
天理教人名索引Ⅹ

『改訂天理教事典(教会史篇)』所収

直属分教会史、直属海外教会史、教区史

伝道庁・出張所・連絡所史より

天理教校学園高等学校求道部教理研究班



序

このたび、教理研究班活動報告書の(12)として『天理教人名索引Ⅹ』（天理

教人名索引シリーズ完結篇）を発行することになりました。

これまで、活動報告書の（１)～(５)、(７)～(９)、(11）として『天理教人名索

引』をシリーズで発行してきました。『天理教人名索引Ⅰ』では『稿本天理教教祖

伝』『稿本天理教教祖伝逸話篇』『稿本中山眞之亮伝』に登場する人名を収録。

『天理教人名索引Ⅱ』では、高野友治著『天理教伝道史』第１巻～第３巻に登場

する人名を収録。以後『天理教人名索引Ⅲ』（同第４巻～第５巻の人名を収録）、

『天理教人名索引Ⅳ』（同第６巻～第８巻の人名を収録)、『天理教人名索引Ⅴ』

（同第９巻～第10巻の人名を収録）を発行。さらに、歴代本部員、直属教会の歴代

会長、『おさしづ』改修版第７巻の割書に登場する人名を収録した『天理教人名索

引Ⅵ』、主として『おさしづ』改修版全７巻に登場する人名を収録した『天理教人

名索引Ⅶ』、天理教校本科研究室編『おさしづ割書人名索引』と高野友治編『天理

教史参考年表』を基に作成した『天理教人名索引Ⅷ』、『改訂天理教事典（教会史

篇）』所収の直属大教会史に登場する人名を収録した『天理教人名索引Ⅸ』を発行

してきました。

また、活動報告書の（６)、(10）として『教祖お言葉ご口伝索引』の第１輯本文

篇および索引篇を発行しました。

今回の『天理教人名索引Ⅹ』には、『改訂天理教事典(教会史篇)』（天理大

学おやさと研究所編）に収められている直属分教会史、直属海外教会史、教区

史、伝道庁・出張所・連絡所史に登場する人名を収録しています。なお、人名

の読み方につきましては各直属教会長様、教区書記様宛に確認をお願いする文

書と校正用原稿を送付させていただきました。また、海外教会、伝道庁・出張

所・連絡所史につきましては天理教海外部の諸先生方のご協力をいただき、本

年２月初めまでにそれぞれご返事を頂くことができました。お忙しい中をご協

力賜りました諸先生方にこの場をお借りしまして厚くお礼申し上げます。

現在、部員は３名。３年生１名、２年生２名であります。地味なクラブでは

ありますが、教理研究班の愛称であるミンク(ＭＩＮＫ)という名の由来通り、

もくもく(MOKUMOKU)、いそいそ(ISOISO)、にこにこ(NIKONIKO)、こつこつ(KOT

SUKOTSU)と活動に取り組んできた成果がこの索引であります。

天理教青年会創立90周年記念総会が昨秋に行われ、年が明けて真柱様より

「立場の務めを通して心の成人を進めよう」(年頭挨拶)とお聞かせいただくこ

の旬に、部員一同喜びの心いっぱいに完成させた本索引を、謹んで親神様、教

祖にお供えさせていただきたいと思います。
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凡 例

１．本書は、天理大学おやさと研究所編『改訂天理教事典（教会史篇）』（立教152年、1989年 天理教

道友社発行）所収の各直属分教会史、直属海外教会史、教区史、伝道庁・出張所・連絡所史に登場

する人名を五十音順に配列し、それぞれの人名が登場する頁数と段を示したものである。

２．人名の収録にあたっては、原則として姓名共に記載がある場合に限っている。ただし、「姓」また

は「名」のみの場合でも前後の文脈から姓名が特定される場合は収録している。

３．教会や教区の歴史そのものには直接的な関係が薄いと判断される人名については収録していない

場合がある。また、特定の人を指している呼称であっても人名でない限り収録していない。真柱、

本席、～代会長など。

４．『改訂天理教事典（教会史篇）』の本文は左右２段組となっている。頁数の後の「Ｌ」は「左段」

（Left）、「Ｒ」は「右段」（Right）を表している。

５．記載方法は、人名、読み方、教会（教区）、頁数・段の順に示している。

青木捨吉 （あおき すてきち） 豊 繁 773L/R、774L、775R

この場合、当該の人名は豊繁分教会史が記されている773頁の左段（L）と右段（R)の双方、774頁

の左段（L)、775頁の右段（R)に記載されていることを示している。

６．海外直属教会および伝道庁・出張所・連絡所名については短縮形を用いている場合がある。「コ

ンゴ教会」はコンゴブラザビル教会、「ノウスアメ」はノウスアメリカ教会、「伝道庁略史」は伝

道庁・出張所・連絡所略史、「アメリカ伝」はアメリカ伝道庁、「コロンビア」はコロンビア出張

所、「コンゴ出張」はコンゴブラザビル出張所、「シンガポー」はシンガポール出張所、「ネパール

連」はネパール連絡所、「ブラジル伝」はブラジル伝道庁、「メキシコ出」はメキシコ出張所を示

している。

７．人名の読み方については、編者の判断による読みを付した上で、各直属分教会長様、教区書記

様、天理教海外部様に校正を依頼しその回答に基づいて記載している。

ただし、「未確認」という旨の返答があった人名については頁数の後に「☆」を付して示してい

る。また、本文に訂正がある旨の指摘については頁数の後に注記を加えると共に、「→」で示して

いる。

岡 正雄（おか まさお） 愛知教区 856R☆

鳥飼忠夫（とりかい ただお）千葉教区 901R、903L 「馬飼」は「鳥飼」の誤り

馬飼忠夫（うまかい ただお）千葉教区 →「馬飼」は「鳥飼（とりかい）」の誤り

８．人名の表記については、『改訂天理教事典（教会史篇）』本文の表記を参考にしながら、原則と

して常用漢字音訓表に記載されている字体を用いている。ただし、各教会からの回答において指

摘があった文字については極力その通りに改めるようにしたが、必ずしも意に沿い切れていない

場合がある。なお、変体仮名については現在一般に通用している仮名字体に統一した。

９．各直属分教会、教区宛の校正依頼文書は平成20年12月22日に一斉に発送し、平成21年1月10日を

締切とした上で、同2月2日までに各教会、教区より回答をいただいた。直属海外教会、伝道庁・

出張所・連絡所史に関しては天理教海外部に平成21年1月6日付で校正を依頼し、同1月26日に一括

して回答をいただいた。

10．巻末には、参考資料として各教会に送付した校正依頼文書を掲げた。年末年始、大祭月という

時期に加え、十分な調査期間がなく暫定的な回答にならざるを得なかった旨のご意見もあり、そ

の点を含んで活用いただければ幸いである。

11．以下に、返信用の校正原稿記載者氏名欄に記された先生方の氏名および立場を掲げ、ご多用の

中をご協力賜りましたことに衷心よりお礼申し上げます。



協 力 者 一 覧 表

※氏名の後には各教会、教区、海外部におけるお立場を、返信文書の立場欄に基づいて示している。

日和佐（寺島一実・会長）、尾道（岡本好生・会長）、淀（金山雄大・会長）、青野原（廣

岡康之・会長）、栗太（清水純孝・会長）、細川（中井九一・会長）、大分市（泉田眞澄

・会長）、琵琶（鈴木洋一郎・役員、教務部長）、網島（寺田裕司・会長）、鐸姫（河原

陽文・会長）、上町（堀内雄一郎・会長）、田原（久保隆・会長）、和爾（高見宇造・会

長）、豊繁（青木豊太郎・会長）、名張（中森昌昭・会長）、玉江（石橋勝行・会長）、天

元（中尾元弘・会長）、浪華（上田禮子・会長夫人）、吉備（南濱瑞雄・会長）、高宮（加

藤親生・会長）、藝備（田口正幸・会長）、南安藝（西村勝嘉・会長）、江戸（山本繁雄

・会長）、一筋（西村和久・会長）、三昧田（前川治夫・会長）、眞昭（中田楢蔵・会長）、

本明實（中山慶治・会長）、八阪（杉本芳明・会長）、鍛冶惣（梶本宗彦・会長）、道昭

（増野正興・会長）、更立（村田隆・会長）、明拝（宮森与一郎・会長）、美昭（藤田善

一・会長）、尚久（後藤道治・会長）、岸部（春野亨・会長）、治理（田中信行・会長）、

天津誠華（松本誠二・会長）、生琉里（山田正子・会長）、安東（高部正春・会長）、佐

賀関（鴻田利一・会長）、満洲（村田和子・会長）、臺北臺婦（川口理一郎・会長）、満

州眞勇（村田幸太郎・会長）、天御津（植谷元・会長）、やまとよふき（深谷太清・会長）、

崇文（佐藤崇邦・会長）、治文（今村英一・会長）、大和御幸（春野宗則・会長）、明快

（喜多秀和・会長）、典日（増田正義・会長）、大和天誠（高井義治・会長）、伊勢（鴻

田亮次・会長）、大阪（飯降政彦・会長）、青森縣（安野登志男・会長）、上野前橋（前

川知洋・会長）、東京（村松登美和・会長）、和歌山縣（梶本和男・会長）、全北道（椿

昌克・会長）、水篶刈（田中善一・会長）、駿遠豆（小野清彦・会長）、豊路（飯降尹一

・会長）、越州（鴻田美津子・会長）、日向司（寺田太郎・会長）、筑前博多（林みつよ

・会長）、尾張（谷岡剛・会長）、斐山（橋本武治・会長）、下野（福井福治・会長）、濃

飛（吉福多恵子・会長夫人）、山城京都（三濱善治・会長）、神奈川台（仲野芳次・会長）、

岩手里（菊地文夫・会長）、薩隅（浅田治雄・会長）、江州（松山利夫・会長）、伊賀生

琉里（利光誠治・会長）、大和眞（山中忠太郎・会長）、あきよ志（中山慶純・会長）、

はるのひ（芝太郎・会長）、山西省（髙倉幹雄・会長）、鶏林（岩田春和・会長）、北蝦

夷（加藤清一・会長）、鮮京（中田善亮・会長）、大和朝誠（沢田善治・会長）、小沙渡

（清水正治・会長）、加奈陀教会（一瀬孝治・北米オセアニア課長、源野千帆・北米/オ

セアニア課員）、コンゴブラザビル教会（高橋利行・ヨーロッパ/アフリカ課長）、ノウ



スアメリカ教会（一瀬孝治・北米オセアニア課長、源野千帆・北米/オセアニア課員）、

愛知教区（三枝成人・書記）、青森教区（山口喜三次・書記）、秋田教区（高橋陽一・書

記）、石川教区（岡野誠・書記）、茨城教区（柴田道雄・書記）、岩手教区（崎山道範・

書記）、愛媛教区（小島洋・書記）、大分教区（柏木安功・書記）、大阪教区（二宮勇三

・書記）、岡山教区（上原繁道・主事）、沖縄教区（山口國三・前教区長）、香川教区（浅

田幸伯・書記）、鹿児島教区（森口清和・書記）、神奈川教区（田浦昌道・書記）、岐阜

教区（河合義雄・書記）、京都教区（小長谷弘行・書記）、熊本教区（堤三四郎・書記）、

群馬教区（番場道善・書記）、高知教区（佐藤栄治・書記）、埼玉教区（深谷邦男・書記）、

佐賀教区（山内健司・書記）、滋賀教区（田代隆徳・書記）、静岡教区（大石康義・書記）、

島根教区（中山信男・書記）、千葉教区（深山次男・主事）、東京教区（岡義祐、野口健

一・書記）、徳島教区（三ツ井道興・主事）、鳥取教区（穀本義夫・教区長）、富山教区

（畠山喜一・代表書記）、長崎教区（水田一彦・書記）、長野教区（手塚英樹・書記）、

奈良教区（山尾宗一・書記）、新潟教区（村上実・書記）、兵庫教区（芦田敬三・書記）、

広島教区（田中亜輝・書記）、福井教区（橋本成人・書記）、福岡教区（坂口道彦・書記）、

福島教区（小野修・書記）、北海道教区（渡部進・代表書記）、三重教区（小林昭仁・書

記）、宮城教区（高橋克典・書記）、宮崎教区（鈴木尚二・書記）、山形教区（池田一雄

・書記）、山口教区（善本廣海・書記）、山梨教区（小見山義廣・書記）、和歌山教区（上

野勝治・教務部次長）、アメリカ伝道庁（一瀬孝治・北米オセアニア課長、源野千帆・

北米/オセアニア課員）、韓国伝道庁（阿部道廣・アジア二課員）、ケニア連絡所（高橋

利行・ヨーロッパ/アフリカ課長）、コロンビア出張所（中田晃・ラテンアメリカ課員）、

コンゴブラザビル出張所（高橋利行・ヨーロッパ/アフリカ課長）、シンガポール出張所

（佐藤庄司・アジア一課長）、タイ連絡所（佐藤庄司・アジア一課長）、台湾伝道庁（井

手勇・アジア二課員）、ネパール連絡所（佐藤庄司・アジア一課長）、パリ出張所（高橋

利行・ヨーロッパ/アフリカ課長）、ハワイ伝道庁（一瀬孝治・北米/オセアニア課長、

梶本満男、源野千帆・北米/オセアニア課員）、ブラジル伝道庁（内田吉男・ラテンアメ

リカ課長）、香港出張所（井手勇・アジア二課員）、メキシコ出張所（中田晃・ラテンア

メリカ課員） 以上



あ
合川志のぶ （あいかわ しのぶ） 宮津 814L、815L☆

相原雅典 （あいはら まさのり） コンゴ教会 845L

青景一則 （あおかげ かずのり） あきよ志 688R

青景久人 （あおかげ ひさと） あきよ志 688L

青木伊八 （あおき いはち） 豊繁 773L

青木捨吉 （あおき すてきち） 豊繁 773L/R、774L、775R

青木豐 （あおき ゆたか） 豊繁 775L/R

青木亮 （あおき りょう） 豊繁 774R、775R

赤尾吉蔵 （あかお きちぞう） 秋田教区 859L

赤坂静人 （あかさか しずと） 南安藝 811L

秋山蔵一郎 （あきやま くらいちろう） 上町 701R

明本ジョージ （あけもと じょーじ） ハワイ伝道 971R

浅尾浅子 （あさお あさこ） コンゴ教会 845L

浅田徳二郎 （あさだ とくじろう） 鍜冶惣 714L

浅田宗一 （あさだ むねかず） 薩隅 735R、736L

浅田宗一 （あさだ むねかず） 鹿児島教区 877R、878L、879L

麻田米次郎 （あさだ よねじろう） 豊繁 774L

浅野薫 （あさの かおる） 眞昭 747L

浅野きよ乃 （あさの きよの） 眞昭 747R

浅野千江次郎 （あさの ちえじろう） 眞昭 747L、748L

浅野藤夫 （あさの ふじお） 眞昭 747L、748L

浅利忠枝 （あさり ただし） 伊賀生琉里 695R、696L

東貞蔵 （あずま さだぞう） 江戸 703R、705L

東都生 （あずま とき） 江戸 703R、705L

東マサ （あずま まさ） 江戸 703R、705L

足達源四郎 （あだち げんしろう） 天元 765L

足達秀治郎 （あだち ひでじろう） 天元 765L/R、767R

足立寛一 （あだち ひろかず） 香港出張所 982L☆

安土又右衛門 （あづち またえもん） 栗太 723R、725L

我妻章二 （あづま しょうじ） 錦徳 781R☆

安部劣 （あべ おとる） 豊路 772R

安部劣 （あべ おとる） 大分教区 869L

阿部甚太郎 （あべ じんたろう） 秋田教区 859L

安部匠 （あべ たくみ） 豊路 772L

安部匠 （あべ たくみ） 大分教区 869L
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天野博之 （あまの ひろゆき） コンゴ教会 845R

ｱﾑﾘｯﾄ･ﾊﾞﾊﾄﾞｩ-ﾙ･ｼｭﾚｽﾀ ネパール連 968R

綾谷よしゑ （あやたに よしえ） 大和御幸 829L、830L

新井修 （あらい おさむ） 埼玉教区 892L

荒井光必 （あらい こうひつ） 香川教区 876R、877L/R

荒井豊松 （あらい とよまつ） 群馬教区 887R、888L

荒井益好 （あらい ますよし） 福島教区 931R、392R

荒木一彦 （あらき かずひこ） ノウスアメ 846L/R

荒木喜蔵 （あらき きぞう） 香川教区 875R

荒木豊次郎 （あらき とよじろう） 豊繁 773R、774L

荒巻繁太郎 （あらまき しげたろう） 豊繁 773R

荒巻長三郎 （あらまき ちょうざぶろう） 豊繁 773R

有田政七 （ありた まさしち） 尾道 709L、711L/R

有馬弥平 （ありま やへい） 香川教区 875R

有本紀明 （ありもと としあき） メキシコ出 983R

有吉浄治 （ありよし じょうじ） コンゴ教会 845L

安藤あきよ （あんどう あきよ） 豊繁 774R

安藤駒吉 （あんどう こまきち） 琵琶 794R

安藤竹松 （あんどう たけまつ） 江戸 703R、704R

安藤慶郎 （あんどう よしろう） 沖縄教区 874L/R

安野高土 （あんの たかち） 島根教区 899R、900R

安保源右衛門 （あんぽ げんえもん） 尾道 709R、711R

李晟欽 （い そんふむ） 鮮京 751R、752R

飯島清麻呂 （いいじま きよまろ） 満洲 804L、805L

飯田岩治郎 （いいだ いわじろう） 埼玉教区 890R

飯田照明 （いいだ てるあき） コンゴ教会 843L、844R

飯田照明 （いいだ てるあき） メキシコ出 983R

飯田正次 （いいだ まさつぐ） 神奈川台 715L、716L

飯田正次 （いいだ まさつぐ） 神奈川教区 880L/R、881L

飯田實 （いいだ みのる） 神奈川台 715L、716L

飯田實 （いいだ みのる） 神奈川教区 880R、881L

飯田豊 （いいだ ゆたか） 神奈川教区 881L/R

家田伊三吉 （いえだ いさきち） 豊繁 774L

井口悟 （いぐち さとる） コンゴ教会 845R

井久保ムメヱ （いくぼ むめえ） 田原 760R

井久保ヤヱ （いくぼ やえ） 大阪 708L

池田吉三郎 （いけだ きちさぶろう） 宮津 812R☆
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池田仙吉 （いけだ せんきち） 栗太 723R

池田達二 （いけだ たつじ） 宮津 814L、815L☆

池田穣 （いけだ みのる） 山形教区 942R、943R

池見西二郎 （いけみ せいじろう） 大分教区 869L☆

池本亀次郎 （いけもと かめじろう） 神奈川教区 879R

石井鉸 （いしい こう） 沖縄教区 874R

石上正巳 （いしがみ まさみ） 千葉教区 902R、903L

石川千人 （いしかわ かずと） 上町 701L/R

石崎昭善 （いしざき あきよし） 千葉教区 902R、903L

石崎真司 （いしざき しんじ） 千葉教区 901R、902R、903L

石関ふみ江 （いしせき ふみえ） 和歌山県 836L

石塚敬三 （いしづか けいぞう） 栃木教区 908L、909R

石塚小右衛門 （いしづか こえもん） 琵琶 794R、796R

石塚すが （いしづか すが） 琵琶 794R、796R

石塚照子 （いしづか てるこ） 琵琶 794R、797L

石塚松次郎 （いしづか まつじろう） 琵琶 794R、795L/R、796R、797L

石橋勝行 （いしばし かつゆき） 玉江 763L

石橋鉄蔵 （いしばし てつぞう） 玉江 762L/R

石橋鐵之助 （いしばし てつのすけ） 玉江 763L/R

石橋トヨ （いしばし とよ） 玉江 762L/R、763L/R

石橋よね （いしばし よね） 玉江 762R

石原つるゑ （いしはら つるえ） 岐阜教区 883L

石原孫三 （いしはら まごぞう） 濃飛 784R、787L

石原孫三 （いしはら まごぞう） 岐阜教区 883L

泉忍 （いずみ しのぶ） 神奈川台 715R、716R

泉田明 （いずみた あきら） 大和天誠 826L

泉田熊吉 （いずみた くまきち） 大分市 705R、706R

泉田猛 （いずみた たけし） 大分市 706R、707L

泉田猛 （いずみた たけし） 大分教区 869L

泉田藤吉 （いずみた とうきち） 網島 689L、691L

泉田藤吉 （いずみた とうきち） 安東 692L

泉田藤吉 （いずみた とうきち） 上町 700L

泉田藤吉 （いずみた とうきち） 大分市 705R、706L/R、707L

泉田藤吉 （いずみた とうきち） 江州 730L

泉田藤吉 （いずみた とうきち） 治文 740L、742L

泉田藤吉 （いずみた とうきち） 豊繁 773L/R、775L

泉田藤吉 （いずみた とうきち） 名張 780R
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泉田藤吉 （いずみた とうきち） 淀 832R、833L

泉田徳三郎 （いずみた とくさぶろう） 大分市 706L、707L

泉田徳蔵 （いずみた とくぞう） 安東 693L

泉田徳蔵 （いずみた とくぞう） 大分市 705R、706L/R、707L

泉田徳蔵 （いずみた とくぞう） 豊路 772L/R

泉田徳蔵 （いずみた とくぞう） 大分教区 869L

泉田富吉 （いずみた とみきち） 大分市 705R、706R

泉田トラ （いずみた とら） 大分市 705R、706L、707L

伊豆山利八 （いずやま りはち） 浪華 776R

板倉槌三郎 （いたくら つちさぶろう） 青森教区 857L、858L

板倉槌三郎 （いたくら つちさぶろう） 秋田教区 859R、860R

板倉槌三郎 （いたくら つちさぶろう） 岩手教区 864R、865R

板倉槌三郎 （いたくら つちさぶろう） 大阪教区 871R

板倉槌三郎 （いたくら つちさぶろう） 福島教区 931L、932L

板倉槌三郎 （いたくら つちさぶろう） 北海道教区 933L、934R

板倉槌三郎 （いたくら つちさぶろう） 宮城教区 938R

板倉槌三郎 （いたくら つちさぶろう） 山形教区 942L、943L/R

板倉槌三郎 （いたくら つちさぶろう） 教区略史 849、850、851

板倉槌三郎 （いたくら つちさぶろう） 尚久 743R

板倉知治 （いたくら ともはる） アメリカ伝 959R、960R

板倉知広 （いたくら ともひろ） 尾張 712L

板倉知広 （いたくら ともひろ） 愛知教区 856R

板倉知広 （いたくら ともひろ） 茨城教区 863L、864L

板倉知広 （いたくら ともひろ） 愛媛教区 867R

板倉知広 （いたくら ともひろ） 香川教区 876L、877L

板倉知広 （いたくら ともひろ） 岐阜教区 881R、882R

板倉知広 （いたくら ともひろ） 高知教区 890L

板倉知広 （いたくら ともひろ） 静岡教区 898L

板倉知広 （いたくら ともひろ） 東京教区 905L

板倉知広 （いたくら ともひろ） 徳島教区 907L、908L

板倉知広 （いたくら ともひろ） 山梨教区 948L

板倉ひろえ （いたくら ひろえ） 玉江 763L

市枝定雄 （いちえだ さだお） 兵庫教区 923L、924L

市枝定一 （いちえだ さだかず） 兵庫教区 923R、924R

市川達夫 （いちかわ たつお） 鳥取教区 909R

一瀬孝治 （いちせ たかはる） 香港出張所 981R

市村武利 （いちむら たけとし） 沖縄教区 874L
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井筒梅治郎 （いづつ うめじろう） 徳島教区 906L

