
相部幸枝 井上定明 大田幸治 叶岡衆也 木花秀代 小西フミ子 佐藤照見 角田有大 武村明美 月城理鵬 中筋昭二 西川有子 長谷川未来 平出幸夫 まちなかホッとハウス村上晶 山中龍太

青石博文 井上達巳 大谷典子 金崎照美 木全昭子 小西幸子 佐藤道代 正和情報サービス（株）竹村栄子 佃敦夫 中田香代子 西川冷子 長谷川嘉美 平野健一 松井時三 村上加津子 山之内百合子

青井弘明 井上哲 大谷ハル子 金子義輝 木村あつ子 小林功一 佐藤良典 瀬川一彦 竹村和美 筑波ひさ子 中田晶子 錦織礼子 長谷田文雄 平松牟智子 松石光子 村上剛 山部佐代子

青木淳 井上哲三 大塚真美子 金田亮輔 木村悦子 小林里美 里ミサ子 瀬川結衣 田澤まち子 辻井加奈 仲田鈴子 錦加代子 端圭二郎 平山あけみ 松井敏子 村上智恵美 山本敦子

青木照夫 井上典子 大槻洋子 金中淳子 木村清一 小林政二 佐野兼義 関谷美雪 田沢道代 辻井大介 永田節子 綿瀬恵子 畠山正一 平山紀子 松下大樹 村上冨美男 山本早苗

青山育男 井上宜行 大槻良枝 金松範隆 木村清伸 小林力 佐野寛子 瀬戸美智子 田尻常子 辻川ミカ 永谷一美 西口笑美子 畑中勇輝 平山ふさ子 松井弘光 村上正博 山本静代

赤木登志子 井上房子 大坪三枝子 金村久子 木村静江 小林徳子 佐飛淳一 銭田セツ子 立所しのぶ 辻田律子 中谷清 西口正之助 畑中悠佑 廣兼道恵 松井勇 村崎日佐子 山本四郎

赤坂さと 井上文枝 大寺房子 釜口千恵 木村智恵美 小林弘美 佐保美智子 芹生登美 巽喜代子 辻弘子 中谷隆 西口亮 八田久美子 廣直貞美 松井麗子 村田明光 山本妙子

赤田克彦 井上美佐子 大歳久美子 釜付康永 木村敏子 小林松久 佐梁忠雄 千丈友香子 辰巳貞江 辻本伊津美 中谷千代 西坂美津子 八田健一 廣直力 松浦八重子 村谷千恵子 山本隆(株）ユアーズ

赤松亜希子 井上康之 大西節代 上岡研一 木村麻代 小林万裕子 さわだよしお 千田照美 巽正一 辻本進 中谷正明 西田勝宏 服部啓 広野キミ子 松尾勝也 村田弘子 山本春雄

赤松俊幸 井上りう子 大庭富江 上岡美弘 木村光信 小林美香 澤田ヨシ子 宗田美代子 達脇容子 都築聡子 仲田美智子 西田順子 花下勝子 深井喜美子 松岡幸子 村田満智子 山本保雄

秋田恒和 井上禮子 大野嘉代子 上小阪支部 木村美奈子 小林都子 志形学 相馬壽子 立石洋一 津田喜代美 永田美知子 西谷登美子 羽生田克巳 福泉篠恵 松生拓也 村田優子 山本芳伸

秋月秀夫 井野口弘治 大野弘美 上出満子 木村友美子 小林保之 重岡秋子 宗和文次 田中克彦 津田潮子 中田光彦 西田町子 馬場稔子 福井建泰 松尾マスエ 村田ゆう子 山本美彦

秋友理三郎 井野昌美 大畠陽子 神野妙子 協立建設工業小林裕咲 自壇地慶子 曽我加代 田中カネ子 津田信二 中辻幸子 西田有己雄 浜口恵子 福井敏明 松生由佳 村中和枝 山元倫子

