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寄附者氏名 住所 金額
レーク大津農業協同組合　 大津市 62,203
株式会社高栄ホーム　 大津市 100,000
石井　とよ子　 千葉県市川市 10,000
勝野　晴美　 埼玉県さいたま市 30,000
清水　節夫　 東京都三鷹市 30,000
杉本　さやか　 大阪府茨木市 30,000
小島　里江　 愛知県一宮市 30,000
村上　憲治　 東京都千代田区 10,000
中西　由佳 神奈川県茅ヶ崎市 30,000
川越　宏治 兵庫県篠山市 10,000
川越　宏治 兵庫県篠山市 10,000
川越　宏治 兵庫県篠山市 10,000
山崎　肇 神奈川県横浜市 50,000
中山　貴弘　 京都府京都市 10,000
綾部　孝　 神奈川県横浜市 50,000
宮内　康治　 神奈川県横浜市 30,000
小林　一夫　 東京都世田谷区 10,000
鈴木　貴雅　 神奈川県藤沢市 10,000
大野　一幸 大阪府大阪市 50,000
安西　紀皓　 広島県広島市 30,000
山路　正之　 滋賀県草津市 10,000
市川　健一　 愛知県江南市 30,000
阿部　弘樹　 千葉県船橋市 30,000
間中　崇道 東京都中央区 30,000
瀬〆　久実 大阪府大阪市 30,000
田嶋　登 千葉県船橋市 10,000
宇山　朋子　 大阪府大阪市 20,000
髙橋　翔太郎　 神奈川県海老名市 30,000
片桐　一　 神奈川県藤沢市 110,000
木田　耕治　 大阪府東大阪市 30,000
滋賀トヨタ自動車株式会社　大津店 大津市 10,000
澤　政周　 東京都八王子市 10,000
塚本　晋　 東京都品川区 70,000
片桐　一　 神奈川県藤沢市 100,000
柳澤　真　 兵庫県西宮市 30,000
藤野　ハツ江　 東京都武蔵村山市 30,000
中里　真帆子　 東京都豊島区 30,000
森　勇雄　 東京都調布市 30,000
片桐　一　 神奈川県藤沢市 80,000
辻　章志　 大阪府大阪市 10,000
猪飼　隆　 東京都杉並区 30,000
森　弘　 神奈川県大和市 60,000
渡辺　慶規　 岡山県新見市 10,000
岸場　清悟　 広島県東広島市 10,000
原　直純　 福岡県福岡市 60,000
野呂　絵美子　 京都府京都市 10,000
桑村　岳彦 愛知県名古屋市 50,000
伊原　弘晃 神奈川県横浜市 50,000
北村　光二 大阪府吹田市 60,000
辻　きよ子 大津市 20,000
飯野　彩子　 大阪府吹田市 30,000
木下　一美　 神奈川県横浜市 40,000
上田　裕一　 大阪府大阪市 30,000
三浦　裕次郎　 広島県広島市 10,000
佐藤　昭一　 千葉県浦安市 30,000
岡本　光　 大阪府吹田市 30,000
片桐　一　 神奈川県藤沢市 150,000
澁田　靖　 東京都中央区 90,000
矢野原　拓　 東京都世田谷区 30,000
原　健太朗 大阪府大阪市 10,000
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河合　一夫　 福島県大沼郡 10,000
澤端　照男　 大津市 10,000
河野　麻乃　 奈良県生駒市 50,000
安藤　明輝　 愛知県名古屋市 30,000
平松　高拓　 東京都江東区 20,000
大木　玲子　 神奈川県相模原市 10,000
清水　庄策 滋賀県野洲市 10,000
山田　麻理 大阪府箕面市 50,000
早見　泰弘 東京都中央区 200,000
木下　雄輔 愛知県豊橋市 10,000
長谷川　英太郎 千葉県習志野市 50,000
植田　貴 東京都江戸川区 10,000
吉居　広子 東京都文京区 30,000