井筒五三郎 （いづつ ごさぶろう） 大阪教区 871R

井筒五三郎 （いづつ ごさぶろう） 岡山教区 872R、873R

井筒五三郎 （いづつ ごさぶろう） 熊本教区 886L

井筒五三郎 （いづつ ごさぶろう） 島根教区 898R、900R

井筒五三郎 （いづつ ごさぶろう） 鳥取教区 909R

井筒五三郎 （いづつ ごさぶろう） 長崎教区 914R

井筒五三郎 （いづつ ごさぶろう） 広島教区 924R、926R

井筒五三郎 （いづつ ごさぶろう） 福岡教区 930R

井筒五三郎 （いづつ ごさぶろう） 宮崎教区 939L、940R

井筒五三郎 （いづつ ごさぶろう） 山口教区 945R

井筒貞彦 （いづつ さだひこ） 眞昭 747R、748L

井筒貞彦 （いづつ さだひこ） 青森教区 857R、858R

井筒貞彦 （いづつ さだひこ） 岩手教区 865L/R

井筒貞彦 （いづつ さだひこ） 新潟教区 921L

井筒貞彦 （いづつ さだひこ） 兵庫教区 923L、924L

井筒貞彦 （いづつ さだひこ） 福島教区 931R、932R

井筒貞彦 （いづつ さだひこ） 宮城教区 938R

井筒貞彦 （いづつ さだひこ） 山形教区 943R

伊東重治郎 （いとう じゅうじろう） 本明實 803R

伊藤真一 （いとう しんいち） 長崎教区 913R、915L

伊藤半七 （いとう はんしち） 尾道 709L

稲垣タツ （いながき たつ） 更立 733L、734L

稲熊すま （いなぐま すま） 眞昭 747L

稲田源治郎 （いなだ げんじろう） 天元 765R

稲葉茅淳子 （いなば ちぬこ） 島根教区 899R、900R

稲森洋子 （いなもり ようこ） 伊賀生琉里 697L

井上昭夫 （いのうえ あきお） シンガポー 964L/R

井上いち （いのうえ いち） 一筋 792R

井上一太郎 （いのうえ いちたろう） 一筋 792R

井上ガイ （いのうえ がい） ハワイ伝道 971R

井上四重二 （いのうえ しじゅうに） 岡山教区 873L

井上庄太郎 （いのうえ しょうたろう） 一筋 792R

井上庄之助 （いのうえ しょうのすけ） 一筋 792L

井上政次郎 （いのうえ せいじろう） 香川教区 875R

井上玉栄 （いのうえ たまえ） 崇文 748R

井上長次郎 （いのうえ ちょうじろう） 鐸姫 783R
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井上利雄 （いのうえ としお） 天津誠華 768L

井上夏子 （いのうえ なつこ） 香港出張所 981L、982R

井上政次郎 （いのうえ まさじろう） 鐸姫 782R、783R、784L

井之上正信 （いのうえ まさのぶ） ハワイ伝道 971R☆

井上松夫 （いのうえ まつお） 香港出張所 981L、982R

井上護國 （いのうえ もりくに） ハワイ伝道 971L、974R

井上吉一 （いのうえ よしかず） 一筋 792R

茨木基忠 （いばらぎ もとただ） 細川 800R

茨木基敬 （いばらぎ もとよし） 青野原 685R、686R

茨木基敬 （いばらぎ もとよし） 大分市 705R

茨木基敬 （いばらぎ もとよし） 栗太 723L、724L、725L

茨木基敬 （いばらぎ もとよし） 治文 740L

茨木基敬 （いばらぎ もとよし） 豊繁 773L

茨木基敬 （いばらぎ もとよし） 名張 778R、780L/R、781L

茨木基敬 （いばらぎ もとよし） 鐸姫 782R、783R

茨木基敬 （いばらぎ もとよし） 細川 800R

茨木基敬 （いばらぎ もとよし） 八阪 819R、820L/R

茨木基敬 （いばらぎ もとよし） 淀 832R、833L

飯降伊蔵 （いぶり いぞう） 大阪 707R

飯降伊蔵 （いぶり いぞう） 治文 740L

飯降おさと （いぶり おさと） 本明實 802L

飯降和子 （いぶり かずこ） 大阪 708R

飯降俊彦 （いぶり としひこ） 大阪 707R、708L/R

飯降尹一 （いぶり まさかず） 豊路 772R

飯降政甚 （いぶり まさじん） 南安藝 811L

飯降政甚 （いぶり まさじん） 愛知教区 856R

飯降政甚 （いぶり まさじん） 岡山教区 872R、873R

飯降政甚 （いぶり まさじん） 岐阜教区 881R、882R

飯降政甚 （いぶり まさじん） 静岡教区 898L

飯降政甚 （いぶり まさじん） 島根教区 898R、900R

飯降政甚 （いぶり まさじん） 鳥取教区 909R

飯降政甚 （いぶり まさじん） 広島教区 924R、926R

飯降政甚 （いぶり まさじん） 山口教区 945R

飯降政甚 （いぶり まさじん） 山梨教区 948L

飯降尹之助 （いぶり まさのすけ） 豊路 772L/R

飯降尹治 （いぶり まさはる） 豊路 772R

飯降政彦 （いぶり まさひこ） 台湾伝道庁 967L
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飯降政彦 （いぶり まさひこ） メキシコ出 983R

飯降みわ子 （いぶり みわこ） 大阪 708R

今井喜栄子 （いまい きえこ） 豊路 772R

今井熊太郎 （いまい くまたろう） 豊路 772R

今井友治 （いまい ともはる） 名張 779R

今井礼次 （いまい れいじ） 豊路 772R

今田悦子 （いまだ えつこ） やまとよふき 831R、832L

今西國男 （いまにし くにお） 京都教区 883R、884R

今西国三郎 （いまにし くにさぶろう） 尾道 710R

今西國三郎 （いまにし くにさぶろう） 典日 787R

今村いし （いまむら いし） 治文 740R、742L

今村ゑい （いまむら えい） 治文 740L/R、741L、742L

今村ゑい （いまむら えい） 臺北臺婦 756L、757L

今村ゑい （いまむら えい） 豊繁 774L

今村ヱい （いまむら えい） 治文 742L

今村英太郎 （いまむら えいたろう） 青森縣 687L/R

今村英太郎 （いまむら えいたろう） 治文 740L/R、741L/R、742L

今村英太郎 （いまむら えいたろう） 和歌山県 835R、836L

今村英太郎 （いまむら えいたろう） 青森教区 857R、858R

今村英太郎 （いまむら えいたろう） 岩手教区 865L/R

今村英太郎 （いまむら えいたろう） 和歌山教区 949L、950R

今村斧太郎 （いまむら おのたろう） 上町 700L

今村斧太郎 （いまむら おのたろう） 治文 740L/R、741L、742L

今村かね （いまむら かね） 治文 740L

（いまむら きょうじろう） 治文 740L

（いまむら きょうじろう） 豊繁 773R、774L

今村熊太郎 （いまむら くまたろう） 大分市 706L、707L

今村熊太郎 （いまむら くまたろう） 豊繁 773L/R、775L/R

今村卓 （いまむら たかし） 豊繁 774L

今村千賀 （いまむら ちか） 治文 740L、742L

今村千賀子 （いまむら ちかこ） 豊繁 773L

今村ツヤ （いまむら つや） 豊繁 774L

今村俊次 （いまむら としつぐ） 治文 742L

今村俊次 （いまむら としつぐ） 豊繁 773R

今村俊彦 （いまむら としひこ） 治文 741L

今村俊三 （いまむら としみ） 治文 741R、742L

今村トミ （いまむら とみ） 治文 740L/R、741L、742L 「とみ」は「トミ」

7



今村辧次郎 （いまむら べんじろう） 大分市 706L

今村辨次郎 （いまむら べんじろう） 福井教区 927R、928R

今村辨次郎 （いまむら べんじろう） 和歌山教区 949L、950R

今村正典 （いまむら まさのり） 大分教区 869L

今村光義 （いまむら みつよし） 香港出張所 982L☆

入江秀太郎 （いりえ しゅうたろう） 錦徳 781R、782L☆

入江スヱ （いりえ すえ） 錦徳 781R、782L

入江冨美子 （いりえ ふみこ） 錦徳 781R、782L

入川滝三郎 （いりかわ たきさぶろう） 大阪教区 869R☆

岩井尊人 （いわい たかひと） ブラジル伝 975R、980L

岩尾岩松 （いわお いわまつ） 細川 800L

岩尾文吉 （いわお ぶんきち） 細川 799R、800L

岩切耕一 （いわきり こういち） コンゴ出張 964L

岩切正幸 （いわきり まさゆき） 長崎教区 914L、915L

岩佐秋弥 （いわさ あきや） 徳島教区 907R、908L

岩佐千秋 （いわさ ちあき） 行実 728R、729R

岩佐千秋 （いわさ ちあき） 徳島教区 907L、908L

岩崎みち子 （いわさき みちこ） 更立 733L、734L

岩田勇 （いわた いさむ） 山口教区 945R

岩田うめ代 （いわた うめよ） 鶏林 728L

岩田長三郎 （いわた ちょうざぶろう） 鮮京 752L

岩田鉄兵ヱ （いわた てつべえ） 浪華 776R

岩田寅雄 （いわた とらお） 長崎教区 913R、915L

岩田長三郎 （いわた ながざぶろう） 伝道庁略史 954、955

岩田長三郎 （いわた ながざぶろう） 鶏林 727R、728L

岩田長三郎 （いわた ながざぶろう） 韓国伝道庁 960R

岩田長俊 （いわた ながとし） 美昭 790R、791L

岩田みよ （いわた みよ） 美昭 790R、791L

岩谷正雄 （いわたに まさお） 熊本市 722L/R☆

岩谷正雄 （いわたに まさお） 熊本教区 886L

岩室アサ （いわむろ あさ） 鹿児島教区 877R、879L

岩本宏文 （いわもと ひろふみ） コンゴ教会 845L/R

宇惠道次 （うえ みちつぐ） 奈良教区 919L、920L

植田昭 （うえだ あき） 栗太 725R

上田栄一郎 （うえだ えいいちろう） 和歌山県 835R

上田栄一郎 （うえだ えいいちろう） 和歌山教区 950L/R

植田英蔵 （うえだ えいぞう） 筑前博多 764L/R

8



植田英蔵 （うえだ えいぞう） 沖縄教区 875L

植田英蔵 （うえだ えいぞう） 鹿児島教区 877R、879L

植田英蔵 （うえだ えいぞう） 熊本教区 886L

植田英蔵 （うえだ えいぞう） 福岡教区 930R

植田英蔵 （うえだ えいぞう） 宮崎教区 939L、940R

上田嘉治郎 （うえだ かじろう） 浪華 776L、778L

上田嘉助 （うえだ かすけ） 浪華 776L

植田亀吉 （うえだ かめきち） 尾道 709L、710L、711L/R

上田亀吉 （うえだ かめきち） 藝備 726L、727L　「上田」は「植田」の誤りか

植田亀吉 （うえだ かめきち） 南安藝 810R、811R

上田久蔵 （うえだ きゅうぞう） 治理 745R

上田熊五郎 （うえだ くまごろう） 山形教区 941R

植田五郎 （うえだ ごろう） 岡山教区 872R、873L/R

植田五郎 （うえだ ごろう） 島根教区 898R、900R

植田五郎 （うえだ ごろう） 鳥取教区 909R

植田五郎 （うえだ ごろう） 広島教区 924R、925L、926R

植田五郎 （うえだ ごろう） 山口教区 945R

上田政助 （うえだ せいすけ） 上町 700L

上田善兵衛 （うえだ ぜんべえ） 名張 778R

上田善兵衛 （うえだ ぜんべえ） 鐸姫 782R

上田たきえ （うえだ たきえ） 浪華 776L

上田民夫 （うえだ たみお） 伊賀生琉里 695R

上田民夫 （うえだ たみお） 伊勢 697R、698L

上田民夫 （うえだ たみお） 三重教区 937L

上田民蔵 （うえだ たみぞう） 神奈川台 715L、716L

上田民蔵 （うえだ たみぞう） 鶏林 727R

上田民蔵 （うえだ たみぞう） 大和朝誠 824L、825L

上田民蔵 （うえだ たみぞう） 青森教区 857L、858R

上田民蔵 （うえだ たみぞう） 岩手教区 865L/R

上田民蔵 （うえだ たみぞう） 香川教区 876L、877L

上田民蔵 （うえだ たみぞう） 徳島教区 907L/R

上田民蔵 （うえだ たみぞう） 福岡教区 930R

上田民蔵 （うえだ たみぞう） 福島教区 931L、932R

上田民蔵 （うえだ たみぞう） 北海道教区 934R

上田民蔵 （うえだ たみぞう） 山形教区 943R

上田民蔵 （うえだ たみぞう） 和歌山教区 949L、950R

上田民蔵 （うえだ たみぞう） 韓国伝道庁 960R
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植田年喜 （うえだ としき） コンゴ出張 963R

上田ナライト （うえだ ならいと） 浪華 776L/R、778L

上田楢吉 （うえだ ならきち） 浪華 776L

上田楢太郎 （うえだ ならたろう） 浪華 776L/R、778L

植田楢松 （うえだ ならまつ） 奈良教区 918L

植田英次 （うえだ ひでつぐ） アメリカ伝 959L、960L

植田英次 （うえだ ひでつぐ） メキシコ出 983L

植田平一 （うえだ ひらかず） 天津誠華 770L

上田平治 （うえだ へいじ） 大和眞 827L

上田正彦 （うえだ まさひこ） 浪華 776L

上田ますえ （うえだ ますえ） 大和眞 827R

上田末吉 （うえだ まつきち） 秋田教区 859L

上田松太郎 （うえだ まつたろう） 秋田教区 860L/R

上田ミチ （うえだ みち） 浪華 776L/R、777R、778L

上田嘉太郎 （うえだ よしたろう） 浪華 777R、778L

上田嘉成 （うえだ よしなる） 浪華 776L、777L、778L

上田嘉成 （うえだ よしなる） 八阪 821L

上田嘉成 （うえだ よしなる） 奈良教区 919L

上田嘉成 （うえだ よしなる） アメリカ伝 957L

植田わさ （うえだ わさ） 岡山教区 872R

植谷梅松 （うえたに うめまつ） 天御津 754L、755L

植谷吉次郎 （うえたに きちじろう） 天御津 755L

植谷元治郎 （うえたに げんじろう） 天御津 755L

植谷敏造 （うえたに としぞう） 天御津 755R

植谷とめ （うえたに とめ） 天御津 755R

植谷元 （うえたに はじめ） 天御津 754R、755R

植谷雄太郎 （うえたに ゆうたろう） 天御津 754L、755L/R

植谷雄太郎 （うえたに ゆうたろう） 奈良教区 918R、920L

上野作次郎 （うえの さくじろう） アメリカ伝 957R

植野チヱ （うえの ちえ） 大和眞 827R、828L/R

上野半市 （うえの はんいち） 伊賀生琉里 695R、696L

上野ひな （うえの ひな） 宮津 813L☆

植野義男 （うえの よしお） 大和眞 827R

上原郁雄 （うえはら いくお） 岡山教区 873L/R

上原佐助 （うえはら さすけ） 琵琶 794R

上原さと （うえはら さと）  琵琶 794R

上原繁雄 （うえはら しげお） 臺北臺婦 756L、757L
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上原繁雄 （うえはら しげお） 天津誠華 769L

上原繁雄 （うえはら しげお） 和歌山県 835R、836R

上原繁雄 （うえはら しげお） 和歌山教区 949L、950R

上原繁雄 （うえはら しげお） 台湾伝道庁 966L/R、967R

上原繁雄 （うえはら しげお） 香港出張所 981L

上原繁雄 （うえはら しげお）  岡山教区 872R

上原義彦 （うえはら よしひこ） 鶏林 727R

上原義彦 （うえはら よしひこ） 南安藝 811L

上原義彦 （うえはら よしひこ） 愛知教区 856R

上原義彦 （うえはら よしひこ） 岡山教区 872R、873R

上原義彦 （うえはら よしひこ） 岐阜教区 881R、882R

上原義彦 （うえはら よしひこ） 静岡教区 898L

上原義彦 （うえはら よしひこ） 島根教区 898R、900R

上原義彦 （うえはら よしひこ） 鳥取教区 909R

上原義彦 （うえはら よしひこ） 広島教区 924R、926R

上原義彦 （うえはら よしひこ） 山口教区 945R

上原義彦 （うえはら よしひこ） 山梨教区 948L

上原義彦 （うえはら よしひこ） 韓国伝道庁 960R

上村福太郎 （うえむら ふくたろう） 下野 743L

上村福太郎 （うえむら ふくたろう） メキシコ出 983R

植本伊三郎 （うえもと いさぶろう） 田原 759R

内田トモ （うちだ とも） 筑前博多 764L/R

内田トモ （うちだ とも） 福岡教区 930R

内田光三郎 （うちだ みつさぶろう） 福岡教区 930R

内海シヨ （うつみ しよ） 浪華 776R　「トヨ」は「シヨ」の誤り

内海トヨ （うつみ とよ） 浪華 →「トヨ」は「シヨ」の誤り

鵜殿寛 （うどの ひろし） 長崎教区 913R、915L

宇野和晴 （うの かずはる） 福井教区 929L

宇野猶人 （うの なおひと） 福島教区 931R

宇野猶人 （うの なおんど） 秋田教区 860L/R

宇野晴義 （うの はるよし） 福井教区 929L

宇野又三郎 （うの またさぶろう） 北海道教区 934R

宇野弥藏 （うの やぞう） 栗太 725L

馬飼忠夫 （うまかい ただお） 千葉教区 →「馬飼」は「鳥飼（とりかい）」の誤り

馬谷市松 （うまたに いちまつ） 香川教区 875R

梅木惣吉 （うめき そうきち） 網島 690L

梅田信恒 （うめだ のぶつね） 安東 692L
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梅田信恒 （うめだ のぶつね） 大分市 706L

梅谷梅次郎 （うめたに うめじろう） 青森教区 857L、858R

梅谷梅次郎 （うめたに うめじろう） 岩手教区 865L/R

梅谷梅次郎 （うめたに うめじろう） 福島教区 931L、932L

梅谷梅次郎 （うめたに うめじろう） 北海道教区 934R

梅谷梅次郎 （うめたに うめじろう） 宮城教区 938R

梅谷梅次郎 （うめたに うめじろう） 山形教区 943R

梅谷孝造 （うめたに こうぞう） 埼玉教区 892L

梅谷四郎兵衛 （うめたに しろべえ） 石川教区 862R

梅谷四郎兵衛 （うめたに しろべえ） 京都教区 883R、884L

梅谷四郎兵衛 （うめたに しろべえ） 滋賀教区 893R、895R

梅谷四郎兵衛 （うめたに しろべえ） 富山教区 913L

梅谷四郎兵衛 （うめたに しろべえ） 福井教区 928R

梅谷四郎兵衛 （うめたに しろべえ） 和歌山教区 948R、950R

梅谷四郎兵衛 （うめたに しろべえ） 教区略史 850、851

梅谷四郎兵衛 （うめたに しろべえ） 和歌山県 835R

梅谷四郎兵衛 （うめたに しろべえ） 和爾 837L

梅谷忠昭 （うめたに ただあき） シンガポー 964R、965L

梅谷忠雄 （うめたに ただお） 青森教区 857L、858R

梅谷忠雄 （うめたに ただお） 岩手教区 865L/R

梅谷忠雄 （うめたに ただお） 福島教区 931R、932R

梅谷忠雄 （うめたに ただお） 宮城教区 938R

梅谷忠雄 （うめたに ただお） 山形教区 943R

梅谷とし （うめたに とし） 臺北臺婦 756L、757L

梅谷秀太郎 （うめたに ひでたろう） 明快 815R、817R

梅本品右ヱ門 （うめもと しなえもん） 宮津 812R☆

梅本長吉 （うめもと ちょうきち） 宮津 812R☆

梅本長蔵 （うめもと ちょうぞう） 宮津 813L☆

浦西力江 （うらにし りきえ） 大和天誠 826L

浦山永三郎 （うらやま えいざぶろう） 天津誠華 768R

江川なか （えがわ なか） 佐賀関 735L

江川芳太郎 （えがわ よしたろう） 佐賀関 734R、735L

海老塚駒吉 （えびづか こまきち） 天元 766R

海老原ナツ （えびはら なつ） 田原 760L

老沼渉 （おいぬま わたる） 栃木教区 908L、909R

大池豊次 （おおいけ とよじ） 尚久 744L

大池道治 （おおいけ みちはる） 尚久 744L
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大池道治 （おおいけ みちはる） 台湾伝道庁 967L

大石倉吉 （おおいし くらきち） 山形教区 941R

大久保千代治 （おおくぼ ちよぢ） 満洲 804R

大熊松次郎 （おおくま まつじろう） 香川教区 876L

大倉トミ （おおくら とみ） 加奈陀教会 841R、842L

大倉ひさの （おおくら ひさの） 加奈陀教会 841R、842L

太田伊右ヱ門 （おおた いえもん） 宮津 812R☆

太田哲三 （おおた てつぞう） コロンビア 962R、963L

太田みき （おおた みき） 宮津 813L☆

太田律蔵 （おおた りつぞう） 宮津 813L☆

大竹忠治郎 （おおたけ ちゅうじろう） 伝道庁略史 953

大竹忠治郎 （おおたけ ちゅうじろう） ブラジル伝 975R、976L/R、977L、978R、980L

大竹千代 （おおたけ ちよ） ブラジル伝 978R、980R

大塚万之助 （おおつか まんのすけ） アメリカ伝 957L

大塚安馬 （おおつか やすま） 大和朝誠 823R☆

大洞博子 （おおとう ひろこ） コンゴ教会 845R

大馬春吉 （おおば はるきち） 神奈川教区 879R

大橋國三郎 （おおはし くにさぶろう） 更立 733R、734L

大橋熊右衛門 （おおはし くまえもん） 細川 799R

大濱伊穂子 （おおはま いほこ） 南安藝 811R、812L

大濱廉子 （おおはま きよこ） 南安藝 810R、811L/R、812L

大濱兼七 （おおはま けんしち） 南安藝 810R、811R

大濱シヅ （おおはま しず） 南安藝 810R、811R

大濱庄市 （おおはま しょういち） 南安藝 810R、811L/R、812L

大浜庄市 （おおはま しょういち） 生琉里 799L

大浜卓 （おおはま たく） 広島教区 925L、926R

大濱倬 （おおはま たく） 南安藝 810R、811L、812L

大浜利秀 （おおはま としひで） ハワイ伝道 971R

大濱モト （おおはま もと） 南安藝 810R、811R

大向良治 （おおむかい りょうじ） ネパール連 968L/R

大森喜市郎 （おおもり きいちろう） 大和御幸 829R

岡正雄 （おか まさお） 愛知教区 856R☆

岡崎一實 （おかざき かずみ） 岡山教区 873L

岡崎一実 （おかざき かずみ） 明拜 818R

岡崎源造 （おかざき げんぞう） 尾道 709R

岡崎薫夫 （おかざき しげお） アメリカ伝 957R

岡崎史朗 （おかざき ふみお） タイ連絡所 965R
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岡崎真琴 （おかざき まこと） 岡山教区 873L

岡崎美智子 （おかざき みちこ） 明拜 818R、819L

岡崎ヨ子 （おかざき よね） アメリカ伝 957R

岡崎ヨネ （おかざき よね） 香港出張所 980R

岡田佐平 （おかだ さへい） 北蝦夷 718R、719R

岡田佐平 （おかだ さへい） 北海道教区 935L

緒方新蔵 （おがた しんぞう） ノウスアメ 846L/R

緒方新蔵 （おがた しんぞう） アメリカ伝 957L

緒方留次郎 （おがた とめじろう） ノウスアメ 846L/R

緒方義男 （おがた よしお） コンゴ教会 845L

岡野シカ （おかの しか） 尾道 710L

岡野テイ （おかの てい） 尾道 710L

岡野夏蔵 （おかの なつぞう） 駿遠豆 750R、751L

岡野夏蔵 （おかの なつぞう） 静岡教区 896R、898L

岡本梅五郎 （おかもと うめごろう） 高宮 757R

岡本勝治郎 （おかもと かつじろう） 宮津 812R☆

岡本久太郎 （おかもと きゅうたろう） 徳島教区 906L

岡本謙吾 （おかもと けんご） 尾道 710R、711R

岡本重善 （おかもと しげよし） 天御津 754L、755L

岡本重善 （おかもと しげよし） 奈良教区 918R、920L

岡本重治郎 （おかもと じゅうじろう） 大和眞 827L

岡本スノ （おかもと すの） 尾道 709L/R、710L/R、711L

岡本教雄 （おかもと のりお） 尾道 710R、711R

岡本教雄 （おかもと のりお） 広島教区 925R、926R

岡本林 （おかもと はやし） 日向司 793L、794L

岡本林 （おかもと はやし） 宮崎教区 939L、941L

岡本ハルヱ （おかもと はるえ） 尾道 711L

岡本久則 （おかもと ひさのり） 岡山教区 873L

小川兵治 （おがわ へいじ） 秋田教区 859L

興津源一郎 （おきつ げんいちろう） 山梨教区 948L

興津源助 （おきつ げんすけ） 山梨教区 946L

奥岡石松 （おくおか いしまつ） 山形教区 941R

奥芝為蔵 （おくしば ためぞう） 山形教区 941R

奥西勇 （おくにし いさむ） 天御津 755R

奥西俊示 （おくにし しゅんじ） 天御津 755R

奥西三男 （おくにし みつお） 天御津 755R

奥村冨佐子 （おくむら ふさこ） コンゴ教会 845R
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奥村昌弘 （おくむら まさひろ） 香港出張所 982L

