
ご支援感謝! 記念館建設支援者名 No.1（2013 年 5 月〜2020 年 1 月）（50 音順・敬称略） 

 

＜あ＞  

相川夏帆  相澤孝亮  青木功喜  青木幸子  青山淳平  秋田隆志  秋山孝二  秋山寿美  

秋山不動産（有）     札幌青空会（会長：山田一男）     麻田信二    安達寿夫  阿部修 

阿部桂子 

＜い＞ 

飯田美穂子 飯塚優子  池澤夏樹  池田光司  池田裕   石井桂子  石神富江  石川隆夫  

石川満寿夫 石黒直文  石田多香子 石村えりこ 石杜有慎  石杜祥夫  石谷和子  磯田憲一  

板垣町子  井出芙美子 伊藤浩一  伊東俊太郎 伊藤敏夫  伊藤めぐ  井上良夫  猪股岩生 

今井正明  今井雅江  入江明美  

＜う＞  

植松誠   後呂道徳  内田幸子  海南久美子 馬詰圭子  梅津紘子  梅野きん子 「遠友むら」 

プロジェクト  

＜え＞  

越後光雄  江良眞理子 エルキントン･スティーブン 遠藤大輔  

＜お＞  

大内高雄  大内小百合 大関世津子 大津光男  大友浩   大友陽子  大見英明  大沼芳徳  

大橋薫   大橋真樹  大橋正實  大村卓味  大山綱夫  小笠原千恵子 笠原正明    岡崎晃一 

岡田智子  岡本敏博  Okui Migaku コンサート（田村･金川） 小田浩之  小田川由美子 小谷和雄  

小野有五  小山惠子  小山田伸明 「音楽と講演の集い」入場料  

＜か＞ 

會見英子  学習会冊子販売部    角田美恵子 加藤石生  金井英明  金子孝子  狩野廣 

カフェトーン 神谷忠孝  亀貝一義  河手千香子 川村昭範  河村日佐男 匿名（K. A.） 

＜き＞  

菊地昌実  岸本美智代 喜多村喜美江 北村光一郎 北村善雄  北室かず  北明邦雄  木原正彦  

木村さなえ 木村高志  （株）銀の鈴社   (株）きのとや 

＜く＞  

日下恒雄  久世そらち 工藤慶一  蔵田親義  蔵前ノリ子 桑谷文雄  

 



＜け＞  

学校法人恵泉女学園    ケンユー会有志 

＜こ＞  

小島美知子 後藤安久  後藤学   小西恵江子 小林郁子  小林三樹  小林由規枝  

コマシン・ステファニー・ミドリ    小屋敷洋子  小山茂      小六久枝    近藤千尋  今嗣王 

＜さ＞  

斎藤隆夫  佐伯朋美  酒井美香  嵯峨英子  佐久間恭  桜庭慎吾  貞国崇子   

札幌岩手県人会の皆様（26 名：中村巌・大越誠幸・但木康悦・佐藤馨一・川村政良・廣瀬充弘・八森恵一・  

大坊健二・金今忠司・佐藤浩一・岡田修始・本多丘人・大和田守夫・波佐光将・渡辺郁雄・佐々木勝喜･ 

川原福治・橘トミ子･佐々木光雄･小林将也・佐藤芳子・佐藤久子・中里律子・髙倉小夏・佐治リエ子）  

札幌遠友夜学校創立百年記念事業会（代表：三島徳三） 

札幌商工会議所観光ボランティアガイドの会「札幌の歴史研究会」（代表：牧正昭） 

医療法人耕仁会札幌太田病院（院長：太田健介）               札幌市東地区第５分区町内会  

札幌市東地区第 12 分区町内会  札幌独立キリスト教会        札幌独立キリスト教会婦人会  

(一社)札幌農学同窓会  佐藤市雄  佐藤栄一  佐藤勝子  佐藤幸子  佐藤翔平  

佐藤セツ子ダンススクール         佐藤武彦  佐藤全弘  佐藤正志  佐藤学   佐藤充子  

佐藤紀子  サミット・札幌実行委員会  サミット・札幌書籍販売部   サミット・札幌募金箱  

サミット･花卷書籍販売部          サミット･十和田書籍販売部  サンプロ 

＜し＞ 

宍戸昌夫  宍戸迪武  志渡和子  篠崎正明  篠崎江里子 篠塚徹   篠野悦子  柴崎由紀 

司法書士・行政書士やまびこ事務所   志村瑛子   下浦進   下宮忠雄    下村笑子    下谷栄治  

庄司京子  升本訓子  神重則   神内秀之介 陣野守正  神保純子  

＜す＞ 

菅原勝明  菅原三枝子 菅原ムツミ 杉浦正人  鈴木剛   鈴木敏明  鈴木美智子 須田力  

須田洵    角田貴美 

＜せ＞  

千川浩治  仙北富志和 （有）千両ビル 

＜そ＞  

創価学会  創価大学  相馬勝彦  相馬秀世  曽根崎良昭 曽野和明 

 



