
「太陽の塔内部再生」事業にご寄附いただき、ありがとうございました。心よ

り感謝申し上げます。 

 

〔平成 29年 10月 1日から平成 29年 12月 31日の間にご寄附いただいた皆さま〕 

五十音順、敬称略 

粟生 浩之 青山 良蔵 淺野 宣子 油 一彦 

阿部 卓也 荒井 隆 荒木 邦子 有木 梨乃 

安藤 美奈 石井 信夫 石川 陽太 石田 圭 

石橋 正浩 市川 紀代子 市川 武夫 伊藤 功宏 

井上 泉 井村 和代 井村 喜洋 岩田 伸一 

江崎 大輔 江崎 元康 越後谷 重樹 小池 洋子 

大阪高速鉄道株式会

社 

大阪モノレールサー

ビス株式会社 

大槻 亜弓 大西 慶幸 

大藪 広司 岡田 升吾 緒方 希 岡田 勇輝 

尾上 大介 岡本 俊也 尾川 文彦 荻原 貴之 

荻原 直子 奥村 秀雄 鴛海 千裕 小田 光浩 

風早 智子 笠原 勉 柏田 秀治 片岡 慎吾 

片山 健 片山 由紀子 加塚 貴光 加藤 久幸 

金指 弘 金子 律夫 金山 主税 株式会社 カンサイ 

株式会社  スタジオ 

オー  龍田 徹 

株式会社  スタジオ 

オー 金野 武治 

上江川 聡 亀井 省悟 

亀田 英則 川上 光男 川添 真 河西 琢磨 

川端 博 菊田 修 岸本 佳久 北 真理子 

木田 裕介 北嶌 清美 北野 弘 木根淵 明 

木村 元信 木村 理沙 清原 眞由美 櫛引 一則 

久保田 直子 藏野 敏 栗城 享史 河本 泰信 

古賀 敦郎 駒井 靖 坂口 幸子 佐藤 英二 

佐藤 正明 重永 裕之 柴田 靖裕 島田 律子 

下郡 文恵 下野 純 下村 剛史 上甲 勝弘 

杉山 剛 鈴木 摂子 住吉 功 空 博行 

高桑 雅子 高瀬 寛史 高橋 彩 高橋 正 

高橋 博司 髙松 純平 田中 一郎 田中 茂 

田中 信行 田中 縁 谷村 宏 種谷 典子 

田淵 寛人 田村 豪 為房 恵美代 丹波 佐和子 

塚本 吉胤 辻 夏央 津田 国子 露木 健二 



鶴崎 智也 戸枝 睦雄 戸島 秀和 鳥羽 康之 

豊田 昌朋 中井 実 長江 高司 中川 肇 

中澤 佳亮 中西 正 中村 光孝 夏野 良司 

浪井 隆志 西川 匡 西田 昭一 西原 正明 

西村 修一 西村 光彦 西村 明子 西村 英理香 

西村 雅貴 西村 雅史 西山 俊彦 野崎 直樹 

野田 俊弘 秦 広樹 濵 武二 林 誠 

林 基志 原田 希世 原田 国宏 原田 健一 

廣瀬 明香 深町 いづみ 苻川 茂浩 福澤 泉美 

福田 泰宏 藤井 文由樹 藤井 美樹 藤田 陽子 

麓 昌高 堀田 圭 堀田 卓郎 本城 佳明 

本田 二郎 本田 寿男 増田 靖 増山 和弘 

松岡 えり 松岡 大智 松田 総平 松田 大季 

松谷 桃子 松並 宗治 松村 知子 松本 悦子 

松本 健 松本 真洋 松吉 和夫 丸山 由季 

三上 千明 三上 千夏 三上 万結 三木 佐枝子 

三澤 真由美 水野 貴之 皆川 久美子 皆川 達雄 

皆川 寿子 皆川 真美 皆川 裕理 皆川 蘭 

皆川 亮 美濃 匡泰 民部田 千影 宮木 幸一 

宮崎 健次 宮地 和子 村上 ヨシ子 目黒 次郎 

本岡 克己 物部 浩達 森岡 澄蔵 安川 治男 

安田 寿江 安田 美帆 柳 菜穂子 矢野 晶子 

山口 駿 山崎 茜 山崎 修 山中 敬子 

山野 清美 山本 愛子 山本 孝雄 山本 利昭 

山本 創 山本 雅章 吉澤 英佑 吉田 聡 

吉田 浩章 吉村 彰人 吉村 聡子 吉本 元美 

劉 于睿 和田 聖哉 渡邉 一登  

※お名前の公表について、ご了解を得ている方のみご紹介させていただきました 

※クレジットカードによるご寄附の場合は、入金まで時間がかかるため、今回掲載さ

れていない場合があります。 

 

 