奥村利平 （おくむら りへい） 鐸姫 782R、784L

奥谷伴三 （おくや ばんぞう） 琵琶 794R

小倉睦喜 （おぐら むつき） 細川 801L

小倉要次郎 （おぐら ようじろう） 細川 801L

小倉よし （おぐら よし） 山城京都 822L

小栗源太郎 （おぐり げんたろう） 駿遠豆 750R、751L

小栗源太郎 （おぐり げんたろう） 静岡教区 896R、897L、898L

小栗節 （おぐり せつ） 静岡教区 897L、898L

尾崎孝太 （おざき こうた） 岡山教区 873L

尾崎佐市 （おざき さいち） アメリカ伝 957L

尾崎松之助 （おざき まつのすけ） 茨城教区 863L、864L

小沢茂作 （おざわ もさく） 秋田教区 859L

押川君子 （おしかわ きみこ） 南安藝 811R

越智忍 （おち しのぶ） 愛媛教区 867R

越智孝輝 （おち たかてる） 愛媛教区 867R

小野実太郎 （おの じつたろう） 豊繁 774L

小野清一 （おの せいいち） 駿遠豆 750R、751L

小野セン （おの せん） 安東 692L

小野藤五郎 （おの とうごろう） 安東 692L

小野満さ子 （おの みさこ） 駿遠豆 751L

小野ヤス （おの やす） 駿遠豆 751L

小野靖彦 （おの やすひこ） 駿遠豆 750R、751L

小野靖彦 （おの やすひこ） 静岡教区 896R、898L

小野靖彦 （おの やすひこ） 山梨教区 948L

小本五郎 （おもと ごろう） 岩手教区 865L

尾山ナライト （おやま ならいと） 本明實 803R

小原萬斉 （おわら まんざい） 福井教区 929L
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か
柿谷達實 （かきたに たつざね） 高知教区 890L

葛西六郎 （かさい むつお） 青森教区 857R、858R

笠川清次郎 （かさがわ せいじろう） 千葉教区 902L、903L

柏原岩松 （かしはら いわまつ） 尾道 710L

柏原源次郎 （かしはら げんじろう） 石川教区 862R

柏原源次郎 （かしはら げんじろう） 京都教区 883R、884L

柏原源次郎 （かしはら げんじろう） 滋賀教区 894L、895R

柏原源次郎 （かしはら げんじろう） 富山教区 913L

柏原源次郎 （かしはら げんじろう） 福井教区 928R

柏原源次郎 （かしはら げんじろう） 北海道教区 935L

柏原静江 （かしはら しずえ） 徳島教区 907L、908L

柏原義則 （かしはら よしのり） 行実 728R、729R

柏原義則 （かしはら よしのり） 香川教区 876L、877L

柏原義則 （かしはら よしのり） 島根教区 899L

柏原義則 （かしはら よしのり） 徳島教区 907L、908L

梶本巌雄 （かじもと いわお） 天津誠華 768R

梶本巖雄 （かじもと いわお） 山城京都 823L

梶本巌雄 （かじもと いわお） 和歌山県 835R、836R

梶本巌雄 （かじもと いわお） 和歌山教区 949R、950R

梶本うの （かじもと うの） 鍜冶惣 713R

梶本おさよ （かじもと おさよ） 鍜冶惣 714L

梶本おちよ （かじもと おちよ） 鍜冶惣 714R

梶本かな （かじもと かな） 臺北臺婦 756L、757L

梶本國彦 （かじもと くにひこ） 鍜冶惣 714R

梶本誠之 （かじもと せいし） 熊本市 722R

梶本惣治郎 （かじもと そうじろう） 鍜冶惣 713R、714L/R

梶本宗太郎 （かじもと そうたろう） 鍜冶惣 713R、714L/R

梶本宗太郎 （かじもと そうたろう） 江州 730L

梶本宗太郎 （かじもと そうたろう） 東京 771L/R

梶本宗太郎 （かじもと そうたろう） 浪華 776R

梶本宗太郎 （かじもと そうたろう） 茨城教区 863L、864L

梶本宗太郎 （かじもと そうたろう） 大阪教区 871R

梶本宗太郎 （かじもと そうたろう） 神奈川教区 879R

梶本宗太郎 （かじもと そうたろう） 熊本教区 884R

梶本宗太郎 （かじもと そうたろう） 東京教区 905L
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梶本宗太郎 （かじもと そうたろう） 奈良教区 918R、920L

梶本宗太郎 （かじもと そうたろう） 山梨教区 948L

梶本そのゑ （かじもと そのえ） 鍜冶惣 714L/R

梶本とよの （かじもと とよの） 和歌山県 836L/R

梶本楢治郎 （かじもと ならじろう） 熊本市 722L

梶本楢治郎 （かじもと ならじろう） 南安藝 811L

梶本楢治郎 （かじもと ならじろう） 和歌山県 835R

梶本楢治郎 （かじもと ならじろう） 香川教区 876L、877L

梶本楢治郎 （かじもと ならじろう） 徳島教区 907L/R

梶本松治郎 （かじもと まつじろう） 鍜冶惣 713R

梶本松次郎 （かじもと まつじろう） 浪華 776L

梶本満造 （かじもと まんぞう） 熊本市 722L/R

梶本満造 （かじもと まんぞう） 薩隅 735R、736L

梶本満造 （かじもと まんぞう） 日向司 793R

梶本ミチ （かじもと みち） 浪華 778L

梶本みつ （かじもと みつ） 熊本市 722R

梶本宗嗣 （かじもと むねつぐ） 鍜冶惣 714L/R

梶本元次 （かじもと もとつぐ） 和歌山県 835R、836L/R

梶本元次 （かじもと もとつぐ） 静岡教区 898L

梶山実 （かじやま みのる） 茨城教区 863L、864L

柏木庫治 （かしわぎ くらじ） 島根教区 899L

柏木武助 （かしわぎ ぶすけ） 豊繁 773L/R、775R

柏原源次郎 （かしわら げんじろう） 八阪 821L

片岡おひろ （かたおか おひろ） 名張 778R、781R

片岡キン （かたおか きん） 名張 778R、780R

片岡三郎 （かたおか さぶろう） 高知教区 890L

片岡常里 （かたおか つねさと） 高知教区 890L

片岡満 （かたおか みつる） 美昭 790R、791L

片岡幸男 （かたおか ゆきお） 美昭 790R、791L

片桐誠 （かたぎり まこと） 広島教区 926L

片山いし （かたやま いし） 宮津 812R、813L/R、814R☆

片山太兵衛 （かたやま たへえ） 宮津 813L/R、814R

片山俊次 （かたやま としつぐ） 香川教区 876R、877L/R

片山紀造 （かたやま のりぞう） 香港出張所 982L

片山好造 （かたやま よしぞう） 香港出張所 980R

勝田銀次郎 （かつた ぎんじろう） 兵庫教区 923L

勝田源七 （かつだ げんしち） 田原 760L
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勝田ますゑ （かつだ ますえ） 田原 760L

勝村昭俊 （かつむら あきとし） 岐阜教区 882R

勝村経四郎 （かつむら けいしろう） 岐阜教区 883L

勝村卓郎 （かつむら たかしろう） 岐阜教区 882R、883L

勝村経四郎 （かつむら つねしろう） 濃飛 784R、787L

桂梅野 （かつら うめの） 上町 701L/R

桂文七 （かつら ぶんしち） 上町 700L

加藤伊知夫 （かとう いちお） 神奈川教区 880R、881R

加藤うた （かとう うた） 高宮 757R、758L

加藤うめ （かとう うめ） 高宮 757R

加藤儀右衛門 （かとう ぎえもん） 栗太 723L/R、725L

加藤儀三郎 （かとう ぎさぶろう） 栗太 723L/R、725L

加藤亀代治 （かとう きよじ） 北蝦夷 718R、719R

加藤ぎん （かとう ぎん） 神奈川教区 879R

加藤隆司 （かとう たかし） 岩手教区 865R、866L

加藤竹利 （かとう たけとし） 伊賀生琉里 696L

加藤他三郎 （かとう たさぶろう） 高宮 757R

加藤徳太郎 （かとう とくたろう） 高宮 758L/R

加藤徳平 （かとう とくべい） 高宮 757R、758L/R

加藤信夫 （かとう のぶお） 高宮 758R

加藤信夫 （かとう のぶお） 滋賀教区 896L

加藤秀雄 （かとう ひでお） 福島教区 931R

加藤秀雄 （かとう ひでお） 宮城教区 938R

加藤孫市 （かとう まごいち） 岩手里 698R、699R

加藤孫市 （かとう まごいち） 岩手教区 865L、866L

加藤みちゑ （かとう みちえ） 鮮京 751R、752R

加藤泰朗 （かとう やすろう） 宮城教区 939L

加藤勇造 （かとう ゆうぞう） 栗太 723L

加藤よそ （かとう よそ） 高宮 757R、758R

加藤利助 （かとう りすけ） 高宮 757R、758R

カドカ （かどか） ネパール連 968R

門田卯三郎 （かどた うさぶろう） 尾道 709L

門田安彦 （かどた やすひこ） 伊勢 697R

角谷市子 （かどや いちこ） コンゴ教会 845L

門脇一教 （かどわき かずのり） 島根教区 899L/R、900R

金ヶ江文男 （かながえ ふみお） 茨城教区 863L、864R

金山梅造 （かなやま うめぞう） 名張 780L、781L
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金山梅造 （かなやま うめぞう） 淀 832R、833L、834L/R、835L

金山喜六 （かなやま きろく） 淀 832R

金山孝三郎 （かなやま こうさぶろう） 淀 833R、834L、835L

金山この （かなやま この） 淀 832R

金山さき （かなやま さき） 淀 832R、833R

金山すま子 （かなやま すまこ） 淀 834L/R、835L

金山忠裕 （かなやま ただひろ） 淀 834R、835L

金山太兵衛 （かなやま たへえ） 淀 832R、833L/R、834R、835L

金山民三郎 （かなやま たみさぶろう） 淀 834L、835L

金山つね （かなやま つね） 淀 835L

金山昌代 （かなやま まさよ） 淀 835L

金子政太郎 （かねこ まさたろう） 小沙渡 745L

金谷恵子 （かねたに けいこ） コンゴ教会 845R

金野実 （かねの みのる） 浪華 777L

鎌田親彦 （かまた ちかよし） パリ出張所 969R、970L/R

神尾和子 （かみお かずこ） コンゴ教会 845L

神尾知 （かみお さとる） 台湾伝道庁 967L

神尾知 （かみお さとる） コンゴ教会 845L

上川米太郎 （かみかわ よねたろう） 秋田教区 860L/R

神澤滝蔵 （かみざわ たきぞう） 鐸姫 783L

神原茂 （かみはら しげる） 愛媛教区 867R

神山安太郎 （かみやま やすたろう） 兵庫教区 922R

亀田キミ子 （かめだ きみこ） コンゴ教会 845L

亀田亮二 （かめだ りょうじ） 下野 743L

亀田亮二 （かめだ りょうじ） 栃木教区 908L、909R

鴨井秀雄 （かもい ひでお） 臺北臺婦 756L

萱間義治郎 （かやま よしじろう） 水篤刈 807L、808L

萱間義治郎 （かやま よしじろう） 長野教区 916L、917R

狩田広栄 （かりた ひろえ） 大和眞 827R

川勘五郎 （かわ かんごろう） 高宮 757R、758L/R

川勘五郎 （かわ かんごろう） 山形教区 941R

川合梅太郎 （かわい うめたろう） 岡山教区 872R、873L

河合善之助 （かわい ぜんのすけ） 沖縄教区 875L

河合隼雄 （かわい はやお） 愛媛教区 867L

川口熊蔵 （かわぐち くまぞう） 名張 779R

川口七郎 （かわぐち しちろう） コンゴ教会 845L

川口壽春 （かわぐち としはる） 臺北臺婦 756R、757L
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川口ハル （かわぐち はる） 臺北臺婦 756L/R、757L

川口松枝 （かわぐち まつえ） 臺北臺婦 756R、757L

川崎伊三郎 （かわさき いさぶろう） 尾道 709L、711L

河野誠 （かわの まこと） 日向司 793L/R

河野誠 （かわの まこと） 宮崎教区 939L、941L

川橋亀一 （かわはし かめいち） 天御津 754R、755R

川橋亀次 （かわはし かめつぐ） 天御津 755R

川橋亀吉 （かわはし かめよし） 天御津 755R

川橋はるゑ （かわはし はるえ） 天御津 755R

川端他二郎 （かわばた たじろう） 高宮 757R

川畑徳蔵 （かわばた とくぞう） 鹿児島教区 877R、879L

河原収 （かわはら おさむ） 岡山教区 873L

河原喜代三郎 （かわはら きよさぶろう） 岡山教区 872R

河原仲次 （かわはら なかじ） 鐸姫 783L、784L

河原仲次 （かわはら なかじ） 香川教区 876R、877R

河原ミツ （かわはら みつ） 鐸姫 784L

河原勇造 （かわはら ゆうぞう） 鐸姫 783L

河原陽一 （かわはら よういち） 鐸姫 783R、784L

河原龍助 （かわはら りょうすけ） 鐸姫 782R、783L、784L

河村喜三郎 （かわむら きさぶろう） 秋田教区 859L

川村信作 （かわむら しんさく） 茨城教区 863L、864L

姜良柱 （かん やんじゅう） 浪華 777R

神澤常太郎 （かんざわ つねたろう） アメリカ伝 957L/R

神田宇太郎 （かんだ うたろう） 香川教区 875R

神田亀吉 （かんだ かめきち） 香川教区 875R

神田貢 （かんだ みつぐ） 愛媛教区 867R

神田義夫 （かんだ よしお） 愛媛教区 867R

神原常一 （かんばら つねいち） あきよ志 688R

神原博子 （かんばら ひろこ） あきよ志 688R

喜泉建馬 （きいずみ いつま） 安東 692L、693L、694L

喜泉建馬 （きいずみ いつま） 大分市 706L、707L

木浦将一 （きうら まさいち） 本明實 802R、803R

木岡七次郎 （きおか しちじろう） 名張 779L/R、781L

菊地石太郎 （きくち いしたろう） 岩手里 699L/R

菊地五兵衞 （きくち ごへえ） 岩手里 698R、699L/R

菊地正一 （きくち しょういち） 岩手里 698R、699R

菊地正一 （きくち しょういち） 岩手教区 865L
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菊地千代吉 （きくち ちよきち） 岩手里 699L

菊地照子 （きくち てるこ） 岩手里 698R、699R

菊地ハル （きくち はる） 岩手里 699R

菊地よ子 （きくち よね） 岩手里 699L

岸本勝巳 （きしもと かつみ） 鳥取教区 909R

岸本敏明 （きしもと としあき） 広島教区 925R、927L

岸本又治郎 （きしもと またじろう） 青野原 685L、686L 「又次郎」は「又治郞」の誤り

喜多ゑい （きた えい） 臺北臺婦 756L、757L

喜多ヲナカ （きた おなか） 明快 817L

喜多一代 （きた かずよ） 明快 817L

喜多源吾 （きた げんご） 明快 815R、817R

喜多治郎吉 （きた じろきち） 大分教区 868L/R

喜多治郎吉 （きた じろきち） 大阪教区 871R

喜多治郎吉 （きた じろきち） 沖縄教区 874L、875L

喜多治郎吉 （きた じろきち） 鹿児島教区 877R、878R

喜多次郎吉 （きた じろきち） 熊本教区 884R、885L、886L

喜多治郎吉 （きた じろきち） 佐賀教区 892R、893R

喜多治郎吉 （きた じろきち） 長崎教区 913R、914R

喜多治郎吉 （きた じろきち） 福岡教区 929L、930R

喜多治郎吉 （きた じろきち） 宮崎教区 939L、940R

喜多治郎吉 （きた じろきち） 教区略史 849、850、851

喜多治郎吉 （きた じろきち） 明快 815R、817L/R

喜多秀和 （きた ひでかず） 明快 817L/R

喜多秀太郎 （きた ひでたろう） 明快 817R

喜多秀太郎 （きた ひでたろう） 愛媛教区 867R

喜多秀太郎 （きた ひでたろう） 大分教区 868R

喜多秀太郎 （きた ひでたろう） 沖縄教区 875L

喜多秀太郎 （きた ひでたろう） 鹿児島教区 877R、878R

喜多秀太郎 （きた ひでたろう） 熊本教区 886L

喜多秀太郎 （きた ひでたろう） 高知教区 890L

喜多秀太郎 （きた ひでたろう） 佐賀教区 892R、893R

喜多秀太郎 （きた ひでたろう） 長崎教区 913R、915L

喜多秀太郎 （きた ひでたろう） 兵庫教区 923L、924L

喜多秀太郎 （きた ひでたろう） 福岡教区 930R

喜多秀太郎 （きた ひでたろう） 宮崎教区 939L、940R

喜多秀義 （きた ひでよし） 尾張 712R

喜多秀義 （きた ひでよし） 明快 815R、816L/R、817R

21



喜多秀義 （きた ひでよし） 和歌山県 836L/R

喜多秀義 （きた ひでよし） コロンビア 962R、963L

喜多よし （きた よし） 明快 815R、817R

北嶋巌 （きたじま いわお） 香川教区 876R、877R

北嶋友衞 （きたじま ともえ） 香川教区 877L/R

北嶋友五郎 （きたじま ともごろう） 香川教区 875R

北嶋正邦 （きたじま まさくに） 香川教区 876R、877R

北田嘉市郎 （きただ かいちろう） 天元 765L、767R

北田竹松 （きただ たけまつ） 天元 765R、767R

北田貞治 （きただ ていじ） 天元 767R

来田登紀子 （きただ ときこ） コンゴ教会 845R

北出孝平 （きたで たかひら） 天御津 754L、755L

北出孝平 （きたで たかひら） 奈良教区 918R、920L

北村富春 （きたむら とみはる） 臺北臺婦 756L

北村富美 （きたむら ふみ） 臺北臺婦 757L

北村美津子 （きたむら みつこ） 香港出張所 982L

北村安太郎 （きたむら やすたろう） 天元 765R

吉川辰次郎 （きちかわ たつじろう） 豊路 772R

吉川喜代蔵 （きっかわ きよぞう） 佐賀教区 892R、893R

木戸一夫 （きど かずお） 加奈陀教会 842L

木下廣吉 （きのした ひろきち） 栗太 725L

ｷﾌﾞｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟ （きぶか・ふぃりっぷ） コンゴ教会 844R、845R

金月伊 （きむ うぉり） 鮮京 752R

木村伊平 （きむら いへい） アメリカ伝 957R

木村凡子 （きむら ただこ） コンゴ教会 845L

木村太兵衛 （きむら たへえ） 尾道 709R、710L、711R

木村太兵衛 （きむら たへえ） 玉江 762R

木村太兵衛 （きむら たへえ） 淀 832R、833L

木村常次郎 （きむら つねじろう） 栗太 723R、725L

木村尚三郎 （きむら なおさぶろう） 福井教区 928R

木村政吉 （きむら まさきち） 眞昭 747L

木村ます （きむら ます） 台湾伝道庁 967L/R

木村實 （きむら みのる） 台湾伝道庁 967L/R

京塚貢 （きょうづか みつぐ） メキシコ出 983R

清田信次 （きよだ しんじ） 臺北臺婦 756L

清原浜子 （きよはら はまこ） 天津誠華 769R

吉良弁造 （きら べんぞう） 栗太 723L
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金杞洙 （きん きしゅ／ｷﾑ･ｷｽ） 伝道庁略史 955

金振祚 （きん しんそ／ｷﾑ･ｼﾞﾝｼﾞｮ） 伝道庁略史 955

ギンビ・トーマ （ぎんび・とーま） コンゴ教会 844L

ククバ・ジュール （くくば・じゅーる） コンゴ教会 844L、845R

葛葉やい （くずは やい） 天元 767R

工藤誠悦 （くどう せいえつ） コンゴ教会 843L、844R、845L

工藤鉄五郎 （くどう てつごろう） 秋田教区 859L

工藤美智子 （くどう みちこ） コンゴ教会 845L

久保菊松 （くぼ きくまつ） 田原 761L

久保儀八 （くぼ ぎはち） 田原 759R

久保小三郎 （くぼ こさぶろう） 田原 759L/R、760L、761L

久保小三郎 （くぼ こさぶろう） 奈良教区 918L

久保隆 （くぼ たかし） 田原 760R、761R

久保猶次郎 （くぼ なおじろう） 佐賀関 →「猶次郎」は「楢治郞」の誤り

久保直彦 （くぼ なおひこ） 田原 760R、761R

久保ナラヱ （くぼ ならえ） 田原 759R、760L

久保楢治郎 （くぼ ならじろう） 佐賀関 734R　「猶次郎」は「楢治郞」の誤り

久保楢治郎 （くぼ ならじろう） 田原 759L、760L/R、761L/R

久保はるゑ （くぼ はるえ） 田原 760R、761R

久保正徳 （くぼ まさのり） 東京 771R

久保正徳 （くぼ まさのり） 東京教区 905L

久保ますゑ （くぼ ますえ） 田原 760R

久保芳雄 （くぼ よしお） 伊勢 697R、698L

久保芳雄 （くぼ よしお） 三重教区 937L

久保俶之 （くぼ よしゆき） コロンビア 962L/R

久保田登 （くぼた のぼる） 明拜 818L

窪田教夫 （くぼた みちお） 山梨教区 948R

久保寺ハツ （くぼでら はつ） 岩手里 699L

熊沢知義 （くまざわ ともよし） 錦徳 781R☆

熊田誠治 （くまだ のぶはる） 石川教区 862R

熊野清 （くまの きよし） 富山教区 913L

熊野甚八 （くまの じんはち） 藝備 726L

熊野房治 （くまの ふさじ） 南安藝 811L

久米三木太郎 （くめ みきたろう） 細川 800L

倉内信司 （くらうち しんじ） 天元 767R

蔵田駿一郎 （くらた しゅんいちろう） コンゴ教会 845L/R

倉西徳三郎 （くらにし とくさぶろう） 大分市 707L
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黒子マチ （くろこ まち） 満洲 804R　「黒田」は「黒子」の誤り

