
 ご支援感謝! 記念館建設支援者名No.2（2020年2月～2021年12月） （到着順・敬称略） 
  ＊お名前漏れ、誤記、掲載に不都合等がございましたらお手数ですがご連絡願います。 

 

 

＜2020年1月までのご支援＞   

        2020年1月末累計：1,001件（個人・団体） 

 

＜2020年2月＞  

 個人 

金子昌枝 宮坂尚市朗（厚真町長） 松井博和 竹花一成（酪農学園大学学長） 

菊地直江 村上幸夫（北海道エア･ウォーター社長） 有我充人（ARIGAプランニング社長） 

モハンメド・ガナ・イサ（ナイジェリア特命全権大使） 酒井美香 松岡市郎（東川町長）  

西村弘行（前北翔大学学長、元北海道東海大学学長） 竹村泰子 笠原正典（北大副学長） 

遠藤大輔 小砂憲一（アミノアップ会長）  宮澤洋子 藤田正一（平成遠友夜学校校長）  

町村均（(株)町村農場） 和田武夫（関西福祉大学元学長） 長沼昭夫（きのとや会長） 

鈴木章（北大名誉教授、ノーベル化学賞受賞）  塩見徳夫（酪農学園大学名誉教授） 

 考える会イベント関連 

連続講座特別編（2/4）入場料 

  (以上23件) 

  2020年 2月末累計：1,024件（個人・団体） 

 

＜2020年3月＞ 

 個人 

谷彰寿（イナゾーファーム代表） 髙木富美子 伊皆春美  

              (以上3件) 

                          2020年 3月末累計：1,027件（個人・団体） 

 

＜2020年4月＞ 

 個人 

中野裕 安田光春（北洋銀行頭取） 石井純二（北海道経済同友会代表幹事）  

松沢幸一（明治屋社長） 瀬戸篤（小樽商科大学教授） 門別秀保 磯野直人 矢澤到 



佐々木道郎 吉崎隆之 前田栄一 匿名（M.N.） 福沢寿仁 久保田政樹 小熊哲哉 

二渡整 吉田茂生 平賀勧 三上節子 研谷啓 関靖彦 島周平 

川原良介 吉崎由美子 西貝潤（㈱エルシックス社長）  関口昌人 亀田康二 

鉞碧 竹田保之 中津智史 野崎功一 竹脇俊一 小松茂（釧路町長） 

木村成二  長田義仁（北大名誉教授・元副学長） 菅原牧裕 徳永哲雄（弟子屈町長） 

                                            (以上37件)  

                           2020年4月末累計：1,064件（個人・団体） 

 

＜2020年5月＞ 

 個人 

水野隆文 匿名(O.Y.) 森秀三 (北海道博物館長) 筧雅博 嶋田誠  

石井哲夫（元大林道路社長）  折居直樹 中本久美子 後呂道徳 

三津正人（元ヤンマーグリーンシステム社長）  大森健充 若月桂一  

棚野孝夫（白糠町長・北海道町村会長） 矢ヶ崎啓一郎（アルプスワイン会長） 亀淵敬子   

横山清美 竹田靖史（元鹿児島大学副学長） 丹保憲仁 (元北大総長、元放送大学学長)   

平池暁（北海道剣道連盟理事） 里深公慈 原哲朗 神田鷹久（信州大学名誉教授） 

中平徹 戸田信之（月島食品工業社長）  川島崇則 大石正行 （鶴居村長） 

坂倉雅夫 山本雅彦 小坂達朗（中外製薬会長兼CEO）  山田淳一    庄子嘉子 

岸浪建史（北大名誉教授、元副学長） 横田浩（トクヤマ社長） 岡村徳成  

笹原晶博（北海道銀行頭取） 森永晴之 尾嶋好美吉田均 松浦エイジ 水上裕之 

浅野元広 (弁護士) 青木誠雄 小池孝良（北大名誉教授） 上野宏 出口秀樹 

梅田智里 今嗣王 今悦子 今昭王 高橋弥生 溝口尚重 竹花稔彦 

鈴木克昌 芦原伸（ノンフィクション･紀行作家） 大井俊彦  

但野茂（北大名誉教授、函館高専校長） 久下高生 横田修 亀田育美 匿名(I.M.) 

