
公表同意があった方一覧

寄附年月日 お名前 ご住所 寄附金額（円）
平成27年4月3日 加藤 正淑 様 神奈川県川崎市幸区 10,000
平成27年4月4日 長島 修 様 東京都台東区 10,000
平成27年4月6日 上原 浩二 様 奈良県奈良市 10,000
平成27年4月6日 佐藤 千鶴子 様 埼玉県鴻巣市 10,000
平成27年4月9日 鈴木 靖彦 様 東京都練馬区 10,000
平成27年4月12日 勝田 信幸 様 岩手県久慈市 10,000
平成27年4月12日 板井 恒二 様 青森県弘前市 20,000
平成27年4月14日 山崎 浩 様 埼玉県坂戸市 20,000
平成27年4月18日 佐藤 彰洋 様 千葉県流山市 10,000
平成27年4月24日 伊藤 好一 様 東京都国分寺市 10,000
平成27年4月24日 千郷 雅史 様 兵庫県神戸市西区 20,000
平成27年4月27日 原園 健一 様 東京都西東京市 20,000
平成27年4月27日 坂本 彰 様 滋賀県近江八幡市 10,000
平成27年5月1日 臼井 祥一 様 千葉県柏市 10,000
平成27年5月3日 多ヶ谷 佳祐 様 埼玉県さいたま市西区 10,000
平成27年5月3日 大西 貴也 様 岐阜県瑞穂市 10,000
平成27年5月4日 宮川 友明 様 茨城県つくば市 10,000
平成27年5月4日 大坪 恵美 様 兵庫県神戸市中央区 10,000
平成27年5月6日 渡辺 浩 様 東京都台東区 10,000
平成27年5月8日 青木 洋武 様 東京都江東区 10,000
平成27年5月10日 松永 道治 様 愛知県名古屋市港区 10,000
平成27年5月11日 小畑 和美 様 三重県松阪市 20,000
平成27年5月11日 服部 一郎 様 埼玉県三郷市 10,000
平成27年5月12日 宮野 宣康 様 兵庫県芦屋市 10,000
平成27年5月13日 梶野 正勝 様 愛知県名古屋市緑区 10,000
平成27年5月14日 安藤 英祐 様 神奈川県大和市 10,000
平成27年5月16日 武田 正樹 様 兵庫県芦屋市 10,000
平成27年5月17日 矢野間 克成 様 埼玉県春日部市 10,000
平成27年5月17日 中井 眞明 様 埼玉県川口市 20,000
平成27年5月17日 河内 克弘 様 茨城県水戸市 10,000
平成27年5月18日 山内 里津 様 徳島県鳴門市 20,000
平成27年5月19日 宇佐美 忠紀 様 神奈川県横浜市磯子区 10,000
平成27年5月19日 石井 信行 様 東京都調布市 10,000
平成27年5月19日 間部 毅 様 埼玉県狭山市 20,000
平成27年5月20日 川口 俊樹 様 神奈川県横浜市港北区 10,000
平成27年5月21日 小池 順 様 山梨県南アルプス市 10,000
平成27年5月24日 金子 忠靖 様 神奈川県横浜市青葉区 20,000
平成27年5月24日 小原 伸敏 様 北海道札幌市北区 10,000
平成27年5月25日 飯塚 豊 様 千葉県松戸市 10,000
平成27年5月27日 光林坊 哲吉 様 神奈川県横浜市戸塚区 10,000
平成27年5月28日 清岡 博士 様 愛媛県宇和島市 10,000
平成27年5月29日 清水 宏久 様 千葉県千葉市美浜区 10,000
平成27年5月31日 神出 学 様 北海道千歳市 10,000