黒子マチ （くろこ まち） 満洲 805L

黒田マチ （くろだ まち） 満洲 →「黒田」は「黒子（くろこ）」の誤り

桑村直道 （くわむら なおみち） 香港出張所 982L

ｹﾝｹﾞ･ｱﾝﾄﾜﾈｯﾄ （けんげ・あんとわねっと） コンゴ教会 845L

小泉重治郎 （こいずみ しげじろう） 長野教区 915R

洪金湯 （こう きんとう） 台湾伝道庁 966R

鴻田勝蔵 （こうだ かつぞう） 伊勢 697R

鴻田勝之助 （こうだ かつのすけ） 伊勢 697R、698L

鴻田勝之助 （こうだ かつのすけ） 三重教区 936L

鴻田喜久 （こうだ きく） 佐賀関 735L

鴻田清子 （こうだ きよこ） 伊勢 697R、698L

鴻田清子 （こうだ きよこ） 三重教区 936L

鴻田たかえ （こうだ たかえ） 上町 700R、701R

鴻田忠三郎 （こうだ ちゅうざぶろう） 富山教区 913L

鴻田利則 （こうだ としのり） 佐賀関 735L

鴻田利郎 （こうだ としろう） 台湾伝道庁 967L

鴻田好三郎 （こうだ よしさぶろう） 越州 702L、703L

鴻田好三郎 （こうだ よしさぶろう） 新潟教区 921L、922R

鴻田利吉 （こうだ りきち） 上町 700L/R、701L/R

鴻田利吉 （こうだ りきち） 佐賀関 734R、735L

鴻田利吉 （こうだ りきち） 田原 760L

鴻田利吉 （こうだ りきち） 石川教区 862R

鴻田利吉 （こうだ りきち） 京都教区 883R、884L

鴻田利吉 （こうだ りきち） 群馬教区 887L、888L

鴻田利吉 （こうだ りきち） 滋賀教区 894L、895R

鴻田利吉 （こうだ りきち） 栃木教区 908L、909R

鴻田利吉 （こうだ りきち） 長野教区 917L

鴻田利吉 （こうだ りきち） 新潟教区 920R、922L

鴻田利吉 （こうだ りきち） 福井教区 928R

鴻田利吉 （こうだ りきち） 北海道教区 934R

鴻田利太郎 （こうだ りたろう） 上町 700R、701R

河野喜代子 （こうの きよこ） 大和天誠 825R

河野仁右衛門 （こうの じんえもん） 玉江 762L

河野トヨ （こうの とよ） 玉江 762L

河野よね （こうの よね） 玉江 762L

香美伸夫 （こうみ のぶお） 行実 728R、729R☆

24



高本菊松 （こうもと きくまつ） 鐸姫 782R、783R

向来つな （こうらい つな） 豊繁 774L

古賀慶一 （こが けいいち） ハワイ伝道 971R

小梶秀次郎 （こかじ ひでじろう） 滋賀教区 894L

小来田清次郎 （こぎた せいじろう） 大阪教区 869R

国領実 （こくりょう みのる） 加奈陀教会 842L

小島久満吉 （こじま くまきち） アメリカ伝 957R、959L、960L

小島シゲ子 （こじま しげこ） 満洲 804R

小島遷次郎 （こじま せんじろう） 満洲 804L/R、805L

小島暹 （こじま のぼる） 満洲 804R

小竹善門 （こたけ ぜんない） 名張 779R　「善内」は「善門」の誤り

小竹洋子 （こたけ ようこ） 山西省 736R

後藤明親 （ごとう あけちか） 尚久 743R

後藤建介 （ごとう けんすけ） 下野 742R☆

後藤剛三 （ごとう ごうぞう） 尚久 743R、744L

後藤たけ （ごとう たけ） 尚久 743R、744L

後藤つち （ごとう つち） 尚久 743R

後藤常市 （ごとう つねいち） 尚久 743R

後藤てるみ （ごとう てるみ） 尚久 744L

（ごとう ひさきち） 尚久 743R、744L

小西金之助 （こにし きんのすけ） 秋田教区 859L

小西満さ子 （こにし みさこ） 駿遠豆 750R、751L

小西茂吉 （こにし もきち） 駿遠豆 750R

小林愛 （こばやし あい） 宮津 813R☆

小林一麿 （こばやし かずまろ） 京都教区 883R、884R

小林つね （こばやし つね） 淀 833R

小林鉄蔵 （こばやし てつぞう） 淀 833R

小林鉄之助 （こばやし てつのすけ） 淀 834L

小林ときえ （こばやし ときえ） 駿遠豆 751L

小林とみ （こばやし とみ） 淀 834L、835L

小林豊蔵 （こばやし とよぞう） 宮津 813R

小林豊蔵 （こばやし とよぞう） 伊賀生琉里 695R

駒谷儀右衛門 （こまたに ぎえもん） 奈良教区 918L

駒谷安次郎 （こまたに やすじろう） 奈良教区 918R、920L

駒谷安次郎 （こまたに やすじろう） 天御津 754L、755R

小松駒吉 （こまつ こまきち） 大分市 705R

小松駒吉 （こまつ こまきち） 治文 740L
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小松駒吉 （こまつ こまきち） 豊繁 773L

小松駒吉 （こまつ こまきち） 琵琶 794R

小松駒太郎 （こまつ こまたろう） 大阪 707R、708R

小松駒太郎 （こまつ こまたろう） 満州眞勇  806L

小松駒太郎 （こまつ こまたろう） 石川教区 862R

小松駒太郎 （こまつ こまたろう） 大阪教区 869R、871R

小松駒太郎 （こまつ こまたろう） 京都教区 883R、884L

小松駒太郎 （こまつ こまたろう） 滋賀教区 894L、895R

小松駒太郎 （こまつ こまたろう） 富山教区 913L

小松駒太郎 （こまつ こまたろう） 奈良教区 918R、920L

小松駒太郎 （こまつ こまたろう） 福井教区 928R

小松﨑不二男 （こまつざき ふじお） 茨城教区 863L、864L

小松原義則 （こまつばら よしのり） 千葉教区 902L

小峯金次郎 （こみね きんじろう） 天津誠華 768R

小峯よし （こみね よし） 天津誠華 768R

小森寅生 （こもり とらお） 熊本市 722L/R

小森寅生 （こもり とらお） 道昭 809R

小森寅生 （こもり とらお） 熊本教区 886L

小森正信 （こもり まさのぶ） 沖縄教区 874L/R

小森正信 （こもり まさのぶ） 熊本教区 886L

小森正弘 （こもり まさひろ） 道昭 810L

小山お蝶 （こやま おちょう） 道昭 808R

小山喜三郎 （こやま きさぶろう） 藝備 726L

小山重郎兵衛 （こやま じゅうろべえ） 豊繁 773R、775R

権田義亀 （ごんだ よしかめ） 水篤刈 807L、808L

権田義亀 （ごんだ よしかめ） 長野教区 915R、917R

紺谷金彦 （こんたに かねひこ） 筑前博多 764L/R

紺谷金彦 （こんたに かねひこ） 天津誠華 769L

紺谷金彦 （こんたに かねひこ） 兵庫教区 923L、924L

紺谷金彦 （こんたに かねひこ） 福岡教区 930R

紺谷金彦 （こんたに かねひこ） 三重教区 936R

紺谷金彦 （こんたに かねひこ） 台湾伝道庁 966L、967R

紺谷久則 （こんたに ひさのり） コンゴ教会 842R、844R

近藤伊平 （こんどう いへい） 吉備 720L

近藤タキ （こんどう たき） 吉備 720L

近藤徳蔵 （こんどう とくぞう） 山形教区 941R

近藤政慶 （こんどう まさよし） 上町 700L、701L
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近藤政慶 （こんどう まさよし） 豊繁 773L

近藤八十吉 （こんどう やそきち） 吉備 720L

近藤與市 （こんどう よいち） 山形教区 941R

権藤知三 （ごんどう ちぞう） 神奈川教区 879R

権野勝士 （ごんの かつし） 大和朝誠 824R
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さ
蔡良礎 （さい りょうそ） 香港出張所 982L

斉藤親 （さいとう いたる） 岡山教区 873L

斉藤英二 （さいとう えいじ） 富山教区 913L

斉藤利太郎 （さいとう りたろう） 吉備 720L

佐伯タキ （さえき たき） 藝備 726R、727L

佐伯千代子 （さえき ちよこ） 藝備 726R

佐伯正臣 （さえき まさおみ） 藝備 726R、727L

坂井亀吉 （さかい かめきち） 安東 692R、693L

坂井五郎 （さかい ごろう） 満洲 804L/R

酒井康比古 （さかい やすひこ） 山城京都 821R、823L

酒井康比古 （さかい やすひこ） 京都教区 883R、884L

坂井ユウ （さかい ゆう） 満洲 804L/R、805L

堺屋五郎兵衛 （さかいや ごろうべえ） 網島 689L

坂部藤八 （さかべ とうはち） 秋田教区 859L

坂本鉄太郎 （さかもと てつたろう） 細川 800R

桜井和 （さくらい やわら） 千葉教区 901R

硲敏弘 （さこ としひろ） 香港出張所 981R、982R

佐々榮 （ささ さかえ） 山形教区 942R、943R

佐々木太郎 （ささき たろう） 高知教区 890L

笹田勝之 （ささだ かつゆき） コンゴ教会 844L、845L

笹田弘 （ささだ ひろし） 行実 728R、729R☆

笹田弘 （ささだ ひろし） 徳島教区 907L、908L

笹田結子 （ささだ ゆいこ） コンゴ教会 845L

佐治正嗣 （さじ まさつぐ） 大分教区 869L

佐治正嗣 （さじ まさつぐ） 沖縄教区 875L

佐治正嗣 （さじ まさつぐ） 佐賀教区 892R、893R

佐治正嗣 （さじ まさつぐ） 長崎教区 913R、915L

佐治正嗣 （さじ まさつぐ） 福岡教区 930R

佐治正嗣 （さじ まさつぐ） 台湾伝道庁 966L、967R

佐治将光 （さじ まさみつ） 滋賀教区 894L、896L

貞弘幸二 （さだひろ こうじ） 上町 701L/R

佐津川準 （さつかわ じゅん） 豊路 772L/R

佐津川準 （さつかわ じゅん） 日向司 793L/R

佐津川準 （さつかわ じゅん） 大分教区 869L

佐津川準 （さつかわ じゅん） 埼玉教区 892L
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佐津川準 （さつかわ じゅん） 宮崎教区 939L、941L

佐藤栄佐 （さとう えいさ） 香川教区 875R

佐藤嘉右衛門 （さとう かえもん） 秋田教区 858R

佐藤嘉吉 （さとう かきち） 秋田教区 859L

佐藤金次郎 （さとう きんじろう） 愛知教区 855L、856R

佐藤軍記 （さとう ぐんき） 崇文 748R、749R、750L

佐藤甲助 （さとう こうすけ） 山梨教区 947R

佐藤シゲ （さとう しげ） 錦徳 781R

佐藤庄司 （さとう しょうじ） タイ連絡所 965R

佐藤崇邦 （さとう たかくに） 台湾伝道庁 966R

佐藤崇邦 （さとう たかくに） 崇文 749R

佐藤玉栄 （さとう たまえ） 崇文 749L、750L

佐藤チヨ （さとう ちよ） 天津誠華 768L

佐藤常三郎 （さとう つねさぶろう） 大和朝誠 823R☆

佐藤恒太郎 （さとう つねたろう） 天津誠華 768L、770R

佐藤輝光 （さとう てるみつ） 香港出張所 981L

佐藤藤一郎 （さとう とういちろう） 山形教区 942R、943R

佐藤トシ子 （さとう としこ） 錦徳 781R

佐藤フデ （さとう ふで） 天津誠華 768L、770R

佐藤松人 （さとう まつひと） 鶏林 727R、728L

佐藤松人 （さとう まつひと） 大和朝誠 824L/R、825L☆

佐藤元秀 （さとう もとひで） 新潟教区 921R、922R

佐藤茂平 （さとう もへい） 吉備 720R

佐藤米次郎 （さとう よねじろう） 天津誠華 768L

里見治太郎 （さとみ じたろう） 韓国伝道庁 960R

真田末光 （さなだ すえみつ） コンゴ教会 843L、844R

左野明 （さの あきら） コンゴ教会 845R

左野明 （さの あきら） コンゴ出張 963R

佐野正行 （さの まさゆき） 伊賀生琉里 696L

猿渡年男 （さるわたり としお） 岡山教区 873L

沢崎由松 （さわさき よしまつ） 豊繁 774L

沢田丑治郎 （さわだ うしじろう） 豊繁 774L

沢田亀吉 （さわだ かめきち） 上町 700L

沢田重治 （さわだ しげじ） 天御津 755R

沢田善次郎 （さわだ ぜんじろう） 鶏林 727R

澤田善次郎 （さわだ ぜんじろう） 韓国伝道庁 960R

沢田惣平 （さわだ そうへい） 山口教区 944L

29



沢田徳次郎 （さわだ とくじろう） 尾道 710L

澤田又太郎 （さわだ またたろう） 大阪教区 869R☆

沢田又太郎 （さわだ またたろう） 島根教区 899L、900R

沢田又太郎 （さわだ またたろう） 鳥取教区 909R

沢田善朝 （さわだ よしとも） 大和朝誠 824L/R、825L

椎葉芳延 （しいば よしのぶ） ハワイ伝道 971R

宍戸小一郎 （ししど こいちろう） 天元 767R

篠原栄 （しのはら さかえ） アメリカ伝 957L

篠森乗人 （しのもり のりんど） 駿遠豆 751L

篠森靖人 （しのもり やすひと） アメリカ伝 959L、960L

篠森靖人 （しのもり やすひと） タイ連絡所 965R

篠森靖人 （しのもり やすひと） メキシコ出 983L/R

芝甚之助 （しば じんのすけ） はるのひ 788R

芝太七 （しば たしち） はるのひ 788R、789L

芝太郎 （しば たろう） はるのひ 789L

柴田エイ （しばた えい） アメリカ伝 957R

柴田エイ （しばた えい） 加奈陀教会 841L、842L

柴田正一 （しばた しょういち） 崇文 749L

柴田正一 （しばた しょういち） 天津誠華 769R

柴田初男 （しばた はつお） 加奈陀教会 841L

島田秋一 （しまだ しゅういち） 満洲 804L

島貫紀男 （しまぬき のりお） 山形教区 943L

島袋祐昌 （しまぶくろ ゆうしょう） 沖縄教区 874R

島村規矩夫 （しまむら きくお） 愛媛教区 867R

島村規矩夫 （しまむら きくお） 高知教区 890L

島村国次郎 （しまむら くにじろう） 北海道教区 934R

清水亀吉 （しみず かめきち） 栗太 724L

清水國男 （しみず くにお） 茨城教区 864L

清水国雄 （しみず くにお） 天津誠華 770L

清水國雄 （しみず くにお） コンゴ教会 845L

清水國雄 （しみず くにお） 兵庫教区 923R、924R

清水國雄 （しみず くにお） 福井教区 928L

清水國雄 （しみず くにお） 山形教区 943L

清水國雄 （しみず くにお） シンガポー 965L

清水國雄 （しみず くにお） タイ連絡所 965R

清水國弘 （しみず くにひろ） コンゴ教会 844L、845L

清水熊吉 （しみず くまきち） 天元 765R
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清水七五郎 （しみず しちごろう） 秋田教区 859L

清水秀一 （しみず しゅういち） 石川教区 862R

清水仁左衛門 （しみず じんざえもん） 高宮 757R

清水仁平 （しみず じんぺい） 石川教区 862R

清水愿 （しみず すなお） 栗太 724R、725R

清水すま （しみず すま） アメリカ伝 →「清水」は「清木（せいき）」の誤り

清水辻 （しみず つじ） 栗太 725R

清水徳重 （しみず とくしげ） 小沙渡 744R、745L

清水としえ （しみず としえ） 錦徳 781R

清水留吉 （しみず とめきち） 秋田教区 859L

清水直枝 （しみず なおえ） コンゴ教会 845L

清水正治 （しみず まさはる） 小沙渡 745L

清水まつ （しみず まつ） 栗太 724L、725R

清水睦保 （しみず むつやす） 栗太 724L/R、725L/R

清水泰治 （しみず やすじ） 錦徳 781R☆

清水由松 （しみず よしまつ） 大分教区 868R

清水由松 （しみず よしまつ） 岡山教区 872R、873R

清水由松 （しみず よしまつ） 佐賀教区 892R、893R

清水由松 （しみず よしまつ） 島根教区 898R、900R

清水由松 （しみず よしまつ） 鳥取教区 909R

清水由松 （しみず よしまつ） 広島教区 924R、926R

清水由松 （しみず よしまつ） 福岡教区 930R

清水由松 （しみず よしまつ） 山口教区 945R

清水由松 （しみず よしまつ） 和歌山教区 949L、950R

下村賢三郎 （しもむら けんざぶろう） 三重教区 937L

城作治 （じょう さくじ） 天元 765R

正田智子 （しょうだ さとこ） 藝備 727L

ジョシ （じょし） ネパール連 968R

白井半兵衛 （しらい はんべえ） 宮津 812R、813R、814R

白井好之輔 （しらい よしのすけ） 宮津 812R、813L☆

白木一雄 （しらき かずお） 加奈陀教会 841L

白須真三郎 （しらす しんざぶろう） 広島教区 925L、926R

ｼﾞﾝｸﾞﾗ･ｼﾞｬﾝ･ﾋﾟｴｰﾙ （じんぐら･じゃん･ぴえーる）コンゴ教会 845L

神野深次 （じんの しんじ） アメリカ伝 957L☆

菅朗明 （すが ろうめい） ハワイ伝道 971R☆

菅沼洋 （すがぬま ひろし） コンゴ教会 844L、845R

須川長左ヱ門 （すがわ ちょうざえもん） 宮津 813L☆
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杉浦虎吉 （すぎうら とらきち） アメリカ伝 957L

杉澤直治 （すぎさわ なおじ） 福島教区 932L/R

杉谷浅吉 （すぎたに あさきち） 南安藝 811R

杉谷庄市 （すぎたに しょういち） 南安藝 810R、811R

杉本いつ （すぎもと いつ） 八阪 819R、821L

杉本馬太郎 （すぎもと うまたろう） 八阪 820L

杉本喜代松 （すぎもと きよまつ） 八阪 820R、821L

杉本佐右衛門 （すぎもと さえもん） 八阪 819R

杉本佐左衛門 （すぎもと さざえもん） 名張 779L

杉本佐左衛門 （すぎもと さざえもん） 八阪 819R、820L/R、821L

杉本とよ （すぎもと とよ） 八阪 820R

杉本藤三郎 （すぎもと ふじさぶろう） 八阪 820L

（すぎもと もときち） 八阪 820R

杉本元治 （すぎもと もとはる） 八阪 821L

杉山清一 （すぎやま せいいち） 千葉教区 902L

杉山善清 （すぎやま よしきよ） 水篤刈 808L

杉山利三郎 （すぎやま りさぶろう） 高宮 757R

洲崎剛 （すざき つよし） コンゴ教会 845R

鈴木一郎 （すずき いちろう） 斐山 789R

鈴木一郎 （すずき いちろう） 山梨教区 946R、948L

鈴木喜世 （すずき きよ） 加奈陀教会 841R☆

鈴木兼太郎 （すずき けんたろう） 宮崎教区 939L、940L、941L

鈴木重利 （すずき しげとし） あきよ志 688R

鈴木亨 （すずき とおる） 加奈陀教会 841L/R、842L

鈴木享 （すずき とおる） 大分教区 869L

鈴木亨 （すずき とおる） 佐賀教区 892R、893R

鈴木亨 （すずき とおる） 長崎教区 913R、915L

鈴木享 （すずき とおる） 福岡教区 930R

鈴木亨 （すずき とおる） アメリカ伝 957R、958L

鈴木仁郎 （すずき にろう） 駿遠豆 750R、751L

鈴木仁郎 （すずき にろう） 静岡教区 896R、898L

須藤静枝 （すどう しずえ） 錦徳 781R☆

清木すま （せいき すま） アメリカ伝 957L　「清水」は「清木」の誤り

清天君江 （せいてん きみえ） コンゴ教会 845R

関粂治 （せき くめじ） 兵庫教区 923L、924L

関粂治 （せき くめじ） 山口教区 945R

関武雄 （せき たけお） 青森縣 687L/R

32



関武雄 （せき たけお） 青森教区 857R、858R

関谷種三 （せきや たねぞう） 眞昭 747L、748L

早田一郎 （そうだ いちろう） 山城京都 822R

早田光男 （そうだ みつお） 山城京都 822L、823L

宗我元吉 （そが もときち） 徳島教区 906R

祖父江新七 （そぶえ しんしち） 琵琶 794R
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た
大東岩太郎 （だいとう いわたろう） 天津誠華 768L/R

大東つゆ （だいとう つゆ） 天津誠華 768L

高井猶吉 （たかい なおきち） 石川教区 862L

高井直吉 （たかい なおきち） 愛媛教区 867R

高井直吉 （たかい なおきち） 香川教区 876L、877L

高井直吉 （たかい なおきち） 京都教区 883R、884L

高井直吉 （たかい なおきち） 高知教区 890L

高井直吉 （たかい なおきち） 滋賀教区 893R、895R

高井直吉 （たかい なおきち） 徳島教区 906R、907R

高井直吉 （たかい なおきち） 富山教区 913L

高井猶吉 （たかい なおきち） 長野教区 917L

高井直吉 （たかい なおきち） 新潟教区 920R、922L

高井直吉 （たかい なおきち） 福井教区 927R、928R

高井猶吉 （たかい なおきち） 教区略史 849、850、851

高井直吉 （たかい なおきち） 田原 759L、761L

高井猶吉 （たかい なおきち） 天元 765L、766L

高井猶吉 （たかい なおきち） 一筋 792L/R

高井猶吉 （たかい なおきち） 琵琶 795L

高井猶久 （たかい なおひさ） コンゴ教会 842R、844R、845R

高井猶久 （たかい なおひさ） コンゴ出張 963L/R

高井昌子 （たかい まさこ） コンゴ教会 844R、845R

高井昌子 （たかい まさこ） コンゴ出張 963R

高井よしゑ （たかい よしえ） 大和天誠 825R

高井義一 （たかい よしかず） 大和天誠 825R、826R

高井義一 （たかい よしかず） 大阪教区 871R

高井義一 （たかい よしかず） 奈良教区 918R、920L

高井義一 （たかい よしかず） 三重教区 935R、936R

高井義太郎 （たかい よしたろう） 大和天誠 825R、826L/R

高井義次 （たかい よしつぐ） 大和天誠 825R、826L/R

高井義治 （たかい よしはる） 大和天誠 826L/R

高石丑松 （たかいし うしまつ） 細川 800R

高木丑松 （たかぎ うしまつ） 網島 689R

髙倉あやの （たかくら あやの） 山西省 736R

髙倉菊野 （たかくら きくの） 山西省 737R

髙倉庄三郎 （たかくら しょうざぶろう） 山西省 736R、737L/R
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髙倉千代 （たかくら ちよ） 山西省 737L

髙倉庄司 （たかくら まさよし） 山西省 737L/R

高階ゆき （たかしな ゆき） アメリカ伝 957L

田頭多江子 （たがしら たえこ） 天津誠華 769R

高杉まつ （たかすぎ まつ） 栗太 725L/R

高田静可 （たかた しずか） 岡山教区 873L

高田徳治 （たかた とくじ） 岡山教区 872R

高田政次郎 （たかた まさじろう） 岡山教区 872R

高田ミキノ （たかた みきの） 岡山教区 873L

高田栄七 （たかだ えいしち） 尾道 710L

高田栄七 （たかだ えいしち） 南安藝 810R、811R

高田粂次郎 （たかだ くめじろう） 名張 779R

高田弥三郎 （たかだ やさぶろう） 豊繁 774L

高根品子 （たかね しなこ） メキシコ出 983L

高橋あい （たかはし あい） 青野原 685R、686R

高橋梅志 （たかはし うめじ） 宮城教区 939L

高橋茂男 （たかはし しげお） コンゴ出張 963L/R

高橋昌三 （たかはし しょうぞう） 石川教区 862R

高橋庄直 （たかはし しょうちょく） 埼玉教区 892L

高橋武男 （たかはし たけお） コンゴ教会 843L、844R

高橋利行 （たかはし としゆき） コンゴ教会 845L/R

高橋富代 （たかはし とみよ） コンゴ教会 845R

高橋道男 （たかはし みちお） アメリカ伝 957L、958R、960L

高橋道男 （たかはし みちお） ブラジル伝 977R

高橋道男 （たかはし みちお） メキシコ出 983L

高橋美代子 （たかはし みよこ） コンゴ出張 963R

高橋本次郎 （たかはし もとじろう） 長野教区 916R、917R

髙部倉三郎 （たかべ くらさぶろう） 安東 692L、694L

髙部セン （たかべ せん） 安東 692L/R、693L、694L

髙部鶴子 （たかべ つるこ） 安東 693R

髙部直太郎 （たかべ なおたろう） 安東 692L/R、693L/R、694L/R

高部直太郎 （たかべ なおたろう） 大分市 706L

高部直太郎 （たかべ なおたろう） 沖縄教区 875L

高部直太郎 （たかべ なおたろう） 鹿児島教区 877R、879L

高部直太郎 （たかべ なおたろう） 熊本教区 886L

高部直太郎 （たかべ なおたろう） 宮崎教区 939L、940R

髙部正雄 （たかべ まさお） 安東 693R

35



髙部正次 （たかべ まさつぐ） 安東 693R、694R

髙部正成 （たかべ まさなり） 安東 693R

髙部正道 （たかべ まさみち） 安東 693R、694L/R

髙部モゝヱ （たかべ ももえ） 安東 693R、694L/R

高見宇太郎 （たかみ うたろう） 和爾 837R

高見庄蔵 （たかみ しょうぞう） 岡山教区 872R、873L

高矢岩吉 （たかや いわきち） 兵庫教区 922R

高山あい （たかやま あい） 満洲 804L、805L

田川くに子 （たがわ くにこ） 網島 690R

田川虎雄 （たがわ とらお） 熊本市 722L/R

田川虎雄 （たがわ とらお） 沖縄教区 875L

田川虎雄 （たがわ とらお） 鹿児島教区 877R、879L

田川虎雄 （たがわ とらお） 熊本教区 885R、886L

田川虎雄 （たがわ とらお） 兵庫教区 923R、924L

田川虎雄 （たがわ とらお） 宮崎教区 939L、941L

田川寅吉 （たがわ とらきち） 尾道 709L

田川寅吉 （たがわ とらきち） 埼玉教区 892L

（たがわ とらきち） 八阪 820R

多菊正賢 （たぎく まさかた） 上野前橋 731R、732R

多菊正賢 （たぎく まさかた） 群馬教区 887R、888L

多菊正親 （たぎく まさちか） 群馬教区 887R、888R

田口タキ （たぐち たき） 藝備 726R、727L

田口忠教 （たぐち ただのり） 藝備 726L/R、727L

田口正臣 （たぐち まさおみ） 藝備 726R、727L

田口正幸 （たぐち まさゆき） 藝備 727L

田口松平 （たぐち まつへい） 藝備 727L

武内清 （たけうち きよし） 岡山教区 873L

武尾卯三郎 （たけお うさぶろう） 神奈川教区 879R

武田豊次郎 （たけだ とよじろう） 細川 799R

竹田なを （たけだ なお） 山形教区 941R

武田平吉 （たけだ へいきち） 細川 799R、800L、801L/R

武田みさ （たけだ みさ） 細川 799R

竹中德次郎 （たけなか とくじろう） 日向司 793L、794L

竹中徳次郎 （たけなか とくじろう） 宮崎教区 939L、941L

竹西長松 （たけにし ちょうまつ） 田原 761L

竹鼻堅造 （たけはな けんぞう） 大和朝誠 824L、825L

竹鼻コイト （たけはな こいと） 大和朝誠 824L、825L
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竹鼻増次郎 （たけはな ますじろう） 大和朝誠 825L☆