齊藤和雄 匿名(T.F.)   小山裕司 西尾仁志 山田雄亮（北海道コカ・コーラ取締役） 

宗野裕治 殿川隆志 匿名(W.K.) 高橋勉 滝本英徳 旗手洋子 森本奈保喜 

野口伶 吉田可保里 有賀直記 今井規子 春田恭彦 長沼修 横田修一 

匿名(S.T.) 林義寛 鈴木淳司 川原由紀子 梶谷辰哉 小野寺修一 柴田正貴 

山口利昭 中山茂樹 藤田一夫 柿本敦史 佐藤コオシ 合田英毅 小寺重隆 

今井亮三 川端カズヒサ 野村俊幸 粗信二 波多勇  

藤本桂（ホテルポールスター札幌総支配人） 田崎雄大（無臭元工業㈱社長、東京） 長山孝彦 



片桐牧雄 別所智博 石栗秀 

 (以上104件) 

2020年 5月末累計：1,168件（個人・団体） 

 

＜2020年6月＞ 

 個人 

円谷智彦 林初子 松藤美子 小野キン子 北竜次 岡本大作 阿部學 

野口和男 小松寿幸 巻渕進 森春英 山川ヒロユキ 松本博（浜中町長） 

三上暁朗 三上有紀 白川潤 渡辺貢一 高井保秀 奈良恵子 小海敦子 

中本和秀 島内純 小沢研二 江﨑佑 小野桂子 高橋大作 関秀志 

高橋克幸 藤井智幸 喜多村喜美江 杉山恵 山中和美 荒井篤子 内田幸子 

園部亜佐子 長田和夫 上月義二 森下健康 高橋美帆 平山哲 坂口トモコ 

豊嶋孝一 中本百合子 高田康一 石黒直文 田川恵理子 神重則 麻田信二 

長本裕子 北村光一郎 北村善雄 横山勝俊 渡邉淑子（美友希保育園代表理事） 

甲地清 荒川裕生 青山淳平 會見英子 佐々木眞喜子 千川浩治 大内髙雄 

大内小百合 大内みふか ナルド・アンドレア 毛利亮子 本吉勇 水谷純也 

わたりむつこ 田村弘 大河昭彦 原田ヒロエ 松井博和 松井直美 白石晴郷 

白石美代子 白石道寛 小嶋裕美 岡田智子 齊藤隆夫 丹羽貴子 松本高明 

中井芳江 小滝聰 楢戸健次郎（ネパール医療活動：どさんこ海外保健協力会）  内野浩克 

名倉泰三 和田淑子 匿名（石狩市） 千葉到 高橋弘子 佐藤勝子 宮川恭一 

木村さなえ 川村昭範 武山泰典 梶浦陽子 三井偉代 吉川順子 平賀博明 

土屋俊亮(副知事) 西川将人(旭川市長) 内藤繁男 柳生佳樹 武野伸二 

後藤美恵子 吉川清治 中田千年 中島和彦 村上孝導 槌本光 矢島收 

酒井玲子 

 団体 

（有）丸武滝山建設 台北駐日経済文化代表處札幌分處(周学佑分處長)  

麗澤校友会北海道支部 今井館教友会 

       （以上114件） 

    2020年6月末累計：1,282件個人・団体）  

 

 



