
相田 伸二 稲盛 隆穂 片山 雅子 柴田 綾子 樋口 香里 松崎 豊

青柳 かおり 今井 克一 河本 宏子 高橋 聡一郎 古谷 真美 三上 裕嗣

麻生 伊久雄 植田 英夫 小池 信彦 土居 葉子 HEOSEOLME 渡辺 達明

井手 達也 岡部 泰鶴 佐藤 信正 仲條 浩 増田 和代

伊藤 聡 乙脇 さやか 酒井 勉 縄倉 晶雄 松岡 雅子

他匿名　18名

五十音順・敬称略 

　　　　　　　　インターネット小口寄附 ご芳名

　　マンスリー・サポート

2023年3月1日



相沢 由里子 井上 みどり 沖田 康子 北野 千秋 阪口 聖也 末吉 美佐 田中 健三
青井 由美子 井上 雄公 荻野 智美 北村 晴美 坂口 達矢 菅原 隆之 田中 祥子
青木 薫 井深 壮史 荻野 直美 北山 茂樹 酒瀬川 八恵子 菅原 奈月 田中 武人
青木 嘉子 今田 智代 奥田 貴美恵 吉川 葉子 坂真 彌 菅原 萌 田中 美紀
青柳 聡史 今村 さくら 奥田 千津 城所 奈緒 坂本 洋祐 菅原 理恵 田中 宗英
秋葉 尚美 今村 寿宏 奥山 純 木梨 友允 坂本 明子 杉井 昭子 田中 康子
秋廣 玲子 岩崎 矩都 小倉 かずみ 木梨 瑠美 坂本 元吉 杉浦 礼子 田中 裕子
安居院 亜希子 岩崎 由美子 小黒 由紀 木根 燈子 坂本 千代子 杉岡 繁 田中 由香
芥川 仁美 岩佐 典子 長田 直佳 木下 リョウ子 阪本 仁江 鋤柄 司 田名瀬 崇
芥 陽子 岩田 規子 長田 康宏 木村 一郎 崎野 多佳子 杉本 綾 田邉 衛
浅井 道子 宇井 祐一 小沢 奈緒子 木村 直樹 佐久間 惠子 杉山 公子 谷口 和子
浅野 真澄 植田 淳子 小田 恭子 吉良 さやか 佐久間 真理子 杉山 雅恵 谷本 正文
浅野 泰弘 上野 敦子 小田 周平 吉良 由美子 櫻井 良樹 鈴木 敦子 田野 史絵
麻生 なつき 上野 房子 織田 千尋 葛上 善文 佐々木 香織 鈴木 充美 田村 章代
安達 絵理 植野 道雄 小田 幸奈 楠見 恭子 佐々木 一匡 鈴木 郁子 地田 文恵
穴田 由美 植松 まりな 尾西 博樹 楠本 昌雄 佐々木 静代 鈴木 祥子 千田 裕美子
安部 仁子 薄井 順二 小沼 聡子 久世 茂樹 佐々木 隆幸 鈴木 ちか 中馬 英俊
阿部 英恵 碓井 翠 小野 さとみ 工藤 伸一 佐々木 紀子 鈴木 寿枝 塚越 隆
阿部 由美子 碓氷 有紀 小野 比呂子 久野木 浩子 佐々木 弘美 鈴木 永江 塚田 陽子
天沼 一志 打越 優 小野 有子 久保島 恭子 佐々木 愛美 鈴木 寛子 塚本 治子
天野 馨 内田 一夫 小俣 荘子 久保田 路枝 佐々木 まり子 鈴木 勇樹 塚本 有希
雨宮 涼子 内田 悠子 小俣 誠二 久保津 結美子 佐々木 康昭 鈴木 幸世 月尾 一弘
荒井 敬子 宇都 光太郎 小山 美樹子 熊木 玲子 笹嶋 順子 鈴木 陽子 月山 さおり
新井 瑞江 梅田 髙司 加賀 充 熊澤 みさき 定森 夏子 鈴木 洋子 辻 治子
荒木 明子 梅津 敦子 柿崎 真弓 熊野 由美子 佐藤 史恵 鈴木 ヨシ子 辻 優美江
荒木 清里香 梅原 直紀 角所 宙子 隈本 佐波 佐藤 愛 鈴木 里依子 津田 ふみ代
荒木 ゆき 梅村 伊津郎 角方 弘幸 久米 祐介 佐藤 英理子 鈴木 里佳 鶴見 祐輔
荒谷 陽子 浦寛 太 鹿島 信子 倉橋 あかね 佐藤 寿実 須田 久美子 出川 美佐江
新谷 朋子 浦雅 子 柏倉 節子 蔵原 順子 佐藤 直美 春原 晴香 手塚 優
有明 千絵子 江田 洸生 片岡 久尚 栗林 弘子 佐藤 史枝 関川 なつみ 出野 知子
有泉 怜 越後 圭子 片岡 まゆみ 栗林 美智代 佐藤 正樹 関口 裕子 寺内 理
有井 輝夫 江連 範子 片山 美砂子 栗原 康夫 佐藤 裕子 関澤 郁子 寺田 千佳子
有山 道乃 海老原 陽子 加田 洋子 栗焼 政彦 佐藤 友香 関戸 扶美子 藤内 直子
安達 直美 江森 ひかり 加藤 悦子 呉本 俊介 更科 昌弘 関根 直樹 戸澤 浩二
