
ご寄付賜りました方々への感謝の意を込め、ここにご芳名を記載させていただきます。

【個人】

相生　滋子　様 相田　衣子　様 青木　奈緒子　様 青木　昌子　様

青木　麻里子　様 青島　晃子　様 青柳　美智子　様 青山　美津江　様

秋山　容子　様 秋山　洋子　様 秋吉　美喜子　様 阿久戸　光晴　様

朝田　睦子　様 安心院　恵子　様 阿部　高子　様 安部　菜津美　様

天本　敬吾　様 荒川　信子　様 荒木　千恵　様 荒津　照子　様

有吉　成美　様 安藤　喜久子　様 安藤　久爾子　様 池田　可奈子　様

池田　裕子　様 池田　文子　様 石井　希代子　様 石井　豊子　様

石井　裕子　様 石井　洋子　様 石岡　智恵子　様 石川　尚子　様

石黒　文雅　様 石橋　彰子　様 石橋　久美子　様 石橋　眞美子　様

石橋　由美子　様 石原　洋子　様 石松　恭子　様 石元　宏子　様

泉　達朗　様 泉田　裕子　様 磯野　美和　様 礒部　麿実　様

磯山　安希子　様 板倉　武子　様 板越　郁美　様 市川　紗妃　様

市村　美穂　様 井手　厚子　様 井寺　由美　様 伊藤　和子　様

伊藤　圭一　様 伊藤　美智子　様 井上　充子　様 井上　登生　様

井上　智香子　様 井上　時世　様 井上　久恵　様 井上　史子　様

井上　素子　様 今石　悦子　様 今石　牧子　様 今村　智美　様

今村　悠久子　様 岩出　葉子　様 岩永　利恵子　様 岩丸　史恵　様

上杉　恭子　様 上田　敦子　様 上野　あると　様 上野　理子　様

上原　昭子　様 上村　明子　様 上村　スマ子　様 上村　葉子　様

牛島　達郎　様 牛島　富子　様 牛島　美津子　様 牛島　祐二　様

笛吹　早苗　様 内田　恵子　様 内海　昌子　様 梅崎　啓子　様

梅津　正光　様 浦　洋子　様 浦　将史　様 浦谷　幸子　様

浦部　初音　様 嬉里　優希　様 江頭　智恵子　様 江上　馨子　様

江口　晶子　様 江口　真由美　様 江崎　千草　様 江崎　矩子　様

江副　史子　様 大石　紀子　様 大神　礼子　様 大里　美千代　様

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援事業寄付者ご芳名

               募金額 ： 42,631,343円　　　　募金期間 ： 2020年4月～2021年8月末

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援事業にご支援いただき、心より御礼申し上げます。



大里　恵　様 大島　まな　様 大須賀　千恵子　様 太田　洋子　様

太田　里枝　様 大塚　敦子　様 大坪　芳江　様 大西　智子　様

大野　和子　様 大野　博之　様 大庭　周子　様 大庭　美紀男　様

大庭　美彌子　様 大原　信司　様 大山　晴美　様 緒方　知子　様

緒方　由子　様 緒方　玲子　様 岡部　悠伽　様 小川　和子　様

小川　真紀子　様 小城原　智香子　様 奥　遥加　様 小串　真智子　様

小口　泰子　様 奥野　徹子　様 小副川　律子　様 小田桐　弘子　様

小山　一民　様 折居　慶子　様 海江田　都志子　様 笠井　美帆　様

梶原　美由紀　様 加島　信子　様 柏木　美紀子　様 梶原　絹代　様

梶原　竜一　様 片野　光男　様 片山　聖子　様 勝　麻絵　様

金澤　早楊子　様 金澤　みつ子　様 金子　克子　様 金堂　敏子　様

狩野　由美子　様 上河　和子　様 亀田　誠治　様 萱野　通子　様

唐澤　眞喜子　様 辛島　恵里　様 川﨑　都代子　様 川野　暁美　様

川野　玖美子　様 河野　恵子　様 河野　登喜子　様 河原　保美　様

河辺　慶子　様 神部　悌子　様 奇　恵英　様 木内　芽衣子　様

木上　就子　様 木島　美穂子　様 北　展子　様 木田　みどり　様

北島　麻友子　様 北野　順子　様 喜多村　淳子　様 北山　邦子　様

城戸　和子　様 城戸　孝之　様 城戸　真由美　様 木道　昇　様

木道　萌　様 木下　美恵子　様 木ノ脇　悦郎　様 木原　桂子　様

