
２０1 9 年度　学園創立８０周年記念事業募金寄付者芳名板（敬称略）

池阪 正史 池宮 達雄 ⽯川 智之 ⽯桁 正⼠

市⾕ 浩⼀郎 居波 幹夫 井上 裕之 猪原 正守

茨⽊ 陽光 伊與⽥ 功 岩野 敬⼀ 上垣 公明

上⽥ 和浩 植⽥ 秀司 ⿂井 宏⾼ ⾺郡 ⼀守

榎本 博⾏ ⼤⽯ 利光 ⼤久保 敏郎 ⼤澤 恵美⼦

⼤野 平 ⼤場 史⼦ ⼤平 正敏 ⼩川 功晃  

⼩⽥ 富美代 ⼩野 康司

甲斐 千惠美 ⽚岡 裕⼦ ⾓⽥ 元⼦ ⾨林 理恵⼦

金弦 稔 金村 喜⼋郎 紙本 潤 河合 利幸

川⼝ 雅之 河﨑 忠弘 河瀬 和彦 川⻄ 朱美 

神崎 和男 ⽊川 栄⼆ ⽊島 章已哉 北尾 邦⼦

北澤 ⼀孝 ⽊原 満 来海 暁 ⽊村 和広

⽊村 安寿 久保 友理恵 河野 卓司 國眼 浩

國司 ⺠⽣ ⼩島 友⼆ ⼩林 勝広  ⼩松 周治  

⽶⽥ 祥⾺ ⽶⾕ 恭⼦ ⼩森 ⼀平 ⼩森 浩⼆ 

⼩森 政嗣 是⾓ 壽⼀

榊原 和弘 阪⼝ 吉⼀ 坂本 絹⼦ ⾥内 登

佐野 正彦 澤居 ⽐佐夫 澤⼝ 敬明 塩⽥ 邦成

塩野 泰輔 篠原 祥⽂ 下村 孝吉 清⽔ さちえ

志村 哲樹 ⼩⾖ 勉 ⽩井 武司 末弘 剛

杉⽥ 亮 添⽥ 晴⽣

⾼岡 ⼤造 髙⽥ ⼀弘 ⾼畑 顯信 瀧川 靖雄

⽵⽥ 治英 ⽵本 信之 ⽥中 宏明 ⽥中 容⼦

種村 篤 ⽟井 朗雄 ⽟城 貞明 辻本 敏⾏ 

津野 寛幸 坪内 俊彦 鶴⽥ 信⼦ 寺岡 俊彦

寺⻄ 正光 寺⼭ 直哉 富岡 明宏

【個人】
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中嶋 治⻑ 中塚 利夫 中⻄ 勲夫 仲原 正樹 

中村 佐世  中村 滋彦 中⼭ 修 ⻑尾 和彦

⼆⼭ 直樹 野⽥ 鐘⼀ 登尾 啓史

⽻﨑 完 濱﨑 純⼀ 早坂 昇 林 弘之

林 美記 早野 秀樹 原⽥ 総⼀郎 東村 宏

平⽥ 貴之 廣⽥ 貢 廣⾕ 明 福⽥ 武 

福⽥ 義久 福原 雄 藤川 智彦 藤⽥ 宏道

藤原 公彦 藤本 明 船越 亨 古市 雅⼦

古崎 晃司 堀井 ⼤輔 本庄 隆雄 

前野 智⼦ 正⽊ 英雄 松尾 浩数 松原 明

松本 壮司 真鍋 暁弘 三上 哲夫 光本 浩⼠

宮尾 純⼦ 村上 眞也 村上 豊裕 森井 房和

森本 正治

安⽥ 正⺒ ⼭⼝ 重之 ⼭⼝ 朝弘 ⼭⼝ 浩樹  

⼭﨑 貞彦 ⼭﨑 可員 ⼭下 ⽂裕 ⼭菅 伸輝

⼭中 敦司 ⼭野 邦浩 ⼭本 研⼀ ⼭本 剛宏 

⼭本 靖紀 湯⼝ 恭介 箭野 佳照 吉川 隆章

わ 渡邉 修

あ 有限会社エコー 株式会社オフィス21

さ 株式会社さくらコーポレーション
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