平成２７年度　寄附金の受付状況

平成２７年度の公表の同意のありました寄附金の受付状況は下記のとおりです。
皆様からいただいた温かいご支援に心よりお礼申し上げます。



寄附年月日 お名前 ご住所 寄附金額（円）
平成27年5月31日 山口 浩司 様 徳島県徳島市 10,000
平成27年6月1日 見浪 哲郎 様 大阪府大阪市東成区 10,000
平成27年6月1日 小坂 顕太郎 様 岡山県倉敷市 10,000
平成27年6月1日 田中 孝明 様 東京都北区 10,000
平成27年6月1日 有馬 慶太郎 様 東京都港区 10,000
平成27年6月1日 梶野 賢正 様 愛知県名古屋市緑区 10,000
平成27年6月2日 佐藤 正一 様 秋田県仙北市 10,000
平成27年6月2日 与那原 春児 様 東京都板橋区 10,000
平成27年6月2日 原 征 様 神奈川県中郡二宮町 10,000
平成27年6月2日 久保 裕一 様 大阪府堺市南区 10,000
平成27年6月3日 猪原 正史 様 宮城県石巻市 20,000
平成27年6月3日 冨永 敦 様 福岡県福岡市博多区 10,000
平成27年6月3日 鈴木 優平 様 東京都練馬区 10,000
平成27年6月4日 後藤 浩 様 岐阜県羽島郡岐南町 10,000
平成27年6月4日 山下 勝 様 兵庫県宝塚市 10,000
平成27年6月4日 木塚 浩敏 様 福岡県福岡市中央区 10,000
平成27年6月8日 祖父江 恵 様 愛知県名古屋市西区 20,000
平成27年6月12日 佐々木 高信 様 東京都品川区 30,000
平成27年6月16日 伊藤 俊 様 神奈川県相模原市緑区 10,000
平成27年6月16日 伊藤 秀文 様 神奈川県川崎市中原区 20,000
平成27年6月16日 大塚 隆 様 埼玉県蕨市 10,000
平成27年6月17日 彦田 政克 様 東京都江戸川区 10,000
平成27年6月19日 俵 節子 様 神奈川県鎌倉市 10,000
平成27年6月20日 矢島 雅史 様 埼玉県入間郡三芳町 10,000
平成27年6月21日 保坂 正志 様 埼玉県さいたま市中央区 30,000
平成27年6月21日 上田 敏文 様 北海道旭川市 10,000
平成27年6月21日 竹元 徳彦 様 埼玉県さいたま市桜区 10,000
平成27年6月21日 大壽賀 滋 様 神奈川県川崎市宮前区 10,000
平成27年6月23日 松岡 紀伸 様 神奈川県横浜市磯子区 10,000
平成27年6月24日 山崎 一 様 神奈川県横浜市金沢区 10,000
平成27年6月24日 葛西 佑紀 様 東京都中央区 10,000
平成27年6月26日 酒井 勇人 様 大阪府泉佐野市 10,000
平成27年6月26日 渡部 有希 様 埼玉県川口市 10,000
平成27年6月29日 大橋 健二 様 福島県郡山市 10,000
平成27年6月30日 長谷川 一明 様 大阪府吹田市 10,000
平成27年6月30日 川村 篤史 様 東京都墨田区 10,000
平成27年7月1日 伊藤 幸一 様 福島県郡山市 10,000
平成27年7月2日 松永 武彦 様 滋賀県大津市 10,000
平成27年7月5日 紺野 厚 様 埼玉県吉川市 10,000
平成27年7月5日 橋本 喜弘 様 神奈川県横浜市中区 10,000
平成27年7月12日 水谷 祐太 様 大阪府大阪市鶴見区 10,000
平成27年7月13日 清田 悦夫 様 兵庫県西宮市 10,000
平成27年7月16日 小堀 智仁 様 東京都品川区 30,000
平成27年7月17日 石橋 幹男 様 埼玉県本庄市 10,000
平成27年7月18日 河野 恭秀 様 東京都清瀬市 10,000
平成27年7月18日 神山 和彦 様 埼玉県鶴ヶ島市 10,000
平成27年7月18日 大西 雅樹 様 東京都豊島区 10,000
平成27年7月18日 山下 貴裕 様 大阪府大阪市港区 10,000
平成27年7月20日 大平 洋一 様 埼玉県ふじみ野市 10,000
平成27年7月21日 友国 照久 様 大阪府豊中市 10,000



