
「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 30年 1月 1日以降にご寄附いただいた皆さま〕 

五十音順、敬称略 

相野 高子 相野 龍輝 相原 裕子 相原 真紀子 

明石 竜三 秋山 尚子 朝治 真澄 淺野 彩子 

芦田 安寿朗 安宅 祐香 阿部 香代子 阿部 汐里 

あべ松 洋 網本 真明 荒金 徹 荒田 響 

安藤 宏 飯島 美和子 井川 理恵 池乗 貴弘 

石井 靖人 石川 直子 石坂 太陽 井尻 久美子 

磯崎 律子 板津 好子 板津 貴之 伊藤 薫 

伊藤 和美 伊藤 恒夫 稲嶺 典子 猪木 敬子 

今井 浩稀 今村 靖 岩井 さやか 岩崎 剛雄 

岩瀬 千佳子 岩田 有弘 岩田 美由紀 岩村 崇裕 

上田 実 上野 主馬 内山 琢哉 宇野 亜弥子 

エー・ビー・シー開

発株式会社 

絵本ちゃん 遠藤 祥一 大久保 和也 

大越 悦子 大坂 義治 大澤 明希 太田 海 

太田 正佳 太田 守 オーテック株式会社 大西 誠 

大場 謙吉 大橋 幸美 大原 敏弘 大久 達之助 

大山 春幸 岡 輝 岡 潔 小笠原 信吾 

岡田 祐子 岡部 恵 岡村 正和 小川 麻由美 

奥野 剛士 奥野 悠仁 奥本 真一郎 小倉 潤子 

小郷 裕美 押田 直樹 小田 摂 落合 千華 

小野 友子 小野田 守隆 小野寺 丈 柏本 美穂 

梶原 嗣顕 加塚 みどり 加藤 克彦 加藤 義昭 

門田 秀隆 角屋 勇次 金井 恭子 金井 遥斗 

金澤 慈明 金子 友 兼光 建次 鎌田 恭彦 

神里 真代 神谷 敬介 上山 克也 川勝 英樹 

川﨑 智紗 川崎 智広 川嶋 則匡 河野 和久 

川原 亮子 川原 進・亮子 神田 幸治 菊鹿あんず姫 

菊地 真太郎 菊池 亮治 岸 正勝 岸田 憲仁 

木田 晃弘 北川 輔 北野 宏美 北村 香寿史 

北村 百萌 北宅 久友 木下 匡 木下 博文 



木下 由佳 木村 勝彦 木村 久美 木村 俊彦 

木村 真理子 國永 兼示 熊安 伸秀 倉野 光雄 

倉橋 実 栗田 恵子 栗林 輝美 栗原 妙子 

黒岩 美樹 桑原 正和 小出 真緒 合田 真帆 

郷野目 隆一 香林 誠一 紅露 温子 紅露 啓太郎 

紅露 咲太郎 古賀 雄介・美絵 小阪 武司 小堺 あゆみ 

小笹 豪也 小島 卓 児島 英清 小杉 智洋 

児玉 茂樹 小西 理恵 小長谷 豊 小林 勝博 

小林 健司 小林 健二 小林 真太郎 小林 奈津子 

小林 義幸 近藤 和也 齋藤 伸也 佐伯 光功 

酒井 秀明 酒井 美穂 榊 亜由美 坂田 泰史 

佐々木 俊士 佐々木 伸治 佐藤葵 佐藤 隼 

佐藤 知絵 佐藤渚 佐藤 光代 佐藤 有香 

里見 佳代子 里見 真夢 佐野 佳七子 澤田 幸子 

澤田 まなみ 篠田 陽子 芝崎 紘彰 柴田 敦子 

柴田 昌幸 島 智浩 志満 博一 志水 孝久 

下田 敏子 下野 展裕 下山 栄子 上新 武志 

城村 拓也 新見 眞人 吹田 千弘 菅井 美幸 

菅波 靖起 杉田 啓子 鈴木 千裕 鈴木 正英 

鈴木 有 砂田 順一 住友 孝明 陶山 達高 

宋 有希子 宗内 福一 大門 さより 田岡 知樹 

高瀬 寛史 高田 憲直 高田 雅弘 高田 通則 

高橋 斉己 高見 美治 高山 智与美 竹内 久人 

竹内 幹人 武田 家明 武田 香織 竹田 知子 

武田 有正 武田 美和 竹中 弘樹 竹村 英機 

橘 宏一 立迫 悦子 田中 淳史 田中 啓助 

谷 陽一朗 谷口 透 谷口 陽 谷本 遼平 

田野口 菜那 田畑 孝洋 田渕 悦子 田村 哲也 

丹野 亮 千葉 泰司 辻 伸弘 辻岡 哲郎 

土田 正純 土本 将司 堤 茂乃 坪井 洋一 

