
ご支援感謝! 記念館建設支援者名 No.3（2022年 1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。 

                    2021年 12月末累計：2,327件（個人・団体） 

 

＜2022 年 1月＞ 

湯川正雄  田中稲蔵  浅沼修藏  中島和彦  谷秀一   釘貫靖久  犬堀忠志  日浦隆  

増山邦彦  内山一   櫻井修   赤嶺和彦  上田雅敏  久保良幸  寺澤秀和  上杉敏   

福田文治  田中督   櫻庭光一  中村滿   古田学   石坂實   匿名(M.Y.)  松浦清 

連続講座入場料 1/11     牧田武治  林君雄   福澤隆一  傳寳博愛  山口幸治郎 成田孝雄   

今嗣王   岡村猛   管原誠子  三上節子  秋山孝二  村口康博  瀬戸篤   岩崎祐幸   

松井博和  後呂道徳  伊皆春美  伴秀実   古川栄子  西原洋子  書籍販売代 1/11 

今野日出雄 池上八郎  志村亮   平井康市  和孝雄   斉藤克人  出口廣志  渡辺進 

中山貞夫  島田省吉  横田浩   吉田健   佐藤友治  𡈽崎南   宮本宜之  窪田朋代 

水上裕之  渡邊昇   佐藤卓志  長尾保秀  小菅充   荒川正澄  進藤惣治  西原洋子 

伏見滋彦  中山悠   堀田国元  作田善輝  芳田琢磨  打田宏   瀧川拓哉  岡崎紀昭  

前田利恭  田所厚一郎 丸田雅博  山内清久  傳寳博愛  星野謙蔵  羽貝敏彦  河村日佐男 

匿名(S.A.)  小野剛志  奥山正幸  中田久雄  猪倉潤二  北岡直樹  原城隆   早坂昌志 

伊藤大典  川崎史郎  関谷長昭  鈴木邦彦  小澤宗之  吉田裕二  高階史章 

千両ビル「募金型自動販売機」                           （以上 102件） 

 

＜2022 年 2月＞ 

原哲朗   大倉克己  鎌田隆   岩崎要   高橋正通  大村嘉男  吉田猛   桑原眞人  

玉井裕   日本基督教団鎌ヶ谷教会 都留信也  棚田健生  栗山卓司  南隆    平田昭夫 

堀田国元  夏目恵美  佐野雄三  半谷敬幸  山口尚   湯川温三  檜森 靖則  宮入隆 

西野順子  千両ビル「募金型自動販売機」                     （以上 25件） 

 

＜2022 年 3月＞ 

 

髙野航太  佐々木素喜 隂山昭男  福士幸子  石井俊昌  秋山孝二  連続講座入場料 3/8    

林君雄   山内ヒメ子 福澤隆一  隂山昭男  榎本聰子  今嗣王   岡村猛   管原誠子   

村口康博  三上節子  岩崎精一  松井博和  伊皆春美  西原洋子  山本慎平  古川栄子   

後呂道徳  猪倉潤二  久田徳二  書籍販売代 3/8        石田健一  小笠原悟  山本慎平 

JTB北海道事業部         加藤正一  山内ヒメ子 松本隆文  千両ビル「募金型自動販売機」                  

                                         （以上 35件） 

＜2022 年 4月＞ 

望月芳美  丹野義明  谷口健雄  上條郁夫  （一社）麗澤校友会北海道支部    後藤美恵子 

鈴木良幸  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」 

（以上 9件） 



 

＜2022 年 5月＞ 

鳴海勇蔵  佐藤潔   竹井悠   小島洋司  渡辺祐登  三上節子  槌本光   鈴木章 

會見英子  小谷和雄  野村俊幸  前川隆史  岡田智子  山口八重子 山下秀子  藤沢澄雄 

寿郎社   松井博和  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」                           （以上 20件） 

 

＜2022 年 6月＞ 

本吉勇   宮部登   石井佳子  舛甚英文  匿名    原田ヒロエ 山田裕幸  内田洋子 

高木富美子 藤井智幸  加藤石生  松中照夫  東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 

高橋弘子  後呂道徳  児玉源太郎顕彰会    松原安男  麻田信二  長本裕子  谷寿彰 

山田雄亮  町村均   鈴木美智子 大山綱夫  横田浩   石川満寿夫 瀬川明廣  円谷智彦 

海南久美子 末次典子  安江哲   津崎哲雄  高橋亜希  小山薫   西原洋子  伴秀実 

萩佑    馬詰圭子  大庭英輝  渡辺郁雄  根本敬子  学校法人北星学園    川村昭範   

岸本美智代 時任恵美子 米加田民雄 増田雅彦  高橋順子  柴崎由紀  匿名 K.C.  丹羽貴子 

荒川裕生  酒井玲子  横矢暢子  小坂裕二  佐藤幸子  高田早苗  谷口稔   東山寛 

和田武夫  国富和代  中島和彦  高倉嗣昌  酒井美香  ヴィット伸子      下谷栄治 

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」 

（以上 68件） 

 

＜2022 年 7月＞ 

千川浩治  常道武士  山口利昭  藤倉まゆみ 水上裕之  茂木智子  連続講座入場料 7/12 

傳寶博愛  山田芳二  林君雄   福澤隆一  山口幸治郎 陰山昭男  山内ヒメ子 岡村猛   

笠井宏昭  笠井法子  牧田武治  三上節子  後呂道徳  松井博和  島田俊宏  高橋順子   

北明邦雄  成田昌子  磯部千鶴子 西原洋子  石杜有慎  大谷功    匿名        德永善也    

江口勝康  合崎英男  朝嵐瑞悦  秋山孝二  高橋大作  鄭明芬     今中加代子  平池暁 

伊木繁雄  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」 

（以上 41件） 

 

＜2022 年 8月＞ 

小滝聰   北川由美子 連続講座入場料 8/9    林君雄    福澤隆一  陰山昭男  山田芳二   

牧田武治  岡村猛   管原誠子  三上節子  村口康博  後呂道徳  秋山孝二  横井美保子   

横井洋子  鈴木美智子 酒井恵美子 新沼貞子  北川由美子 伊皆春美  國安洋子  成田昌子   

伴秀実   細川嘉一  吉田裕子  神保純子  細井全   出村克彦  山美直美  中村節子 

林小八郎  佐藤郁子  國田裕子  内山恭子  石川三千雄 

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」 

（以上 38件） 

 



                      2022 年 8月末累計：2,665件（個人・団体） 

 

＜特別応援企業・団体様ご芳名＞ 

○（株）サンプラザ（堺市、山口利昭会長） 

○北海道白糠町（クラウドファンディング代理、棚野孝夫町長及び町民の皆様） 

 

 