秋本正一 伊部たみゑ 大浜智嘉子 神野裕子 清原正子 小林友梨 篠原聡 曽木博央 田中清 津田豊 中辻繁春 西田佳嗣 濱口敏仲 福井典子 松川雅宥 室谷サイ子 山本礼子

秋山笑美子 今井茜 大林麗子 神美津江 桐野澄子 小松栄 篠原繁夫 曽木由香 田中佐知子 槌谷勝也 仲津冨男 西畑澄子 濱田繁子 福井弘子 松倉麻己 桃原文子 由井晴美

秋山有子 今井協子 大坊孝子 上村友希 金烱澤 小松孝充 柴田和子 十河喜保子 田中シズ子 堤勝之助 中西明美 西原千代子 濱中徳子 福井弘子 松澤千鶴 森亜希 行廣喜子

秋吉歩 今井智恵子 大南喜代一 神山都世子 久木野時雄 小松美知子 志波冨代 曽田幸吉 田中多寛子 常森卓司 中西恵美子 西巻千恵子 浜名多代美 福井安男 松下忍 森内　健太 豊貞二

秋吉睦生 今井浩子 大森雅文 神渡和廣 釘宮隆道 小守昭二 志摩一美 外村節子 田中孝憲 椿井弘子 中西美代子 西美香 浜正幸 福岡繁子 松下大樹 森櫻喜代美 横内敦子

秋吉泰子 今井美智子 大盛雅代 亀井計生 草開善城 小柳津スズ子島図康夫 園田育子 田中武雄 津守朱美 中野和夫 西村俊治 濱本星光 福島覚美 松下俊英 森実和子 横内和子

朝田妙子 今江清満 大山桂子 亀谷政吉 串田まゆみ 小山まつゑ 島田邦則 園田千恵子 田中武 出口君子 中畑桂子 西村三千代 羽村徳子 福島一則 松田明 森秀一 横内義明

朝田武夫 今門孝子 大山弘 亀割エシ子 葛原洋 小山裕也 島田景子 染川恵美 田中タツ子 出口清子 中原章雄 西村祐美子 早川佳孝 副田昭爾 松田恭一 森田悦子 横治久美子

浅田紀子 今田健司 岡喬子 鴨東久美 葛目幸子 近藤晶子 嶋田早苗 代喜麻美 田中照代 手嶋英子 中原恵美子 西村芳枝 林あき 副田千佐子 松田正春 森田かずみ 横道ヒサエ

浅野かつみ 今村津代子 岡崎修 萱村冨久夫 楠本恵美 權野幸子 嶋田秀一 大東民子 田中俊一 鉄本加津子 永原セキノ 西本充彬 林敦子 安藤諒平フクダライフテック関西KK　松永あさ子 森田テトヱ 横山一美

浅野富子 今村毅 岡崎弘太郎 苅田了念 楠元路子 權野ミル 島田宏二 高墳喜樹 田中ハツ子 寺野滋子 中原鉄也 西本健治 林貫治 福地永昌 松葉照子 森田敏之 横山隆子

朝野昌代 今村ヨシエ 岡崎良勝 カレうどん収益 葛原洋 材木透 島田れい子 高木辰茂 田中久子 寺野照 中原八千代 西本末子 林清江 福塚哲史 松葉文孝 森田ヒロ子 吉井啓志

東綾子 井美明日香 小笠原大和 河合明美 椚座名美子 斉木晴子 島本啓子 高木登志子 田中美里 土井康文 中平重野 西本巳千代 林治子 福冨一子 松原弘太郎 森田操 吉内シマ子

東幸一郎 井村隼啓 岡田かをる 河井繁子 久保啓子 才田初子 清水勝枝 高木穂津美 田中睦生 堂下愛子 中平光信 西本八重子 林雅大 福冨清美 松藤正子 森俊之 吉岡朱美

東律子 伊与木龍正 岡田登志子 川勝清子 久保幸子 斉藤孝義 清水恵子 高木益博 田中八恵子 東部喜代子 永松和子 西元保之 林ゆかり 福永しずよ 松丸幸恵 森直樹 吉岡タキエ