安藤 絵美子 遠藤 州 加藤 愛理 黒澤 興 澤田 ミユキ 関原 沙樹 戸田 紗耶香
安藤 礼子 及川 彩子 加藤 健太 黒須 剛人 沢田 由香 芹ヶ野 愛 富岡 美佐
飯田 恵美 大池 里奈 加藤 真理 黒瀬 博靖 三條 正吾 高尾 昌子 冨田 昭治
飯田 恭子 大石 美和 加藤 美穂 桑原 佳代 塩谷 知子 高倉 千恵 富田 良知
飯塚 郁実 大内 孝子 角野 香緒里 桑原 美智子 塩谷 文恵 田頭 麻子 富永 明子
飯野 隆之 大岡 聡 金内 孔二 慶田 城美樹 塩田 将也 高田 真理 豊田 麻友美
飯野 夏実 大倉 美子 金澤 健太 小池 寛記 志賀 香梨 高田 勇気 鳥海 章子
井口 裕之 大澤 亨子 金沢 優菜 江夏 保恵 志賀 二郎 高野 慶子 鳥山 剛
井口 真理子 大島 千沙 金子 郁美 高坂 恵 志田 あゆみ 高野 裕久 永井 智子
池澤 紗季 大島 朗 金子 明夏 河野 薫 篠崎 浩一郎 髙橋 明美 永井 路里絵
池島 広子 大田 衣真 我如 古慎 高野 そら 篠田 正樹 たかはし えりこ 中尾 沙織
池尻 朋子 大嶽 尚子 金田 明子 河野 有加 柴田 佳代 高橋 隆之 中川 幸子
池田 英里 太田 紗世 加畑 久子 鴻和 康子 柴田 麻美 高橋 照子 中口 秀忠
池田 かずよ 太田 朋子 鎌田 英章 古賀 和則 柴野 沙織 高橋 仁美 中熊 千香
池田 利枝 大谷 和弘 神谷 稔 小島 あき子 嶋岡 智子 高橋 真理子 中里 麻紀子
池田 志乃ぶ 太田 由美子 加茂 絢弓 小嶋 悦子 嶋 咲絵 高橋 みず枝 中島 麻子
池田 智子 大坪 篤示 加山 理恵 越水 玲衣 島 小百合 高橋 麦 長島 織
池田 真澄 大西 直樹 狩谷 瑞穂 小谷 ゆり子 嶋田 丈裕 高橋 弥生 中島 康貴
諫早 公二 大西 令子 河合 佳世 小寺 弘明 島田 知子 高原 真理子 長島 由奈
石井 寛子 大野 直子 河合 広明 後藤 侑 嶋田 直子 田川 裕子 仲條 浩
石沢 淳子 大野 久子 河口 俊夫 後藤 夕紀子 島田 陽子 滝井 エリ 中田 佳延
石田 卓也 大野 良江 河口 政生 小長谷 啓仁 嶋村 恵子 滝澤 尚子 中辻 康久
石塚 ひとみ 大橋 妙子 川口 美保 小橋 奈緒美 清水 紀子 瀧澤 信子 長手 祐子
石丸 葉子 大堀 健太郎 川崎 直子 小林 薫 清水 ふみえ 瀧田 和美 中西 通雄
泉谷 律子 大町 由紀子 川崎 優季 小林 一幸 清水 真弓 田行 里衣 中納 里奈
泉 名穂 大森 あや 川添 高江 小林 敢至 清水 由香子 武石 知美 中村 優子
伊勢 三恵子 大森 かほる 河谷 弥愛 小林 郷美 清水 友加里 竹内 彩子 夏目 りん之介
伊勢 三希子 大森 由美子 川野 聖心 小林 泰子 霜﨑 恭子 竹内 一信 七澤 聡子
一ノ瀬 洋子 大矢 美穂子 河野 浩之 古水戸 早紀 下田 明子 竹内 啓子 納谷 嘉奈子
伊藤 昭彦 岡崎 かおり 川平 直史 古谷 野有 下山 和也 竹田 洋子 成山 真紀
伊藤 育子 岡島 彩葉 川南 正枝 近藤 恵子 庄司 智孝 武田 洋子 縄倉 晶雄
伊藤 早苗 岡田 千尋 河村 啓介 近藤 晃司 庄子 萌 竹葉 シノブ 新堀 毅
伊藤 智美 岡田 由佳子 河本 宏子 近藤 優 上念 省三 竹渕 由美子 西内 華朱美
伊東 直哉 岡 弘美 菅野 雄平 近藤 悠平 白石 藍子 竹村 美紀 西岡 佳津子
稲井 恵美 岡 政秀 菊田 由美 近藤 留美子 白樫 麻紀 竹山 彰宏 西岡 ゆかり
稲垣 領子 岡本 明香里 菊池 珠美 斉藤 知子 白川 杏明 竹山 和代 西尾 京子
稲葉 洋平 岡本 仲子 菊池 俊明 斉藤 憲寛 城田 千晶 田代 美加子 西上 聡子
稲本 由美子 岡本 花 菊地 直美 齋藤 史倫 新谷 由貴代 多田 千尋 西阪 ひろ子
稲谷 みゆき 岡本 庸子 吉敷 康子 齋藤 雅弘 神出 真友子 多田 利江子 西 雅幸
井上 栄子 小川 明直 北島 真希子 齋藤 みどり 新谷 佳子 立野 美智代 西村 真紀子
井上 貴文 小川 ゆり 北田 菜津子 坂井 一雅 末廣 夏乃 田中 ひかり 西山 英岳