武谷兼信 （たけや かねのぶ） 上野前橋 731L、732R

武谷兼信 （たけや かねのぶ） 下野 742R

武谷兼信 （たけや かねのぶ） 群馬教区 887L、888L

武谷兼信 （たけや かねのぶ） 栃木教区 908L、909R

武谷兼信 （たけや かねのぶ） 長野教区 915R、917L

武谷兼信 （たけや かねのぶ） 新潟教区 920R、922L

田代沢次 （たしろ さわじ） 加奈陀教会 →「沢次」は「沢治」の誤りか

田代沢治 （たしろ さわはる） 加奈陀教会 841R、842L　「沢次」は「沢治」の誤りか

多田隆一 （ただ りゅういち） 石川教区 862R

只野整助 （ただの せいすけ） 生琉里 799L

立木純子 （たちき じゅんこ） コンゴ教会 845L

辰己益子 （たつみ ますこ） 治理 746L/R

田中岩之助 （たなか いわのすけ） 埼玉教区 891L

田中喜一 （たなか きいち） 満洲 804L

田中喜久男 （たなか きくお） 治理 745R、746L/R

田中喜久男 （たなか きくお） 水篤刈 807R

田中喜久男 （たなか きくお） 台湾伝道庁 967L

田中喜久男 （たなか きくお） メキシコ出 983R

田中喜久治 （たなか きくじ） 青森縣 687L/R

田中喜久治 （たなか きくじ） 青森教区 857R、858R

田中吉治郎 （たなか きちじろう） 治理 745R

田中キヨヱ （たなか きよえ） 八阪 820R

田中堅次郎 （たなか けんじろう） 八阪 820L

田中健三 （たなか けんぞう） コンゴ教会 845L

田中健三 （たなか けんぞう） パリ出張所 970L

田中耕治 （たなか こうじ） やまとよふき 831L

田中こまつ （たなか こまつ） 治理 745R

（たなか さだきち） 八阪 820R

田中三郎 （たなか さぶろう） コンゴ教会 845L

田中史朗 （たなか しろう） 青森教区 858R

田中新三郎 （たなか しんさぶろう） 上町 701R

田中助右衛門 （たなか すけえもん） 八阪 819R

田中清太郎 （たなか せいたろう） 一筋 792L/R

田中善一 （たなか ぜんいち） 水篤刈 808L

田中常次郎 （たなか つねじろう） 琵琶 796L

田中信子 （たなか のぶこ） 伊賀生琉里 696R
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田中信行 （たなか のぶゆき） 治理 746L/R

田中のぶ代 （たなか のぶよ） 水篤刈 808L

田中久代 （たなか ひさよ） コンゴ出張 963R、964L

田中まさ （たなか まさ） 一筋 792R

田中政次郎 （たなか まさじろう） 一筋 792R

田中松之助 （たなか まつのすけ） 豊繁 773R

田中松之助 （たなか まつのすけ） 八阪 819R

田中穰 （たなか みのる） 東京教区 905R

田中弥四郎 （たなか やしろう） 香港出張所 981L☆

田中穰 （たなか ゆたか） 東京 771R

田中喜英 （たなか よしえ） 伊賀生琉里 696R

田中善雄 （たなか よしお） 長野教区 916R

田中善雄 （たなか よしお） 水篤刈 807L、808L

田中ヨシ子 （たなか よしこ） 水篤刈 807L/R、808L

田中吉治郎 （たなか よしじろう） 三昧田 738R、739R

田中善永 （たなか よしなが） 水篤刈 807L

田中善永 （たなか よしなが） 大分教区 869L

田中善永 （たなか よしなが） 佐賀教区 892R、893R

田中善永 （たなか よしなが） 長崎教区 913R、915L

田中善永 （たなか よしなが） 奈良教区 918R、920L

田中善永 （たなか よしなが） 福岡教区 930R

田中善教 （たなか よしのり） コンゴ出張 963R、964L

田中善博 （たなか よしひろ） コンゴ出張 964L

田中蘭 （たなか らん） 伊賀生琉里 696R

田邊教一 （たなべ きょういち） 大阪教区 870R、871R

田邊藤之助 （たなべ ふじのすけ） 大阪教区 869R

谷徹也 （たに てつや） コンゴ教会 844L、845L

谷岡元太郎 （たにおか もとたろう） 伊勢 697R、698L

谷岡元太郎 （たにおか もとたろう） 尾張 712L、713L

谷岡元太郎 （たにおか もとたろう） 愛知教区 856R

谷岡元太郎 （たにおか もとたろう） 埼玉教区 892L

谷岡元太郎 （たにおか もとたろう） 三重教区 936R

谷岡元喜 （たにおか もとよし） 尾張 712R、713L

谷岡元喜 （たにおか もとよし） 山梨教区 948R

谷岡元喜 （たにおか もとよし） メキシコ出 983R

谷川米造 （たにかわ よねぞう） 豊路 772L

谷口スヱ （たにぐち すえ） 更立 733L、734L
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谷村まき枝 （たにむら まきえ） 天御津 755R

田畑善次郎 （たばた よしじろう） 大阪教区 869R☆

田畑龍太郎 （たばた りゅうたろう） 眞昭 747L

田渕武彦 （たぶち たけひこ） 行実 728R、729R☆

玉垣辰五郎 （たまがき たつごろう） 名張 779R

玉田クノ （たまだ くの） 南安藝 811R

田村弥三郎 （たむら やさぶろう） 越州 702L、703L

田村彌三郎 （たむら やさぶろう） 新潟教区 920R、922R

田森源十郎 （たもり げんじゅうろう） 高宮 757R

丹野菊治 （たんの きくじ） 岩手教区 865L

丹野菊治 （たんの きくじ） 福島教区 931R

千原輝美 （ちはら てるみ） シンガポー 964R

チャカカ・ニコラ （ちゃかか・にこら） コンゴ教会 844L、845R

茶谷幸一 （ちゃたに こういち） 大阪教区 871R

茶谷佐平 （ちゃたに さへい） 一筋 792L

張彭年 （ちょう ほうねん） 崇文 748R、750L

張麗峯 （ちょう れいほう） 崇文 748R、749R、750L

張渡平 （ちょう わたべい） 伊賀生琉里 696R

千代野栄松 （ちよの えいまつ） 岸部 717L

千代野リカ （ちよの りか） 岸部 717L

陳応林 （ちん おうりん） 香港出張所 981R、982R

陳火旺 （ちん かおう） 台湾伝道庁 967L

陳玉蓮 （ちん ぎょくれん） 香港出張所 981R、982R

陳樹蘭 （ちん じゅらん） 台湾伝道庁 967L

塚原佐代子 （つかはら さよこ） コンゴ教会 844R

塚原トリノ （つかはら とりの） 更立 733L、734L

塚本捨吉 （つかもと すてきち） 高宮 757R、758L/R

塚本惣右衛門 （つかもと そうえもん） 高宮 758L

辻サヲ （つじ さお） 豊繁 774R、775L

辻忠作 （つじ ちゅうさく） 鍜冶惣 713R

辻豊雄 （つじ とよお） シンガポー 964R、965L

辻豊彦 （つじ とよひこ） 大阪 707R、708R

辻豊彦 （つじ とよひこ） 豊繁 774L、775R

辻豊彦 （つじ とよひこ） 大阪教区 871R

辻豊彦 （つじ とよひこ） アメリカ伝 957L、960L

辻井正衛 （つじい まさえ） メキシコ出 983R

辻江倶承 （つじえ ともつぐ） 大和天誠 825R、826L
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辻本定吉 （つじもと さだきち） 治理 745R

筒井源七 （つつい げんしち） 細川 800R

堤重太郎 （つつみ じゅうたろう） 琵琶 795R、797L

堤忠蔵 （つつみ ちゅうぞう） 琵琶 795R

常岡一郎 （つねおか いちろう） 筑前博多 764L/R

常岡一郎 （つねおか いちろう） 愛媛教区 866R

常岡一郎 （つねおか いちろう） 島根教区 899L/R

常岡一郎 （つねおか いちろう） 福岡教区 929R、930R

常岡一郎 （つねおか いちろう） 山梨教区 947R

常岡宏 （つねおか ひろし） 福岡教区 930R

津野兼盛 （つの かねもり） 香港出張所 980R、981L、982L☆

津野津遊 （つの つゆ） 香港出張所 981L、982L☆

津野徳治 （つの とくじ） 高知教区 890L

椿卯太郎 （つばき うたろう） 千葉教区 901L/R、902R

椿卯之助 （つばき うのすけ） 秋田教区 859L

椿かつ （つばき かつ） 全北道 753R

椿昌雄 （つばき まさお） 北蝦夷 718R、719R

椿昌雄 （つばき まさお） 全北道 753L/R

椿昌雄 （つばき まさお） 北海道教区 935L

椿昌克 （つばき まさかつ） 全北道 753R

坪田庄助 （つぼた しょうすけ） 高宮 757R

津村勝三郎 （つむら かつさぶろう） 臺北臺婦 756L

鶴棹隆男 （つるさお たかお） 山口教区 945R

鶴棹尚久 （つるさお なおひさ） 台湾伝道庁 967L

ﾃﾞｨﾝｶﾞ･ﾊﾟｽｶﾙ （でぃんが・ぱすかる） コンゴ教会 845L

出水操 （でみず みさお） 伊賀生琉里 697L

寺岡仁平 （てらおか にへい） 名張 779R

寺島一彦 （てらしま かずひこ） 日和佐 798L/R

寺島治三郎 （てらしま じさぶろう） 日和佐 797R、798L

寺島静雄 （てらしま しずお） 豊路 772R

寺島実意 （てらしま じつい） 豊路 772R

寺島実三郎 （てらしま じつさぶろう） 日和佐 797R、798L/R

寺島実三郎 （てらしま じつさぶろう） 徳島教区 906R

寺島トメ （てらしま とめ） 豊路 772R

寺島実 （てらしま みのる） 行実 728R、729R

寺島実 （てらしま みのる） 日和佐 798L/R

寺島実 （てらしま みのる） 徳島教区 907L、908L
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寺島由吉 （てらしま よしきち） 日和佐 797R

寺島良子 （てらしま よしこ） 台湾伝道庁 967L

寺田卯之助 （てらだ うのすけ） 網島 689L

寺田きり （てらだ きり） 日向司 793L

寺田國太郎 （てらだ くにたろう） 網島 689R、690L、691R

寺田國太郎 （てらだ くにたろう） 日向司 793L

寺田国太郎 （てらだ くにたろう） 愛媛教区 867R

寺田国太郎 （てらだ くにたろう） 香川教区 876L、877L

寺田国太郎 （てらだ くにたろう） 高知教区 890L

寺田国太郎 （てらだ くにたろう） 徳島教区 907L、908L

寺田小近 （てらだ こちか） 網島 690L、691R

寺田城之助 （てらだ じょうのすけ） 網島 689L/R、690L、691L/R

寺田たき （てらだ たき） 網島 689L

寺田留吉 （てらだ とめきち） 網島 690L/R、691R

寺田半右衛門 （てらだ はんえもん） 網島 689L

寺田半之亟 （てらだ はんのじょう） 日向司 793L/R、794L

寺田半之亟 （てらだ はんのじょう） 大分教区 869L

寺田半之亟 （てらだ はんのじょう） 宮崎教区 939L/R、940L、941L

寺田半兵衛 （てらだ はんべえ） 網島 689L/R、690L/R、691L/R

寺田半兵衛 （てらだ はんべえ） 大分市 705R

寺田半兵衛 （てらだ はんべえ） 治文 740L

寺田半兵衛 （てらだ はんべえ） 豊繁 773L

寺田まつ （てらだ まつ） 網島 689L

寺田好和 （てらだ よしかず） シンガポー 965L

寺田好和 （てらだ よしかず） 網島 691L/R

寺田好太郎 （てらだ よしたろう） 網島 690R、691L/R

天満信二 （てんま しんじ） 行実 728R、729R

天満信二 （てんま しんじ） 徳島教区 907L、908L

土居銀熊 （どい ぎんくま） アメリカ伝 957L☆

土肥忠夫 （どい ただお） 香港出張所 981L☆

土居勝治 （どい まさはる） コンゴ教会 845L

東井忠則 （とうい ただのり） 静岡教区 898L

東井三代次 （とうい みよつぐ） ノウスアメ 846R

戸賀崎五郎治 （とがさき ごろうじ） 秋田教区 859L

時安幸八 （ときやす こうはち） 加奈陀教会 841L

時安幸八 （ときやす こうはち） アメリカ伝 957L

徳永重信 （とくなが しげのぶ） 群馬教区 887R、888L
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十倉一雄 （とくら かずお） 兵庫教区 923R、924R

土佐卯之助 （とさ うのすけ） 吉備 720L

土佐卯之助 （とさ うのすけ） 愛知教区 856R

土佐卯之助 （とさ うのすけ） 徳島教区 905R、906L

土佐卯之助 （とさ うのすけ） 北海道教区 933L

土佐忠敏 （とさ ただとし） 満州眞勇  806L

土佐敏一 （とさ としかず） 鶏林 727R

土佐敏一 （とさ としかず） 徳島教区 906R

土佐敏一 （とさ としかず） 韓国伝道庁 960R

土佐敏太郎 （とさ としたろう） 徳島教区 907R、908L

土佐元 （とさ はじめ） 熊本市 722L/R

土佐元 （とさ はじめ） 薩隅 735R

土佐元 （とさ はじめ） 大分教区 869L

土佐元 （とさ はじめ） 鹿児島教区 877R、878L、879L

土佐元 （とさ はじめ） 熊本教区 886L

土佐まさ （とさ まさ） 徳島教区 905R

土佐柳誠 （とさ りゅうせい） 徳島教区 905R

利光せい （としみつ せい） 伊賀生琉里 695R

利光寅三郎 （としみつ とらさぶろう） 伊賀生琉里 695R、697L

利光誠 （としみつ まこと） 伊賀生琉里 695L/R、697L

利光正彦 （としみつ まさひこ） 伊賀生琉里 696L/R、697L

利光幸 （としみつ ゆき） 伊賀生琉里 695R、697L

吐前英太郎 （とまえ えいたろう） 網島 689R

富田捨清 （とみた すてきよ） 福井教区 929L

富田米太郎 （とみた よねたろう） 兵庫教区 922R

富永甚次郎 （とみなが じんじろう） 名張 779R

冨松猶次郎 （とみまつ なおじろう） 奈良教区 918L

冨松幹禎 （とみまつ もとよし） メキシコ出 983R

冨松義晴 （とみまつ よしはる） 奈良教区 918R、920L

冨森孝七 （とみもり こうしち） 和爾 837L/R

冨森竹松 （とみもり たけまつ） 和爾 837L/R

冨森もと子 （とみもり もとこ） 和爾 837L

冨森芳太郎 （とみもり よしたろう） 和爾 837R

富山仙之助 （とみやま せんのすけ） 上町 701R

鳥海浩 （とりうみ ひろし） ハワイ伝道 971R

鳥飼忠夫 （とりかい ただお） 千葉教区 901R、903L　「馬飼」は「鳥飼」の誤り

鳥沢林蔵 （とりざわ りんぞう） アメリカ伝 957R
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な
仲慶 （なか けい） 加奈陀教会 842L

仲重雄 （なか しげお） 加奈陀教会 842L

仲慶太郎 （なか よしたろう） 加奈陀教会 842L☆

中井あや （なかい あや） 細川 801L/R

中井九三 （なかい きゅうぞう） 細川 801L/R

中井金次郎 （なかい きんじろう） 細川 800R

中井九二子 （なかい くにこ） 細川 801L

中井公一 （なかい こういち） 細川 801L/R

中井寅吉 （なかい とらきち） 細川 800L、801L/R

中井みき （なかい みき） 細川 800L

中井利七郎 （なかい りしちろう） 細川 800L

中井良二 （なかい りょうじ） 細川 800R

永井常次郎 （ながい つねじろう） 上町 700L

中上鉄雄 （なかうえ てつお） 岡山教区 873L

中畝明博 （なかうね あきひろ） メキシコ出 983R

中尾浅吉 （なかお あさきち） 天元 765R、767R

中尾浅三郎 （なかお あさざぶろう） 天元 766R、767R

中尾庄治郎 （なかお しょうじろう） 天元 765R、767R

中尾政 （なかお まさ） 天元 766R、767R

中尾光弘 （なかお みつひろ） 天元 766R、767R

中尾由見 （なかお ゆみ） 宮津 814R、815L☆

永尾一夫 （ながお かずお） コロンビア 962R、963L

永尾一夫 （ながお かずお） ハワイ伝道 974R、975R

永尾隆徳 （ながお たかのり） 崇文 749R、750L

永尾隆德 （ながお たかのり） 京都教区 883R、884R

永尾隆徳 （ながお たかのり） 福井教区 928L

永尾隆徳 （ながお たかのり） 山形教区 943L

永尾楢次郎 （ながお ならじろう） 熊本教区 884R

永尾教昭 （ながお のりあき） コンゴ出張 963R、964L

永尾教昭 （ながお のりあき） パリ出張所 969R

永尾広海 （ながお ひろうみ） 新潟教区 921L、922R

永尾正信 （ながお まさのぶ） 愛知教区 856R

永尾正信 （ながお まさのぶ） 愛媛教区 867R

永尾正信 （ながお まさのぶ） 岐阜教区 881R、882R

永尾正信 （ながお まさのぶ） 群馬教区 887L、888L
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永尾正信 （ながお まさのぶ） 高知教区 890L

永尾正信 （ながお まさのぶ） 静岡教区 898L

永尾正信 （ながお まさのぶ） 栃木教区 908L、909R

永尾正信 （ながお まさのぶ） 長野教区 917L

永尾正信 （ながお まさのぶ） 新潟教区 920R、922L

永尾よしゑ （ながお よしえ） 網島 690L

永尾よしゑ （ながお よしえ） 治文 740L

永尾芳太郎 （ながお よしたろう） 一筋 791R

中川キン （なかがわ きん） 名張 779R、781L

中川庫吉 （なかがわ くらきち） 東京 771L/R

中川庫吉 （なかがわ くらきち） 東京教区 905L

中川宗治 （なかがわ そうじ） 大和御幸 829R、830R

中川徳蔵 （なかがわ とくぞう） 名張 778R、779L/R、780L/R、781L

中川徳蔵 （なかがわ とくぞう） 八阪 819R、820L、821L

中川豊治郎 （なかがわ とよじろう） 天元 765R、767R

中川光之助 （なかがわ みつのすけ） 東京 771R

中川光之助 （なかがわ みつのすけ） 東京教区 905L

中川與志 （なかがわ よし） 天元 766R

中沢一郎 （なかざわ いちろう） 茨城教区 863L、864R

中澤隼人 （なかざわ はやと） 神奈川教区 879R、880L、881L

中沢半左衛門 （なかざわ はんざえもん） 小沙渡 744R

中澤松三郎 （なかざわ まつさぶろう） 神奈川教区 879R

中島常治 （なかじま つねはる） 香港出張所 981L

中島友治 （なかじま ともはる） 南安藝 811L

中嶋勇太郎 （なかじま ゆうたろう） 治理 745R

中島吉松 （なかじま よしまつ） 天津誠華 768L

仲田儀三郎 （なかた ぎさぶろう） 眞昭 747L

中田儀三郎 （なかた ぎさぶろう） 鮮京 751R

中田儀三郎 （なかた ぎさぶろう） 琵琶 795L

中田吉蔵 （なかた きちぞう） 鮮京 752R

仲田左衛門 （なかた さえもん） 和爾 837L

中田武造 （なかた たけぞう） 鮮京 751R、752L/R

中田武彦 （なかた たけひこ） 伝道庁略史 955

中田武彦 （なかた たけひこ） 韓国伝道庁 960R、961L

中田武彦 （なかた たけひこ） 鮮京 751R、752L/R

中田たつ子 （なかた たつこ） 眞昭 747R、748L

中田楢雄 （なかた ならお） 眞昭 747L/R、748L
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中田楢吉 （なかた ならきち） 琵琶 795L、797L

仲田楢吉 （なかた ならきち） 眞昭 747L

中田砡 （なかた ひとし） 岩手教区 865L/R、866L

中田みちゑ （なかた みちえ） 鮮京 751R、752L/R

中田由蔵 （なかた よしぞう） 行実 728R、729R

中田由蔵 （なかた よしぞう） 眞昭 747L/R、748L

中田由蔵 （なかた よしぞう） 豊路 772L/R

中田由蔵 （なかた よしぞう） 愛媛教区 867R

中田由蔵 （なかた よしぞう） 大分教区 868L、869L

中田由蔵 （なかた よしぞう） 香川教区 876L、877L

中田由蔵 （なかた よしぞう） 高知教区 890L

中田由蔵 （なかた よしぞう） 徳島教区 907L、908L

長田岩次郎 （ながた いわじろう） 細川 799R

中台赤太郎 （なかだい あかたろう） 江戸 703R、704R

中台赤太郎 （なかだい あかたろう） 小沙渡 745L

中台赤太郎 （なかだい あかたろう） 北海道教区 935L

中谷栄八 （なかたに えいはち） 南安藝 811L

中西金次郎 （なかにし きんじろう） 大分市 705R

中西金次郎 （なかにし きんじろう） 豊繁 773L

中西貞三郎 （なかにし さださぶろう） 名張 779R

中西節子 （なかにし せつこ） 藝備 726R、727L

中西鶴松 （なかにし つるまつ） 琵琶 795R、797L

中西孫三郎 （なかにし まごさぶろう） 大阪教区 869R

中西松次郎 （なかにし まつじろう） 琵琶 795R

中西ミチエ （なかにし みちえ） 琵琶 795R、797L

中西弥三郎 （なかにし やさぶろう） 琵琶 795R

中西弥惣吉 （なかにし やそきち） 琵琶 795R、796L、797L

中野カネ （なかの かね） 南安藝 812L

中野トシ （なかの とし） 更立 →「トシ」は「トモ」の誤り

中野トモ （なかの とも） 更立 733L　「トシ」は「トモ」の誤り

中野トモ （なかの とも） 更立 734L

仲野ミヨ （なかの みよ） 神奈川台 716L/R

仲野洋子 （なかの ようこ） 神奈川台 716R

仲野芳雄 （なかの よしお） 神奈川台 716L/R

仲野芳雄 （なかの よしお） 新潟教区 921L

仲野芳治郎 （なかの よしじろう） 神奈川台 715L、716L/R

仲野芳治郎 （なかの よしじろう） 上野前橋 731R、732R
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仲野芳治郎 （なかの よしじろう） 下野 742R