安達克郎 入江勝子 岡田未来 河上悦子 窪田幸子 斉藤千恵子 清水淳子 高杉政美 田中靖二 徳永将章 永海幸子 西森文明 早瀬啓子 福原徳三 松村邦枝 森紘明 吉岡チズ

安達雅之 岩崎三郎 岡とゑ子 川岸真由美 久保良子 斉藤勝 清水日出子 高田憲二 田中裕 徳畑勇 中溝勇 西森三雄 早田千鶴子 福原わき子 松村千之 森弘志 吉岡努

新友紀子 岩崎忠男 岡野登美子 川口輝美子 熊原元直 斎藤好子 清水誠 高濃明美 田中裕子 徳丸由紀子 永海豊 西森有里子 羽山保晴 福間章弘 松村裕子 森正澄子 吉岡則之

敦谷友衣 岩垣宏二 岡平かづ子 川口京子 粂井宏史 斉藤玲子 下江博美 高野伸治 田中葉子 徳本周子 中村綾子 西裕司 速水小夜子 福元淳子 松本伊津子 森本啓樹 吉岡宏真

穴井勉 岩崎洋子 岡部利州巳 川口泰士 公文いつみ 佐伯一枝 下田儀一 高野伸介 田中諄 徳山和子 中村恵美 日本建産（株）原和征 福本優子 松本栄子 森本禎江 吉川裕子

姉川典子 岩下佳子 岡村直樹 川口トミエ 倉谷梨香 佐伯かね 十野信雄 高野知津子 田辺ひさゑ 利根川よし子永村恵美子 センター事業団日本労働者協同組合連合会原口香代子 藤井勝子 松本喜久夫 森本俊明 吉川由美