＜2020年7月＞ 

 個人 

滝元誠樹 藤沢澄雄 武田幸二 武田千江美 武田遼兵 岡本敏久 安西佐都子 

丸谷知己 須田洵 永喜多宗雄 山下秀子 本田キミ子 安江哲 高橋哲朗 

神内秀之介 斉藤芳子 吉田恵美子 高橋亜希 細井眞澄 宍戸廸武 山本慎平 

原典夫 石間戸宗明 豊島勢喜 松井（宝賀）寿子 柳澤辰也 前田喜輔 

林君雄 福澤隆一 牧田武治 山内ヒメ子 今嗣王 管原誠子 進藤義郎 

秋山孝二 三上節子 瀬戸篤 久田徳二 内山岳志 松原智津子 中原准一 

西原洋子 布川康行 国富和代 村口康博 松井博和 板垣町子 間宮和代 

森田敏春 村口康博 吉田洋子 山内健司 田代知恵子 柳幸三郎 鈴木美智子 

三木起代美 原田ひろこ 松野弘実 木村恒太 岩渕和則 橋本博行 藤崎徳子 

 団体 

㈲小杉和裁製縫(小杉静江) 学校法人北星学園（古川敬泰理事長） （財）HAL 

学校法人恵泉女学園 

 考える会イベント関連 

連続講座（7/14）入場料 同書籍販売代 

                                                              （以上67件） 

                       2020年7月末累計：1,349件（個人・団体）  

 

＜2020年8月＞ 

 個人 

今中加代子 松田昌子 中山健太朗 中山晶子 曽根崎良昭 日下恒雄 髙木富美子 

松井駿介 松井香子 松井優馬 松井大地 松井蒼太 白石千晴 松井博和 

白石千晴 秋山孝二 三上節子 神田真由美 和田武夫 村口康博 瀬戸篤   

井上孝之 吉永英嵩 布川康行 西原洋子 平池暁 大平信貴 林君雄 

山内ヒメ子 牧田武治 今嗣王 後呂道徳 三島徳三 伴秀美 中原准一 

中橋賢一 浦野愼一 山田裕幸 庄子京子 毛利久四 宮部登 小谷和雄 

酒井盛暢 平池暁 亀貝一義 山下隆 園部亜佐子 山中和美 松井良子 

松井毅 清水宏美 仲綾子 谷井利明 三上節子 村口康博 中根誠治 

中原准一 小谷和雄 中原豊司 林裕子 髙木富美子 細川房子 伊皆春美 

進藤義郎 松尾誠之 望田武司 山本慎平 久田徳二 森隆一 今嗣王 



林君雄   

 考える会イベント関連 

連続講座（8/11）入場料 同書籍販売費 出版記念特別講演会(1)入場料 

   （以上74件） 

2020年8月末累計：1,423件（個人・団体）  

  

＜2020年9月＞ 

 個人 

細川房子 髙木富美子 神田真由美 伊皆春美 庄子京子 成田昌子 国富和代 

谷井利明 岡田晃 酒井盛暢 山本慎平 松尾誠元 大平信貴 伊藤正憲 

今嗣王 林君雄 中原准一 中根誠治 中原豊司 村口康博 三上節子 

松井直美 瀬戸篤 秋山孝二 三上節子 村口康博 布川康行 井上孝之 

後呂道徳 成田昌子 国富和代 林君雄 福澤隆一 牧田武治 管原誠子 

久保信彦 山田勝重 三上章 植松高志 渡邉二郎 瀬川明廣 菅原央 

吉田聡佑 廣重晃以 廣重勝彦 石川満壽夫 

 考える会イベント関連 

出版記念特別講演会(2)入場料  連続講座（9/15）入場料 同書籍販売費 

                             （以上48件） 

       2020年9月末累計：1,471件（個人・団体）  

 