＜た＞  

高澤光雄  髙木恵美子 高島郁夫  高田早苗  高徳芳忠  高橋亜希  高橋篤子  高橋大作  

高橋タミ子 高橋弘子  田川恵理子 滝元誠樹  瀧谷梅雄  滝山武夫  竹内元信  竹形和弘  

竹口正道  竹村泰子  武山泰典  田中郁磨  田中美恵子 田中道子  谷井利明  谷口稔  

谷村幸愛  田原哲士  玉手孝尚  田村啓子  ダーリング･ブルース/常田益代 

＜ち＞  

千葉到   千葉隆典 

＜つ＞  

塚崎和義  津崎哲雄  土田京子  

＜て＞  

（株）テックサプライ  寺澤妙子  寺田敏子  照井孝彦  傳寶博愛  

＜と＞  

（株）東奥カントリークラブ（代表取締役：中野英喜）      東京女子大学東寮同期会  

東京女子大学同窓会町田支部      東京女子大学同窓会町田支部さがみの会藤沢    土岐祐子  

医療法人社団平成醫塾苫小牧東病院（理事長･院長：橋本洋一） 

NPO 法人十和田歴史文化研究会（中野英喜・石橋義雄・下谷栄治・小笠原カオル・小笠原良子・奈良哲紀・  

長根富栄・中野智夫ほか）            鳥山英雄  

＜な＞  

中川厚雄  中川賢一  仲紘嗣   仲綾子   中井玉仙  中垣正史  中島和彦  中根 誠治  

永野芳江  長峯慰子  中村たけし 長本裕子  中山眞佐子 鍋山敏文  並川昌子 

ナルド・アンドレア/大内みふか  

＜に＞  

西野洋子  西原洋子  西村秀夫  丹羽貴子  新渡戸稲造記念遠友みらい塾 （一財）新渡戸基金  

東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院（院長：入江徹也）       新渡戸稲造読書会  

学校法人新渡戸文化学園  

＜ぬ＞  

＜ね＞  

根本敬子  

＜の＞  

 



＜は＞  

萩 佑    橋本晃   橋本修一  橋本信夫  橋本又男  橋本素子  長谷川弘子 長谷川弘  

畠中ルイザ 八田満千子 幡優子   浜尾ノブヒロ 原子修   原典夫   原美枝子  林一元  

林下英二  原田俊彦  原田ヒロエ 原田秀穂  原田照子  針生愛子   

札幌スイーツガーデンパロム  

＜ひ＞  

久末満三  平田修二  平林良登  廣池幹堂  広田聰   広田美貴子  

＜ふ＞  

福岡紫里  福岡大延  福澤眞理  福士醇   福田努   福間ひとみ 藤井茂  藤田正一  

藤田ナツ子 藤田亨   北大東京同窓会武士道講読会（主宰：齊藤昇三）   冨本 壽子  

フォーラム冊子販売部    古川栄子  

＜へ＞  

平成遠友夜学校生徒一同  

＜ほ＞  

北海道銀行鳥居前支店    NPO 北海道 club         法元盛信  学校法人北星学園  星悦子 

細川房子  堀乙子    堀川恭子  堀田国元    堀田真紀子  

＜ま＞  

前川隆史  前野志保子 牧野小枝子 牧正昭  ますじん英文 町村均    松井博和  松谷有希雄  

松原安男  松本高明  松本忠明  丸山淳士 

＜み＞  

三上喜三雄 三上真利子 三上節子  三島徳三  水上裕之  溝口芳夫  三井偉代  湊晶子  

三原晃一  宮川潤   宮崎善昭   （一社）美友希保育園（代表理事：渡邉淑子）  

＜む＞ 

藤時彦   村上ゆうこ 村口康博  室町小百合  

＜め＞  

加田民雄  目黒安子  

＜も＞  

毛利亮子  本吉勇   森田敏春  森畑竜二  森雅子   森本晴生  

 

 



＜や＞  

八島伸介  安江哲   山内淳子  山内健司  山内孝一  山内ヒメ子 山岸豊治  山岸博子  

山岸紀子  山﨑健作  山﨑豊治  山﨑紀子  山下司   山田純子  山田裕幸  山田良江 

山本慎平  

＜ゆ＞  

遊口親之  ユノエムズ・インテレクト  

＜よ＞ 

横川恒夫  横田篤   横路由美子 横矢暢子  横山勝俊  横山峰子  ヨシノヒロシ 吉川清治  

吉田裕子  吉田洋子  吉村美穂コンサートバザー       米谷道保  

＜ら＞  

＜り＞  

力示育実  

＜る＞  

＜れ＞  

(一社)麗澤校友会北海道支部         「連続講座」入場料  

＜ろ＞  

＜わ＞  

若林高明  和田淑子  和田壬三  和田幹子  渡辺郁雄  渡邉叔子  わたりむつこ  

 

以上:418 件（人・団体） 


