
 

 

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２７年１０月１日から１０月３１日までの間に、個人３８９名、５法人・団体等の方々から、総額 

１２，９９７，１８１円のご寄附をいただきました。皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。 

 つきましては、寄附者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。 

なお、掲載は公開を希望された方のみとなっておりますことを申し添えます。 

 

１．お名前・寄附金額の掲載を希望された寄附者の皆様（寄附金額別、五十音順・敬称略にて掲載） 

  ※（ ）内の数字は、累計寄附金額（万円）です。 

１００万円  芳賀 義雄(405) 

熊杏会(300) 

 

５０万円  清水 円輝 

熊杏会荒尾支部 

 

３０万円  村山 伸樹(64) 

 

１０万円  太田 龍夫 大林 弘幸 坂本 遼一(12) 柴田 穰一 

首藤 達雄 田辺 晃子 田上 正昭 土亀 直俊 

寺﨑 久泰 原 武司  本田 博志(11) 前川 嘉洋(31) 

宮川 勇生(11) 宮家 隆次(50) 村上 洋一郎(30) 安永 忠正(11) 

矢野 和俊(13) 

医療法人社団康晏堂石内医院 

 

５万円  井上 裕子 佐藤 友治 早川 朋也 二塚 信(9) 

松本 義幸 

 

５万円未満  飯田 一正 泉 正治  井上 準之助 猪俣 紘一郎 

今村 雄彦 梅澤 龍吉 河野 一朗 工藤 磐 

佐藤 立行 鮫島 峰子 鮫島 靖浩 杉山 豊 

園田 寛  高橋 洋玉 井 良照  陳 瑩村 

平岡 武典 福井 博義 藤井 智仁 藤田 馨 

藤田 学  本多 邦雄 森澤 佳三 森山 弘之 

吉田 栄太 

 



 

 

２．お名前のみ掲載を希望された寄附者の皆様（五十音順・敬称略にて掲載） 

※［ ］内の数字は、累計寄附回数（回目）です。 

相本 太刀夫[2] 生田 拓也[2] 池田 公史 伊佐 二久[10] 石井 恭一 

石松 隆志  伊藤 和信 伊藤 浩行[3] 居林 興輝 岩切 徹 

岩瀬 弘敬[3] 岩橋 勉  上田 京二[8] 上田 昭一[3] 植田 直孝 

上塚 高弘[5] 上村 順一[5] 宇宿 功市郎 衞藤 光明[11] 大田 耕壱 

太田 貞之[5] 大林 昭[2] 緒方 博丸 小川 尚[2] 小野 俊一 

勝屋 弘忠  加藤 進  亀崎 佐織[4] 亀山 博生 河津 武俊 

河野 通文[2] 北島 美則[5] 木戸 貞男 木本 博明[2] 切通 良昭[2] 

黒木 一公  後藤 良三 佐田 英信[4] 佐竹 儀治 志賀 敦 

島袋 善盛  下川 寛子 陣内 冨男 末永 慶子 末宗 敬康 

須加原 一博  須古 博信[2] 須古 博之 平良 哲治 髙田 重矩 

髙田 千年[2] 武本 欣也 竹屋 元裕[2] 立花 豊彦 谷 宏[3] 

堤 英治  堤 悦朗  堤 康  露口 浩勝 鶴田 和仁 

出口 宗人  徳田 澄子 富安 真二朗[4] 知足 英樹 鳥井 宏彰[2] 

内藤 誠二  内藤 博道 長尾 和治 中島 誠[5] 仲摩 史朗[2] 

中村 真吾  中村 正也 中山 雅文 中山 善晴 成澤 寛 

西 勝英  西岡 正  西口 昭一[2] 橋口 治[8] 橋口 正徳 

長谷川 和治  馬場 郁子 馬場 秀夫[8] 濱田 聖子 濱田 哲夫 

久下 衷  肥山 孝俊 平岡 武久 福島 一雄[3] 福田 安嗣 

藤井 宣章[4] 藤田 力也 古川 昇  外西 正明 牧野 貴充 

松井 美房  松岡 潔[2] 松岡 三正[2] 松村 克己 松本 和也 

松本 久伸  三隅 襄  道辻 俊一郎 宮内 健  三宅 正洋 

牟田 龍史  村上 文男 村上 了一[2] 村越 裕一 守 且孝 

森 健太  栁下 芳寛[2] 安尾 隆二 保元 徳宏[2] 矢野 修一 

山口 芳住  山下 亜紀 山中 徹  山中 弘通[2] 山本 治郎 

山本 太郎  湯冶 秀郎 吉里 和晃 吉田 達彦 吉留 五十二[2] 

米村 健一[2] 笠 裕之[6] 

株式会社シナプス 熊薬同窓会筑豊支部金峰会 

 

３．お名前・寄附金額の掲載を希望されなかった寄附者の皆様 

   個人２１２名 


