
「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 28年 10月 29日から平成 29年 3月 31日の間にご寄附いただいた皆さま〕 

五十音順、敬称略 

青山 郁子 赤井 和子 赤井マネキン製作所 揚野 周 

朝田 賢治 浅田 真美 浅野 こころ 麻原 梓 

渥美 友佳子 新井 株式会社 新井 翔也 飯田 亮子 

池川 友一 池田 功 池田 サヨ子 池田 孝 

池端 恵一 石井 幸司 石井 智子 石井 篤 

石川 隆明 石田 幸祐 石原 鈴子 石山 周 

泉谷 成昭 磯野 義直 板津 貴之 市川 美弥子 

市原 順子 一般財団法人自転車

センター 

一般社団法人 日本

ご当地キャラクター

協会 代表理事 荒

川 深冊 

井手 守 

伊藤 さおり 伊藤 真理 伊東 実理 伊藤 之弘 

伊藤 葉子 稲井田 希 稲田 哲平 稲野 勝治 

井上 哲彦 井上 政清 井ノ口 秀樹 射場 繁章 

井早 朗 今井 竜夫 今中 和穗 入口 哲也 

岩井 知子 岩井 恵 岩倉 美加 岩田 美由紀 

岩田 洋亮 岩橋 順子 岩橋 拓 上北 聡之 

上嶋 千歳 植田 千裕 上田 元 上田 美智子 

上田 優美 上野 貴紀 植野 憲彦 上野 秀樹 

上松 徹哉 上山 和彦 内山 明 内山 翔二郎 

宇都宮 由美 内海 資元 江畑 卓哉 榎原 博之 

大掛 房子 大久保 俊英 大槻 大 大坪 孝洋 

大仲 祐人 大西 頼子 大野 達也 大林 利恵子 

大前 友和 大森 裕子 大門 芳一 大山 哲男 

大類 龍一 岡 英二 岡 潔 岡 紫乃 

岡 晃 岡 道太 岡 葉子 岡﨑 慎一 

岡田 春雄 岡野 紀美 岡部 朋史 岡本 一郎 

岡本 景子 岡本 博司 岡本 るみ 岡森 光則 

小川 治 小川 隆章 小川 正人 小川 学 

奥田 英彦 奥原 良明 尾崎 幹弘 緒花 光晟 



織田 真澄 折出 智海 加川 清明 香川 久美子 

角谷 知恵 影山 真佐富 樫下 公彦 梶原 直正 

片寄 玲子 加藤 克枝 加藤 拓 加藤 正 

加藤 勝 加藤 洋一 金川 均 金杉 正 

金杉 真梨子 金谷 修 可 美由紀 兼井 隆 

金山 愛奈 株式会社 シティラ

イフＮＥＷ 

株式会社 ビルドコ

ーポレーション 

釜渕 慎之助 

亀村 圭 栢菅 一成 樺澤 智 川口 聖 

川窪 寿樹 川﨑 賢祥 川添 充 川畑 恭朗 

川辺 和也 川村 隆史 川村 康明 川村 良一 

河本 輝夫 川本 芳久 神田 浩伸 城崎 恵介 

喜多 洲山 北里 幸豊 北浜 知宏 北村 味花 

北村 亮二 北山 緑 木下 尚典 木林 威夫 

木村 匠志 木本 晃輔 居 鷹生 久木野 孝治 

楠本 奈美 久保田 和実 組谷 雅一 倉谷 英敏 

久留 秀美 小出 貢二 河野 朱美 香林 誠一 

国井 興 越田 大輔 小西 忠 虎走 大介 

小林 舞子 小堀 栄二 駒井 麻未 小前 涼太 

小松原 敦 古守 一康 近藤 健介 近藤 誠孝 

斉藤 勇太 才野 航 坂上 昌史 坂田 茂 

阪本 亜矢 坂本 定寛 桜井 玲 笹川 利栄 

佐々木 洋 笹田 悦史 佐藤 勝彦 佐藤 宜秀 

皿良 修二 皿良 達鏡 澤田 仲房 澤野 武志 

三野 博 塩中 映子 敷田 信之 式田 紀子 

芝 あゆみ 柴田 勝則 柴田 優 島崎 友里 

嶋瀬 棟正 嶋田 一弥 清水 和也 清水 俊行 

清水 惠美 下拂 恵 下村 惣章 十佐近 清士 

小路 尚生 白井 達郎 白木 治文 城本 順光 

神部 具隆 辛坊 治郎 新見 裕子 菅原 清美 

杉浦 正樹 杉田 真理 杉田 美幸 杉田 由美子 

杉本 さや佳 杉山 晃一 鈴木 香織 鈴木 健之 

須永 恭司 諏訪 景子 諏訪野 大 関 麻紀 

瀬澤 勝 仙田 好男 多賀 洋子 高木 昌一 

高桑 康有 高瀬 行宏 高田 義弘 髙谷 佳子 

