
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２９年１１月１日から１１月３０日までの間に、個人３２７名、１２法人・団体等の方々から、総額 

７，６７５，９６６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（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 芳賀 義雄（605） 

 ５０万円 堤化学株式会社（580） 

３０万円 釜 健治 (30)  株式会社シノテスト（30） 

２２万５千円 昭和62年卒業生一同 (22.5) 

２０万１千円 板井 亨介 (20.1) 

  ２０万円 興梠 博次 (25) 

  １０万円 荒木 栄一 (10)  松宮 由紀子 (10) 

８万円 井原 敏博 (8) 

５万円 医療法人東陽会東病院 (5) 

５万円未満 阿部 明浩 (0.5) 伊豆 英一 (1)  井上 雄二 (1) 

   牛嶋 勉 (1)   大塚 貞子 (3)  片岡 美紀子 (6) 

清原 由紀夫 (32) 小串 恒明 (1)  坂本 純一 (1) 

佐藤 豊美 (2)  志垣 信行 (5)  末藤 榮一 (0.5) 

   末藤 久和 (0.5) 末藤 栄雪 (0.5) 竹添 賢一 (1) 

   永野 正司 (0.5) 橋口 基 (0.4)  平井 隆二 (1) 

福島 清子 (1)  宮村 信博 (4)  保田 周一 (1) 

八明 輝修 (1)  吉田 定俊 (0.5) 吉田 玲子 (0.5) 

 

２．お名前のみ掲載（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】 

赤星 宏輝 [9] 有馬 英俊 [5] 飯冨 英博 池田 泉  石川 洋一 石原 敬子 [3] 

岩永 泰治 上田 美智子 上原 一明 宇藤 元文 衛藤 英一  衛藤 博美 

江藤 眞純 衛藤 靖  衛藤 雄二 大石 啓一朗 大園 道子 [2] 大塚 敦 

大塚 博  大塚 祥史  大屋 夏生  尾﨑 友美  尾沢 敏郎  小山 鈴子 



小山 浩嗣[2]  折田 頼尚 門岡 啓介 金澤 祐一[2]  金矢 光弘[2]   神谷 康司 

川島 重明 川端 崇  菅 博明  神戸 暁  木原 実郎・玲子  清藤 武三[2]  

隈部 力  蔵原 克治 久連松 秀明 鍬農 賢一 国府 華子  高月 恵美 

米野 純夫  小山 真由  小山 由希  境 恵祐  榮田 義美   坂口 弘晃 

坂本 直人  佐々木 広士 佐藤 俊秀 [4]  佐野 正義  重松 三和子   白井 邦子 

鈴木 一功  鈴木 久美子  鈴木 美代子  園尾 美知子  園村 和輝   田浦 正昭 

田浦 昌子  髙木 壽惠  髙﨑 國正  高島 和希[2]  高島 靖[2]  髙瀬 美子 

高千穂 圭子  高千穂 哲也[2] 高藤 誠  多久 善郎  田辺 隆秀   鶴田 勇 

東野 裕司  徳住 堅治  富田 正郎  朝長 多加子  中川 彰   中村 修[2]  

中村 幸子  長元 桃子  成田 和美  西川 泉[4]   西島 俊夫   西村 登 

西山 立義  野田 佳代  野田 涼一郎  播田 トシ子  浜田 康成   林 良英 

林田 素行  春山 康久[2] 日置 慶太  平井 和子  平嶋 眞子   廣川 直之 

廣瀬 佑子  廣永 宏介  福井 美由紀  福山 頌悟  細谷 修一   堀内 昭利 

真佐喜 彰[5] 松﨑 亮汰  松下 和孝  松田 正和[2] 松田 光正  松出 和男 

三池 誠司  三池 敏夫  水溜 絵津子  満永 義乃  宮薗 善隆   孟 翔 

森 伸一  盛 扶司雄  森 理子  森本 叙子  森山 由紀子   師井 三哉子 

安永 志都  矢野 恵補  山川 倶子  幸恵 賢一  横山 貴宣   吉田 李佳 

吉見 謙一  吉村 和子  吉村 寿博  與田 拓磨  與田 優香理   六反田 篤 

あだち内科胃腸科   医療法人吉村医院   小野・出来田内科医院  

教育学部附属中学校昭和25年卒業有志一同  熊本電友会  有限会社柳井商店 

 

【熊本地震復興事業基金】 

高島 靖[3]  松永 修身 

 

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１６１名、２法人団体 

 

 


