島 剛 

金光教東京センター所長  大木 光雄 

金光教足守教会長  杉本 健志 

金光教岡東教会長  高橋 寛志 

金光教粉浜教会長  篠崎 信一 

金光教佐古教会長  木村 徳一 

金光教札幌東教会長  大代 清雄 

金光教全国青年教師連盟委員長  向井 道江 

金光教常盤台教会長  三宅 道人 

金光教薔薇ヶ丘教会初代教会長  井川 和喜子 

金光教薔薇ヶ丘教会二代教会長  井川 清 

金光教東中国教務センター所長  高橋 浩一郎 

金光教肥後浜町教会長  橋本 信一 

金光教東八幡教会長  石松 光雄 

金光教ワヒアワ教会長  矢野 康博 
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金光教ワヒアワ教会在籍教師  矢野 礼子 

金光教ワヒアワ教会在籍教師  矢野 道生 David 

金光教ワヒアワ教会在籍教師  松岡 和子 Edna 

金陵山西大寺住職  坪井 綾広 

最上稲荷山妙教寺山主  稲荷 日應 

佐太神社宮司  朝山 芳国 

實行教管長  柴田 尋之 

修養団捧誠会総裁  出居 徳久 

松壽寺住職  菊地 恵祐 

浄土宗浄土院住職・岡山県宗教者の会会長  漆間 宣隆 

松緑神道大和山教主  田澤 清喜 

真言宗安住院副住職  生駒 善勝 

真言宗御室派長泉寺住職  宮本 龍門 

真生会会長  田中 庸仁 

神習教教主  芳村 正徳 

神道新教  雲丹亀 洋介 

神道修成派管長  新田 邦夫 

神道修成派社会部長  内田 恭子 

神道神祇本廰代表理事  奈良 泰秀 

神道扶桑教管長  宍野 史生 

神道扶桑教月三教会長  鴨田 和征 

神道扶桑教天明教会長  高橋 陽一 

神道扶桑教羽島宮教会長  徳永 春雄 

神道扶桑教安房冨士教会長  坂本 文臓 

神道扶桑教慶曜教会長  曽我 修教 

神道扶桑教権中講義教会長  石川 則明 

神道扶桑教愛岩教会長  片山 伸也 

神道扶桑教八海山教会長  大橋 誠岳 

神道扶桑教みひかり教会長  加藤 哲也 

神道扶桑教丸山聖徳孝行教会長  永田 昌志 

神道扶桑教仙醍教会長  鈴木 邦子 

神道扶桑教小山一心教会長  荒川 英之 

神道扶桑教教会長  深谷 恵子 

神道扶桑教惟神高大社教会長  辻村 榮男 

神道扶桑教佐世保教会長  北原 靖之 

神道扶桑教高乃宮教会長  山縣 由享 

神道扶桑教仙台発心教会長  武山 孝行 

神道扶桑教斯光教会長  吉野 正人 
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神道扶桑教道祖教会長  熊倉 敏子 

神道扶桑教宇津宝造教会長  迫本 光章 

神道扶桑教岡山教会長  小西 菊恵 

神道扶桑教知多開運講教会長  永田 徳弘 

神道扶桑教富士教会長  吉川 千鶴 

神道扶桑教種實満宮教会長  西川 満衣子 

神道扶桑教大宮教会長  深山 和俊 

神道扶桑教冨士心道武蔵中丸教会長  河原 美幸 

神道大教管長  菊池 重敏 

神道禊教教主管長  坂田 安弘 

心〇界教団宗務長  栗原 三郎 

善隣教教主  力久 道臣 

住吉大社宮司  髙井 道弘 

創価学会岡山県青年平和会議議長  大石 昌徳 

宗家神理教管長  巫部 倭文彦 

大法輪台意光妙教会理事長  江口 陽一 

髙砂神社宮司  小松 守道 

高千穂神社宮司  後藤 俊彦 

玉井宮東照宮宮司  佐々木 講治 

玉光神社宮司  本山 一博 

秩父神社宮司  薗田 稔 

月ノ宮代表  大島 幹夫 

鐵砲洲稲荷神社宮司  中川 文隆 

天崇教教主  海上 直士 

天台宗三十三間堂本坊妙法院門跡門主  杉谷 義純 

天台宗宗務総長  阿部 昌宏 

天台宗比叡山延暦寺執行  水尾 寂芳 

天台宗比叡山延暦寺求法寺住職  武 覚超 

天台宗比叡山延暦寺止観院住職  小林 祖承 

天台宗安養寺住職  内藤 優湛 

天台宗安養寺住職  山田 賢明 

天台宗永年寺住職  草地 圓正 

天台宗圓光寺住職  田中 優寛 

天台宗圓珠院住職  柆田 宏善 

天台宗圓乗院住職  井上 全正 

天台宗圓融寺住職  長道 圓俊 

天台宗大村寺住職  白神 智宏 

天台宗海外寺院禅定林住職  サンガラトナ 法天 マナケ 
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天台宗観音寺住職  間庭 円敬 