仲野芳治郎 （なかの よしじろう） 神奈川教区 880R

仲野芳治郎 （なかの よしじろう） 群馬教区 887L、888L

仲野芳治郎 （なかの よしじろう） 栃木教区 908L、909R

中村愛子 （なかむら あいこ） 天津誠華 769R

中村才次郎 （なかむら さいじろう） 薩隅 735R、736L

中村才次郎 （なかむら さいじろう） 鹿児島教区 877R、878L、879L

中村順平 （なかむら じゅんぺい） 香川教区 876L

中村鞆夫 （なかむら ともお） コンゴ教会 843L、844R、845L

中村鞆夫 （なかむら ともお） メキシコ出 983R

中村則之 （なかむら のりゆき） 新潟教区 921L/R、922R

中村彦治郎 （なかむら ひこじろう） 栗太 725L

中村勝 （なかむら まさる） コンゴ教会 845L

中村芳興 （なかむら よしおき） 天津誠華 768L

中森昭 （なかもり あきら） 名張 780R、781L

中森駒藏 （なかもり こまぞう） 山形教区 942L

中森駒蔵 （なかもり こまぞう） 和歌山教区 949L、950R

中森富蔵 （なかもり とみぞう） 青野原 685R、686R

中森初造 （なかもり はつぞう） 名張 780L、781L

中森半三郎 （なかもり はんざぶろう） 青野原 685R

中森半三郎 （なかもり はんざぶろう） 名張 779R

中森芳一 （なかもり よしかず） 伊勢 697R、698L

中森芳一 （なかもり よしかず） 福島教区 931R

中森芳一 （なかもり よしかず） 三重教区 937L

中森芳一 （なかもり よしかず） 山形教区 942L

中森芳藏 （なかもり よしぞう） 山形教区 943L/R

中山伊千代 （なかやま いちよ） 本明實 802R、803R

中山慶太郎 （なかやま けいたろう） 三昧田 738R、739R

中山慶太郎 （なかやま けいたろう） 濃飛 785L

中山慶太郎 （なかやま けいたろう） 本明實 802L/R、803L/R

中山慶太郎 （なかやま けいたろう） 大和朝誠 823R、824L/R

中山慶太郎 （なかやま けいたろう） 沖縄教区 875L

中山慶太郎 （なかやま けいたろう） 鹿児島教区 877R、879L

中山慶太郎 （なかやま けいたろう） 熊本教区 886L

中山慶太郎 （なかやま けいたろう） 長崎教区 913R、915L

中山慶太郎 （なかやま けいたろう） 兵庫教区 923L、924L

中山慶太郎 （なかやま けいたろう） 宮崎教区 939L、940R
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中山こかん （なかやま こかん） 大阪教区 869R

中山こかん （なかやま こかん） 大和眞 827L/R、828R

中山コヨシ （なかやま こよし） 本明實 802L、803R

中山重吉 （なかやま じゅうきち） 一筋 791R、792R

中山重吉 （なかやま じゅうきち） 本明實 802L、803L

中山秀司 （なかやま しゅうじ） 大和眞 827L、828R

中山せつ （なかやま せつ） 兵庫教区 923L

中山善衛 （なかやま ぜんえ） 奈良教区 918R、919L、920L

中山善司 （なかやま ぜんじ） 奈良教区 919L、920L

中山善亮 （なかやま ぜんすけ） 鮮京 752R

中山たまへ （なかやま たまえ） 臺北臺婦 756L、757L

中山たまへ （なかやま たまえ） 本明實 802L

中山為信 （なかやま ためのぶ） 満州眞勇  806L/R

中山為信 （なかやま ためのぶ） 大阪教区 870L、871R

中山為信 （なかやま ためのぶ） 兵庫教区 923L、924L

中山為信 （なかやま ためのぶ） アメリカ伝 957L

中山為信 （なかやま ためのぶ） ブラジル伝 977L

中山ちよゑ （なかやま ちよえ） 大和御幸 830L/R

中山はる （なかやま はる） 鍜冶惣 713R、714R

中山マサ （なかやま まさ） 本明實 802L、803R

中山正信 （なかやま まさのぶ） 大和御幸 830L/R

中山正信 （なかやま まさのぶ） 奈良教区 919L、920L

中山美代子 （なかやま みよこ） あきよ志 688L

中山もと （なかやま もと） 臺北臺婦 756L、757L

中山もと （なかやま もと） 本明實 802L、803R

中山慶一 （なかやま よしかず） 尾張 712L

中山慶一 （なかやま よしかず） 濃飛 784R、787L

中山慶一 （なかやま よしかず） 本明實 802R、803L/R

中山慶一 （なかやま よしかず） 愛知教区 856R

中山慶一 （なかやま よしかず） 岐阜教区 881R、882R

中山慶一 （なかやま よしかず） 山形教区 942R

中山慶一 （なかやま よしかず） シンガポー 964L/R

中山慶一 （なかやま よしかず） ハワイ伝道 973L

中山慶三 （なかやま よしぞう） あきよ志 688L/R

中山慶治 （なかやま よしはる） 本明實 803L/R

長山ツギ （ながやま つぎ） 天元 766L、767R

那須勝蔵 （なす しょうぞう） 岡山教区 873L
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那花芳松 （なばな よしまつ） 豊繁 774R

鍋山栄 （なべやま さかえ） 筑前博多 764L/R

鍋山栄 （なべやま さかえ） 福岡教区 930R

鍋山善徳 （なべやま よしのり） 福岡教区 930R

浪江松治 （なみえ まつじ） 宮津 812R☆

成田喜九郎 （なりた きくろう） 青森縣 687R☆

成田教興 （なりた のりおき） 愛知教区 856R

成田政子 （なりた まさこ） 眞昭 747L

成富マス （なるとみ ます） 網島 690R

新岡庄平 （にいおか しょうへい） 玉江 762L

ﾆｶﾞｻｷ･ﾊﾟｽｶﾙ （にがさき・ぱすかる） コンゴ教会 →「ニガサキ」は「ンガサキ」の誤り

濁沢つね （にごりざわ つね） アメリカ伝 957L☆

西義一 （にし ぎいち） コンゴ教会 843L、844R

西きよゑ （にし きよえ） 愛知教区 856R

西清子 （にし きよこ） コンゴ教会 845R

西初造 （にし はつぞう） 愛知教区 856R

西初之 （にし はつゆき） 台湾伝道庁 967L

西浦三治郎 （にしうら さんじろう） 和歌山教区 949L、950R

西浦弥平 （にしうら やへい） 浪華 776L

西垣春一 （にしがき はるいち） 北海道教区 935L

西方長吉 （にしかた ちょうきち） 天津誠華 768L

西川宇平 （にしかわ うへい） 日和佐 797R

西川亀太郎 （にしかわ かめたろう） 名張 779R

西川七郎 （にしかわ しちろう） 上町 701L/R

西川実三郎 （にしかわ じつさぶろう） 日和佐 797R

西川忠明 （にしかわ ただあき） 山城京都 822L/R

西川ミツ （にしかわ みつ） 日和佐 797R

西川友吉 （にしかわ ゆうきち） 大和御幸 829L、830L

西久保亀太郎 （にしくぼ かめたろう） 名張 779R

西澤和美 （にしざわ かずみ） 長野教区 917L/R

西沢理夫 （にしざわ みちお） コンゴ教会 845L

西田くわ （にしだ くわ） 名張 779L

西田小ふじ （にしだ こふじ） 名張 779L

西田なを （にしだ なお） 名張 779L

西田治子 （にしだ はるこ） 大阪 708L

西原岩太郎 （にしはら いわたろう） 尾道 710L

西村勝造 （にしむら かつぞう） 濃飛 784R、787L
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西村勝造 （にしむら かつぞう） 一筋 792R

西村勝造 （にしむら かつぞう） 岐阜教区 881R、882R

西村勝嘉 （にしむら かつよし） パリ出張所 969L/R、970L

西村喜右衛門 （にしむら きえもん） 一筋 791R、792L/R

西村喜右衛門 （にしむら きえもん） 琵琶 795L

西村喜之助 （にしむら きのすけ） 一筋 791R、792L/R

西村喜之助 （にしむら きのすけ） 琵琶 795L/R、797L

西村喜世和 （にしむら きよかず） 一筋 792R

西村清美 （にしむら きよみ） 鳥取教区 909R

西村源左衛門 （にしむら げんざえもん） 一筋 791R

西村孫栄 （にしむら そんえい） 沖縄教区 874R

西村ツル （にしむら つる） 一筋 792R

西村マキ （にしむら まき） 更立 733L

西村みよ （にしむら みよ） 一筋 792R

西村弥一郎 （にしむら やいちろう） 田原 759R

西脇嘉平 （にしわき かへい） 鐸姫 782R

西脇滝蔵 （にしわき たきぞう） 鐸姫 782R、783L、784L

新田石蔵 （にった いしぞう） 伊賀生琉里 696R

新田石太郎 （にった いしたろう） 伊賀生琉里 695R、696R、697L

新田イネ （にった いね） 伊賀生琉里 696R

新田幸三 （にった こうぞう） 伊賀生琉里 696R

新田正吉 （にった しょうきち） 伊賀生琉里 696R

新田昌子 （にった まさこ） 伊賀生琉里 696R

二宮勝己 （にのみや かつみ） 山口教区 944L

抽冬増太郎 （ぬくとう ますたろう） 大阪 707R、708R

抽冬増太郎 （ぬくとう ますたろう） 大阪教区 871R

野口兵一 （のぐち へいいち） 濃飛 784R

野崎金之助 （のざき きんのすけ） 満洲 804L、805L

野嶋次郎吉 （のじま じろきち） 名張 779R

野嶋藤三郎 （のじま とうざぶろう） 名張 780L/R、781L

ﾉｿﾝｶﾞ･ｱﾙﾌｫﾝｽ （のそんが・あるふぉんす） コンゴ教会 842R、843L、844L/R、845R

ﾉｿﾝｶﾞ･ｱﾙﾌｫﾝｽ （のそんが・あるふぉんす） コンゴ出張 963L

野田寛隆 （のだ ひろたか） シンガポー 964R

野町玉之助 （のまち たまのすけ） アメリカ伝 957L

野村京太 （のむら きょうた） 徳島教区 906L

野村辰治郎 （のむら たつじろう） 徳島教区 906L

野村ます （のむら ます） 徳島教区 906L
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野元誠三 （のもと せいぞう） 鹿児島教区 877R、879L

野本とくお （のもと とくお） 江戸 705L
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は
博多藤次郎 （はかた とうじろう） 徳島教区 906L

萩原豊治 （はぎわら とよはる） 山梨教区 946R、948L

萩原方円 （はぎわら ほうえん） 石川教区 862R

萩原方円 （はぎわら ほうえん） 富山教区 913L

萩原方円 （はぎわら ほうえん） 福井教区 928R

莫震盈 （ばく しんおう） 崇文 748R、750L

橋詰国友 （はしづめ くにとも） 佐賀教区 892R、893R

橋詰満恵 （はしづめ みつえ） アメリカ伝 957L　「光恵」は「満恵」の誤り

橋本かな （はしもと かな） 臺北臺婦 756L、757L

橋本甚太郎 （はしもと じんたろう） 長崎教区 913R、915L

橋本武 （はしもと たけし） 斐山 789R

橋本武 （はしもと たけし） 山梨教区 946R、948L

橋本武 （はしもと たけし） 台湾伝道庁 966L、967R

橋本武 （はしもと たけし） 香港出張所 981L、982R

橋本武治 （はしもと たけはる） 斐山 789R

橋本武治 （はしもと たけはる）  山梨教区 946R、948L

橋本利三 （はしもと としぞう） 長崎教区 913R、915L

橋本正治 （はしもと まさはる） 生琉里 799L

橋本正治 （はしもと まさはる） アメリカ伝 958L、960L

長谷川理一 （はせがわ りいち） 江戸 703R、704R

長谷川理一 （はせがわ りいち） 大阪教区 869R☆

畠山恒三 （はたけやま こうぞう） 富山教区 913L

畠山信次 （はたけやま しんじ） 富山教区 913L

畑瀬靖子 （はたせ やすこ） コンゴ教会 845L

波多野ツル （はたの つる） 一筋 792R

畑林清次 （はたばやし きよつぐ） 和歌山県 836R

畑林清次 （はたばやし きよつぐ） コロンビア 962R、963L

畑林清次 （はたばやし きよつぐ） 台湾伝道庁 966R

畑林清次 （はたばやし きよつぐ） パリ出張所 969R

畑林為七 （はたばやし ためしち） 愛媛教区 867R

畑林為七 （はたばやし ためしち） 高知教区 890L

畑林為善 （はたばやし ためよし） 三重教区 936R

畑林為喜 （はたばやし ためよし） 台湾伝道庁 966L、967R

端山岩吉 （はたやま いわきち） 尾道 709L

服部イトヨ （はっとり いとよ） 治理 745R
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服部寛爾 （はっとり かんじ） 眞昭 747L、748L

服部惣吉 （はっとり そうきち） 大和朝誠 823R☆

服部民治 （はっとり たみじ） 鐸姫 782R、784L

服部貞一 （はっとり ていいち） 岡山教区 873L

服部理平 （はっとり りへい） 大阪 708L

葉名敦子 （はな あつこ） コンゴ教会 845L

馬場源政 （ばば げんせい） 豊繁 774R

濱田定次郎 （はまだ さだじろう） 名張 779R

浜田まさよ （はまだ まさよ） コンゴ出張 964L

浜田道久 （はまだ みちひさ） 高知教区 890L

浜田道仁 （はまだ みちひと） コンゴ教会 844L、845R

浜田道仁 （はまだ みちひと） コンゴ出張 963L/R、964L

林栄左衛門 （はやし えいざえもん） 吉備 720L、721L

林英治 （はやし えいじ） 岡山教区 872R、873L

林きやう （はやし きょう） 天元 767R

林早苗 （はやし さなえ） 岡山教区 873L

林甚太郎 （はやし じんたろう） 沖縄教区 875L

林甚太郎 （はやし じんたろう） 鹿児島教区 877R、879L

林甚太郎 （はやし じんたろう） 熊本教区 886L

林甚太郎 （はやし じんたろう） 宮崎教区 939L、940R

林大吉 （はやし だいきち） 網島 689R、690L、691R

林トミ （はやし とみ） 臺北臺婦 756L、757L

林寅藏 （はやし とらぞう） 吉備 720L

林信雄 （はやし のぶお） 濃飛 784R、787L

林信雄 （はやし のぶお） 岐阜教区 883L

林昇 （はやし のぼる） 岐阜教区 882L

林みつよ （はやし みつよ） 筑前博多 764R

林芳昭 （はやし よしあき） 筑前博多 764L/R

早瀬米治 （はやせ よねじ） 豊繁 774R

早田規矩三郎 （はやた きくさぶろう） 和歌山教区 949L

速水巖 （はやみず いわお） 栃木教区 908R、909R

速水宗六 （はやみず そうろく） 下野 742R、743L

速水宗六 （はやみず そうろく） 栃木教区 908L、909R

速水宗久 （はやみず むねひさ） タイ連絡所 965R

速水宗久 （はやみず むねひさ） 台湾伝道庁 967L

原寅蔵 （はら とらぞう） 秋田教区 859L

原沢進 （はらさわ すすむ） 小沙渡 744R、745L
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原田悦次 （はらだ えつじ） 美昭 790L、791L

原田さく （はらだ さく） 美昭 790L

原田鶴松 （はらだ つるまつ） 美昭 790L

孕石順作 （はらみし じゅんさく） 香港出張所 980R、981L☆

春野おたみ （はるの おたみ） 道昭 809L

春野和子 （はるの かずこ） 大和御幸 829R、830R

春野喜市 （はるの きいち） 鶏林 727R

春野喜市 （はるの きいち） 大和御幸 829R

春野喜市 （はるの きいち） 愛知教区 856R

春野喜市 （はるの きいち） 石川教区 862R

春野喜市 （はるの きいち） 茨城教区 863L、864L

春野喜市 （はるの きいち） 岐阜教区 881R、882R

春野喜市 （はるの きいち） 京都教区 883R、884L

春野喜市 （はるの きいち） 群馬教区 887L、888L

春野喜市 （はるの きいち） 埼玉教区 892L

春野喜市 （はるの きいち） 滋賀教区 893R、895R

春野喜市 （はるの きいち） 静岡教区 898L

春野喜市 （はるの きいち） 東京教区 905L

春野喜市 （はるの きいち） 栃木教区 908L、909L

春野喜市 （はるの きいち） 富山教区 913L

春野喜市 （はるの きいち） 長野教区 917L

春野喜市 （はるの きいち） 奈良教区 918L

春野喜市 （はるの きいち） 新潟教区 920R、922L

春野喜市 （はるの きいち） 福井教区 928R

春野喜市 （はるの きいち） 山梨教区 948L

春野喜市 （はるの きいち） 韓国伝道庁 960R

春野喜代彦 （はるの きよひこ） 大和御幸 829L、830L/R

春野貞雄 （はるの さだお） 岸部 717R、718L

春野誠之 （はるの せいし） 熊本市 722R

春野タカ （はるの たか） 大和御幸 829L

春野貞造 （はるの ていぞう） 岸部 717L/R、718L

春野貞造 （はるの ていぞう） 熊本市 722R

春野貞造 （はるの ていぞう） 尚久 744L

春野貞造 （はるの ていぞう） 大和御幸 829L

春野貞造 （はるの ていぞう） 青森教区 857R、858R

春野貞造 （はるの ていぞう） 岩手教区 865L/R

春野貞造 （はるの ていぞう） 福島教区 931R、932R
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春野貞造 （はるの ていぞう） 宮城教区 938R

春野貞蔵 （はるの ていぞう） 山形教区 943R

春野宗則 （はるの むねのり） 大和御幸 830L/R

春野よしゑ （はるの よしえ） 大和御幸 829L/R、830R

春野喜春 （はるの よしはる） 韓国伝道庁 961L/R

春野喜道 （はるの よしみち） 大和御幸 829L、830L

ﾊﾞﾝｻﾞｶｻ･ｱﾙﾌｫﾝｽ （ばんざかさ・あるふぉんす）コンゴ教会 843L、845L

半田良雄 （はんだ よしお） 行実 729R☆

パンデ （ぱんで） ネパール連 968R

半野米吉 （はんの よねきち） 名張 779L

東尾小四郎 （ひがしお こしろう） 田原 759R

東田国雄 （ひがしだ くにお） ノウスアメ 846R

東田ナカ （ひがしだ なか） ノウスアメ 846L/R

東田春雄 （ひがしだ はるお） ノウスアメ 846L/R

東田春雄 （ひがしだ はるお） アメリカ伝 957L/R

東田フジ （ひがしだ ふじ） ノウスアメ 846L

東田又治郎 （ひがしだ またじろう） ノウスアメ 846L/R☆

引原利和 （ひきはら としかず） 行実 729L/R

引原利和 （ひきはら としかず） 徳島教区 907R

引原利喜 （ひきはら としき） 三昧田 738R、739R

引原利喜蔵 （ひきはら りきぞう） 行実 728R☆

引原利喜太郎 （ひきはら りきたろう） 行実 728R、729R

樋口幾太郎 （ひぐち いくたろう） 名張 780L、781L

樋口幾太郎 （ひぐち いくたろう） 宮津 812R、813R、814R

樋口覚治 （ひぐち かくじ） 宮津 812R

樋口二郎 （ひぐち じろう） 宮津 814L、815L

樋口信一 （ひぐち しんいち） 宮津 813R、815L

樋口やう子 （ひぐち ようこ） 宮津 814R、815L☆

土方辰之助 （ひじかた たつのすけ） 神奈川教区 881L/R

菱川善次 （ひしかわ ぜんじ） 秋田教区 859L

菱川知之助 （ひしかわ とものすけ） 秋田教区 860L/R

人見善次郎 （ひとみ ぜんじろう） 大阪教区 869R☆

平川玉代 （ひらかわ たまよ） 南安藝 811R

平沢サダ （ひらさわ さだ） 錦徳 782L☆

平澤直人 （ひらさわ なおと） 福島教区 932L/R

平沢広吉 （ひらさわ ひろきち） 錦徳 782L☆

平澤福太郎 （ひらさわ ふくたろう） 福島教区 932L/R
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平田義平 （ひらた ぎへい） 鍜冶惣 714L/R

平田定郎 （ひらた さだお） 鍜冶惣 714R

平田なみ （ひらた なみ） 鍜冶惣 714R

平田信次 （ひらた のぶじ） 豊繁 774L

平田隆吉 （ひらた りゅうきち） 豊繁 774L

平高福松 （ひらたか ふくまつ） 尾道 710L

平野しづ （ひらの しづ） 台湾伝道庁 966R

平野辰次郎 （ひらの たつじろう） 日和佐 797R、798L/R

平野辰次郎 （ひらの たつじろう） 徳島教区 906R

平野知一 （ひらの ともかず） 沖縄教区 874L

平野楢蔵 （ひらの ならぞう） 高宮 757R

平野楢蔵 （ひらの ならぞう） 和爾 837L

平野楢蔵 （ひらの ならぞう） 秋田教区 859L

平野義一 （ひらの よしかず） 天津誠華 769R、770L

平野義太郎 （ひらの よしたろう） 山城京都 823L

平野義太郎 （ひらの よしたろう） 石川教区 862R

平野義太郎 （ひらの よしたろう） 京都教区 883R、884L

平野義太郎 （ひらの よしたろう） 滋賀教区 894L、895R

平野義太郎 （ひらの よしたろう） 富山教区 913L

平野義太郎 （ひらの よしたろう） 福井教区 928R

平野義太郎 （ひらの よしたろう） 北海道教区 935L

平野好松 （ひらの よしまつ） 崇文 748R、749R

平野好松 （ひらの よしまつ） 天津誠華 768L/R、770R

平山治助 （ひらやま じすけ） 岸部 717L、718L

平山リカ （ひらやま りか） 岸部 717L、718L

廣敦子 （ひろ あつこ） 神奈川台 716R

廣達彌 （ひろ たつや） 神奈川台 716R

廣春子 （ひろ はるこ） 神奈川台 715R、716R

廣池千九郎 （ひろいけ ちくろう） 群馬教区 886R

廣岡四郎右兵衛門 （ひろおか しろえもん） 青野原 685L

廣岡藤吉 （ひろおか とうきち） 青野原 685L/R、686L/R

広岡藤吉 （ひろおか とうきち） 細川 799R

廣岡富蔵 （ひろおか とみぞう） 青野原 685R、686R

廣岡富太郎 （ひろおか とみたろう） 青野原 685R、686R

廣岡みよ （ひろおか みよ） 青野原 685R、686R

広岡嘉蔵 （ひろおか よしぞう） 名張 779R

広田シナ （ひろた しな） 香川教区 875R
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広田留吉 （ひろた とめきち） 秋田教区 858R

弘長義誠 （ひろなが よしのぶ） 山口教区 944L、945R

弘長米次 （ひろなが よねじ） 山口教区 944L、945R

弘長玲子 （ひろなが れいこ） 山口教区 945L

広光作吾 （ひろみつ さくご） アメリカ伝 957L☆

広本マツ子 （ひろもと まつこ） 大分市 706R

深津定吉 （ふかつ さだきち） 満洲 804L/R、805L

深谷一子 （ふかや かずこ） 崇文 748R、750L

深谷かの （ふかや かの） やまとよふき 831L、832L

深谷忠 （ふかや ただし） 岡山教区 872R、873L

深谷忠政 （ふかや ただまさ） 水篤刈 807R

深谷忠政 （ふかや ただまさ） やまとよふき 831L、832L

深谷忠政 （ふかや ただまさ） コンゴ教会 845R

深谷忠政 （ふかや ただまさ） 山梨教区 948L

深谷忠政 （ふかや ただまさ） アメリカ伝 958R、960L

深谷忠政 （ふかや ただまさ） メキシコ出 983L

深谷忠一 （ふかや ちゅういち） やまとよふき 831R、832L

深谷照代 （ふかや てるよ） やまとよふき 831L

深谷徳郎 （ふかや とくろう） 崇文 748R

深谷徳郎 （ふかや とくろう） 生琉里 799L

深谷徳郎 （ふかや とくろう） 満州眞勇  805R

深谷徳郎 （ふかや とくろう） 島根教区 898R

深谷善和 （ふかや よしかず） 教区略史 854

深谷善和 （ふかや よしかず） コンゴ教会 842R、844R

深谷善和 （ふかや よしかず） 沖縄教区 874L

深谷善和 （ふかや よしかず） 京都教区 883R、884L

福井音五郎 （ふくい おとごろう） 秋田教区 859L

福井音五郎 （ふくい おとごろう） 山形教区 941R

福井節子 （ふくい せつこ） 濃飛 785R

福井竹松 （ふくい たけまつ） 和爾 837L 

福井長治郎 （ふくい ちょうじろう） 和爾 837L

福井虎雄 （ふくい とらお） 濃飛 785R

福井兵助 （ふくい へいすけ） 名張 779R

福岡藤市郎 （ふくおか とういちろう） 三昧田 738R、739R

福士みひ （ふくし みひ） 伊賀生琉里 696L、697L

福神美知子 （ふくじん みちこ） 天津誠華 770L

福田純三 （ふくだ じゅんぞう） 鳥取教区 909R、910L
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福地磯之丞 （ふくち いそのじょう） 名張 779R