大音　百合子　 千葉県木更津市 10,000
小室　宏輔　 兵庫県高砂市今市 30,000
高野　志保　 大阪府大阪市 30,000
河口　敏久　 東京都江東区 10,000
堂本　博幸　 大阪府八尾市 40,000
片桐　一　 神奈川県藤沢市 150,000
南部　一郎　 鳥取県鳥取市 60,000
三木　真也　 兵庫県神戸市 30,000
谷本　幸総　 神奈川県川崎市 80,000
坂本　功司　 京都府京都市 30,000
市川　賀寿男　 宮城県仙台市 20,000
徳留　光代　 大阪府南河内郡 30,000
小西　秀樹 兵庫県川西市 30,000
平井　賢 富山県射水市 10,000
齋藤　優 神奈川県藤沢市 10,000
横山　俊慈 大津市 30,000
中村　吉晴　 滋賀県草津市 10,000
宮田　弘　 兵庫県西宮市 30,000
伊藤　富美子 愛知県名古屋市 50,000
寺西　一章 京都府京都市 20,000
浅井　健二 愛知県安城市 30,000
森　淳希 東京都武蔵野市 30,000
北村　光二 大阪府吹田市 50,000
辻　智史　 愛知県名古屋市 30,000
田中　壽子　 大阪府茨木市 10,000
今井　啓祐　 東京都品川区 30,000
森　進　 大阪府大阪市 30,000
本田　健介　 東京都大田区 50,000
福永　正美　 埼玉県加須市 10,000
往西　良之　 奈良県奈良市 30,000
吉田　眞海　 大阪府東大阪市 10,000
吉田　眞海　 大阪府東大阪市 30,000
森　みどり　 滋賀県近江八幡市 50,000
根本　優子　 千葉県千葉市 50,000
久保　浩二　 東京都千代田区 20,000
吉村　珠帆　 福岡県北九州市 30,000
池田　孝二　 香川県仲多度郡 30,000
村上　昌雄　 福島県郡山市 30,000
畠山　周作　 茨城県日立市 10,000
広瀬　敏彦　 千葉県市川市 10,000
大瀧　竜馬　 東京都江東区 10,000
菰田　祐治　 東京都杉並区 10,000
二宮　英太郎　 大阪府大阪市 100,000
二宮　英太郎　 大阪府大阪市 30,000
中尾　秀郎　 東京都八王子市 10,000
近藤　夢貴　 愛知県豊田市 10,000
山下　公平　 東京都文京区 10,000
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桂　康之　 京都府京都市 10,000
鈴木　裕理　 静岡県浜松市 10,000
吉田　元　 千葉県千葉市 10,000
尾上　洋介　 京都府長岡京市 20,000
大間　好弘　 大阪府大阪市 30,000
小野　慎介　 愛知県名古屋市 10,000
江里口　いずみ　 静岡県袋井市 10,000
今井　伴之　 長野県岡谷市 500,000
白崎　太郎 神奈川県横浜市 10,000
宮所　晃太　 愛知県春日井市 30,000
車東　豊明　 東京都福生市 30,000
高木　正邦　 福岡県久留米市 30,000
桝谷　佳生　 千葉県千葉市 30,000
須田　義大　 東京都大田区 10,000
古森　和子　 奈良県橿原市 50,000
網屋　毅之　 栃木県宇都宮市 50,000
矢野　元基　 東京都大田区 30,000
吉居　広子　 東京都文京区 10,000
大内　悠芳貴　 神奈川県川崎市 10,000
北川　健太郎　 東京都三鷹市 10,000
岡本　敏秀　 北海道札幌市 30,000
川上　直樹　 東京都中央区 50,000
馬場　孝輔　 大阪府大阪市 10,000
紙谷　樹　 東京都中央区 10,000
紙谷　樹　 東京都中央区 10,000
紙谷　樹　 東京都中央区 30,000
神田　裕康　 愛知県蒲郡市 20,000
岩尾　象二郎　 鹿児島県鹿児島市 10,000
臼杵　弘宗　 東京都目黒区 50,000
