
佐藤　敏行 大村　直樹 中川　浩子 松浦　大貴 松山　直幸

佐藤　敏行 上田　康子 勝田　先紀 早瀬　照子 小出　和夫

佐藤　敏行 松田　知己 竹本　啓哉 古田　謙一 瀧澤　真由

佐藤　敏行 金光　真佐一 岡田　裕子 田村　徳隆 渡部　典子

佐藤　敏行 信田　和則 須能　忠広 徳谷　祥恵 瀧澤　真由

佐藤　敏行 信田　和則 兼子　謙二 鈴木　健史 前多　誠次

佐藤　敏行 信田　和則 北川　康介 龍本　純平 片山　郁朗

山口　泰弘 信田　和則 内田　美佐子 青山　格 松井　敦恵

藤山　光雄 信田　和則 乾井　宏純 山﨑　雅己 中島　武宣

前多　誠次 谷村　光司 前多　誠次 村田　貴子 高橋　彩季

大西　誠 中室　雄俊 平川　大地 吉田　暁 千葉　岳

水島　崇 冨山　貴史 井上　正樹 吉田　暁 姫野　浩毅

前多　誠次 朝廣　佳子 池部　順一 掛樋　佐紀子 能登　貴史

荒木　利昌 片尾　俊信 木南　意澄 佐々木　愛子 宅間　宏之

斎藤　有紀子 中山　潤一 千本　倖生 加藤　由紀子 乾井　宏純

白波瀬　利光 カク　リクエイ 植村　信子 近山　成宣 加藤　昌史

谷口　哲一 小川　泰史 西村　健志 後藤　光伸 家原　知子

上野　泰生 松田　裕介 谷口　浩二 武内　奈都美 木村　貴子

森満　令子 尾崎　春香 橋本　秀信 高橋　広平 原田　汎寸

亡中西エミ子　遺言執行者

弁護士　松本　勉
山中　萌衣 上田　良幸 日髙　敏明 伊藤　幸司

黒石　匡昭 田中　久盛 木村　和弘 鐙　和夫

黒石　匡昭 森本　則彦 鍛冶　節子 篠原　寛和

石田　卓 瀬戸　成実 藤野　拓史 鬼頭　芳明 永井　博

浦野　甲士 外園　絵理 田沼　明 蜂須賀　渉 中谷　和也

柳田　久志 佐藤　敏行 植竹　昌人 西川　弘美 小野　裕之

中西　幸夫 山口　英紀 伊藤　幸司 及川　絵里奈 矢倉　直子

佐々木　敏夫 冨山　貴史 丸山　一之 和田　貴彬 福嶋　智徳

大石　昌之 橋本　勝信 八尾　香織 江口　博史 橋本　良隆

硲　順一 中川　佳男 吉野　剛司 前田　英則 小野　均

西元　慶治 今中　靖訓 田村　直樹 岩田　守弘 中谷　航也

井上　拓也 立木　崇文 加藤　岳夫 林　綾乃 上田　清

辻　正記 水野　貴久男 竹内　義朋 髙瀨　郁代 吉海　真吾

海沼　和幸 新家　伸浩 和田　智明 原野　望 大塩　博子

田代　知 坂本　賢司 岡部　聡 富島　常嘉 元根　正晴

藤井　太郎 原　尉之 齊藤　朗 平野　裕一 木村　聡

藤川　賢 黒松　裕一朗 吉松　徹 藤山　光雄 松本　鉄男

阪井　利幸 松下　竜樹 浪越　幸男 門脇　博 橋添　雅子

田中　雅人 坂本　聡司 浪越　幸男 中川　佳男 塩尻　悟

伊藤　洋平 鈴木　祐一郎 浪越　幸男 酒井　武徳 諸原　忠弘

髙松　明弘 西田　惇 村田　晶香 鬼頭　芳明 前多　誠次

橋本　明美 吉田　美也子 藤島　己代子 松井　宣介 玉木　睦実

榊原　栄也 Lindgren　Max Christian 植村　淑子 中江　洋子 大政　和宏

中林　義太郎 橋本　美砂子 西野　恵次 西野　恵次

横山　雄大 阪口　佳弘 山路　修身 稲垣　英行 西野　恵次

岡嶋　寿乃 立石　佳嗣 松野　濃 横山　明子 武中　千里

林谷　隆之 西野　恵次 高瀬　英剛 平本　裕子 前多　誠次

杉下　成之 草野　稚全 石井　則男 広田　重夫 吉田　智子

平成30年度　寄附者芳名一覧　（敬称略・寄附回数により同一寄附者あり）



大西　洋 金井　篤 近藤　庄三 小川　泰史 佐藤　浩司

池上　毅 奥田　晴久 加藤　慧太 西田　達也 並木　通直

横山　美由紀 吉岡　収 井久保　哲也 小野　裕之 石川　明子

今川　真由美 三代澤　康司 田端　和高 木田　秀樹 有岡　伸悟

佐藤　瑞希 牧野　長 宮田　貴敏 森嶋　良康

笠原　真弓 上田　昌代 木野戸　えみ 平澤　拓也 大西　アツミ

横山　美由紀 大野　未鈴 木野戸　えみ 前多　誠次 大西　義信

前田　宗幸 森川　東 伊勢本　將太 今野　めぐみ 桝本　初美

平塚　裕章 中野　亮 向山　茉里 藤谷　知伸 岡野　貴明

新家　伸浩 寺岡　拓麻 太田　由佳 江川　友梨

吉本　和弘 田花　永久 平木　祐子 柴田　亮介 水島　哲郎

山口　武彦 中野　亮 田嶋　孝二郎 井口　一行 亘　秀史

川口　強志 太田　隆之 森山　清美 岡田　寿夫 尾崎　義和

東川　侑平 西山　明慶 多田　俊明 後藤　真 富川　めぐみ

長谷川　あつ子 安川　美帆 公益財団法人　奈良ＹＭＣＡ 森本　仁之 吉﨑　宣夫

長谷川　あつ子 大塩　博子 槇田　郁男 大倉　重樹 増田　純平

西村　健志 大塩　博子 藤川　英彦 前田　豊治 小見　宰

佐々木原　誠司 大塩　博子 北野　光治 北岸　広久 芳野　まい

長瀬　香織 佐藤　知美 今福　康夫 草野　芳生 小野　裕之

宮久保　忠典 藤井　勲 中田　和夫 前多　誠次 南阪　敏治

堀田　卓 田中　晴康 福田　紘志 前多　誠次 吉田　智行

三木　直弘 髙畑　秀道 嶋谷　和幸 藤﨑　卓 松浦　三郎

宮久保　忠典 河田　淳 北岸　広久 油井　武史 玉井　雄大

齊藤　朗 川島　正雄 宮川　浩一 柴﨑　亮哲

谷原　陽子 小野　裕之 森本　研二 山田　忍 一箭　泰博

森本　寛之 水野　太郎 中山　明彦 森山　帆峰 渡辺　守康

菅原　仁志 立花　豊 関野　智美 長尾　嘉彦

長野　圭太 森本　智世 栗栖　陽 瀬戸口　英雄 岡地　修一

長岡　伸考 ALDRIDGE　MATTHEW 三宅　なをみ 竹内　亮 西村　二郎

前田　みなみ 下谷　幸司 松川　公明 今西　克也 宇都口　直樹

白石　和也 下村　朱美 竹本　豊美 中村　正人

正田　雅史 千本　倖生 細江　浩文 ウィルソン　グラント

大村　直樹 毛利　康人 高瀬　美晴 大谷　正和

大村　直樹 柴田　淳平 後藤　哲哉 中野　秀知


