
 ●2018年4月1日から2019年3月31日までに寄付をされた方について掲載しております。

 ●原則として五十音順で個人、法人および団体別とし、敬称は省略させていただきました。

 ●掲載にあたりましては十分気をつけておりますが、お名前の誤りや寄付金額の相違、匿名での掲載のご連絡、

  また不明な点がありましたら、恐れ入りますがご一報（03-3917-8352）ください。

あ      う      岡村 紀男 木村 真 斎藤 健
相浦 智 植草 武士 小川 美希 木村 百江 齋藤 範雄
相田 英郎 上野 由加 小口 多恵 木村 利人 三枝 正和
⻘木 多喜⼦ 上野 由弘 小倉 義明 坂井 健太郎
⻘栁 芳夫 内田 久美⼦ 小野 逸穂 く      堺 正貴
明角 幸一 宇都宮 明 小野 爽 椚 美津保 坂手 真
朝居 健 鵜沼 裕⼦ 小野 ひろみ 倉橋 基 酒巻 紫
朝居 稔 梅﨑 直祐 栗原 正雄 酒巻 百合恵
浅見 幸枝 浦沢 如希 か      Ｌ．Ｒ．ｸﾚｰﾗ 左近 豊
安部 静彦 籠宮 眞二・みぎわ 佐治 由美⼦
尼崎 清剛 え      柏崎 孝夫 け      佐竹 好光
有田 勝行 江井 朗 粕谷 多賀⼦ 解良 淑⼦ 佐藤 昭⼦
安藤 亮博 円城寺 真紀 加藤 恵美⼦ 佐藤 慎
安藤 守 遠藤 慶人 金⼦ 晴勇 こ      佐藤 嘉一

遠藤 富寿 鎌田 好⼦ 小泉 一⼦ 里⼦ 有三郎
い      ⻲⼭ 征史 小板橋 多香⼦ ｻﾍﾞｯﾄ 由里⼦
飯田 隆博 お      鴨志田 和二彦 小出 一成 澤⼭ 博之
飯田 芳里 老川 健次 川村 昌司 小久保 京⼦
飯田 雅光 大久保 日出世 神吉 菜々⼦ 兒玉 宣昭 し     
井古田 悦男 大蔵 浩之 小浪 章豪 志尾 雅⼦
伊地知 美佳恵 大澤 導⼦ き      小林 孝 柴崎 裕
伊藤 千恵⼦ 大野 碧 菊地 順・真弓 小林 真也 柴田 怜
稲葉 親次 大野 美⼦ 木越 憲輝 小渕 一枝 島田 貴徳
猪野 弘明 大場 昂二 北野 敦⼦ 古谷野 亘 島田 由紀
猪瀬 桂二 大原 万里⼦ 北野 智之 是永 桂⼦ 清水 貴⼦
今村 優⼦ 岡部 辰也 木下 奉章 清水 広幸
岩﨑 順⼦ 岡部 剛 木村 徹朗 さ      清水 正之
岩崎 登 岡部 朋⼦ 木村 奈緒美 齋藤 一雄 標 宣男
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下条 大悟 田⼭ 恭司 萩原 加代 松田 慶光 よ     
ｼﾞｬｼﾞｮﾗ ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ ﾌｧｰﾄﾞ 橋本 光洋 故・松永 安⼦ 吉川 洋太郎・亜美
ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ 礼⼦ ち      橋本 善郎 松原 大祐 吉川 保弘
新開 康正 千葉 稔 橋本 禮⼦ 松本 深蒼 吉里 尚樹

張 海英 蓮沼 秀之 馬渕 めぐみ 吉田 桂⼦
す      塙 るみ⼦ 吉田 純⼦
杉本 智⼦ つ      濱田 辰雄・美恵⼦ み      吉田 義男
助川 貴⼦ 塚原 隆行 早川 敬⼦ 水野 詩⼦
鈴木 健一 都築 草苑⼦ 林 稔 宮崎 誠也 わ     
鈴木 純 角田 秀明 原 均 宮崎 秀夫 渡辺 愛未
鈴木 久康 張田 仰 渡邊 弘⼦
鈴木 裕⼦ て      ﾊﾞﾛｶﾞ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ む      渡邉 正人
鈴木 將之 寺島 大祐 向⼭ 新⼦
須藤 伸夫 ひ      武藤 重⼦ 匿名３９名
角谷 和美 と      東野 尚志 村岡 有香
住吉 浩 徳永 博久 彦坂 直美 村上 重三郎

⼾村 正貴 菱沼 右祐 村瀬 天出夫
せ      ⼾谷 博 尾藤 雅史 村瀬 聰⼦
ｾｰｹﾞﾙｽﾃｯﾄﾞ ﾏｰｶｽ 豊田 裕 百武 真由美
関口 正史 比屋根 英夫 も     

な      檜⼭さだ⼦ 森 洋之
そ      中川 勇二 平柳 茂 森田 美千代
曽 莉茜 中島 尚文 森谷 一美

中島 美和 ふ      守屋 洋⼦
た      中島 義幸 福田 昭弘
高木 博己 中谷 和⼦ 藤原 慎也 や     
髙田 輝樹 永渕 光恵 二神 常爾 八木 規⼦
髙橋 栄次 中村 節⼦ 矢倉 弦樹
高橋 恵一郎 中村 友紀 ほ      安川 智
髙橋 大介 ⻑⼭ 篤⼦ 宝珠⼭ 淑⼦ 柳澤 ゆかり
髙林 賢 中⼭ 恵介 保坂 篤 ⼭川 秀人・⻫⼦
髙松 薫 成瀬 知 細川 猛 ⼭川 義人
髙村 静江 堀越 正信 ⼭岸 真木⼦
寳井 護 に      本田 ゆかり ⼭口 博
竹内 恵美⼦ ⻄浦 昭英 故・⼭口 益宏
武田 知憲 ⻄⾙ 京⼦ ま      ⼭崎 博雄
武⼭ 圭吾 ⻄澤 和⼦ 前田 和則 ⼭下 芳⼦
田島 孝憲 ⻄八條 平和 前田 邦彦 ⼭本 悦⼦
田中 与 前田 利昭 ⼭本 洋⼦
田中 宣恵 ぬ      曲谷 慶二・由美 八本 功
田中 洋⼦ 沼田 祐⼦ 曲谷 由香
田村 一秋 増田 静江 ゆ     
田村 恵実 は      松井 みどり 油井 建夫
田村 幸 博多 一晃 松下 彰利


