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会員名 会員区分 所在 会員名 会員区分 所在 会員名 会員区分 所在

相津　延美 個人会員 京都府 織田　安雄 個人会員 岐阜県 筋師　裕恵 個人会員 兵庫県

青木　俊次 一般会員 兵庫県 越智　資行 一般会員 愛媛県 鈴木　佐恵子 一般会員 東京都

青木　スミエ 個人会員 熊本県 小野　明子 一般会員 北海道 鈴木　順 個人会員 愛知県

青木　のり子 個人会員 山梨県 小俣　宏之 個人会員 山梨県 関戸　礼子 一般会員 愛知県

青山　勝成 個人会員 福井県 折戸　實 個人会員 石川県 関矢　光信 個人会員 新潟県

浅川　尊彦 個人会員 山梨県 折原　浩司 個人会員 北海道 勢〆　和 個人会員 埼玉県

浅見　雄一 個人会員 東京都 覚　敦史 個人会員 京都府 蘇　丹丹 個人会員 中国

朝山　勉 個人会員 愛知県 河西　勝 個人会員 山梨県 髙田　健治 個人会員 大阪府

足利　英紀 個人会員 宮城県 柏田　エリ子 個人会員 埼玉県 滝澤　芳江 一般会員 長野県

足立　憲子 個人会員 福岡県 嘉須利　敏夫 個人会員 千葉県 竹之内　健一 個人会員 愛知県

安達　道子 個人会員 島根県 片山　美恵 個人会員 新潟県 竹林　賢 一般会員 東京都

阿部　敦茂 個人会員 神奈川県 桂　政彦 個人会員 東京都 田中　功 一般会員 京都府

阿部　努 個人会員 山梨県 桂木　里奈 個人会員 神奈川県 田中　大樹 個人会員 神奈川県

阿部　秀太 個人会員 宮城県 加藤　清吾 一般会員 東京都 田中　李奈 個人会員 東京都

天野　紀宜 一般会員 千葉県 加藤　登志江 個人会員 神奈川県 田辺　縁 個人会員 広島県

荒　眞理子 個人会員 北海道 加藤　輝雄 個人会員 東京都 谷口　温子 個人会員 京都府

荒岡　けい 個人会員 青森県 加藤　博徳 一般会員 愛媛県 田沼　貴子 個人会員 神奈川県

飯窪　慈子 個人会員 東京都 加藤　博也 個人会員 愛知県 玉田　和子 個人会員 香川県

井口　秀夫 個人会員 滋賀県 蟹江　秀則 個人会員 愛知県 丹野　清隆 個人会員 宮城県

池谷　勝典 一般会員 長野県 川口　豊 個人会員 滋賀県 土屋　敏子 個人会員 長野県

池田　百合 個人会員 香川県 川野　宏明 個人会員 大阪府 土屋　力三 個人会員 東京都

石上　俊彦 個人会員 静岡県 菊池　浩子 個人会員 茨城県 綱川　稔 個人会員 栃木県

石上　光春 個人会員 静岡県 木寺　二三男 個人会員 東京都 綱田　光宏 個人会員 香川県

石原　修 個人会員 山梨県 柆生　伊津子 個人会員 岡山県 堂西　津雅子 個人会員 和歌山県

泉　広由樹 一般会員 北海道 草野　大地 一般会員 滋賀県 冨岡　昇 個人会員 埼玉県

市川　和夫 個人会員 東京都 熊谷　悦近 個人会員 岐阜県 冨水流　甚幸 個人会員 宮崎県

市川　智一 個人会員 埼玉県 倉橋　克夫 個人会員 岐阜県 豊田　正博 個人会員 徳島県

伊藤　泰子 個人会員 埼玉県 黒木　一郎 個人会員 山梨県 直井　久美子 個人会員 栃木県

糸賀　宏史 個人会員 千葉県 合田　重夫 一般会員 静岡県 長津　安保 個人会員 新潟県

井手　一郎 個人会員 福岡県 河野　明美 個人会員 北海道 中川　英男 個人会員 福井県

稲坂　陽吉 個人会員 兵庫県 越川　祥子 一般会員 山梨県 中澤　修平 個人会員 埼玉県

井上　京子 一般会員 岡山県 小杉　裕香 個人会員 東京都 七海　喜一郎 個人会員 福島県

今井　陽子 個人会員 千葉県 古寺　洋 一般会員 長野県 苗村　信行 個人会員 兵庫県

今中 祥惠 個人会員 兵庫県 後藤　定弘 個人会員 熊本県 西浦　有衣子 個人会員 兵庫県

今村　強 個人会員 愛知県 後藤　みどり 個人会員 広島県 西尾　勝治 個人会員 岐阜県

今村　秀人 個人会員 富山県 小林　幸造 個人会員 東京都 祢津　尚 個人会員 長野県

入山　美奈子 一般会員 群馬県 小林　肇 一般会員 埼玉県 野坂　幸子 個人会員 宮城県

岩田　茂夫 個人会員 愛知県 小松　恵美 個人会員 秋田県 野城　美智子 個人会員 埼玉県

印南　喜美子 一般会員 栃木県 小山　愛生 一般会員 京都府 長谷川　清 個人会員 新潟県

宇佐見　和子 個人会員 大阪府 権代　恭一 個人会員 広島県 長谷川　結花 一般会員 新潟県

内貴　光男 個人会員 千葉県 栄居　要子 個人会員 千葉県 服部　嘉夫 個人会員 福島県

宇野　大介 個人会員 静岡県 定方　雅彦 個人会員 群馬県 濱崎　仁詩 個人会員 兵庫県