＜2020年10月＞ 

 個人 

三ツ井敏明 富岡圭 七戸長生 蔵田親義 角田貴美 浪花大嵩 横路由美子 

西野順子 杉江和男 金子純一 菊地治己   菊地清子   川村和彦 丸山康子 

吉村美穂 野田常喜 下村笑子 米山道男 高橋はる代 酒井和子 秋山孝二    

大野幸子 加川雄治 間宮正幸 佐々木敬子 松井博和 中西博子 中西えり 

中根誠治 中根公江 下村佳菜子 堂真道 堂理佳 南谷佳奈子 佐々木静 

庄子京子 渡辺健生 渡辺真智子 遠藤仁美 田中勇 仲綾子 柳澤辰也 

柳澤美砂子 古川栄子 山内裕美 古川あゆみ 大内髙雄 大内小百合 村口康博 

国富和代 今中加代子 遠藤大輔 丹羽貴子 藤田春美 高橋はる代 佐藤勝子 

米山道男 本間厚 山川允子 村形茂一 今嗣王 四反田加奈子 松本行雄 



清水恵美子 富岡圭 三村二三雄 鈴木恵子 酒井和子 三上節子 岡田智子 

林君雄 ヴィット・伸子  中原准一   西村源男 西村育子 久米澄恵 

本間知世 国富和代 後藤学 金澤文子 太田圭子 亀井千穂子 伊藤正憲 

秋山孝二 水野佐多子 大橋真樹 吉元寧 吉元美由紀 朝井豊 卜部秀彦 

福山利範 銀林俊彦 田村祥雄 森下市郎 匿名(T.A.) 島原佐都美 加藤祐輔 

合田正毅 石島力 山内裕美 

 個人（「上川管内町村議会議員研修会（於鷹栖町、10月9日）」参加者有志）  

佐藤輝雄（中川町議会議長、上川町村議会議長会会長）       斉藤友佑（中川町議会事務局主事） 

大谷勝敏（音威子府村議会議長） 杉山仁（音威子府村議会議員）  玉田健（音威子府村議会議員）   

南和博（美深町議会議長）    岩崎泰好（美深町議会議員）   五十嵐庄作（美深町議会議員）   

小口英治（美深町議会議員）   田中真奈美（美深町議会議員）  名取明美（美深町議会議員）    

藤原芳幸（美深町議会議員）   和田健（美深町議会議員）    荒川賢一（美深町議会監査委員） 

小川雅昭（幌加内町議会議長）  市村裕一（幌加内町議会議員）  蔵前文彦（幌加内町議会議員） 

藤井祐（幌加内町議会議員）   早坂純夫（剣淵町長）      髙橋一博（剣淵町議会議長）    

卯城規伊（剣淵町議会議員）   生出孝男（剣淵町議会議員）   大澤秀明（剣淵町議会議員）   

岡康照（剣淵町議会議員）    酒井修（剣淵町議会議員）    佐藤勝彦（剣淵町議会議員）    

高橋毅（剣淵町議会議員）    畠山弘美（剣淵町議会議員）   鹿野利喜夫（剣淵町議会事務局長） 

鴻野彩子（同事務局庶務係長）  佐々木広行（和寒町議会議長）  石田利美（和寒町議会議員）   

小野田久美子（和寒町議会議員） 窪田裕二（和寒町議会議員）   下條美恵（和寒町議会議員）    

谷口勝弘（和寒町議会議員）   中原浩一（和寒町議会議員）   谷寿男（鷹栖町長）        

木下忠行（鷹栖町議会議長）   姥順一（鷹栖町議会議員）    大石隆（鷹栖町議会議員）     

片山兵衛（鷹栖町議会議員）   川原允（鷹栖町議会議員）    桑原芳文（鷹栖町議会議員）    

斉藤哲子（鷹栖町議会議員）   林川伸二（鷹栖町議会議員）   上西義幸（鷹栖町教育長） 

中本諭（比布町議会議長）    安藤裕子（比布町議会議員）   大熊勝幸（比布町議会議員） 

植西浩一（比布町議会議員）   遠藤ハル子（比布町議会議員）  渋谷興二（比布町議会議員） 

