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［団体会員］

ＮＰＯ法人 ｱｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ 一般社団 法人壁なき演劇センター

公益財団法人 としま未来文化財団 劇団 山の手事情社

Real Heaven

［個人会員］

藍木　 二朗 小田切　洋子 佐々木　英子 中村  鴈治郎 眞野　   純

青柳　 敦子 小田島 創志 笹本　 公江 中村　 吉右衛門 丸岡　 ひろみ

安宅　 りさ子 尾上　 菊五郎 沢田　　 次郎 中村　 扇雀 水落　 潔

安孫子　正 尾上　 菊之助 沢田　 祐二 中村　 東蔵 水谷　 八重子

杉山 剛志 尾上　 菊見 茂山　 あきら 中村　  梅玉 三林　 京子

有馬　 えり子 尾上　 墨雪 七字　 英輔 中村　 義裕 源　 五郎

米原 晶子 居上　 紗笈 品川　 恵子 中山　 夏織 miho

安藤　 敏彦 抱　 晴彦 柴田　 英杞 名取　 敏行 宮城　 まり子

安藤 拓孝 加来　 英治 柴田　 義之 成澤　 昌茂 三輪　 えり花

飯塚　 容 角本　 敦 下山　 久 新見　 真琴 宗重　 博之

壱岐　 照美 樫山　 文枝 白神　 久吉 西川　 扇蔵 村井　 華代

生田 みゆき 糟谷　 治男 真藤　 美一 西川　 信廣 村松　 明美

池辺　 晋一郎 片山　 幹生 杉山　 弘 西角井　正大 毛利　 まこ

石井　 あつこ 加納　 豊美 沢 のえみ 西村　 幸記 森　 康次

石井　 ふく子 河合　 祥一郎 砂川　 幸子 庭山　 由佳 森　 雅美

石井　 道隆 川口　 啓史 瀬戸　 宏 野間  一平 森下　 洋子

石川　 麻衣 菊永　 拓郎 曽田　 修司 野村　 萬斎 柳田 　 利枝

石黒　 真紀 喜志　 哲雄 高田　 一郎 橋本   芳孝 矢野　 裕美

石坂　 浩二 木田　 幸紀 高萩　 宏 蓮池　 奈緒子 八幡　 泰彦

出雲　 蓉 絹川 由梨 高橋　 玄洋 花柳　  翫一 山形　 治江

一谷　 真由美 木村　 信司 高橋　 夏樹 花柳　 壽應 八巻　 寿文

伊藤　 隆浩 草加　 叔也 高橋　 幸夫 濱田    元子 山崎　 靖明

伊藤　 洋 草笛　 光子 滝口　 健 浜野　 浩一 山下　 裕子

稲垣　 美穂子 久保寺　淳 武中  雅人 林　 知一 山根　 成之

井上　 思 黒須　 はな子 太宰　 久夫 林　 英樹 安田 雅弘

井上　 八千代 黒柳　 徹子 田尻　 陽一 林　 与一 yuma

今井　 豊茂 小池　 雅代 多田　 正和 坂東　 玉三郎 横溝　 幸子

植田　 景子 河野　 孝 立花　 寶山 坂東　  楽善 吉井　 澄雄

植田　 紳爾 小杉 世 辰巳　 次郎 菱沼　 彬晁 吉岩　 正晴

上野　 博明 後藤　 絢子 田中　 麻衣子 藤蔭　 静枝 吉野　 さつき

内田　 洋一 後藤　 祥子 谷川　 道子 藤城　 清治 吉原　 豊司

内山　 勉 小林　 弘文 丹下　 一 藤間　 健 吉村　  桂充

鵜山　 仁 小林　 優仁 岸　 正人 藤間　 澪 若柳　 禄寿

遠州　 雅樹 小牧　 游 戸田　 宗宏 藤間　 理衣 若柳　 禄富

大江　 祥彦 小松原　庸子 七色　 春香 船越　 直人 和崎　 信哉

大久保　康雄 小宮　 孝泰 直江　 早苗 星埜　 恵子 渡辺　 克己

大笹　 吉雄 斎藤　 偕子 永井　 多惠子 堀川  登志子 渡邉    宰希

大場　 正昭 斎明寺　以玖子 中里　 毅 前田　 真里衣 渡辺　 真帆

オーハシ　ヨースケ 坂口　 芳貞 中島　 千景 牧　 阿佐美 鰐淵  恵美

岡崎　 哲也 坂田　 藤十郎 仲代　 達矢 松下　 芳江

岡田　 恒雄 坂田 ゆかり 中立 公平 松田　 和彦

岡本　 佳津子 坂手　 洋二 仲野　 恵子 松田　 存

岡安　 伸治 佐川　 大輔 中野　 正夫 松本　  幸四郎

小川　 幹雄 桜　 典子 中村　 魁春 松本　 白鸚
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