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公益財団法人  広島平和文化センターの会員名簿（ 50 音順）  

（令和 3 年 7 月 1 日現在）  

 

維持会員・個人  

 

維持会員・法人団体  

No. 名    称  No. 名    称  

1 アート印刷 (株 ) 14 オーク設備工業 (株 )広島営業所  

2 
アズビル (株 )ビルシステムカンパニー

中四国支店  
15 (株 )オオケン 

3 ＡＮＡクラウンプラザホテル広島  16 大之木建設 (株 )  

4 
(株 )アンデルセン・パン生活文化研

究所  
17 (株 )大本組広島支店  

5 (株 )イシゴウチコーポレーション  18 (株 )カキダ 

6 (株 )石﨑本店  19 (株 )桐原容器工業所  

7 (株 )イズミ 20 キリンビール(株 )中四国統括本部  

8 医療法人清泉会  一ノ瀬病院  21 (株 )金の星社  

9 (有 )伊藤久芳堂  22 原爆資料保存会  

10 岩波映像 (株 )  23 (株 )小泉本店  

11 (株 )エディオン 24 (有 )ゴードンズ 

12 (株 )エヌ・イー・サポート  25 国際警備保障 (株 )広島支社  

13 エリザベト音楽大学  26 金光教広島平和集会実行委員会  

No. 氏    名  No. 氏    名  

1 浅野  健弘  11 冨田  貴子  

2 荒谷  清  12 豊田  晃子  

3 飯田  國彦  13 永田  哲也  

4 池田  寿子  14 野嶋  俊男  

5 石河内  寛麿  15 原田  暑子  

6 大牟田  郁子  16 藤井  哲伸  

7 黒石  正樹  17 山川  義亮  

8 小早川  隆光  18 脇坂  ハツエ  

9 外山  雄三  19 Sami A. Houry 

10 寺本  博祐  20 Tim Pratt 
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No. 名    称  No. 名    称  

27 (株 )ザイエンス 57 学校法人比治山学園  

28 サンケイ(株 ) 58 (株 )広島銀行  

29 (株 )サンケン・エンジニアリング 59 広島経済大学（ (学 )石田学園）  

30 サンデーカメラ 60 広島県教育用品 (株 )  

31 サンパウロ 61 (一社 )広島県歯科医師会  

32 山陽女子短期大学  62 (公財 )広島原爆障害対策協議会  

33 (株 )Ｊ ＴＢ広島支店  63 広島県平和運動センター 

34 (株 )シグナル 64 広島交通 (株 )  

35 清水建設 (株 )広島支店  65 広島国際学院大学  

36 ジャトー(株 )中国営業所  66 
一般社団法人広島国際青少年協

会  

37 (株 )新日本出版社  67 (一財 )広島国際文化財団  

38 (株 )スガノホールディングス 68 広島市信用組合  

39 瀬戸内シーライン(株 )  69 ヒロシマ宗教協力平和センター  

40 ゼネラルスチール(株 ) 70 広島修道大学  

41 創価学会広島池田平和記念会館  71 学校法人広島女学院  

42 
ソニーマーケティングﾞ (株 )プロフェッシ

ョナルビジネス営業１部西日本営業所  
72 広島信用金庫  

43 大成建設 (株 )中国支店  73 広島赤十字・原爆病院  

44 中国新聞社  74 広島テレビ放送 (株 )  

45 (株 )中国四国博報堂  75 広島バス(株 ) 

46 (株 )中国放送  76 (株 )広島バスセンター 

47 (株 )汐文社  77 広島文化学園大学・短期大学  

48 寺岡オートドア(株 )広島営業所  78 広島平和教育研究所  

49 (株 )テレビ新広島  79 (株 )広島ホームテレビ 

50 (株 )童心社  80 広島友愛同盟  

51 長沼商事 (株 )  81 (公財 )広島ＹＭＣＡ  

52 日本通運 (株 )広島支店  82 広印広島青果 (株 )  

53 日本電気 (株 )中国支社  83 (株 )福屋  

54 日本バレル工業 (株 )  84 (公財 )放射線影響研究所  

55 日本放送協会広島拠点放送局  85 マツダ(株 ) 

56 (株 )沼田総合印刷  86 三島食品 (株 )  
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No. 名    称  No. 名    称  

87 (株 )みづま工房  92 (株 )ユニバーサルポスト 

88 (株 )村田相互設計  93 (株 )リーガロイヤルホテル広島  

89 (株 )もみじ銀行  94 立正佼成会広島教会  

90 安田女子大学  95 菱信工業 (株 )西部支社  

91 (株 )山口銀行広島支店  96 (株 )リョーイン広島営業所  

 