藤原幸子（愛別町議会議長）   上杉達則（当麻町議会議員）   餌取秀信（当麻町議会議員）    

片原康夫（当麻町議会議員）   加藤功（当麻町議会議員）    岸山尚弘（当麻町議会議員） 

安部逸雄（上川町議会議長）   籠味正樹（上川町議会議員）   昔農正春（上川町議会議員） 

宮本敬嘉（上川町議会議員）   湯川秀一（上川町議会議員）   高橋昭典（東川町議会議長）    

能登暢吉（東川町議会議員）   山家祥幸（東川町議会議員）   生出栄（東神楽町議会議員）    

清野修一（東神楽町議会議員）  山口千春（東神楽町議会議員）  横溝政行（東神楽町議会議員）   



渡辺一志（東神楽町議会議員）  佐藤晴観（美瑛町議会議長）   青田知史（美瑛町議会議員）    

大坪正明（美瑛町議会議員）   桑谷覺（美瑛町議会議員）    坂田美香（美瑛町議会議員）    

高田紀子（美瑛町議会議員）   野村祐司（美瑛町議会議員）   濱田洋一（美瑛町議会議員）   

穂積力（美瑛町議会議員）    増山和則（美瑛町議会議員）   八木幹男（美瑛町議会議員）   

保田仁（美瑛町議会議員）    山本賢一（美瑛町議会議員）   新村猛（美瑛町議会事務局長） 

村上和子（上富良野町議会議長） 荒生博一（上富良野町議会議員） 今村辰義（上富良野町議会議員）  

岡本康裕（上富良野町議会議員） 小田島久尚（上富良野町議会議員）金子益三（上富良野町議会議員）  

小林啓太（上富良野町議会議員） 佐藤大輔（上富良野町議会議員） 中澤良隆（上富良野町議会議員）  

中瀬実（上富良野町議会議員）  髙松克年（上富良野町議会議員） 深山悟（上富良野町議会事務局長） 

石神唯安（中富良野町議会議長） 髙橋光夫（中富良野町議会議員） 冨樫幹夫（中富良野町議会議員）  

原田一男（中富良野町議会議員） 北條隆光（中富良野町議会議員） 前野仁志（中富良野町議会議員）  

安井敏（中富良野町議会議員）  安井士八（中富良野町議会議員） 中島光明（中富良野町副町長）   

川村勝彦（南富良野町議会議長） 遠藤謙一（南富良野町議会議員） 酒井年夫（南富良野町議会議員）  

渋谷浩岐（南富良野町議会議員） 中野博司（南富良野町議会議員） 大谷元江（占冠村議会議員）    

児玉眞澄（占冠村議会議員）   下川園子（占冠村議会議員）   藤岡幸次（占冠村議会議員）    

三浦康幸（占冠村企画商工課長）  佐々木秀弥 佐々木恵   笹田佐喜 

 考える会イベント関連 

音楽と講演の夕べ（10/18）入場料 同書籍販売代 

                        （以上222件） 

        2020年 10月末累計：1,693件（個人・団体） 

 

＜2020年11月＞ 

 個人 

涌井和広 能登史郎 牧田武治 山口幸治郎 秋山孝二 村口康博 松井博和 

瀬戸篤 加藤博志 三上節子 米山道男 伊皆春美 竹口正進    

西崎博史(児玉源太郎顕彰会事務局長） 堂真道 匿名(T.H.) 栗木隆 幡優子 

山下武右(児玉源太郎顕彰会会長)         

 団体 

札幌農学同窓会関西支部 児玉源太郎顕彰会 白糠町議会議員会 

 考える会イベント関連 

連続講座（11/10）入場料 



                （以上23件） 

  2020年 11月末累計：1,716件（個人・団体） 

 

