
5千円寄附
（）内第1次寄附金額　単位千円

岡田勇様 井上博務様（5） 石部甚人様 大槻啓子様 奥西徹様 雨森善司様
伊藤清子様 伊﨑洋治郎様 飯野義登様（10） 梅辻あつ子様 岡義次様 尾華由美子様
伊藤哲生様 岩田信子様 井ノ本アサ子様 及川日香里様 石川武之甫様 石川かおり様
大原諭志様 音野智恵子様 臼井幸枝様 大岡薫様 石川真理子様 岩田淳様
梅本常和様 岡本藍子様 居川成美様（5） 石塚忠雄様 太田なおみ様 織田三重子様
市場元子様 浅間浩明様 井狩利男様 石村郁子様 奥村徳之様 上嶋勇輝様
浅井千穂様 大塚義治様 池田均様 奥津勲様(5) 青島純佳様 稲本輝子様
尾本瑩子様 伊奈真弓様 和泉正美様 大久保与志一様 太田一枝様 大森茂様
内田孝子様 家森悦子様 小田義夫様 太田静尾様(5) 岡﨑嘉一様(5) 井狩八郎様(10)
小田金治様(5) 上中かよ子様 石田良作様 太田順子様 芦田美緒様 今西みゆき様
池野保様 大森隆子様 大野吉彦様(10) 大木下美智子様(5)大木下保代様(5) 奥川多恵子様
岡本理枝子様 青木政治様 青木千恵様 小川和夫様 奥村将三様 奥博様
奥田修様 大村益夫様 伊藤かをり様 大角潔様 大角佳代子様 沖幸子様

川﨑良直様（5） 教野末男様 金築育代様 川島保子様 北村五郎様（10） 久保田晴夫様
久保八栄美様 菊池順子様 木村伸次朗様 片岡清美様 門口香代子様（5） 草加明歩様
近藤ヒサノ様 黒川隆子様 小林仁美様 小佐茂好様 川﨑美代子様 北村淑子様
木内康博様 川﨑斌男様(5) 川上裕子様 北村広一様(5) 木村かよ子様 鎌田誠子様（5）
小島タヅ様 児玉良三様 桟郁子様 片山恵子様 久保滋子様 小西明美様
小宮山教子様 小西恵美子様 川瀬治彦様 川口和子様 小暮常晴様 角田恭子様
北川美津子様 國友夏子様 川合洋子様 小宮山正嗣様 小森栄次様(5) 北村美実様
栗田保様 川田昌利様 北川石根様 桐畑悦子様 木内あい子様

鈴木まさ子様 鈴木純子様 佐野和彦様(5) 杉森夏枝様 塩見弘子様 杉山こず恵様
杉本眞美子様（5） 榊原純子様 杉谷久美子様 白井惣之助様 坂本侑子様 仙波新一郎様
佐々木巌様 佐野定雄様(5) 島田きよ子様 須田英雄様 清水市也様 外村敬治様
佐々木庸恵様 重森明様

多喜香代子様 寺嶋陽子様 高橋恵子様 立入みつ枝様 田中りつ子様 田内旦様
髙田和子様 富田直樹様(5) 土江悠久子様 髙野哲郎様 田中紀子様 塚本孝子様
遠山清志様 辻和男様(5) 竹村初美様 田辺瑞枝様 谷口田鶴江様 田中経義様
田辺京子様 谷弥寿男様 髙田康雄様（5） 土居尚子様 田辺善夫様 竹内久江様
千葉由美子様 髙木厚子様（5） 田村幸代様 瀧谷謙治様(5) 谷伊佐雄様 十川陽子様
寺町崇様 田中陽子様 谷口節子様 多田一雄様 竹村好司様 寺居誠様
種田操子様 谷一夫様 谷口英克様 田中有希様 供田守弘様 竹内孝熈様
峠一郎様

　
中勢千恵様 西道代様 中井幸様 西村基様 野口美也子様 中村宏子様
中尾敦様 西野重夫様 西村順様 成宮紀代子様 野村啓子様 西村潔様（5）
中村良蔵様 中森ゆか里様 中畔久子様 野田冨士子様 中司善一様（10） 野崎恵子様
中西正光様 長野奈恵美様 西関邦男様 中西みや子様 仲井時男様 西尾忠弘様
西村節子様 中村由美子様(5) 西浦泰之様 西村雅夫様 西村隼人様 中江吉治様
中川輝子様(5) 中辻輝子様 野上陽子様 野上謙治様 西村二郎様

藤分英昭様 藤井國一様 林ひとみ様 原田健輔様 原田一彦様（5） 平尾弥一様
長谷川美智子様 林茂樹様 堀池茂子様 伏木衛様 平野晃子様 堀江輝夫様
原田淑子様 堀口雅子様（5） 堀井邦彦様（5） 長谷川清一様 藤井雅夫様 平野晶子様
藤堂美津子様 林正治様 林庄司様 橋本竹雄様（5） 藤原利恵様 藤原牧子様
堀裕美衣様 布施佐智子様 廣川敬一郎様 藤井ケイ子様 藤井静子様（10） 坂東啓子様
原功様 邊見将史様 堀池直代様(5) 林美也子様 藤井光枝様(5) 福田真由美様
福本政廣様 坂東輝子様 原公子様 服部依央様

松橋しのぶ様 松橋恵一様 森下譲二様 諸江慈子様（5） 森あや子様 村田正子様
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前田誠子様 松宮小百合様 前川恵子様 南池美和子様 松宮絹子様（5） 御器谷修様
森田公孝様 松本奈菜様 三島要様 森井雄史様 向井田和子様 森本幸拓様
三宅済様 丸山千恵子様 宮川頼子様 宮野佐喜次様 村井喜久治様 南千惠子様
宮下一繁様(5) 松井偉三男様(5) 村山朋子様(5) 森公子様

山田修一郎様 山崎重男様 横江千恵子様 横田人美様 山本榮一様 横川新様
吉田貴代子様（5） 山中良一様 安原多栄様 山本浩一様 山崎晃代様 米澤和子様
吉川秀世様 横井里美様 山岸弘之様(5) 吉田貴宏様 吉持昭千代様(5) 藪内日出子様
山本美登里様

渡辺貴史様 若月良子様 和田正様（10） 若林久子様（5） 和田一朗様 渡邊京子様
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