福地隆三郎 （ふくち りゅうざぶろう） 淀 834L

福原和太郎 （ふくはら かずたろう） 福岡教区 930R

福原一正 （ふくはら かずまさ） 愛媛教区 867R

福原一正 （ふくはら かずまさ） 香川教区 876L、877L

福原一正 （ふくはら かずまさ） 京都教区 883R、884L

福原一正 （ふくはら かずまさ） 高知教区 890L

福原一正 （ふくはら かずまさ） 徳島教区 907L、908L

福原登喜 （ふくはら とき） シンガポー 964R

福原登喜 （ふくはら とき） ネパール連 968R

福原登喜 （ふくはら とき） 香港出張所 981L/R、982L/R、983L

福原秀代 （ふくはら ひでよ） 香港出張所 981L

福本智 （ふくもと さとし） 千葉教区 901R、903L

福本助太郎 （ふくもと すけたろう） 宮津 812R、813L☆

福本寿 （ふくもと ひさし） 千葉教区 902L

福森菊助 （ふくもり きくすけ） 名張 779R

福湯ツル （ふくゆ つる） 安東 692R

袋谷米造 （ふくろたに よねぞう） 山口教区 945R

藤井靖弘 （ふじい やすひろ） ハワイ伝道 971R☆

藤江半之亟 （ふじえ はんのじょう） 秋田教区 859L

藤岡専次郎 （ふじおか せんじろう） 藝備 726L

藤川仁助 （ふじかわ じんすけ） 更立 733L

藤崎幸一 （ふじさき こういち） 豊路 772R

藤崎シゲノ （ふじさき しげの） 天津誠華 769L/R

藤崎八重 （ふじさき やえ） 豊路 772R

藤崎陸三郎 （ふじさき りくさぶろう） 天津誠華 768L、769L

藤沢真之助 （ふじさわ しんのすけ） 香港出張所 981R

藤城清治 （ふじしろ せいじ） 神奈川教区 880R☆

藤田悦次 （ふじた えつじ） 美昭 790L、791L

藤田かね子 （ふじた かねこ） 美昭 790L

藤田清忠 （ふじた きよただ） 美昭 790L/R、791L

藤田志賀蔵 （ふじた しかぞう） 山形教区 941R

藤田善一 （ふじた ぜんいち） 美昭 790R、791L

藤田善三郎 （ふじた ぜんざぶろう） 美昭 790L/R、791L

藤田長次郎 （ふじた ちょうじろう） 秋田教区 859L

藤田道子 （ふじた みちこ） 美昭 790L、791L

藤田幸枝 （ふじた ゆきえ） コンゴ教会 845R
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藤田義夫 （ふじた よしお） 岡山教区 873L

藤繩順平 （ふじなわ じゅんぺい） 天元 767R

藤橋一春 （ふじはし かずはる） 天津誠華 768R

藤橋一春 （ふじはし かずはる） 満州眞勇  805R、806R

藤橋一春 （ふじはし かずはる） 岡山教区 872R、873R

藤橋一春 （ふじはし かずはる） 島根教区 898R、900R

藤橋一春 （ふじはし かずはる） 鳥取教区 909R

藤橋一春 （ふじはし かずはる） 広島教区 924R、926R

藤橋一春 （ふじはし かずはる） 山口教区 945R

藤橋光春 （ふじはし みつはる） 滋賀教区 894L、896L

藤村交治郎 （ふじむら こうじろう） 大阪教区 869R☆

藤村俊祐 （ふじむら しゅんすけ） 美昭 790L/R、791L

藤本文吉 （ふじもと ぶんきち） 佐賀関 734R

藤原浅造 （ふじわら あさぞう） 細川 800L

藤原はるゑ （ふじわら はるえ） 田原 760R

藤原政市 （ふじわら まさいち） 細川 800R

藤原萬吉 （ふじわら まんきち） 細川 799R

藤原道夫 （ふじわら みちお） 兵庫教区 923R、924R

藤原ヨネ （ふじわら よね） 南安藝 811L

二日市輝和 （ふつかいち てるかず） メキシコ出 983R

船曳豊 （ふなびき ゆたか） コンゴ教会 844R、845L

布野光蔵 （ふの みつぞう） アメリカ伝 957R

古谷マツ （ふるや まつ） 台湾伝道庁 966L

ﾍﾞﾝﾊﾞ･ｼﾞｮｱｼｬﾝ （べんば・じょあしゃん） コンゴ教会 845L

ボード･ラナ （ぼーど・らな） ネパール連 968L

細井庫太郎 （ほそい くらたろう） 濃飛 785L

細川駒吉 （ほそかわ こまきち） 一筋 791R

細川祖良 （ほそかわ そら） 細川 800L☆

堀井光之 （ほりい みつゆき） 大和朝誠 823R☆

堀内たみよ （ほりうち たみよ） コンゴ出張 963R

堀内智彦 （ほりうち ともひこ） コンゴ出張 963R

堀内楢雄 （ほりうち ならお） 上町 700R、701L/R

堀内楢松 （ほりうち ならまつ） 上町 700R、701R

堀内信彦 （ほりうち のぶひこ） コンゴ出張 963R

堀内冨美子 （ほりうち ふみこ） 上町 701L/R

堀内マキ （ほりうち まき） コンゴ出張 963R、964L

堀内ます （ほりうち ます） 上町 700R、701L/R
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堀内雄吉 （ほりうち ゆうきち） 上町 700R、701L/R

堀内らい （ほりうち らい） 上町 700L/R

堀内和蔵 （ほりうち わぞう） コンゴ出張 963L/R、964L

堀越儀郎 （ほりこし ぎろう） 大分教区 869L

堀越儀郎 （ほりこし ぎろう） 佐賀教区 892R、893R

堀越儀郎 （ほりこし ぎろう） 長崎教区 913R、915L

堀越儀郎 （ほりこし ぎろう） 福岡教区 930R

堀淵辰一 （ほりぶち しんいち） 岡山教区 873L

本田兼記 （ほんだ かねき） ノウスアメ 846L/R

本田義男 （ほんだ よしお） コンゴ教会 845L
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ま
前川おせい （まえがわ おせい） 三昧田 738R、739R

前川千松 （まえがわ せんまつ） 水篤刈 807L

前川知也 （まえがわ ともや） 上野前橋 731R、732R

前川半七 （まえがわ はんしち） 青野原 686L

前川正通 （まえがわ まさみち） 三昧田 738R、739R

前川正通 （まえがわ まさみち） 天津誠華 770L

前川万太郎 （まえがわ まんたろう） 宮津 812R

前川勇次郎 （まえがわ ゆうじろう） 三昧田 738R、739R

前川喜三 （まえがわ よしみ） 新潟教区 921L

前川柳 （まえがわ りゅう） 三昧田 738R、739R

前田俊治 （まえだ としはる） 伊賀生琉里 695R

前田平吉 （まえだ へいきち） 名張 779L

牧石藤太郎 （まきいし ふじたろう） 大和朝誠 823R☆

眞下辻 （ました つじ） 栗太 725R

桝井伊三郎 （ますい いさぶろう） 愛媛教区 867R

桝井伊三郎 （ますい いさぶろう） 岡山教区 872L、873R

桝井伊三郎 （ますい いさぶろう） 香川教区 876L、877L

桝井伊三郎 （ますい いさぶろう） 高知教区 890L

桝井伊三郎 （ますい いさぶろう） 島根教区 898R、900R

桝井伊三郎 （ますい いさぶろう） 徳島教区 906R、907R

桝井伊三郎 （ますい いさぶろう） 鳥取教区 909R

桝井伊三郎 （ますい いさぶろう） 広島教区 924R、926R

桝井伊三郎 （ますい いさぶろう） 山口教区 945L

桝井伊三郎 （ますい いさぶろう） 教区略史 849、850

桝井伊三郎 （ますい いさぶろう） 網島 689L

増井丑松 （ますい うしまつ） 熊本教区 884R

桝井幸吉 （ますい こうきち） 筑前博多 764L/R

桝井孝四郎 （ますい こうしろう） 満州眞勇  806L

桝井孝四郎 （ますい こうしろう） 群馬教区 887L、888L

桝井孝四郎 （ますい こうしろう） 栃木教区 908L、909R

桝井孝四郎 （ますい こうしろう） 長野教区 917L

桝井孝四郎 （ますい こうしろう） 新潟教区 920R、922L

桝井孝四郎 （ますい こうしろう） 兵庫教区 924L

桝井政次郎 （ますい せいじろう） 青森教区 857L、858L

桝井政治郎 （ますい せいじろう） 岩手教区 865L/R
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桝井政治郎 （ますい せいじろう） 福島教区 931L、932L

桝井政治郎 （ますい せいじろう） 山形教区 943R

桝井安松 （ますい やすまつ） 佐賀関 734R、735L

桝井安松 （ますい やすまつ） 田原 760L

桝井安松 （ますい やすまつ） 愛媛教区 867R

桝井安松 （ますい やすまつ） 香川教区 876L、877L

桝井安松 （ますい やすまつ） 熊本教区 884R、886L

桝井安松 （ますい やすまつ） 高知教区 890L

桝井安松 （ますい やすまつ） 徳島教区 906R、907R

桝井安松 （ますい やすまつ） 長崎教区 914R

桝井安松 （ますい やすまつ） 宮崎教区 939L、940R

増田清 （ますだ きよし） 沖縄教区 874L/R

増田甚七 （ますだ じんしち） 南安藝 811L

増田甚七 （ますだ じんしち） 奈良教区 918L

増田甚七 （ますだ じんしち） 和歌山教区 949L、950R

増田孝則 （ますだ たかのり） 濃飛 784R、787L

増田孝則 （ますだ たかのり） 愛知教区 856R

増田孝則 （ますだ たかのり） 岐阜教区 881R、882R

増田孝則 （ますだ たかのり） 静岡教区 896R、898L

増田孝則 （ますだ たかのり） 新潟教区 921L

増田増次郎 （ますだ ますじろう） 治理 745R

増田万次郎 （ますだ まんじろう） 山形教区 941R

増田ミツヱ （ますだ みつえ） 治理 745R

増野いと （ますの いと） 道昭 808R、809R

増野おたみ （ますの おたみ） 伊賀生琉里 696L

増野おたみ （ますの おたみ） 道昭 809L、810L

増野正兵衛 （ますの しょうべえ） 大阪教区 871R

増野正兵衛 （ますの しょうべえ） 京都教区 883L/R、884L

増野正兵衛 （ますの しょうべえ） 奈良教区 918L、919R

増野正兵衛 （ますの しょうべえ） 兵庫教区 922R、924L

増野正兵衛 （ますの しょうべえ） 和歌山教区 948R、950R

増野正兵衛 （ますの しょうべえ） 教区略史 849、850、851

増野正兵衛 （ますの しょうべえ） 網島 690L

増野正兵衛 （ますの しょうべえ） 豊繁 773R

増野正兵衛 （ますの しょうべえ） 道昭 808R、809R、810L

増野正兵衛 （ますの しょうべえ） 和歌山県 835R、836L

増野つるゑ （ますの つるえ） 道昭 809L/R、810L
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増野正弘 （ますの まさひろ） 道昭 809R、810L

増野道雄 （ますの みちお） 道昭 809L、810L

増野道興 （ますの みちおき） 江戸 703R、704R

増野道興 （ますの みちおき） 豊繁 773R、774L、775R

増野道興 （ますの みちおき） 道昭 808R、809L、810L

増野道興 （ますの みちおき） 茨城教区 863L、864L

増野道興 （ますの みちおき） 大阪教区 869R

増野道興 （ますの みちおき） 岡山教区 872R、873R

増野道興 （ますの みちおき） 埼玉教区 892L

増野道興 （ますの みちおき） 島根教区 898R、900R

増野道興 （ますの みちおき） 東京教区 905L

増野道興 （ますの みちおき） 鳥取教区 909R

増野道興 （ますの みちおき） 奈良教区 918R、920L

増野道興 （ますの みちおき） 広島教区 924R、926R

増野道興 （ますの みちおき） 山口教区 945R

町田栄 （まちだ さかえ） コロンビア 962L/R

松井浩三 （まつい こうぞう） コンゴ教会 845L

松井忠義 （まつい ただよし） 大阪 707R、708R

松井忠義 （まつい ただよし） 崇文 749L

松井忠義 （まつい ただよし） 大阪教区 871R

松井忠作 （まつい ちゅうさく） 大阪教区 869R

松井忠治 （まつい ちゅうじ） 大阪教区 869R

松井絋美 （まつい ひろみ） コンゴ教会 845R

松浦幸雄 （まつうら ゆきお） 駿遠豆 750R、751L

松浦幸雄 （まつうら ゆきお） 静岡教区 896R、898L

松尾幸一 （まつお こういち） コンゴ教会 845R

松岡國雄 （まつおか くにお） ハワイ伝道 972R、975L

松崎とら （まつざき とら） 佐賀関 735L

松田富亘 （まつだ とみのぶ） 宮津 814R、815L☆

松田元次 （まつだ もとつぐ） 山城京都 823L

松永義道 （まつなが よしみち） 大阪 707R、708R

松永義道 （まつなが よしみち） 大阪教区 871R

松原秀三郎 （まつばら ひでさぶろう） 岸部 717L☆

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 青森教区 857L、858R

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 茨城教区 862R、864L

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 大阪教区 871R

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 神奈川教区 879R、881L
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松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 東京教区 903L/R、905L

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 兵庫教区 922R

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 教区略史 850、851

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 安東 692R、693L

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 鶏林 727R、728L

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 三昧田 738L、739L

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 鮮京 751R

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 天元 766L

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 東京 771L/R

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 満洲 804L、805L

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 道昭 809L

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 南安藝 811L

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 大和朝誠 823R、824L/R

松村吉太郎 （まつむら きちたろう） 韓国伝道庁 960R、961L

松村隆行 （まつむら たかゆき） 兵庫教区 923R、924R

松村鉄治郎 （まつむら てつじろう） 山形教区 941R

松村みよゑ （まつむら みよえ） 明拜 819L

松村義和 （まつむら よしかず） 天御津 755L

松村義和 （まつむら よしかず） 東京 771R

松村義和 （まつむら よしかず） 明拜 819L

松村義和 （まつむら よしかず） シンガポー 965L

松村義和 （まつむら よしかず） ネパール連 969L

松村義孝 （まつむら よしたか） 大分教区 869L

松村義孝 （まつむら よしたか） 岡山教区 872R、873R

松村義孝 （まつむら よしたか） 佐賀教区 892R、893R

松村義孝 （まつむら よしたか） 島根教区 898R、900R

松村義孝 （まつむら よしたか） 鳥取教区 909R、910L

松村義孝 （まつむら よしたか） 広島教区 924R、926R

松村義孝 （まつむら よしたか） 福岡教区 930R

松村義孝 （まつむら よしたか） 山口教区 945L/R

松村義孝 （まつむら よしたか） 台湾伝道庁 966L、967R

松村隆一郎 （まつむら りくいちろう） 大阪教区 869R

松本清勝 （まつもと きよかつ） 天津誠華 768L/R、770R

松本サダ （まつもと さだ） 更立 733L、734L

松本鈴子 （まつもと すずこ） 青野原 686R

松本誠二 （まつもと せいじ） 天津誠華 770L/R

松本タツ （まつもと たつ） 尾道 709R、711R
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松本藤吉 （まつもと とうきち） 尾道 709R

松本房吉 （まつもと ふさきち） 山形教区 941R

松本道人 （まつもと みちと） 尾道 711L

松本みな （まつもと みな） 天津誠華 768L

松本よし （まつもと よし） 天津誠華 768R、769L、770L/R

松山い志 （まつやま いし） 江州 730L

松山えい （まつやま えい） 豊繁 773L

松山ゑい （まつやま えい） 江州 730L/R

松山和子 （まつやま かずこ） 台湾伝道庁 966R

松山ト子 （まつやま とこ） 臺北臺婦 756L、757L

松山利夫 （まつやま としお） 江州 730R

松山ト子 （まつやま とね） 江州 730L

松山マサ （まつやま まさ） 江州 730L

松山幸夫 （まつやま ゆきお） 滋賀教区 894L、896L

松山幸夫 （まつやま ゆきお） 江州 730L/R

間宮藤治郎 （まみや とうじろう） 岩手教区 865L、866L

ﾏﾕｰﾏ･ｱﾝﾄﾜﾇ （まゆーま・あんとわぬ）  コンゴ教会 842R、844L/R、845R

丸山昇 （まるやま のぼる） 長野教区 917L/R

三浦季彦 （みうら すえひこ） 広島教区 925L、926R

三浦清太郎 （みうら せいたろう） 台湾伝道庁 966R、967R

ﾐｴｶﾞｶﾝﾀﾞ･ﾌｨﾘｯﾌﾟ （みえがかんだ・ふぃりっぷ）コンゴ教会 845L

三木辰太郎 （みき たつたろう） 香川教区 876L/R

三喜田光次 （みきた こうじ） シンガポー 965L

三国又五郎 （みくに またごろう） アメリカ伝 957R

水島ナヲ （みずしま なお） 臺北臺婦 756L、757L

水谷みきえ （みずたに みきえ） 香港出張所 981R

水野彌六 （みずの やろく） 細川 800L、801R

溝口いしえ （みぞぐち いしえ） 大和眞 827R

光原菊太郎 （みつはら きくたろう） 網島 689R

南九市 （みなみ くいち） 名張 779R

南畑嘉平 （みなみはた かへい） 高宮 757R

南畑ステ （みなみはた すて） 高宮 757R

南濱おはる （みなみはま おはる） 吉備 720L

南濱喜市 （みなみはま きいち） 吉備 720L

南濱喜平 （みなみはま きへい） 吉備 720L/R、721L/R

南濱幸代 （みなみはま さちよ） 吉備 721L/R

南濱靜 （みなみはま しずか） 吉備 720R、721R
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南濱静 （みなみはま しずか） 岡山教区 872R

南濱しな （みなみはま しな） 吉備 720L

南濱多喜 （みなみはま たき） 吉備 721R

南濱哲衛 （みなみはま てつえ） 吉備 720R、721R

南濱依英 （みなみはま よりひで） 吉備 721L/R

南本正清 （みなみもと まさきよ） 明快 817L

三幣徳三郎 （みぬさ とくさぶろう） 北海道教区 935L

三野ヨキ （みの よき） 天津誠華 768L/R、770R

三濱ウノ （みはま うの） 山城京都 821R、822R

三濱信三郎 （みはま しんざぶろう） 山城京都 821R、822R

三浜善一 （みはま ぜんいち） 小沙渡 745L

三濱善一 （みはま ぜんいち） 典日 787R

三浜善一 （みはま ぜんいち） 明拜 818R

三濱善一 （みはま ぜんいち） 山城京都 821R、822R、823L

三濱善一 （みはま ぜんいち） 京都教区 883R、884R

三濱善一 （みはま ぜんいち） 台湾伝道庁 967R

三濱善治 （みはま ぜんじ） 山城京都 822R、823L

三濱ナヲ （みはま なお） 山城京都 822R

三浜善朗 （みはま よしあき） 山梨教区 948R

三浜善朗 （みはま よしあき） タイ連絡所 965R

三濱善朗 （みはま よしあき） 台湾伝道庁 966R、967R

三浜善朗 （みはま よしあき） ネパール連 969L

三濱善直 （みはま よしなお） 山城京都 822R、823L

三濱善壽 （みはま よしひさ） コンゴ出張 963R

宮内淺之焏 （みやうち あさのじょう） 東京教区 905L

宮内浅之丞 （みやうち あさのじょう） 越州 702L、703L

宮内淺之丞 （みやうち あさのじょう） 東京 771L/R

宮内浅之丞 （みやうち あさのじょう） 水篤刈 807L、808L

宮内浅之丞 （みやうち あさのじょう） 長野教区 915R、917L

宮内浅之丞 （みやうち あさのじょう） 新潟教区 920R、922L

宮内満麿 （みやうち みつまろ） 東京教区 905R

宮内満麿 （みやうち みつまろ） 東京 771R

三宅市治郎 （みやけ いちじろう） 岡山教区 872R、873L

宮﨑アサノ （みやざき あさの） 佐賀教区 892R、893R

宮崎和躬 （みやざき かずみ） コンゴ教会 845L

宮崎道雄 （みやざき みちお） 広島教区 926L

宮崎睦雄 （みやざき むつお） コンゴ教会 845R
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宮田佐蔵 （みやた さぞう） 大阪教区 869R

宮永槌之助 （みやなが つちのすけ） 青野原 685R

宮野義一 （みやの ぎいち） アメリカ伝 957R

宮林与三郎 （みやばやし よさぶろう） 石川教区 862L

宮林美福 （みやばやし よしふく） コンゴ教会 845L

宮本一雄 （みやもと かずお） コンゴ教会 845R

宮森与次 （みやもり ともつぐ） 明拜 818L/R、819L

宮森與次 （みやもり ともつぐ） シンガポー 965L

宮森與次 （みやもり ともつぐ） タイ連絡所 965R

宮森與次 （みやもり ともつぐ） ネパール連 969L

宮森与彦 （みやもり ともひこ） 明拜 818L/R、819L

宮森與彦 （みやもり ともひこ） 群馬教区 887L、888L

宮森与彦 （みやもり ともひこ） 栃木教区 908L、909R

宮森与彦 （みやもり ともひこ） 長野教区 917L

宮森与彦 （みやもり ともひこ） 新潟教区 920R、922L

宮森与一郎 （みやもり よいちろう） 明拜 819L

宮森與三郎 （みやもり よさぶろう） 群馬教区 886R、888L

宮森与三郎 （みやもり よさぶろう） 栃木教区 908L、909L

宮森与三郎 （みやもり よさぶろう） 富山教区 913L

宮森与三郎 （みやもり よさぶろう） 長野教区 917L

宮森与三郎 （みやもり よさぶろう） 新潟教区 920R、922L

宮森与三郎 （みやもり よさぶろう） 福井教区 927R、928R

宮森與三郎 （みやもり よさぶろう） 教区略史 850、851

宮森与三郎 （みやもり よさぶろう） 田原 759L、761L

宮森与三郎 （みやもり よさぶろう） 明拜 818L、819L

宮脇亀吉 （みやわき かめきち） 名張 779R

三好辰五郎 （みよし たつごろう） 高宮 757R、758R

三輪謹 （みわ つつみ） 眞昭 747L

ムアング・マチュ （むあんぐ・まちゅ） コンゴ教会 844L、845R

椋棒菊蔵 （むくぼう きくぞう） 宮津 812R☆

武藤静夫 （むとう しずお） 安東 692L

村上新治郎 （むらかみ しんじろう） 徳島教区 906L

村上孝子 （むらかみ たかこ） 錦徳 781R☆

村上忠雄 （むらかみ ただお） 典日 788L

村上忠雄 （むらかみ ただお） ケニア連絡 962L

村上智恵 （むらかみ ちえ） 典日 787R

村上友吉 （むらかみ ともきち） 南安藝 811L
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村上英雄 （むらかみ ひでお） 典日 787R、788L

村上よし （むらかみ よし） 典日 787R

村上嘉英 （むらかみ よしひで） 崇文 749L

村田いか （むらた いか） 満州眞勇  805R、806L/R

村田和子 （むらた かずこ） 満洲 805L

村田慶蔵 （むらた けいぞう） 名張 780L

村田慶蔵 （むらた けいぞう） 細川 800R

村田慶蔵 （むらた けいぞう） 満洲 804L/R、805L

村田慶蔵 （むらた けいぞう） 満州眞勇  805R、806R

村田慶造 （むらた けいぞう） 八阪 821L

村田慶蔵 （むらた けいぞう） 愛知教区 856R

村田慶蔵 （むらた けいぞう） 大阪教区 871R

村田慶蔵 （むらた けいぞう） 岐阜教区 881R、882R

村田慶蔵 （むらた けいぞう） 山梨教区 948L

村田幸助 （むらた こうすけ） 満州眞勇  805R

村田幸太郎 （むらた こうたろう） 満州眞勇  806L/R

村田こまの （むらた こまの） 満州眞勇  806L/R

村田すま （むらた すま） 満州眞勇  805R、806R

村田タ子 （むらた たね） 満洲 804R

村田長人 （むらた ながひと） 満洲 805L

村田ハナ （むらた はな） 更立 733L

村田益造 （むらた ますぞう） 更立 733L、734L

村田実 （むらた みのる） 水篤刈 807R

村田安次郎 （むらた やすじろう） 更立 733L、734L

村田保造 （むらた やすぞう） 細川 800R

村田勇吉 （むらた ゆうきち） 三昧田 738L、739R

村田勇吉 （むらた ゆうきち） 満州眞勇  805R、806L/R

村田勇吉 （むらた ゆうきち） 宮津 813R

村田勇吉 （むらた ゆうきち） 愛知教区 856R

村田勇吉 （むらた ゆうきち） 石川教区 862R

村田勇吉 （むらた ゆうきち） 岐阜教区 881R、882R

村田勇吉 （むらた ゆうきち） 京都教区 883R、884L

村田勇吉 （むらた ゆうきち） 高知教区 890L

村田勇吉 （むらた ゆうきち） 滋賀教区 894L、895R

村田勇吉 （むらた ゆうきち） 静岡教区 898L

村田勇吉 （むらた ゆうきち） 富山教区 913L

村田勇吉 （むらた ゆうきち） 奈良教区 918R
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村田勇吉 （むらた ゆうきち） 福井教区 928R