阿部節子 岩永一豊 岡村義弘 川口やよみ 藤井順子 松本清子 森本智子 吉田綾子

阿部信行 岩本里美 岡本鋭人 川崎純子 藤江由美子 松本茂樹 森本幸香子 吉田一江

尼谷隆志 岩本順子 岡本景子 川﨑真理 藤岡充子 松本澄子 森山末子 吉田和子

天野一之 岩本忠明 岡本幸子 河島幸雄 藤川敏子 松本智子 森山真里緒 吉田邦子

雨窪加世 岩本優子 小川正一 川添一彦 藤川規子 松本伸之 森脇卯 吉田啓子

雨窪勝 上郡貞子 小川昇 川添千昭 藤木博顕 松本久吉 矢口直子 吉田初美

新居千晶 上坂利絵子 小川正子 川添善道 藤沢桜 松本光子 矢島圭 吉田浩子

荒木廣美 上迫有希 小川三七子 川田忠義 藤島和代 松本有加 安井省吾 吉田博信

荒谷恵美子 上田糸美 荻川純子 河田直士 藤田清子 松家一正 安河内ちえ 吉田冨美惠

有沢一女 上田悦子 沖野美代子 河西豊文 藤田幸子 的場 康田正夫 吉田原

有沢巌 上田清子 沖本陽子 河西秀明　協立 藤田知子 的場トシ子 安原照子 吉田好子

有田善友 植田小夜子 奥北謙一 河西利佳 藤谷幸子 的場睦奥美 柳和世 吉永哲弥

有馬初美 植田民子 奥田キミ子 川畑巌 藤田昌明 豆井恵美子 柳澤保 吉成美代子

有吉マツ子 植田友子 奥田憲一 川端佐智子 藤庭玲子 丸山忠雄 矢野一子 吉村朱美

粟田和子 植田美知子 奥田タサヱ 川畑進 藤本修一 丸山豊美 矢野敏雄 善村鈴代

粟田弘美 上田美智子 奥田直美 川端博次 藤本すみ子 三浦英子 矢野ミネ 吉村政治

安楽八重子 植辻洋子 奥田博子 川畑裕義 藤本博 三浦健郎 矢野義廣 芳村千代子

飯川功 上野高子 奥田文夫 川部美代子 藤原章弘 三上萌 八幡侑子 吉村全央

飯田久子 上野春美 奥野和子 川村和子 藤原和子 三先詢子 薮下芳江 吉元敏子

飯伏勝馬 上野弘美 奥野喜代子 川村博 鮒子多五月 三澤良太 山内英子 義之勝三

伊賀野教子 上野正弘 奥野美佐枝 河村美智子 古川彬 三嶋節子 山岡朱美 米川真

五十嵐美香子 上野充雄 奥林信雄 川村弥英子 降矢加奈子 三島裕子 山岡悟 米沢民子

井川こずえ 上原次臣 奥村孝市 川元宮子 ふれあい喫茶水口孝 山岡佐代子 米田直美

生田勉 上藤裕子 奥本竜夫 神応昌敬 風呂橋益美 水谷靖男 山岡浩 米田守

池田小夜子 植松瑤子 小倉智貴子 神崎千夏 文化祭参加者水野知子 山岸清美 龍洋治

池田寛 上村隆男 小倉光子 神田和敏 北條利子 水野七三郎 山口和彦 レオクラン（株）

池野節子 植元タミ子 小椋亮 神田美佐子 宝蔵寺裕子 水野ひで子 山口恭一 若松八重子

生駒佐栄子 宇加野貞女 尾崎園枝 神田礼子 坊農智子 水間千紘 山口久美 ワキ田京子

井之浦一子 浮世治子 尾崎豊子 菊田史子 朴蓮順 溝口貴美 山口照美 脇康子

以西あきみ 請川久子 小田和夫 菊田政次 星加朋彦 溝田千恵子 山口浩美 和澤宏明

以西文男 氏原和美 小田タケ乃 菊本昌子 細野信代 溝淵賢治 山口福代 和田桂子

井澤登志子 後みつる 小田マスミ 木子恒男 細井幸代 三多正剛 山口有美子 綿瀬恵子

石井大介 臼井学 尾上康雄 岸田敦子 細川クニエ 道場喜美代 山倉努 渡辺郁子

石井俊夫 臼木芳枝 小野勝伸 岸本シズエ 細田郁子 南木まみ子 山崎栄利子 渡辺一正

石井真希 宇田和美 小野志保子 岸本文子 細田みゆき 水口亜也子 山崎恵理子 渡邊雅子

石川幸枝 内海紀子 小畑弘 岸本操子 細野繁明 湊徳子 山崎和子 渡辺守

石川関子 内海ひとみ 小原勝方 北岡克行 蔵本ケイ子 佐伯信治 十野良子 髙橋純子 田邊秀子 土肥かほる 中村香里 二村智恵子 原田清子 細野創一 南和子 山崎未樹子 和田宏美

石川実佐子 内田明美 小原静代 北川恵美子 栗山俊子 佐伯昌子 小海途美代子高橋多恵 谷勇 飛田庸子 中村喜久子 貫名馨 原田廣子 細野勇一 南本太錫 山崎允宜 和田由里

石田恵美 内田敏子 小原真由実 北川静枝 黒川綾子 酒井清美 上甲貞夫 高橋千代枝 谷井重孝 冨田剛之 中村キヨノ 布廣眞一 原田善明 堀田京助 美成磨優美 山崎康治

石田孝子 内田寛 面谷幸男 北川忠 黒川恒雄 酒井暢人 上甲孝子 高橋恒夫 谷川清美 冨田智和 中村賢治 野上信子 張本進 鴻池ポッポ福祉会社会福祉法人宮井篤 山崎洋子

石田八重子 内堀有岐子 表ともみ 北川玉代 黒田恵美子 堺磨理子 白鳥芳枝 高橋泰行 谷川知佳 冨田幸恵 中村幸次 野口アイ子 春本静子 堀尾保夫 宮尾俊孝 山下妹実 以上