加藤　真由美　 埼玉県深谷市 90,000
中澤　等　 山口県萩市 30,000
木下　健一　 東京都世田谷区 30,000
片岡　貢　 滋賀県近江八幡市 20,000
馬場　章友　 三重県伊賀市 10,000
西　正樹　 東京都中野区 30,000
素輪　善弘　 京都府京都市 30,000
大澤　幸博　 北海道釧路市 50,000
西村　英樹　 岐阜県岐阜市 10,000
佐藤　知大　 京都府南丹市 10,000
若松　祐子　 和歌山県和歌山市 10,000
柿澤　葉子　 埼玉県さいたま市 50,000
竹内　徹　 愛知県知多郡 10,000
古川　泰司　 東京都文京区 30,000
青山　志乃　 京都府京都市 30,000
伊藤　雅樹　 東京都杉並区 30,000
伊藤　雅樹　 東京都杉並区 30,000
田中　陽　 東京都世田谷区 10,000
北原　考紘　 京都府宇治市 30,000
井上　晋作　 大阪府大阪市北区 30,000
杉原　史憲　 東京都港区 10,000
辻　智史　 愛知県名古屋市 30,000
大沼　貴之　 奈良県奈良市 10,000
白井　琢　 愛知県名古屋市 10,000
黒田　将庸　 東京都足立区 10,000
鄭　立霖　 東京都港区 10,000
鄭　立霖　 東京都港区 50,000
鄭　立霖　 東京都港区 30,000
諸伏　智美　 静岡県伊豆の国市 30,000
小谷　康樹　 広島県広島市 10,000
沖田　広統　 神奈川県平塚市 10,000
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酒井　真由美　 愛知県名古屋市 30,000
瀬戸　啓義　 東京都世田谷区 10,000
山元　豊　 三重県四日市市 30,000
松島　大輔　 東京都目黒区 50,000
小林　史郎　 大阪府守口市 10,000
内記　潤一　 富山県砺波市 10,000
服部　一日　 埼玉県三郷市 30,000
金子　文也　 神奈川県川崎市 30,000
村谷　忠彦　 東京都港区 30,000
田中　敦也　 神奈川県横浜市 10,000
宮本　正義　 京都府京都市 10,000
矢部　妙　 京都府京都市 20,000
久世　康年　 三重県伊賀市 50,000
洪　京和　 東京都豊島区 30,000
小川　敬　 富山県富山市 30,000
湊　雄祐　 京都府京都市 10,000
池田　和也　 東京都足立区 10,000
樋口　安史　 愛知県岡崎市 30,000
柴田　親夫　 岡山県瀬戸内市 10,000
勝田　英紀　 大阪府大阪市 10,000
木下　雄輔　 愛知県豊橋市 10,000
木下　雄輔　 愛知県豊橋市 10,000
山口　哲史　 東京都杉並区 30,000
森岡　慶治　 大阪府大阪市 10,000
後藤　昌久　 兵庫県芦屋市 40,000
中谷　愼助　 東京都葛飾区 30,000
吉村　英治 福岡県北九州市 10,000
岡本　正明　 福岡県福岡市 10,000
宮川　崇雅　 新潟県南魚沼郡 30,000
小西　大地　 大阪府八尾市 10,000
梶川　賢治　 大阪府枚方市 10,000
陣　玲子　 神奈川県横浜市 10,000
佐藤　賢　 京都府京都市 100,000
西山　耕　 福島県いわき市 30,000
中島　司　 千葉県野田市 10,000
原口　秀夫　 大阪府豊中市 30,000
高松　敦　 長野県長野市 30,000
木本　洋一郎　 東京都港区 10,000
平井　賢　 富山県射水市 10,000
村上　憲治 東京都千代田区 10,000
石川　正　 大分県豊後大野市 10,000
田村　康夫　 東京都新宿区 30,000
西村　英樹　 岐阜県岐阜市 10,000
西村　英樹　 岐阜県岐阜市 10,000
大槻　貞従　 京都府宇治市 13,000
小西　大地　 大阪府八尾市 10,000