坪内 利文 坪田 純一 坪田 佑子 釣 英明 

弦牧 眞理子 程 正雄 寺井 信二 寺田 智司 

寺西 慶晃 寺本 晶 土井 貴弘 遠山 里奈 

徳光 照美 鳥羽 学 富吉 豊 豊岡 隼 

豊田 充広 内藤 郁郎 長岡 俊宏 中川 詠悟 



長崎 悟 仲里 篤 長洲 夏海 永田 緑 

中谷 太陽 中谷 瑠衣 中野 耕一 中野 尚美 

中林 賢輔 中林 淳 中張 彩子 中村 茜 

中村 杏 中村 幸子 中村 茂実 中村 泰 

中村 隆郎 中村 孝之 中村 万里 中村 優介 

中本 篤宏 中本 大士 中山 静香 中山 寛恵 

中山 佳幸 南波 宏樹 西井 千瑳 西尾 恭幸 

西尾 佳展 西垣 李佳 西川 和輝 西川 聡 

西田 功 西田 咲梨 西躰 進 西永 昌代 

西村 綾子 西村 光彦 西村 奈美 西村 昌代 

丹羽 由衣 沼田 聡 能仁 浩章 野木 晃 

野口 亘 野崎 久美子 野田 勇 橋本 果奈 

橋本 槙子 長谷川 さか枝 長谷川 晴子 長谷川 直美 

畠 敦志 服部 丈 服部 達哉 服部 哲史 

服部 真実 濱口 恭彦 早勢 雅彦 原田 桂子 

比嘉 明日香 東上 佳子 樋口 宗哉 肥後 絵里香 

久野 信幸 菱川 泰夫 人見 由美子 平井 和子 

平井 孝典 平井 孝之 平井 なおみ 平井 伯 

平田 清士 廣瀬 農 廣瀬 智也 広田 秀男 

廣田 美貴 深澤 由江 深津 美貴 福井 規之 

福田 佳晃 福本 薫 藤内 基之 藤田 誠一 

藤本 文江 藤本 麻里 藤山 吉更 二神 敦 

亍井 久美子 細場 哲哉 堀江 江里香 堀口 菜美子 

堀野 勝利 堀部 史朗 堀脇 朋子 本田 かおり 

前川 智章 前田 貴裕 前田 晃利 前田 昌則 

前田 益宏 前原 暁子 牧田 遼祐 牧野 洋美 

増田 翼 松尾 克也 松尾 久未子 松岡 沙奈 

松下 剛 松田 江里子 松田 惠子 松田 裕司 

松館 昇平 松並 愛子 松本 篤実 松本 宗久 

丸井 悠平 丸山 剛 水江 享宣 水田 かや乃 

水谷 高 水野 和司 水野 巧也 水野 智子 

神谷 朋範 南 康彦 南谷 浩一 美濃部 啓 

三原 聖子 宮川 美津子 宮野 宗彦 宮村 久美子 

宮本 英理菜 宮本 千絵 宮本 英久 宮本 亮瑛 

三輪 哲也 三和 留美 向井 重樹 村岡 英樹 



村上 恭子 村上 健太郎 村上 哲也 村上 宏行 

村田 庄策 村田 熹子 村田 浩 村田 和歌子 

村中 俊哉 村西 恵 村橋 さち子 村松 遥奈 

村山 しのぶ 毛利 泰士 本村 孝夫 本村 都 

森 克彦 森 千惠 森 正治 森 真啓 

森井 啓太 森口 弘之 森本 弘治 門田 隆太郎 

矢追 武 八木谷 肇 焼肉幸園 中山信義 

中山 環 

柳生 茉樹 

安岡 進 安田 彩加 安田 利希良 矢野 秀和 

山内 栄子 山内 玲子 山木 健男 山口 亜由紀 

山口 和男 山口 直也・麻希子 山崎 修 山澤 通邦 

山下 毅 山田 あゆ 山田 英樹 山田 結貴 

山田 毅典 大和 千晃 大和 玲子 山中 哲生 

山内 大造 山ノ内 暢彦 山本 かよ子 山本 康夫 

湯浅 彰 有限会社 ヨシミ電

子機器 

湯川 知洋 弓庭 登美子 

弓庭 浩一 横井 和子 横井 三香子 横山 和男 

吉田 紋子 吉田 団 吉田 雅一 吉田 正典 

吉村 敦彦 米村 和美 脇山 拓 早稲田 真未 

和田 聖哉 和田 真吾 和田 浩之 綿井 博一 

渡邉 敦子 渡邉 浩平 渡邊 沙織 渡辺 牧子 

渡邉 正子    

※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 

 

 