村田勇吉 （むらた ゆうきち） 愛媛教区 867R

村田勇治 （むらた ゆうじ） 浪華 776R

村田勇三 （むらた ゆうぞう） 愛媛教区 866R

村田雄三 （むらた ゆうぞう） 静岡教区 898L

村田雄三 （むらた ゆうぞう） 満州眞勇  805R、806L/R

村田義徳 （むらた よしのり） 水篤刈 807R

村田ルイ （むらた るい） 浪華 776R

村山佐太郎 （むらやま さたろう） 大和眞 827R、828L/R

室田吉太郎 （むろた きちたろう） 細川 799R

元木進 （もとき すすむ） 徳島教区 907L、908L

元木晴子 （もとき はるこ） 伊賀生琉里 696R

元淵純雄 （もとぶち じゅんお） コンゴ教会 843R、844R

森敏壹 （もり としかず） 山城京都 821R、822L/R

森礼章 （もり のりあき） 佐賀教区 892R、893R

森礼章 （もり のりあき） 滋賀教区 894L、895R

森礼章 （もり のりあき） 長崎教区 913R、915L

森フミ （もり ふみ） 山城京都 821R、822L、823L

森勇治 （もり ゆうじ） 天御津 755R

森洋明 （もり ようめい） コンゴ出張 963R、964L

森井敏晴 （もりい としはる） パリ出張所 969R、970R

森川保治 （もりかわ やすじ） 大和御幸 829R、830R

森田喜一郎 （もりた きいちろう） 徳島教区 906R

森田佐一郎 （もりた さいちろう） 秋田教区 859L

森田つね （もりた つね） 大和天誠 825R、826L/R

森谷勝子 （もりたに かつこ） 美昭 790R、791L

森本清 （もりもと きよし） 大阪 708L

森本周治 （もりもと しゅうじ） 尚久 743R

森本為次郎 （もりもと ためじろう） 名張 780L、781L

森山眞弓 （もりやま まゆみ） 栃木教区 908R

諸井清磨 （もろい きよまろ） 和歌山教区 949L、950R

諸井國三郎 （もろい くにさぶろう） 岡山教区 872L、873R

諸井國三郎 （もろい くにさぶろう） 島根教区 898R、900R

諸井國三郎 （もろい くにさぶろう） 鳥取教区 909R

諸井国三郎 （もろい くにさぶろう） 広島教区 924R、926R

諸井國三郎 （もろい くにさぶろう） 山口教区 945R

諸井國三郎 （もろい くにさぶろう） 教区略史 850、851
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諸井慶一郎 （もろい けいいちろう） 台湾伝道庁 967L

諸井慶五郎 （もろい けいごろう） 江戸 703R、704R

諸井慶五郎 （もろい けいごろう） 山西省 736R

諸井慶五郎 （もろい けいごろう） 東京 771L/R

諸井慶五郎 （もろい けいごろう） やまとよふき 831R

諸井慶五郎 （もろい けいごろう） 石川教区 862R

諸井慶五郎 （もろい けいごろう） 京都教区 883R、884L

諸井慶五郎 （もろい けいごろう） 埼玉教区 892L

諸井慶五郎 （もろい けいごろう） 滋賀教区 894L、895R

諸井慶五郎 （もろい けいごろう） 東京教区 905L

諸井慶五郎 （もろい けいごろう） 富山教区 913L

諸井慶五郎 （もろい けいごろう） 福井教区 928R

諸井慶五郎 （もろい けいごろう） 北海道教区 933R

諸井甲子 （もろい こうし） やまとよふき 831L、832L

諸井忠和 （もろい ただかず） 山形教区 943R

諸井忠知 （もろい ただとも） 福島教区 931R、932R

諸井忠知 （もろい ただとも） 山形教区 942R

諸井忠彦 （もろい ただひこ） 茨城教区 863L、864L

諸井忠彦 （もろい ただひこ） 愛媛教区 867R

諸井忠彦 （もろい ただひこ） 香川教区 876L、877L

諸井忠彦 （もろい ただひこ） 高知教区 890L

諸井忠彦 （もろい ただひこ） 埼玉教区 892L

諸井忠彦 （もろい ただひこ） 東京教区 905L

諸井忠彦 （もろい ただひこ） 徳島教区 907L、908L

諸井忠彦 （もろい ただひこ） 山梨教区 948L

諸井忠次郎 （もろい ちゅうじろう） やまとよふき 831L、832L

諸井春子 （もろい はるこ） 静岡教区 897L、898L

諸井政一 （もろい まさいち） 佐賀関 734R

諸井政一 （もろい まさいち） 田原 760L

諸井松太郎 （もろい まつたろう） 秋田教区 859L

諸井慶徳 （もろい よしのり） 山梨教区 948L

諸岡長蔵 （もろおか ちょうぞう） 千葉教区 901R
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や
矢追治郎吉 （やおい じろきち） 明快 815R、817L

矢追猶蔵 （やおい なおぞう） 明快 →「猶蔵」は「楢蔵」の誤り

矢追楢蔵 （やおい ならぞう） はるのひ 788R

矢追楢蔵 （やおい ならぞう） 明快 817R　「猶蔵」は「楢蔵」の誤り

矢追楢蔵 （やおい ならぞう） 奈良教区 918L

八木よし子 （やぎ よしこ） ハワイ伝道 974L

安井得壽 （やすい とくじゅ） 滋賀教区 894L/R、896L

安江正信 （やすえ まさのぶ） 島根教区 900L、901L

安田三郎 （やすだ さぶろう） ハワイ伝道 971R

安田鈴子 （やすだ すずこ） コンゴ教会 845L

安田マン （やすだ まん） 加奈陀教会 841L、842L

安野倭夫 （やすの しずお） 青森縣 687L/R

安野倭夫 （やすの しずお） 青森教区 857R、858R

安野フヂ子 （やすの ふじこ） 青森縣 687L/R

安野嘉彦 （やすの よしひこ） 青森縣 687L/R

安村三治郎 （やすむら さんじろう） 韓国伝道庁 961L/R

柳井修 （やない おさむ） 東京 771R

柳井修 （やない おさむ） 東京教区 905L

柳田よしず （やなぎだ よしず） 眞昭 747L

柳瀬由利子 （やなせ ゆりこ） コンゴ教会 845R

矢野庄一郎 （やの しょういちろう） 下野 743L

矢野庄一郎 （やの しょういちろう） 栃木教区 908L、909R

矢野美馬治 （やの みまじ） 日向司 793L、794L

矢野美馬治 （やの みまじ） 宮崎教区 939L、941L

山内五十八 （やまうち いそはち） 秋田教区 859L

山内勝美 （やまうち かつみ） コンゴ教会 845R

山内康平 （やまうち こうへい） コンゴ教会 845L

山口浅吉 （やまぐち あさきち） 香川教区 875R

山口寛三 （やまぐち かんぞう） 天津誠華 768L

山口吉兵衛 （やまぐち きちべえ） 上町 701R

山口国三 （やまぐち くにぞう） 沖縄教区 875L

山口佐逸 （やまぐち さいち） 大阪教区 869R☆

山口清多 （やまぐち せいた） 山形教区 943R

山口つるゑ （やまぐち つるえ） 香川教区 875R

山口正夫 （やまぐち まさお） 網島 689R
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山口康貞 （やまぐち やすさだ） 沖縄教区 874R、875L

山口淑子 （やまぐち よしこ） 広島教区 926L

山崎潔 （やまざき きよし） 岩手里 699R

山崎潔 （やまざき きよし） 江州 730L/R

山崎潔 （やまざき きよし） 滋賀教区 894L、895R、896L

山崎照子 （やまざき てるこ） 岩手里 699R

山沢為造 （やまざわ ためぞう） 愛知教区 855L、856R

山沢為造 （やまざわ ためぞう） 岐阜教区 881R、882R

山沢為造 （やまざわ ためぞう） 滋賀教区 893R、895R

山沢為造 （やまざわ ためぞう） 静岡教区 898L

山沢為造 （やまざわ ためぞう） 奈良教区 918L/R、920L

山沢為造 （やまざわ ためぞう） 山梨教区 948L

山澤為造 （やまざわ ためぞう） 教区略史 849、850、851

山沢為造 （やまざわ ためぞう） 琵琶 795L

山沢為次 （やまざわ ためつぐ） 島根教区 899L

山沢良治郎 （やまざわ りょうじろう） 大分市 706R

山沢良助 （やまざわ りょうすけ） 大和眞 827L

山下隆子 （やました たかこ） コンゴ教会 845R

山下芳松 （やました よしまつ） 眞昭 747L、748L

山瀬清 （やませ きよし） 浪華 777R

山瀬慎次郎 （やませ しんじろう） 浪華 →「慎次郎」は「清次郎」の誤り

山瀬清次郎 （やませ せいじろう） 浪華 777R　「慎次郎」は「清次郎」の誤り

山瀬楢雄 （やませ ならお） 浪華 777R

山瀬楢蔵 （やませ ならぞう） 浪華 776R

山瀬実 （やませ みのる） 山口教区 945R

山添理一 （やまぞえ りいち） ネパール連 968R

山添理一 （やまぞえ りいち） パリ出張所 970R

山添理一 （やまぞえ りいち） メキシコ出 983R

山田伊八郎 （やまだ いはちろう） 大和眞 827R、828R

山田伊八郎 （やまだ いはちろう） 奈良教区 918L

山田をあや （やまだ おあや） 濃飛 786R、787L

山田亀太郎 （やまだ かめたろう） 台湾伝道庁 967L

山田吉三 （やまだ きちぞう） 滋賀教区 894L、896L

山田清雄 （やまだ きよお） 和歌山県 835R、836R

山田清雄 （やまだ きよお） 和歌山教区 949R、950R

山田清忠 （やまだ きよただ） 美昭 790L、791L

山田清彦 （やまだ きよひこ） 生琉里 799L
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山田澄彦 （やまだ すみひこ） 鳥取教区 909R

山田清治郎 （やまだ せいじろう） 美昭 790L

山田清治郎 （やまだ せいじろう） 生琉里 799L

山田淸治郎 （やまだ せいじろう） 南安藝 811L

山田清治郎 （やまだ せいじろう） 岡山教区 872R、873R

山田清治郎 （やまだ せいじろう） 沖縄教区 875L

山田清治郎 （やまだ せいじろう） 鹿児島教区 878R、878R

山田清治郎 （やまだ せいじろう） 熊本教区 885L、886L

山田清治郎 （やまだ せいじろう） 島根教区 898R、900R

山田清治郎 （やまだ せいじろう） 鳥取教区 909R

山田清治郎 （やまだ せいじろう） 長崎教区 913R、915L

山田清治郎 （やまだ せいじろう） 兵庫教区 923L、924L

山田清治郎 （やまだ せいじろう） 広島教区 924R、926R

山田清治郎 （やまだ せいじろう） 宮崎教区 939L、940R

山田清治郎 （やまだ せいじろう） 山口教区 945R

山田清太郎 （やまだ せいたろう） 和歌山教区 950L/R

山田仙太郎 （やまだ せんたろう） 眞昭 747L

山田太右衛門 （やまだ たうえもん） 徳島教区 906R、907R

山田太衛門 （やまだ たえもん） 香川教区 876L、877L

山田忠則 （やまだ ただのり） 天御津 754L、755L

山田忠則 （やまだ ただのり） 和歌山県 835R、836L

山田忠則 （やまだ ただのり） 奈良教区 918R、920L

山田忠則 （やまだ ただのり） 和歌山教区 949L/R、950R

山田華 （やまだ はな） 網島 691L

山田平吉 （やまだ へいきち） 玉江 762L

山田松夫 （やまだ まつお） 香港出張所 981L

山田ヤエ （やまだ やえ） 明拜 818R

山田里く （やまだ りく） 和歌山教区 949R、950R

山田里く （やまだ りく） 和歌山県 835R、836R

山中こいそ （やまなか こいそ） 大和眞 827R、828R

山中コオ （やまなか こお） 大和眞 827R

山中その （やまなか その） 大和眞 827L/R、828L/R

山中忠昭 （やまなか ただあき） 大和眞 827R、828R

山中忠昭 （やまなか ただあき） 山形教区 942R

山中忠信 （やまなか ただのぶ） 大和眞 827R

山中忠正 （やまなか ただまさ） 埼玉教区 892L

山中忠正 （やまなか ただまさ） 山梨教区 948L
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山中忠七 （やまなか ちゅうしち） 大和眞 827L/R、828L/R

山中忠七 （やまなか ちゅうしち） 和爾 837L

山中忠蔵 （やまなか ちゅうぞう） 大和眞 827R

山中忠蔵 （やまなか ちゅうぞう） 奈良教区 918R、920L

山中亨 （やまなか とおる） コンゴ教会 844R

山中彦七 （やまなか ひこしち） 愛知教区 856R

山中彦七 （やまなか ひこしち） 田原 760L

山中彦七 （やまなか ひこしち） 東京 771L

山中彦七 （やまなか ひこしち） 細川 800R

山中彦七 （やまなか ひこしち） 南安藝 811L

山中彦七 （やまなか ひこしち） 八阪 820R

山中彦七 （やまなか ひこしち） 大和眞 827L/R

山中彦七 （やまなか ひこしち） 教区略史 849、850、851

山中彦七 （やまなか ひこしち） 青森教区 857L、858L

山中彦七 （やまなか ひこしち） 茨城教区 862R、864L

山中彦七 （やまなか ひこしち） 神奈川教区 881L

山中彦七 （やまなか ひこしち） 岐阜教区 881R、882R

山中彦七 （やまなか ひこしち） 群馬教区 886R、887R、888L

山中彦七 （やまなか ひこしち） 埼玉教区 890R、891R

山中彦七 （やまなか ひこしち） 静岡教区 898L

山中彦七 （やまなか ひこしち） 東京教区 903L、905L

山中彦七 （やまなか ひこしち） 栃木教区 908L、909L

山中彦七 （やまなか ひこしち） 奈良教区 918R、920L

山中彦七 （やまなか ひこしち） 福島教区 931L、932L

山中彦七 （やまなか ひこしち） 山梨教区 948L

山中彦七 （やまなか ひこしち） 和歌山教区 949L、950R

山中光春 （やまなか みつはる） 満洲 804L

山中ゆきの （やまなか ゆきの） コンゴ教会 845L

山中由之輔 （やまなか よしのすけ） 大和眞 827R、828L/R

山西庄五郎 （やまにし しょうごろう） 徳島教区 905R

山根勇 （やまね いさむ） 伊賀生琉里 695R、696L

山根理一 （やまね りいち） 伊賀生琉里 696L/R

山村年 （やまむら とし） 浪華 777L

山本伊平 （やまもと いへい） 大分市 705R、706R

山本伊平 （やまもと いへい） 豊繁 773L

山本岩治 （やまもと いわはる） 高知教区 890L

山本薫 （やまもと かおる） コンゴ教会 845L
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山本儀作 （やまもと ぎさく） 大和朝誠 824L/R、825L☆

山本久二夫 （やまもと くにお） ハワイ伝道 974R

山本シゲノ （やまもと しげの） 江戸 703R、704R、705L

山本精一 （やまもと せいいち） 佐賀関 734R、735L

山本多三郎 （やまもと たさぶろう） 日和佐 797R

山本勉 （やまもと つとむ） 江戸 703R、704R、705L

山本ツルヱ （やまもと つるえ） 天津誠華 769L

山本藤四郎 （やまもと とうしろう） 奈良教区 918L

山本利雄 （やまもと としお） 江戸 704L、705L

山本利雄 （やまもと としお） コンゴ教会 843R、844R、845L

山本利雄 （やまもと としお） 岩手教区 865R

山本利雄 （やまもと としお） 大分教区 868R

山本利一 （やまもと としかず） 江戸 704L、705L

山本利正 （やまもと としまさ） 青森教区 857L、858R

山本利正 （やまもと としまさ） 茨城教区 863L、864L

山本利正 （やまもと としまさ） 岩手教区 865L/R

山本利正 （やまもと としまさ） 東京教区 905L

山本利正 （やまもと としまさ） 福島教区 931L、932R

山本利正 （やまもと としまさ） 宮城教区 938R

山本利正 （やまもと としまさ） 山形教区 943R

山本利正 （やまもと としまさ） 山梨教区 948L

山本利正 （やまもと としまさ） 和歌山教区 949L、950R

山本彦蔵 （やまもと ひこぞう） 名張 779R

山本日出世 （やまもと ひでよ） 眞昭 747L

山本博一 （やまもと ひろかず） 天津誠華 770L

山本正信 （やまもと まさのぶ） ハワイ伝道 974L、975R

山本正義 （やまもと まさよし） 北海道教区 935L

山本彌平 （やまもと やへい） 尾道 709R

山本義道 （やまもと よしみち） 山西省 736R

湯前さき （ゆまえ さき） 名張 781L

弓田与一 （ゆみた よいち） 福島教区 932L/R

由良野徳次 （ゆらの とくじ） 佐賀教区 892R、893R

横田亀三郎 （よこた かめさぶろう） 江戸 703R、704R、705L

横田きん （よこた きん） 江戸 704L

横田寿一 （よこた じゅいち） 岸部 717L

横山藤丸 （よこやま ふじまる） 山形教区 942R

横山文之進 （よこやま ふみのしん） 山形教区 941R
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横山正男 （よこやま まさお） 天御津 754L、755L

横山正男 （よこやま まさお） 奈良教区 918R、919L、920L

横山與八 （よこやま よはち） 奈良教区 918L

芳川顕正 （よしかわ あきまさ） 香川教区 875R

芳川顕正 （よしかわ あきまさ） 徳島教区 906R

吉沢治兵衛 （よしざわ じへい） 名張 779R

吉田邦彦 （よしだ くにひこ） 佐賀教区 892R、893R

吉田邦代 （よしだ くによ） やまとよふき 831R

吉田惠次郎 （よしだ けいじろう） 浪華 776R

吉田コヨシ （よしだ こよし） 本明實 802L、803L

吉田進 （よしだ すすむ） アメリカ伝 958L、960L

吉田進 （よしだ すすむ） ハワイ伝道 973L、975L

吉田久男 （よしだ ひさお） 岸部 717R

吉田政雄 （よしだ まさお） 佐賀教区 892R、893R

吉田義晴 （よしだ よしはる） コンゴ出張 964L

吉原藤一 （よしはら とういち） 尾道 710L、711R

吉原直助 （よしはら なおすけ） 尾道 709R、711L/R

吉原ユキ （よしはら ゆき） 尾道 710L、711R

（よしふく あきと） 濃飛 785L

（よしふく せつこ） 濃飛 785L/R、787L

（よしふく みちお） 濃飛 784R、785L/R、786R、787L

（よしふく やす） 濃飛 784R、785L/R、786R、787L

（よしふく よねたろう） 濃飛 784R、785L、786R

吉村庄吉 （よしむら しょうきち） 長崎教区 913R、915L

吉本林之助 （よしもと りんのすけ） 名張 779R

米谷徳松 （よねたに とくまつ） 豊繁 774R

米山小六 （よねやま しょうろく） 山形教区 941R

頼田嘉吉 （よりた かきち） 藝備 726L、727L

頼光熊太郎 （よりみつ くまたろう） 細川 800R
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ら、わ、ん
羅仲偉 （ら ちゅうい） 小沙渡 745L☆

ﾗﾑ．Ｋ．ﾊﾞﾙﾏ （らむ・けぃ・ばるま） ネパール連 968L/R

李惠慈 （り けいじ） 香港出張所 982L

李秀英 （り しゅうえい） 香港出張所 981R、982R

李春子 （り はるこ／ｲ･ﾁｭﾝｼﾞｬ） 伝道庁略史 955

ﾛﾝｷﾞ･ﾍﾞﾙﾅｰﾙ （ろんぎ・べるなーる） コンゴ教会 845L

若林長夫 （わかばやし ちょうふ） 静岡教区 897L

脇山又三郎 （わきやま またさぶろう） 大和朝誠 823R☆

和久田又治 （わくた またじ） 典日 787R

和久田又治 （わくだ またじ） 天津誠華 769L/R、770L

和佐熊三郎 （わさ くまさぶろう） 日和佐 797R、798L

渡辺志ず （わたなべ しず） 眞昭 747L、748L

渡辺太一郎 （わたなべ たいちろう） 秋田教区 860L、861L

渡辺虎蔵 （わたなべ とらぞう） 秋田教区 859L

渡邊正晴 （わたなべ まさはる） 福島教区 932L/R

ﾝｶﾞｻｷ･ﾊﾟｽｶﾙ （んがさき・ぱすかる） コンゴ教会 845L　「ニガサキ」は「ンガサキ」の誤り
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— 参 考 資 料 —

◇次頁以下に平成20月12月24日付で各直属教会長様宛に送付させていただいた

校正依頼文書を掲げる。依頼文、校正用原稿、校正用原稿記入要領の３点で

ある。各教区書記様宛に送付させていただいた資料も同様である。



－ 参 考 資 料 －

◇次頁以下に平成20年12月24日付で各直属分教会長様、教区書記様宛に送付させてい

ただいた校正依頼文書を掲げる。依頼文、校正用原稿見本、校正用原稿記入要領の３

点である。

・現時点でわかる範囲で回答するのであって、今回の回答が完全に正しいというわけ

ではない。

◇以上の諸点を踏まえて、本索引を活用いただければ幸いである。



あ と が き

今回の索引は、平成19年の２月から作成に取り組み始めましたので、完成までにほぼ

丸２年を要したことになります。

昨年度と今年度は、ほとんどの活動を『天理教人名索引Ⅹ』の発行に向けて、直属分

教会史、教区史、直属海外教会史、伝道庁・出張所・連絡所史を読みながらの人名チェ

ック、カードへの書き取り、パソコンへの入力、そして校正、カードとの照合、再入

力、校正、また校正の繰り返しに費やしてきました。

班の方針として、３年生部員が卒業するときには活動成果の一つとして報告書（索

引）を発行したいと念じ、取り組んできました。３名という少ない部員の中で、一時

は本当に間に合うのだろうかと心配した時もありましたが、３年生の引退を前に昨年

の12月に最後の入力と確認を終えることができました。

最終校正として、人名の読み方につきましては各直属教会長様、教区書記様宛にご

確認をいただくべく依頼文書や校正用原稿の準備に取りかかり、平成20年12月22日に

クロネコメール便を使って一斉に発送。年末年始に加えて大祭月というお忙しい時期

であるにもかかわらず、毎日のように各教会・教区より続々と返信のファックスが届

けられ、また、１月下旬にこちらからご催促のお電話を差し上げました際にはそれぞ

れご丁重なご返事を賜り、恐縮してしまいましたことも度々でした。そのお心遣いに

どれほど励まされたことでありましょう。また、直属海外教会、伝道庁・出張所・連

絡所史につきましては天理教海外部長宮森与一郎先生、庶務課長松谷一弘先生にご配

慮をいただだき、各課のご協力をいただくことができました。各教会長様、書記様は

じめ、ご協力を賜りました諸先生方に改めまして心よりお礼申し上げます。ほんとう

にありがとうございました。

本索引が、一人でも多くの方に喜んでいただき活用していただけることを願いなが

ら、これからも、ミンクのモットーである「もくもく、いそいそ、にこにこ、こつこ

つ」を心に取り組んでいきたいと思っています。

なお、平成５年から足かけ１６年間にわたって取り組んできました『天理教人名索

引』づくりは、今号の第10巻を完結篇として一つの区切りとさせていただきます。

この索引の作成には、板倉可南子、林佑紀奈（天理教校学園高等学校第４期生、３年

生）、河村藤太、渋谷正一朗（以上同５期生、２年生）と、顧問の澤井はるみ、梅田正

之があたりました。

作業は慎重を期して進めてきたつもりでおりますが、不備な点も多々あることかと

思います。お気付きの点等がございましたらどんな些細なことでも結構ですので、下記

までご連絡くださいますよう何卒よろしくお願い申しあげます。 090209記

＊問い合わせ先 天理教校学園高等学校 求道部教理研究班

顧問 梅田正之、澤井はるみ

5 0743（63）- 1511 （内線 5941）
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