
熊本大学基金へのご協力に感謝し、心より御礼申し上げます。

平成１９年１０月１日から平成２０年２月２９日までの間にご入金を確認させていただきました、個人５８９名、６法人・団体等の方々

から総額約３,６７０万円のご寄附をいただきました。また、熊本大学振興会から約１億２,０６３万円のご寄附をいただいております。

皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。

ご寄附をいただきました方々すべての皆様へ感謝の意を込め、ここにご芳名を掲載させていただきます。公開を希望されないご寄附者に

つきましては、掲載しておりません。

１．お名前・寄附金額の掲載を希望されたご寄附者（寄附金額別、五十音順・敬称略にて掲載させていただきます。）

３００万円 﨑元 達郎 長野 吉彰

２００万円 立川 逸郎 金剛株式会社

１００万円 清原 英二 島田 廉夫 菅原 勝彦

５０万円 髙橋 誠一

３０万円 石見 敏行

２５万円 中村 良三

２０万円 岡部 紘明 菊池 健 佐藤 静一 志賀 潔 荘口 博雄 高月 清 西山 忠男

古川 憲治 松尾 哲夫 宮本 光雄 森田 敏子 山本 哲郎 良永彌太郎

１０万円 荒木 尚 池上 知顯 紙谷 正夫 川島 文憲 川原顕磨呂 淨住 護雄 合屋周次郎

小林 康夫 杉井 篤 髙木 克公 田代 昭 谷井 博美 前田 浩 三池 亮次

医療法人邦真会桑原クリニック

５万円 赤井 一郎 秋吉 卓 浅見 幸雄 安倍紀一郎 阿部 浩 荒牧 陸雄 有馬 英俊

井上 高宏 今福 公明 今村 隆寿 岩井 善太 上田 澄広 上野 剛彦 上畠 一也

上村 直己 内川 澄雄 大渡 崇夫 大林 和南 小川 芳弘 小貫 治朗 金丸 忠義

北川 浩治 黒澤 和 坂本 範行 杉谷 賢一 園田 寛 田口 宏昭 田中 雄次

田中 嘉行 常岡 晃 釣 愼一 冨吉 勝美 中野 栄二 西野 宏 橋口 輝英

福田 宰 福田 昇八 藤井 良彦 藤本 正子 藤芳 素生 堀畑 正臣 松田 一郎

丸山 定巳 溝上 章志 三井 宜之 森 宏 山内 典博 矢永 晶 山口 尚樹

山口 守人 吉田 正貴 吉玉国二郎 和田 孝浩 渡邉 亮 渡辺 浩志 渡邉 博史

５万円未満 青山 寛六 安東由喜雄 幾島 正起 池間 啓人 稲生 邦博 入江 明徳 岩切 幸二

牛島眞理子 内野 政美 榮留 隆 江島 宏良 大津 雅亮 大林 光念 緒方 秀俊

岡村美智子 甲斐 能成 片渕 秀隆 河野 信二 川村 順一 魏 長年 木村 俊夫

熊川啓之助 倉原 邦彦 興梠 康蔵 小園 裕三 小松 俊文 坂口 天章 佐々 理

佐藤 正一 塩見 祐一 瀬戸崎正洋 髙松 哲生 竹下 次郎 趙 華安 永島田 登

永田 敦 永田 千鶴 長友 猛 中山 禮吉 那須 幸雄 西川 盛雄 原田 和明

東村 一東 藤田 基明 本田みよ子 本名 和夫 松﨑 幸忠 宮園 蒸治 宮成 昭一

八淵 厚生 山崎 正博 山下 智文 横堀 博好 分山 和男

２．お名前のみ掲載を希望されたご寄附者（五十音順・敬称略にて掲載させていただきます。）

安部 忠美 天野 好雄 荒木不次男 石堂宏一郎 石橋 卓雄 一宮 博 出田 透 伊東 鎭雄

伊藤 隆明 乾 誠治 岩永 泰樹 岩波 隆 上田 公代 上野 一憲 上野 眞也 上野 崇寿

魚津 郁夫 受島 敦美 大城敬二郎 大迫 靖雄 大塚 雅巳 大渕 慶史 小笠原秀男 緒方タエ子

岡部 勉 小川 尚 小川 竜二 奥田 襄介 小田 修一 海部 静男 海陸 伸久 加藤 哲朗

門久 剛 川浦 一晃 川幡 華子 北山 洋一 城戸 孝幸 金城 正明 金原 理 草野 俊子

草野 元延 楠野 賢二 熊谷 真理 粂 和彦 粂 昭苑 倉重 景二 黒木 宏 桑島 志哲

桑原 莞爾 神﨑 正郁 郷森 邦子 興梠 知子 古賀 周一 小杉 信行 古波倉正照 小山 一幸

阪口 薫雄 坂田 親信 坂元 正博 坂本 守康 櫻田 一之 佐々木 裕 佐嶋 重道 貞永 和宣

貞本 市和 佐藤 隆 猿山 博英 重石 光弘 重森 恵 篠原 良平 島田 秀昭 嶋田 真澄

下川 忠治 首藤 基澄 椙村 保則 杉元 年久 鈴木 敦巳 宋 文杰 高橋 誠夫 高橋 隆雄

高原 弘文 田中 忠彦 田中 文博 田中 理恵 玉置 則裕 田村 実 月岡 信隆 椿 光夫

堂薗 弘光 東福 和久 轟木 休五 富田 博明 友重 順子 永井 英夫 中野 稔浩 仲間 正人

中村 直美 成迫 隆一 仁木 治仁 西川 秀雄 西中村隆一 西村 孝則 西山 秀俊 野本 浩一

葉石 眞治 橋本サツエ 馬場 秀夫 馬場 史伸 早田 義德 原 繁實 原田 信志 原田 博之

日高由美子 廣末 英晴 廣田 孝史 日和田伸一 福田 泰英 福田 洋子 藤井 淳浩 藤河 次宏

藤野 章治 別府トシ子 細山田康弘 堀江 潤一 堀端 洋子 本田 優子 前田 耕治 前田美和子

前山 昌男 松浦 孝則 松垣 裕 松下 裕 松田千代子 松田 義美 松本 繁己 松元 尚大

眞弓 康宏 三澤 公子 溝上 修 宮崎 徹夫 向江富士夫 向田 芳朗 村上 昭利 村田 正文

村山 伸樹 餅原 正浩 本川健四郎 森 邦夫 森 正敬 森 正人 森 真理子 森 光昭

森岡 亨 森田 寿裕 森山都留男 矢澤 吉邦 矢嶋 哲 安野 浩行 山川 至誠 山崎 広道

山﨑 雅彦 山下 勉 山田 康夫 山之内静夫 山本 義明 横井 裕之 吉田 伸一 吉田 稔

米村 健一 若松 伸一 渡邉 一徳 渡邉 三治 渡邊 亮一 綿巻 進也 堤化学株式会社

３．お名前・寄附金額の掲載を希望されないご寄附者

個人２６９名、３法人・団体等