＜2020年12月＞ 

 個人 

渡部文夫 当真要 匿名(N.S.) 林君雄 秋山孝二 小室宗廣 福澤隆一 

岩崎祐幸 山口幸治郎 佐藤勝子 瀬戸篤 山内ヒメ子 石坂栄 今嗣王 

田中美恵子 山下秀子 古川栄子 村口康博 大友陽子 松井博和 牧田武治 

伊皆春美 成田昌子 国富和代 畠中ルイザ(普連土学園理事長) 高田克彦 

高田利子 大山綱夫 大関世津子 石山喬 西谷英基 西谷敬子 西谷樹也 

鈴木智巳 鈴木愛子 鈴木遥斗 鈴木大翔 鈴木結仁 西田雄二 水野ヨシヒロ 

広田まゆみ    

 団体 

㈱山田水産研究所 

 考える会イベント関連 

連続講座（12/8）入場料 

（以上 43 件） 

 

＜2021年1月＞ 

 個人 

近藤功庸 岩佐タカ 三上節子 村口康博 広田まゆみ（道議会議員） 後呂道徳 

古川栄子 松井博和 秋山孝二 福澤隆一 林君雄 山口幸治郎 今嗣王 

山内ヒメ子 牧田武治 小野武 奥芝美砂子 桟敷孝浩 栃原孝志 

天野源之（天野エンザイム㈱社長） 野村郁子 小林佐代 

 考える会イベント関連 

連続講座（1/12）入場料 同書籍販売代 同ジャム販売代 

              （以上25件） 

 

＜2021年2月＞ 

 個人 

小室宗廣 秋田仁也 山内ヒメ子 三上節子 成田昌子 松井博和 酒井和子 



古川栄子 林君雄 牧田武治 岩崎祐幸 山口幸治郎 福澤隆一 今嗣王  

榎本聰子 村口康博 山内ヒメ子 コマシン・ステファニー・ミドリ 大須賀匡 

澤内大輔  

 考える会イベント関連 

連続講座（2/9）入場料 同ジャム販売代   

                  （以上22件） 

 

＜2021年3月＞ 

 個人 

山口利昭（サンプラザ会長） 山本進（東神楽町長） 佐藤悠子 川尻彩子 川尻幸子 

平松和彦 上野昌美（北大経済学部同窓会長） 石田康幸 冨加見友博 内田洋子 

  （以上10件） 

 

＜2021年4月＞ 

 個人 

藤井茂 吉田典之 光増安弘 山田尚大 山田真里 山田慧 山田麗 

山田楡 木本多津子 渡辺徹    

 団体 

麗澤校友会北海道支部 北海道コカ・コーラボトリング㈱「募金型自動販売機」                                                

（以上 12 件） 

 

 

＜2021年5月＞ 

 個人 

中村忠義 渡邊英樹 三上節子 長本裕子 原田ヒロエ 松谷有希雄 松原安男 

町村均 槌本光 石黒直文 神谷忠孝 宇佐美礼子 前川隆史 匿名(K・A.) 

林一元 小砂憲一 谷口稔 中井芳江 和田淑子 本吉勇 藤井智幸 

會見英子 麻田信二 高橋亜希 馬詰圭子 高澤光雄 西原洋子 高田早苗 

松本高明 丹羽貴子 徳永善也 根本敬子 千川浩治 北村光一郎 佐藤勝子 

角田貴美 民亮一 瀬川明廣 山城俊昭 滝本英徳 中田千年 大村卓味 

横矢暢子 後藤美恵子 藤沢澄雄 藤田ナツ子 松尾昇 松尾真由美 



 団体 

北海道コカ・コーラボトリング㈱「募金型自動販売機」  

    （以上49件） 

 

＜2021年6月＞ 

 個人 

川村昭範 舛甚英文 小久保和孝 岡田智子 宮部登 梅原豊治 藤田春美 

篠田江里子 江良眞理子 ヴィット伸子 谷寿彰 常田益代 酒井和子    伴秀実 

時任恵美子 渡辺健生 村形茂 遠藤大輔 清水恵美子 後呂道徳 佐久間恭子 

出村宏輝 水越和恵 村口康博 酒井美香 藤井英雄 藤井暁子 三上節子 

大関世津子   

 団体 

学校法人北星学園（理事長：古川敬康） 特定非営利活動法人今井館教友会   

北海道コカ・コーラボトリング㈱「募金型自動販売機」  

  （以上32件） 

 

