
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１０月１日から１０月３１日までの間に、個人２７８名、１１法人・団体等の方々から、 

総額１０，８４０，１２９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  﨑元 達郎(600) 芳賀 義雄(505) 

２０万円  加隈 徳昭(20) 佐々木 泰雄(20) 

１０万円  小原 蕗子(10) 菊池 健(250) 

 ５万円  宇田 博(5.5) 岡村 紘生(10) 田中 幸子(5) 田中 正比古(5) 

   長谷 義隆(45) 山本 博伸(10.5) 医療法人社団雄山会山口ｸﾘﾆｯｸ(5) 

５万円未満  荒木 照之(3) 飯田 宏 (1) 内野 達朗(0.5) 大橋 茂博(1) 

   小貫 治朗(6.5) 加来 政博(1.5) 古賀 博(1) 島田 廉夫(113) 

   田口 和治(2) 平野 孝夫(1) 牧野 耿介(3) 牧野 良造(24) 

 

【熊本地震復興事業基金】 

３０万円  熊本大学同友会(60)  

２０万円  滝沢 勇一(40) 田中 征治(80) 松田 晃彦(20) 

５万円  株式会社 三和測量設計社(5) 

５万円未満  森山 徹(2) せき音楽事務所(1) 

 

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】 

東 泰  荒川 四郎 荒川 孝成[3] 伊佐 二久[14] 石本 清八 

泉 寛容  伊丹 滋人 江上 経誼 江崎 忠  衞藤 光明[16] 



大久保 弘人[2]  大久保 正博[2] 太田 英文 大林 昭  岡﨑 廣行[4] 

岡崎 美知治[8] 岡野 達郎 岡部 紘明[4] 小野 俊一[2] 金尾 敏明 

川﨑 渉一郎  菊川 宏也[2] 木﨑原 智仁 木﨑原 直剛 北島 武浩 

北島 美則[8] 楠田 久男[2] 工藤 智昭[3] 工藤 義二 桑原 邦治 

小出 力  小出 義輝 小城 隆  小林 新一[2] 坂田 邦弘[2] 

坂本 芳文[2] 佐藤 芳嗣 清水 洋  下川 弘  城 良孝  

白川 靖博   千住 覚[2] 高橋 九美雄 田口 龍治 田代 満夫 

田中 久夫[2] 谷﨑 義治 千歳 久  角田 勝則[2] 鶴田 克明 

寺薗 方晴  塘 正弘 [5] 中川 盈  中島 誠[7] 中城 千春 

永田 昌知[5] 中角 英二 仲西 正史 中野 義弘[2] 西川 司 

西村 正人  仁禮 尚道 野口 雅章[7] 畠中 弘志 久永 悦子 

日高 絹子  平岡 武久[2] 福島 幹郎[7] 藤田 公市 藤田 博久 

二塚 信[10]  古川 稔  別府 トシ子[10] 堀野 敬 [7] 前田 芳男 

眞﨑 英裕  町元 里香 松尾 敏之[7] 松岡 照彦 松下 茂人[3] 

溝口 寿子[5] 峯 泰昌 [2] 宮原 二郎[2] 矢崎 暁[2] 弥永 典宏  

柳田 敏孝[6] 山内 昌輝 山口 公義[2] 山本 栄祐[3] 吉田 哲雄 

吉田 実 [6] 良永 信男 和光 信一 和田 敏哉 渡辺 達人[2] 

Narong Thananilkul[3] 

医療法人秋津会 徳田脳神経外科病院[7]  医療法人社団 永芳会永芳医院[3] 

 

【熊本地震復興事業基金】 

岩﨑 一郎[2] 榎園 茂  蛯原 健治 加来 雅史[2] 岸本 直樹 

見城 慶和  小林 新一[2] 小山 恒男 篠田 宏  瀬戸川 雄人 

田口 浩継  谷口 隆義 為田 正人 月岡 信隆[2] 波多野 恭行 

古川 雄三  武藤 達雄 守屋 乾司 吉永 隆治 

アッヴィ合同会社 熊本大学武夫原会・名古屋武夫原会・福岡武夫原会 

愛媛県立松山東高等学校PTA一同 

 

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１３３名、２法人・団体等 


