
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２８年７月１日から７月３１日までの間に、個人４６８名、４４法人・団体等の方々から、総額 

３４，３０４，１４４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。 

【熊本大学基金】 

１００万円 コスモ・バイオ株式会社 (200) 

５０万円 増田 剛志郎 (50)  熊杏会 大牟田支部 (50) 

２０万円 山田 雅信 (21) 

１０万円 内田 俊也 (20) 河野 文夫 (20) 小宮 智 (10) 諸隈 正剛 (11) 

５万円 井上 裕子 (10) 首藤 達雄 (15) 立花 敏広 (5) 

５万円未満 池島 三与子 (1) 岡本 昌子 (0.5) 嶋村 皓臣 (3.5) 真行寺 千佳子 (0.5) 

   宮内 雅彦 (0.5) 

【熊本地震復興事業基金】 

３６５万９千円 熊薬東京バッテン会（365.9） 

３００万円 全国大学生活協同組合連合会 (300) 

１００万円 コスモ・バイオ株式会社 (200) 

５０万円 医療法人そよかぜ会 吹上耳鼻咽喉科医院 (50)  

３６万円 熊本大学医学部医学科昭和61年卒一同 (36) 

３０万円 熊本大学 神経内科 医局員一同 (30) 熊本大学医学部同窓会 広島県支部 (30) 

１５万円 クマモンラン協賛者（ｼﾄﾞﾆｰ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）およびアトリエRen協力者（神奈川県茅ヶ崎市） (15) 

１０万円 市川 聡夫 (10) 内田 俊也 (20) 枝光 淳 (11) 尾原 祐三 (30) 

甲斐 広文 (35) 中武 成信 (140) 廣田 義人 (10) 吉永 一也 (10) 

医療法人行橋クリニック (10) 学校法人医学アカデミー薬学ゼミナール (10) 

  株式会社富士ピ－・エス (10) 

５万５千円 熊本大学工業会福岡支部 (49) 

５万円未満 坂田 盛行 (1) 嶋村 皓臣 (3.5) 徳永 忠彦 (1) 樋口 隆史 (21.6) 

  安恒 浩一郎 (1) 吉末 信之 (1) 

  大牟田市役所熊本大学卒業生有志一同 (14) 

鹿児島県立加世田高等学校 職員有志一同 (2) 宮崎県武夫原会 (31) 

 



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。 

【熊本大学基金】 

有田 健一  石井 信  石井 美佳子 石原 正人 井手 節雄 

指宿 真弓  上村 順一 [5] 長船 健二 小田代 和子 川村 文彦 

木村 圭志 [3] 桑田 悦子 後藤 祐子 澤 佐夜佳 沢田 哲治 

下吹越 光秀 鈴木 妙子 戸塚 誠司 永廣 雄一 中村 武 

中村 輝臣  西島 謙一 野村 耕一 [8] 原 素子 [3] 福岡 敏雄 

福山 道子  松田 炯子 松本 和子 松本 廣嗣 松本 泰道 [3] 

宮下 英士  宮田 操  柳瀬 美耶 [2] 山縣 恒明 

アボットジャパン株式会社   熊本医学会 

熊本大学医学部医学科後援会   熊本大学医学部保健学科同窓会 

医療法人よしの胃腸内科クリニック [2] 

 

【熊本地震復興事業基金】 

青木 弘行  有村 知子 [2] 磯田 信一 内田 文子 沖米田 司 

奥野 豊  織部 安裕 [3] 加太 孝司 鎌田 龍二 [2] 川角 典弘 

北村 敏夫  清田 朗裕 國米 利明 後藤 卓史 坂本 遼一 [3] 

佐川 道夫 [3] 佐野 泰二 [3] 沢邑 幸一 篠田 哲男 島田 秀昭 

白岩 千恵  白山 朋和 髙尾 克幸 高島 和希 田代 文彦 

連川 貞弘  中垣 桂一郎 野村 耕一 [8] 濱﨑 義治 [2] 福本 哲也 

本田 治  前谷 嘉一 真佐喜 彰 [3] 宮内 久子 [2] 武藏 泰雄  

廻 正弘  森 厚憲  山﨑 雅彦 吉田 寛史 

指宿薬剤師会薬局    ウエストロー・ジャパン株式会社 

医療法人おざきメディカルアソシエイツ 尾﨑眼科 経済地理学会 

新日本有限責任監査法人 西日本事業部福岡事務所 一般社団法人城北会 [2] 

医療法人社団聖和会    聖路加国際大学 学生･教職員有志 

株式会社世界思想社教学社   株式会社竹中工務店 九州支店 卒業生有志一同 

土田公認会計士事務所   東北大学大学院薬学研究科 

国立大学法人広島大学   文施会 

Mt.Fuji交響楽団 

 

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３６９名、１０法人・団体等 