＜2021年7月＞ 

 個人 

上田英貴 中島和彦 今中加代子 磯田憲一 石杜有慎 林君雄 福澤隆一 

山内ヒメ子 伝宝博愛 吉田良子 陰山昭男 今嗣王 三上節子 村口康博 

布施絵理 松井博和 川口浩 小嶋宏亮 米加田民雄 黒河功 松村耕一 

中橋賢一   

 団体 

北海道コカ・コーラボトリング㈱「募金型自動販売機」 千両ビル「募金型自動販売機」  

 考える会イベント関連 

連続講座（7/13）入場料 同書籍販売                                   

（以上26件） 

 

＜2021年8月＞ 

 個人 

蒲生猛 橋本晃 松中照夫 牧田武治 林君雄 陰山昭男 吉田良子 



山口幸治郎 榎本聰子 山内ヒメ子 傳宝博愛 齋藤侑己 村口康博 出村克彦 

渡邊英樹 三上節子 秋山孝二 秋津律子 尾崎良 瀬戸篤 松井博和 

小野高秀 古川栄子 蔵田親義 大山綱夫 平池暁 有賀早苗 松井博和 

出村克彦 高橋大作 秋山孝二 近藤千尋 菅原ムツミ 南巧三 河西勝 

金田憲和 金田みちる 山田純子 工藤正身 久野統彦 柳村俊介     

 団体 

（株）サンプラザ（山口利昭） 北海道コカ・コーラボトリング㈱「募金型自動販売機」      

千両ビル「募金型自動販売機」  

 考える会イベント関連 

連続講座（8/10）入場料 同書籍販売     

                                 （以上46件） 

＜2021年９月＞ 

 個人 

坂田稔 田中章浩 高山太輔 久蔵孝幸 武政栄治 勝丸幹也 林君雄 

傳宝博愛 山口幸治郎 山内ヒメ子 田中昭 陰山昭男 榎本聰子 牧田武治  

今嗣王 管原誠子 後呂道徳 清水恵美子 三上節子 有賀早苗 荒井篤子 

瀬戸篤 松井博和 佐々木昌平 小室宗廣 村口康博 古川栄子 岩崎精一 

佐野法充 外山博康 井原省悟 北野勇 細川房子 滝元誠樹 木村秀雄 

菊地修 佐久間亨 岩崎精一 小笠原隆 西山泰正 板垣雅 宮澤洋子 

目黒安子 由井正明 遠藤陽三   

 団体 

北海道コカ・コーラボトリング㈱「募金型自動販売機」 千両ビル「募金型自動販売機」  

 考える会イベント関連 

連続講座（9/14）入場料 同書籍販売代 同ジャム販売代  

   （以上50件） 

 

＜2021年10月＞ 

 個人 

村口康博 後呂道徳 入澤孝之 森田敏春 松井博和 出村克彦 三上節子 

秋山孝二 岩崎精一 八木田道敏 古川栄子 西原洋子 林君雄 吉田良子 

陰山昭男 今嗣王 管原誠子 瀬戸篤 山内健司 吉田洋子 森田敏春 



松井端巧 工藤卓雄 匿名（O.T.） 藤野正孝 

 団体 

北海道コカ・コーラボトリング㈱「募金型自動販売機」 千両ビル「募金型自動販売機」  

 考える会イベント関連 

連続講座（10/12）入場料   同書籍販売代  

         （以上29件） 

 