　　ワンタイム・サポート



西脇 綾乃 古小路 紫音 森下 真奈美
新田 由美子 古橋 祐太 森下 優紀
丹羽 恵子 古幡 佳代子 森田 邦彦
根木 良恵 古屋 順子 森谷 睦典弥
根本 都々花 宝徳 光樹 森中 真弓
根本 暢明 保科 裕子 森村 成樹
根本 正美 星野 ゆかり 森山 伸夫
野口 和義 星野 恵美 両角 圭史
野坂 和樹 星 芳子 諸橋 朋子
野崎 佳奈子 細川 香織 八木 俊
野崎 哲也 細野 弥生 八木 遼太郎
野崎 光昭 保立 幸恵 矢崎 まどか
野津 史宏 堀内 和幸 矢嶋 恵理
能登 亮子 堀江 諒介 矢島 華子
野村 紀子 堀口 葉子 安田 茂
萩本 眞理 本庄 正明 安田 忍
橋本 奈々 本多 郁子 安永 康枝
ハセガワ トモミ 本田 千晃 安平 あゆみ
長谷川 洋子 前川 香緒理 矢田 裕美
服部 洋和 前田 綾子 柳澤 清香
初見 美歩 前田 京子 栁澤 由美子
濱田 彩野 牧内 弘和 矢野 文彦
濱田 陽子 牧野 緑 矢作 絵美
濱野 繭子 幕内 武 山内 馨
早川 百日歌 真下 賢 山口 紋奈
林 真理 増井 唯紘 山口 京子
林 美智子 益城 千景 山口 すみれ
林 裕子 増子 佳世 山口 多恵子
原 歌織 増田 直子 山崎 崇
原田 悦子 松井 孝夫 山崎 理恵子
張田 聖恵 松井 陽一 山田 光太郎
坂東 綾子 松浦 由佳 山田 小夜歌
東 久登 松岡 有紀 山田 輝男
東 有紀 松尾 頼里子 大和 桃子
樋口 功 松木 千賀子 山根 聡永
日高 高理子 松崎 理 山村 恭子
日野 太郎 松崎 善夫 山村 貴子
肥山 亜紀子 松下 ひろ子 山本 恵美
平尾 由理香 松延 今日子 山本 幸代
平根 菜奈恵 松村 敬太 山本 規子
平野 晴美 松村 佳子 八若 久美
平野 ふたば 松本 祐子 湯河 万里子
平松 恵子 松本 陽子 吉浦 加奈子
平山 直樹 松山 恵美 吉方 純子
廣岡 あゆみ 眞栁 圭太 吉川 早紀
廣川 真男 丸山 あゆみ 吉川 奈美
廣川 三佳子 丸山 栄 吉武 彌生
廣川 瑞子 丸山 裕子 吉田 千恵子
廣瀬 仁 三浦 陽子 吉田 裕子
深山 由晃 三浦 里奈 吉田 操
福澤 あかり 三品 誠 吉羽 優子
福島 亮一 三科 康美 吉原 由紀子
福田 亜紀 水谷 義次 吉村 純子
福田 容子 水野 広明 吉村 信子
福原 緑 南正 孝 吉村 弘幸
福本 愛 嶺崎 正子 米倉 由生子
藤井 香太郎 宮北 章 米澤 麗衣
藤井 佐斗子 宮田 佳子 米田 文
藤井 朋子 宮本 静佳 代々城 志
藤尾 夏海 宮本 浩樹 若佐 久美子
藤田 真寿美 三輪 麻衣 若杉 直子
藤田 あかね 向井 仁美 若月 温美
藤田 歩 武藤 晃 渡邊 亮一
藤田 恭子 村上 麻子
伏田 啓子 村木 治子
藤田 鈴 村田 成範
藤田 夕起子 村田 万希子
藤野 ゆう子 村野 耕平
藤村 文二 目黒 満 顕名 738名
藤村 真梨奈 持田 澄子 匿名 1,474名
藤原 聡 本橋 啓一 五十音順・敬称略
藤原 由起子 本橋 陽子
二俣 美加 森川 博行
渕上 麻衣子 森川 雅子 2023年
古川 麗 森嵜 優花 3月1日現在

　　ワンタイム・サポート