石田義博 内海栄一 甲斐佐津枝 北川雅勇 黒田千津子 酒井光夫 白波瀬裕子 高畑チエ子 谷川英子 共田恭子 中村鈴枝 野口勇 春本常雄 堀越美代子 宮川昌子 山下幾代 1429名分

石橋奈智子 梅田史郎 甲斐三義 木田絹代 黒田直子 酒井みや子 白濱弘子 高畑真澄 谷清 供長洋一 中村澄子 野口十彦 半田尚久 堀西常雄 宮崎翔子 山下克代

和泉かつ子 梅本信子 甲斐龍子 北口紀実 桑島由美子 坂上嘉明 城間美貴 高見住代 谷口和子 豊田奈津雄 中村とみえ 野崎アイ子 坂東利晴 北郷栄要 宮繁亜弥 山下さ江み

和泉忠義 梅本太 柿口美代子 北口律子 桑原明子 栄田秀子 新海八十八 高宮早苗 谷口幸司 豊山吉雄 中村文昭 野下貴志 番場弘樹 本後利加 宮下定次郎 山下孝夫

五十川満子 映画班 角嶋節子 北里和子 桑原ふみ子 坂上美千代 新宮周一 高宮チヨ子 谷口佐知子 鳥居康二朗 中村幹子 野島聡子 日浦啓子 本多進 宮下弘光 山下隆範

磯野戸代子 江口隆子 角嶋正登 木田里子 桑原峯子 坂口キミ 新宮由紀子 高山昌来 谷口司 冨部静美 中村恵 野上笙子 東堤光司 本多千代子 宮島義美 山下忠雄

板垣智文 遠藤俊次 角田隼人 北島豊 建設まつり収益坂口茂喜 新宅徳次郎 寶井晃美 谷口照代 永井守彦 中村百合 野田史郎 東出眞理子 本田直美 宮武怜子 山下なつみ

井田朋美 大石隆造 嶽野幸一 北園典子 源田嘉子 坂邦子 じん亭忠史 寶井美紗紀 谷口成子 中井由美子 中山清子 野津イソノ 東野一夫 本田ハシノ 宮田賢一 山下比呂子

井谷チサコ 大井通正 影山洋子 木田孝子 小泉嘉子 坂眞一郎 進晶子 滝北未来 谷口倫展 長井良春 中山圭子 野中一夫 東野利次 本領康子 宮田民子 山下正洋

市位昌輝 大岩末光 笠井雅史 北田昌巳 糀治孝 坂田美紀 新本勝英 田口勝啓 谷口勝 中上世津子 中山俊夫 野中博子 東野博夫 前川哲 宮田輝秋 山下資子

一木信子 大内田博子 風間覧二郎 北チサト 合田佳子 阪本かよ 末利洋一 田口宏子 谷殿茂明 長尾ゆり 中山美恵子 野中幸子 東山正 前川洋子 宮田浩 山下妹実

市田幸治 大浦幸子 梶岡いづみ 木田寿二郎 幸田光子 坂元恵子 菅沼豊子 田口真 谷村弘子 中川喜大 永吉利治 野間純一 樋口延子 前田詢子 宮田靖 山下米弘

一ノ瀬節子 大浦展義 梶岡伸治 北野智香子 上月美代子 坂本シノブ 菅野清江 武井良子 谷吉美 中川恵一郎 永吉八重子 野宮二六美 樋口良昭 前田年定 宮本克美 山添寛子

市橋きくみ 大江のぞみ 梶ケ内靖子 北野七重 小枝美亀男 坂本純子 菅原勝吉 竹内一子 種谷利子 中川美生恵 梨谷馨 野村永子 樋口依子 前田治男 宮本淳 山田勲

市村寛子 大上雅子 梶木寿子 喜多信子 古賀明子 坂本久子 杉原幸太郎 竹岡孝憲 田野フミ子 中川美子 波田哲弘 野村至孝 日高久美 前田ヒロ子 宮本直美 山田榮二