天台宗願興寺住職  藤村 憲龍 

天台宗元恩寺住職  松原 照敬 

天台宗金山寺住職  岸本 賢信 

天台宗公卿寺住職  齋藤 亮光 

天台宗建長寺住職  上寺 覚叡 

天台宗光珍寺住職  石渡 隆純 

天台宗高福寺名誉住職  山本 亮裕 

天台宗高福寺住職  山本 亮幸 

天台宗慈圓寺住職  岡本 順道 

天台宗自性院住職  掛島 行範 

天台宗地蔵院住職  清田 玲寂 

天台宗實相寺住職  今井 龍典 

天台宗浄土寺住職  枝川 円晋 

天台宗浄土寺住職  片岡 憲秀 

天台宗神護寺住職  北野 恵祥 

天台宗新龍寺住職  一色 皓湛 

天台宗西光寺住職  内藤 良映 

天台宗定光院住職  西野祐誠 

天台宗定光院副住職  西野祐聖 

天台宗常樂寺住職  長谷川 裕乘 

天台宗正覺寺住職  今井 龍晋 

天台宗青龍寺住職  藤 光俊 

天台宗千光寺住職  葉上 観行 

天台宗千手寺住職  青野 高陽 

天台宗千妙寺住職  阿 純孝 

天台宗善應寺住職  那波 良晃 

天台宗多福寺住職  清田 亮寂 

天台宗檀度坊住職  西山 宗弘 

天台宗長西寺住職  西峯 朋秀 

天台宗地蔵院住職  渡邉 舜誡 

天台宗大光院住職  武田 亮宥 

天台宗本山寺住職  清田 瑞雲 

天台宗徳壽寺住職  嵯峨山 智昭 

天台宗仏心寺住職  柴田泰典 

天台宗本性院住職  永宗 幸信 

天台宗本乘院住職  小林 周伸 

天台宗妙音院住職  吉山 亮仁 
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天台宗薬師院住職  瀬戸川 賢照 

天台宗林光院住職  松田 秀叡 

天台宗系聴行庵住職  東 和空 

徳禅寺代表役員  橘 宗義 

東光院萩の寺住職  村山 廣甫 

東郷神社宮司  福田 勉 

道明寺天満宮宮司  南坊城 光興 

内宮宮司  伏見 正 

波上宮名誉宮司  末安 大孝 

波上宮宮司  渡慶次 馨 

日本聖公会主教  三鍋 裕 

日本聖公会主教・WCRP 日本委員会理事長  植松 誠 

日本聖公会京都教区主教  高地 敬 

日本ムスリム協会会長  徳増 公明 

念法眞教教務総長  一宮 良範 

念法眞教教化部長  井平 良道 

乃木神社名誉宮司  高山 亨 

ノートルダム清心女子大学名誉教授  高木 孝子 

法華宗（本門流）長遠山久本寺住職  渡邉 智弘 

服部天神宮宮司  加藤 芳哉 

花園神社宮司  片山 裕司 

彦山派豊前坊院天宮寺住職  村上 行英 

日御碕神社宮司  小野 高慶 

日吉神社宮司  三輪 隆裕 

白光真宏会理事長  納谷 智彦 

平濱八幡宮武内神社宮司  青木 義興 

福聚の会会長  杉浦 妙周 

曼殊院門跡門主  藤 光賢 

湊川神社宮司  垣田 宗彦 

妙智會教団法嗣  宮本 惠司 

民俗宗教史家  菅田 正昭 

宗忠神社宮司  黒住 忠親 

明治神宮崇敬会理事長  網谷 道弘 

大和教団教主  保積 秀胤  

吉田神社宮司  澤井 隆男 

立正佼成会会長  庭野 日鑛 

立正佼成会次代会長  庭野 光祥 

立正佼成会理事長  國富 敬二 
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立正佼成会顧問  川端 健之 

立正佼成会岡山教会社会布教部部長  川本 浩司 

立正佼成会岡山教会社会布教部副部長  槇 敬之 

立正佼成会岡山教会教務部長  坪井 孝郎 

立正佼成会岡山教会総務部長  同前 雅世 

立正佼成会岡山教会総務   後藤 嘉子（他 50 名） 

立正佼成会岡山教会支部長  坂本 李子 

立正佼成会岡山教会教会長  末永 浩代 

立正佼成会岡山教会支部長  平井 君枝 

立正佼成会岡山教会支部長  藤田 悦子 

立正佼成会岡山教会支部長  宮原 里依子 

立正佼成会岡山教会支部長  矢本 江里 

立正佼成会岡山教会支部長  岸本 記代子 

龍門寺住職・元全日本仏教会会長  河野 太通 

臨済宗円覚寺派管長  横田 南嶺 

臨済宗福聚寺住職  玄侑 宗久 

建内 光儀 

（公財）世界宗教者平和会議日本委員会理事長  植松 誠 

（公財）新日本宗教団体連合会理事長  岡田 光央 

（公財）YMCA せとうち理事長  正野 隆士 

（公財）YMCA せとうち代表理事・総主事  太田 直宏 

 

京都産業大学教授  吉澤 健吉 

儀礼文化学会理事・事務局長  辻口 正雄  

國學院大學教授  石井 研士 

宗教新聞社代表  石丸 志信 

上智大学グリーフケア研究所所長  島薗 進 

中外日報社代表取締役社長  形山 俊彦 

中外日報記者  河合 清治 

仏教タイムス編集長  工藤 信人 

毎日新聞編集委員  江森 敬治 

 

節分祭儀の伝統がないため署名はできないが趣意に賛同 

天理教表統領  中田 善亮 

浄土真宗本願寺派  豊原 正尚 

 

以上 

（254 名） 