寄附年月日 お名前 ご住所 寄附金額（円）
平成27年7月23日 水戸部 晃 様 東京都八王子市 10,000
平成27年7月23日 捻金 知紀 様 和歌山県和歌山市 10,000
平成27年7月24日 中道 五雄 様 三重県四日市市 10,000
平成27年7月24日 千葉 功太郎 様 神奈川県鎌倉市 10,000
平成27年7月25日 中川 肇 様 東京都板橋区 10,000
平成27年7月25日 栗原 幸子 様 埼玉県越谷市 10,000
平成27年8月3日 荒田 明 様 群馬県邑楽郡大泉町 30,000
平成27年8月5日 須賀 邦彦 様 群馬県前橋市 10,000
平成27年8月5日 西田 新悟 様 大阪府大阪市阿倍野区 10,000
平成27年8月6日 富永 竜也 様 千葉県浦安市 10,000
平成27年8月7日 佐藤 和利 様 神奈川県横浜市南区 10,000
平成27年8月8日 岩谷 賢一 様 神奈川県横浜市戸塚区 10,000
平成27年8月10日 干川 明子 様 神奈川県相模原市中央区 10,000
平成27年8月13日 田村 義幸 様 静岡県静岡市駿河区 20,000
平成27年8月15日 稲垣 弘文 様 東京都足立区 10,000
平成27年8月19日 中井 弘記 様 兵庫県神戸市垂水区 10,000
平成27年8月20日 出口 裕之 様 神奈川県横浜市磯子区 10,000
平成27年8月22日 斉藤 力 様 神奈川県大和市 10,000
平成27年8月22日 白川 絢子 様 大阪府柏原市 10,000
平成27年9月1日 木村 敏郎 様 京都府京都市伏見区 10,000
平成27年9月2日 内藤 康将 様 愛知県一宮市 10,000
平成27年9月4日 安江 賢治 様 岐阜県多治見市 10,000
平成27年9月12日 鈴木 靖彦 様 東京都練馬区 20,000
平成27年9月18日 高橋 康樹 様 兵庫県伊丹市 10,000
平成27年9月21日 藤原 まり 様 岡山県岡山市東区 10,000
平成27年9月25日 栗本 唯 様 大阪府羽曳野市 10,000
平成27年9月26日 渡邉 健 様 千葉県我孫子市 10,000
平成27年10月6日 鈴木 孝 様 愛知県安城市 10,000
平成27年10月10日 河本 明世 様 岡山県岡山市中区 10,000
平成27年10月21日 松田 孝平 様 京都府長岡京市 10,000
平成27年10月22日 脇 一文 様 愛媛県松山市 10,000
平成27年10月24日 弘長 研史 様 福岡県福岡市中央区 10,000
平成27年10月24日 山本 力弥 様 東京都墨田区 30,000
平成27年10月27日 小野 宏 様 千葉県市川市 10,000
平成27年10月29日 飯野 澄男 様 東京都小平市 30,000
平成27年10月30日 佐藤 美嘉 様 東京都品川区 10,000
平成27年10月30日 上重 勝彦 様 神奈川県茅ヶ崎市 10,000
平成27年10月31日 羽田 有次 様 千葉県浦安市 10,000
平成27年11月6日 福島 多聞 様 東京都大田区 30,000
平成27年11月9日 星野 雅志 様 埼玉県上尾市 30,000
平成27年11月10日 石松 豊洋 様 福岡県春日市 10,000
平成27年11月12日 大塚 悠子 様 東京都世田谷区 10,000
平成27年11月12日 菊池 洋 様 熊本県上益城郡益城町 10,000
平成27年11月13日 大南 彰宏 様 香川県高松市 10,000
平成27年11月13日 西野 裕亮 様 大阪府箕面市 30,000
平成27年11月14日 岡田 圭司 様 埼玉県朝霞市 10,000
平成27年11月14日 青木 寛史 様 神奈川県横浜市港北区 10,000
平成27年11月15日 永田 幸彦 様 東京都日野市 30,000
平成27年11月16日 西岡 大地 様 大阪府豊中市 10,000
平成27年11月18日 下台 拓史 様 東京都新宿区 10,000