高橋 広人 高橋 未香 高平 愛 田口 雅也 



竹内 聡一郎 竹内 雅人 竹迫 文勇 武田 朋晃 

武田 恭治 竹山 和宏 田中 晶大 田中 和美 

田中 啓助 田中 恒 田中 友美 田中 秀憲 

田中 義一 谷 真理子 谷尾 智之 谷川 静子 

谷脇 光 谷脇 悠真 種田 礼美 田畑 智孝 

玉置 卓男 田村 香織 田村 忍 田村 ミヤ子 

田村 由紀 津組 裕考 辻 俊雄 辻 夏央 

辻口 玲子 辻野 良子 寺下 哲夫 藤堂 榮司郎 

時岡 貢 床西 恵 登坂 智子 富岡 誠 

富山 圭子 友田 敦 鳥井 章郎 鳥越 亮多 

中井 一公 永江 智子 中尾 邦男 仲尾 浩幸 

中川 泰慈 中嶋 淳浩 中嶋 真一郞 中島 貴志 

中田 有香 中田 保 中田 光紀 永田 陽子 

中田 義人 中辻 晃生 中西 綾 中西 勉 

長三 紘平 中村 勝之 中村 義治 中本 篤宏 

新居 佐都子 西尾 文音 西尾 昌子 西川 富美子 

西川 房枝 西川 芳枝 西須 好久 西出 孝子 

西中 健史 西村 惠子 西村 光彦 西村 陽子 

西本 瞳 仁田 博昭 沼部 厚史 根本 航成 

野口 寛司 野口 裕之 野口 良子 野﨑 隆 

野村 夏江 橋田 道子 橋本 力 橋本 幸弘 

長谷川 忍 長谷川 敏夫 八田 幸子 羽野 俊久 

濱田 昌彦 早川 優 早坂 乃里子 早田 寿夫 

原 志都子 原山 葉子 板東 敦子 坂東 綾子 

板東 真弓 万博紙飛行機を飛ば

す会 

東 広之 東出 友香子 

東仲 政和 疋田 達也 樋口 宗哉 樋口 陽一 

久富 優子 平石 健二 平岩 靖久 平田 太郎 

平野 俊夫 平山 始 平山 靖 廣内 慎一 

廣嶋 由美 廣嶋 禎数 廣部 行彦 深尾 幸一 

福井 朗 福井 陽三 福岡 聡 福島 千惠子 

福島 良一 福西 哲男 福本 裕美 福山 真澄 

福山 万知 藤井 秀雄 藤田 愛子 藤田 一平 

藤田 裕介 藤本 理 藤原 清美 藤原 伸元 

二神 敦 麓 和夫 古崎 大輔 古舘 繁寿 



細田 薫 細淵 雅邦 堀田 裕二 本田 れい子 

前田 祥治 前田 麻弥 前田 嘉則 槙 智仁 

桝井 利浩 増澤 信憲 増田 浩幸 松井 博幸 

松井 保憲 松岡 範繁 松阪 博文 松田 茂 

松田 卓也 松原 佳奈 松原 吾一 松原 俊三 

松宮 庄三 松本 裕士 松山 英介 松山 浩吉 

真野 達也 丸山 智晴 三上 和之 水谷 英昭 

水野 幹雄 三谷 悦朗 三谷 幸司 南 正太郎 

南川 聡介 峰 粧子 宮内 裕 宮澤 雅記 

宮脇 靖子 三輪 政人 向井 晴香 宗岡 徹 

村井 健一 村下 由香里 村田 義満 村中 厚子 

望岡 優希 本原 靖康 森 陽一郎 森井 恒幸 

森重 昌之 森田 祐輔 盛林 優 森本 宏 

森本 由香 守屋 宏基 森脇 將 八尾 武憲 

八尾 里絵子 矢島 和幸 安井 壮志 安原 柊羽 

安原 大雅 安原 文雄 安原 真弓 安原 未来 

矢野 歩 矢野 一郎 藪田 紀子 矢部 久博 

矢部 裕太 山内 義信 山口 健次 山口 美奈子 

山崎 修 山崎 昌宏 山下 一樹 山下 隆也 

山下 直美 山下 幸恵 山下 洋平 山田 秀樹 

山田 雅也 大和 美季子 山根 克也 山野 修 

山本 定男 山本 素美 山本 博三 山本 美玲 

山盛 健一 夢番地 倉野光雄 横田 克彦 横山 祐美 

吉江 幸彦 吉岡 葉奈 吉岡 秀典 𠮷田 宏司 

吉野 美由紀 吉原 伸於 義間 隆 吉村 和広 

米田 廣光 若山 香 若山 浩一 和田 徳久 

和田 昌弘 渡邊 克己 渡辺 博史 渡辺 保夫 

渡部 祐樹 渡邉 洋子   

※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 

※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。 

 

 