宇野　長利 個人会員 埼玉県 佐藤　和子 個人会員 茨城県 濱田　紘和 個人会員 愛媛県

梅本　修 個人会員 京都府 佐藤　繁男 一般会員 新潟県 浜田　未来 個人会員 愛媛県

梅本　典生 個人会員 熊本県 佐藤　真吾 個人会員 千葉県 林崎　茂博 個人会員 岐阜県

宇良　みゆき 一般会員 沖縄県 佐藤　正 個人会員 新潟県 原田　豊子 個人会員 兵庫県

浦上　卓三 個人会員 山口県 佐藤　則雄 個人会員 福島県 平野　舞 個人会員 栃木県

戎居　博志 個人会員 愛媛県 齋藤　なつみ 個人会員 愛知県 平山　二六代 一般会員 神奈川県

海老原　ひと美 一般会員 長野県 酒井　暁 個人会員 宮崎県 深瀬　淳一 個人会員 山形県

遠藤　実 個人会員 千葉県 眞田　國男 個人会員 香川県 福岡　おりえ 個人会員 東京都

遠藤　稔 個人会員 福島県 佐野　守平 個人会員 埼玉県 藤井　康三 個人会員 山口県

及川　操 個人会員 神奈川県 澤　亜希子 個人会員 滋賀県 藤井　宏康 個人会員 鳥取県

王　大超 個人会員 中国 塩沢　幸子 個人会員 長野県 藤崎　敏夫 個人会員 千葉県

大木　栄一 個人会員 千葉県 塩野　清美 個人会員 群馬県 藤原　明 個人会員 兵庫県

大角　宏一 個人会員 三重県 篠原　健一 個人会員 千葉県 降旗　茂男 個人会員 長野県

太田　雅之 個人会員 長野県 渋谷　佳代 個人会員 北海道 古屋　森正 個人会員 山梨県

大塚　博久 個人会員 新潟県 清水　三美 個人会員 長野県 星　 一男 個人会員 福島県

大槻　重征 個人会員 福岡県 下村　賀子 個人会員 千葉県 星　正邦 個人会員 福島県

大出　金三 個人会員 広島県 下山　和宏 個人会員 愛知県 星岡　宏彰 個人会員 福岡県

大前　洋子 個人会員 和歌山県 信保　祥一朗 一般会員 京都府 細川　一哉 個人会員 長野県

緒方　保 個人会員 福岡県 須賀　隆 個人会員 東京都 堀井　実紀 個人会員 東京都

小川　蓮瑤 個人会員 沖縄県 杉井　伸子 個人会員 広島県 本多　知明 個人会員 東京都

小國　昌樹 個人会員 兵庫県 杉浦　多恵子 個人会員 埼玉県 前田　典彦 個人会員 奈良県

小椋啓司・純子 個人会員 長野県 杉原　清晃 一般会員 愛知県 前田　裕子 個人会員 宮崎県

小山内　さやか 個人会員 千葉県 杉原　左峯 個人会員 愛知県 増川　いづみ 個人会員 山梨県

個人会員の皆様（掲載同意のある方：敬称略）



会員名 会員区分 所在 会員名 会員区分 所在

俣江　亮 個人会員 鹿児島県 山西　和雄 個人会員 香川県

町田　成一 一般会員 東京都 山根　隆 個人会員 島根県

松井　明彦 個人会員 福井県 山根　照美 個人会員 広島県

松浦　智紀 一般会員 埼玉県 山本　武彦 個人会員 山口県

松田　美保子 個人会員 鳥取県 山本　光義 個人会員 岡山県

間中　友子 個人会員 長野県 山本　義勝 個人会員 北海道

丸山　春菜 個人会員 長野県 横田　則子 一般会員 埼玉県

三浦　隆弘 個人会員 宮城県 横山　秀男 個人会員 埼玉県

水口　四海 個人会員 鹿児島県 吉川　昭 個人会員 長野県

水谷　繁也 個人会員 兵庫県 吉川　正之 個人会員 徳島県

水野　邦夫 個人会員 岐阜県 吉澤　昇 個人会員 茨城県

水戸　百合香 個人会員 新潟県 吉田 佳未 一般会員 山梨県

宮入　淳 一般会員 長野県 吉田　令一 個人会員 京都府

宮崎　数史 個人会員 静岡県 吉村　由美子 個人会員 愛知県

向井　梢湖 個人会員 長野県 劉　鳳龍 一般会員 千葉県

務台　祐太郎 一般会員 東京都 和気　忠永 個人会員 栃木県

村田　弥生 特別会員 大阪府 渡辺　健一 個人会員 新潟県

本山　道雄 個人会員 新潟県 渡部　貴志 個人会員 山梨県

本山　睦子 個人会員 新潟県 渡部　敏樹 個人会員 鳥取県

椴木　裕美 個人会員 兵庫県 渡辺　元美 個人会員 東京都

百瀬　敬子 個人会員 長野県 渡辺　泰 個人会員 愛知県

森　昭暢 一般会員 広島県 渡部　よしの 個人会員 福島県

森下　健太郎 個人会員 静岡県

両角　正彦 個人会員 長野県

門田　巧 個人会員 広島県

矢田部　幸 個人会員 東京都

山下　修 一般会員 高知県

山田　達男 個人会員 徳島県

山田　千明 個人会員 千葉県

山田　七緖子 個人会員 岐阜県

会員名 区分 所在 会員名 区分 所在 会員名 区分 所在

村上　菜美子 特別寄附 東京都 木実　聖子 一般寄付 福岡県 山本　みどり 一般寄附 千葉県

ご寄附頂いた皆様（掲載同意のある方：敬称略）

個人会員の皆様（掲載同意のある方：敬称略）