寄附年月日 お名前 ご住所 寄附金額（円）
平成27年11月18日 松永 克生 様 東京都渋谷区 30,000
平成27年11月22日 宇佐美 隆光 様 神奈川県南足柄市 30,000
平成27年11月22日 松田 裕史 様 埼玉県川越市 10,000
平成27年11月23日 戸瀬 嘉世 様 神奈川県川崎市多摩区 10,000
平成27年11月24日 裏田 浩允 様 和歌山県紀の川市 10,000
平成27年11月24日 吉永 佑一 様 兵庫県川西市 10,000
平成27年11月24日 堀口 圭介 様 東京都渋谷区 30,000
平成27年11月24日 隅田 佳孝 様 東京都新宿区 20,000
平成27年11月26日 農田 慎 様 神奈川県横浜市金沢区 10,000
平成27年11月28日 青柳 弘昭 様 長野県塩尻市 30,000
平成27年11月30日 木村 俊二 様 東京都練馬区 30,000
平成27年11月30日 村田 正治 様 福井県あわら市 30,000
平成27年11月30日 石輪 祐一 様 埼玉県さいたま市大宮区 10,000
平成27年12月1日 大竹 純平 様 大阪府大阪市中央区 10,000
平成27年12月1日 田村 義幸 様 静岡県静岡市駿河区 10,000
平成27年12月1日 田村 義幸 様 静岡県静岡市駿河区 10,000
平成27年12月2日 堀之内 光雄 様 神奈川県横浜市港北区 10,000
平成27年12月4日 伊藤 洋平 様 東京都豊島区 10,000
平成27年12月4日 内藤 史郎 様 千葉県鎌ケ谷市 10,000
平成27年12月4日 田中 謙三 様 埼玉県さいたま市西区 10,000
平成27年12月6日 向後 隆 様 東京都杉並区 30,000
平成27年12月7日 樋口 真弘 様 大阪府岸和田市 10,000
平成27年12月7日 大森 明美 様 東京都府中市 30,000
平成27年12月9日 豊原 佳苗 様 埼玉県新座市 20,000
平成27年12月10日 藤塚 公夫 様 千葉県茂原市 10,000
平成27年12月11日 吉川 幸夫 様 静岡県富士宮市 10,000
平成27年12月11日 神藤 政明 様 埼玉県坂戸市 10,000
平成27年12月13日 中西 優佳 様 東京都中央区 20,000
平成27年12月13日 鈴木 崇啓 様 東京都港区 10,000
平成27年12月13日 佐道 祐貴 様 愛媛県伊予郡松前町 30,000
平成27年12月15日 小菅 幸雄 様 三重県四日市市 20,000
平成27年12月16日 飯田 みゆき 様 愛知県名古屋市昭和区 10,000
平成27年12月16日 西川 幸佑 様 京都府京都市中京区 10,000
平成27年12月16日 高山 淳 様 大分県大分市 10,000
平成27年12月17日 林 将也 様 京都府京都市伏見区 10,000
平成27年12月17日 竹内 覚 様 愛知県東海市 10,000
平成27年12月17日 鈴木 宏光 様 愛知県名古屋市天白区 30,000
平成27年12月17日 新井 政人 様 千葉県千葉市緑区 30,000
平成27年12月17日 島田 友成 様 埼玉県白岡市 10,000
平成27年12月18日 岡村 栄 様 東京都武蔵野市 30,000
平成27年12月19日 望月 孝 様 千葉県千葉市美浜区 30,000
平成27年12月19日 山本 健 様 千葉県千葉市中央区 20,000
平成27年12月20日 伊原 慎次郎 様 新潟県新潟市中央区 10,000
平成27年12月20日 鶴田 隼也 様 東京都北区 10,000
平成27年12月20日 福原 文子 様 埼玉県川口市 30,000
平成27年12月20日 加藤 辰吾 様 鹿児島県霧島市 10,000
平成27年12月20日 矢作 信司 様 埼玉県川口市 30,000
平成27年12月22日 佐藤 剛 様 福島県郡山市 10,000
平成27年12月22日 上田 敏文 様 北海道旭川市 10,000
平成27年12月23日 山口 光一 様 東京都新宿区 10,000



寄附年月日 お名前 ご住所 寄附金額（円）
平成27年12月23日 中林 靖雄 様 埼玉県本庄市 10,000
平成27年12月24日 佐藤 美玲 様 茨城県ひたちなか市 10,000
平成27年12月25日 松本 真一 様 熊本県熊本市東区 10,000
平成27年12月25日 河村 仁 様 東京都台東区 10,000
平成27年12月27日 片桐 慎介 様 東京都荒川区 10,000
平成27年12月27日 櫻井 稚子 様 東京都大田区 10,000
平成27年12月27日 羽田野 栄志 様 東京都練馬区 10,000
平成27年12月28日 田島 直樹 様 東京都荒川区 30,000
平成27年12月28日 小塚 雅之 様 大阪府豊中市 10,000
平成27年12月28日 淺井 恒宏 様 東京都中央区 30,000
平成27年12月29日 丹羽 啓夫 様 三重県津市 10,000
平成27年12月29日 植西 丈晴 様 愛媛県伊予市 20,000
平成27年12月30日 安東 芙姫 様 東京都練馬区 10,000
平成27年12月30日 小野 貴 様 大阪府大阪市淀川区 10,000
平成27年12月30日 清水 大地 様 東京都渋谷区 10,000
平成27年12月30日 上元 裕輝 様 大阪府高槻市 30,000
平成27年12月31日 飯田 聡一郎 様 埼玉県久喜市 20,000
平成27年12月31日 山下 誠 様 東京都目黒区 20,000
平成27年12月31日 高江洲 格 様 沖縄県那覇市 10,000
平成27年12月31日 牧野 聡 様 東京都港区 10,000
平成27年12月31日 加藤 大和 様 東京都目黒区 10,000
平成27年12月31日 佐伯 康二 様 岡山県岡山市北区 20,000
平成28年1月24日 今尾 金久 様 東京都港区 20,000
平成28年1月26日 井門 一美 様 滋賀県大津市 10,000
平成28年2月13日 西上 暢彦 様 千葉県松戸市 10,000
平成28年2月15日 池田 真人 様 愛知県小牧市 10,000
平成28年3月11日 関矢 敬輔 様 神奈川県大和市 10,000
平成28年3月14日 安藤 英祐 様 神奈川県大和市 10,000
平成28年3月28日 山内 久實 様 東京都世田谷区 10,000
平成28年5月16日 西村　弘二 様 大阪府堺市南区 10,000

公表同意がなかった件数　

計　223件　3,030,000円

計　1,876件　25,987,009円

合計　2,099件　29,017,009円