市山恵 大木廣子 梶野ヒサ子 北畑サヨ子 古賀裕子 坂元良秋 杉原正子 竹岡美和子 田畑明子 長川りか 成澤晴美 野村美英子 日高二三子 前田政子 宮本政子 山田一己

井出本秀美 大倉イツ子 樫伸博 喜多初子 五鬼上百合子坂本令子 杉原芳治 武田一男 田淵隆幸 中崎達男 成瀬カヨ子 はぁもにい（株）メディカルフーズ日高美枝 前田峰一 宮本美奈子 山田加代

伊藤克子 大倉茂 柏木和代 木田日登美 小北優希 酒屋香司 杉本慶子 武田壮子 多部晋作 永澤淳子 成瀬芳夫 唄恵子 一杉美恵子 前田龍子 三好英子 山田桂子

井藤京一 大倉信義 片所二三雄 喜多裕 小口美佐子 鷺ヒロ子 杉本寿 武田敏男 玉井和加 中島アイ子 難波勢知子 羽形昌美 兵頭久仁子 前野久子 美好かほるホウセイKK山田晃造

伊藤睦 大崎康子 片山絵美 北村綾子 小久保京子 先山進二 杉本達彦 武田真理子 玉江康子 中島行代 新村なる子 橋内よし子 日好望揺 前橋澄子 三好清治 山田次郎

伊藤亮平 大島和男 片山健 北村悦子 越門弘志 桜井秀雄 杉山薫 竹田佳貴 玉置政子 中島勲 西岡綾子 橋本亜希 日好春子 前山英雄 民権連 山田文子

伊藤玲子 大島民旗 勝山治美 北村孝三 小島臣子 迫間みい子 杉山晴美 竹中豊 玉木浩司 中島祥聿 西岡千鶴子 橋本達明 平井恵子 槇田園子 向井信子 山田美恵子

稲垣真弓 大島文子 加藤恵子 北村昌也 小嶋千歳 佐々木冨美 杉山昌見 竹ノ内茜 玉野久美子 中島修彦 西岡利男 橋本民子 平井武子 孫崎幸子 蒸野征恵 山田康子

稲嶺海士 大島光男 加藤敬子 北本早雄 小城みさ子 佐々木元子 須崎圭子 竹ノ内美幸 田宮陽太 中嶌淳子 西岡義子 橋本俊枝 平瀬登 増井禎二 宗石和子 山田竜治

稲本政幸 大角誠一 加藤ツルミ 北本弘 小竹栄子 定井喜代美 鈴木早代子 竹野正行 田村玉枝 中嶌友博 西尾節子 橋本保一 平田一雄 増井日出子 村井昌子 山中孝司

乾清子 大角英雄 加藤ヒロ子 橘田亜由美 小寺峰志 佐藤愛 鈴木芳照 竹橋鈴子 田村水美 中島博 西上正次 橋本リツ 平田包子 桝田悦子 村井丸子 山中トク子

稲令子 太田あゆみ 加藤真智子 橘田正美 後藤茂子 佐藤絹子 砂町美晴 竹原久子 茶園貞光 中嶌睦枝 西川昭美 長谷明子 平田功 増田節代 村井ミワコ 山中寿子

井上晃子 太田喜美子 門坂洋子 木下嘉代子 小西カウ 佐藤鍼灸整骨院住井央佳 竹平あつこ 塚本サチ子 中小路隆子 西川千恵子 長谷川多賀子平田多恵子 桝村弘泰 村岡優 山中ヒロエ

井上勝子 太田賢吾 門田てる子 木下徳雄 小西千寛 佐藤千恵子 澄川めぐみ 武部弘一 塚本千代子 中條博美 西川安柄 長谷川宜昭 平田幸江 又多里佳 村岡好人 山中広子

50音順になっていますが、御氏名読み方が違うケースがございま

すのでご了解ください。 

また、記載がない場合は事務局までお知らせください。 

寄附金箱などに入れていただいた分については記載できていません。 

引き続き、多くの方に広めていただきますようにお願いします。 
  