＜2021年11月＞ 

 個人 

高橋弘子 匿名（K.K.） 牧田武治 傳寳博愛 管原誠子 山内ヒメ子 吉田良子 

山口幸治郎 林君雄 今嗣王 笠井宏昭 笠井法子 榎本聰子 陰山昭男 

三上節子 秋山孝二 石杜有慎 後呂道徳 村口康 松井博和 岩崎精一 

西原洋子 入澤孝之 大槻俊明 八木田道敏 伊皆春美 古川栄子 常田益代 

出村克彦 有賀早苗 鍋島孝子 長南史男 三上節子 山田雄亮 高木富美子 

西田雄二 松﨑健輔   

 団体 

北海道コカ・コーラボトリング㈱「募金型自動販売機」 千両ビル「募金型自動販売機」  

 考える会イベント関連 

連続講座（11/9）入場料  同書籍販売代 

               （以上41件） 

 
＜2021年12月＞ 

 個人 

飛坂基夫 石井進 倉野正之 楢戸健次郎 棚川伊知郎 酒井恵美子 田中昭 

陰山昭男 牧田武治 林君雄 榎本聰子 山口幸治郎 藤澤隆一 山内ヒメ子 

管原誠子 岡村猛 今嗣王 傳寳博愛 髙松貴志子 秋山孝二 後呂道徳 

松井博和 村口康博 小泉雅弘 三上節子 古川栄子 伊皆春美 西原洋子   

黒柳俊雄 大関世津子 矢ケ崎啓一郎 矢ケ崎学 河手千香子 久田徳二 佐藤紀子 

安木一仁 渡辺信吾 加藤石生 桐生直樹 鈴木啓太 圡井時久 匿名（N.Y.） 

矢次晴香 裏野真澄 落合廣 松田祐吾 渡辺崇彦 澤田八郎 渡辺久昭 

小山卓郎 春田恭彦 匿名（U.K.） 後藤哲雄 小山卓郎 村上達也 本間昭一 



佐原健 大橋義徳 増田和夫 大山暁男 伊藤研司 山澤充雄 安國庫生 

宮入隆 林美香子 関谷日出夫 坂野利雄 日沖勲 中村一 三叚﨑俊彦 

金井昌和 加藤俊夫 板倉雅夫 本多和茂 須藤修方 中山修 佐々木章 

老田茂 高橋英夫 谷内直子 八丁博成 佐々木昭博 山田和奈 峰島恒  

 団体 

北海道コカ・コーラボトリング㈱「募金型自動販売機」 千両ビル「募金型自動販売機」 

 考える会イベント関連 

連続講座（12/14）入場料 同書籍販売代 

 （以上88件） 

 
＜2020.12～2021.12 白糠町代理クラウドファンディング（CF）によるご寄付者 

 CFの性質上ご寄付頂いた全員のお名前を把握できません。掲載のためご連絡下されば幸いです＞ 

 個人 

秋山孝二 三上章 白石美代子 松井博和 大利徹 筧雅博 金子隆行 

野口伸 松井香子 実山豊 久下高生 島周平 増田税 佐藤信 

伴秀実 横田浩 岡村徳成 伴戸久徳 浅野眞一郎 荻野英二 有賀早苗 

木山邦樹 久保友彦 山田隆 岡田啓嗣 松井博和 庄子嘉子 横田篤 

杉森隆志 関根徹夫 渡邊敦史 水上慶太 山田孝 円谷智彦 吹谷智 

田村喜一郎 但野茂 中野祐介 松井駿介 瀬戸口剛 松島肇 三上節子 

保格正英 渡久地朝央 林岳 柿澤宏昭 石村えりこ 田内正敏 福士幸治 

清水池義治 坂上悟 佐分利亘 山本慎平 水上貴裕 吉田謙太郎 尾之内均 

高橋均 三上隣一 高橋義文   吉田二教 木山邦樹 坂井仁美 西邑隆徳 

酒井美香 松沢幸一   森永晴之 寺島実郎 村田泰夫 新妻徹 千葉利明 

皆川吉郎 黒須成弘 赤堀弘和 白石正弘 八木なる美 王秀峰 髙見澤一裕 

加藤英介 渡邊敦史 瀬戸口剛 山本幸一 柳谷一仁 森本奈保喜     

 団体 

山田水道機工株式会社 

          （ほか54件、合計138件）  

        2021年12月末累計： 2,327件（個人・団体） 