木村　弘子　様 木本　満里菜　様 クイン　寿恵　様 草間　孝一　様

葛谷　綾子　様 工藤　祐子　様 國武　洋子　様 久保　節子　様

久保　文子　様 熊倉　春香　様 熊坂　恵　様 熊丸　京子　様

倉田　まさ子　様 倉持　美佐子　様 栗林　信　様 栗原　昭子　様

栗山　昌子　様 来嶋　紀美子　様 黒岩　佳子　様 黒阪　利子　様

黒瀬　令子　様 黒田　さよ子　様 桒野　隆子　様 桑原　明子　様

桑原　美保　様 神代　貴子　様 香原　啓子　様 古賀　和孝　様

古賀　鈴音　様 小梁川　敬子　様 五島　千穂　様 後藤　素子　様

五藤　由貴　様 後藤　好子　様 小西　千恵子　様 小林　亮江　様

小原　聖子　様 近藤　江梨子　様 近藤　和江　様 近藤　美智子　様

近藤　理恵子　様 税田　新子　様 斉藤　邦子　様 酒井　美江子　様

榮　紀行　様 榊󠄀　雅子　様 坂口　きぬよ　様 坂口　京子　様

坂口　千香子　様 坂元　明子　様 坂元　惠子　様 佐川　愛子　様



桜川　冴子　様 佐々木　大空　様 佐々木　宣子　様 佐々木　悠紀子　様

佐々野　諸延　様 佐藤　涼子　様 佐野　綾香　様 鮫島　芳子　様

執行　正治　様 重松　ふみ子　様 重松　亮子　様 重光　浩子　様

篠原　百合香　様 渋谷　和子　様 志満　秀武　様 島松　美子　様

清水　裕　様 清水　美晴　様 下岸　義公　様 下田　みどり　様

徐　亦猛　様 庄司　美知子　様 城島　洋子　様 白石　亜希　様

白石　初枝　様 白附　照子　様 城岡　伸行　様 城取　秀明　様

神宮　奈津香　様 神宮　遥　様 真藤　玲子　様 新富　康央　様

末次　由紀子　様 鈴木　明子　様 鈴木　美南子　様 鈴木　麗子　様

砂山　富惠　様 住江　智子　様 澄川　すみ子　様 関　昌央　様

関根　敏子　様 瀬来　未央　様 世利　優子　様 添田　早苗　様

園田　理　様 園田　ちひろ　様 髙木　和子　様 髙木　幸二　様

髙木　貴子　様 髙木　雅子　様 髙田　映子　様 高田　志保　様

髙梨　弘子　様 髙野　睦子　様 髙橋　修子　様 髙原　裕子　様

高藤　夏海　様 田上　永子　様 髙柳　千恵子　様 髙山　佳代子　様

高山　友里　様 田久保　富美子　様 武井　秀仁　様 武石　せつ子　様

竹内　由美　様 武田　真理子　様 武野　紀子　様 田崎　昭子　様

立川　正江　様 達下　順子　様 伊達　季代子　様 田中　あゆみ　様

田中　武子　様 田中　典子　様 田中　美紀子　様 田中　緑　様

田中　美幸　様 田中　康也　様 田中　裕子　様 田中　良明　様

田中　蘭子　様 田邊　富士雄　様 谷　優子　様 谷口　初美　様

田沼　美紀子　様 田原　牧子　様 田原　美登里　様 玉田　恵子　様

田村　沙良　様 田脇　正世　様 陳　齢　様 塚本　淳子　様

塚本　寛子　様 築地　麻子　様 辻　希望　様 辻󠄀　伸子　様

津野田　千恵　様 円谷　恭子　様 妻夫木　美帆　様 鶴　英子　様

鶴田　久美子　様 鶴原　恵子　様 寺園　喜基　様 藤　陽子　様

藤　義幸　様 時政　洋子　様 徳田　由紀子　様 德永　明子　様

徳永　英夫　様 床次　達夫　様 鳥取　民子　様 十時　忠秀　様

土肥　恵美子　様 冨田 鈴子　様 富田　晴代　様 冨永　安子　様

友枝　美栄子　様 友岡　智子　様 豊島　涼果　様 鳥越　瑞香　様

永井　恵美子　様 中尾　仁子　様 長岡　初美　様 中川　憲次　様

中川　美穂　様 長澤　美佳子　様 中島　喜久子　様 中島　千春　様



中島　ふみ子　様 永末　京子　様 中園　美香　様 永田　久美子　様

永田　真澄　様 中富　美恵子　様 長野　厚子　様 長野　恭子　様

長野　剛　様 中野　真理子　様 中村　奈穂　様 中村　信子　様

中村　由紀子　様 中村　幸孝　様 中山　慈鹿　様 那須　茂人　様

成清　暁子　様 成田　節子　様 新村　清香　様 西井　華絵　様

西岡　抄子　様 西垣　二一　様 西川　文江　様 西崎　由紀子　様

西島　光代　様 西原　邦彦　様 西村　純里　様 西村　照子　様

西山　静子　様 西山　尚宏　様 西山　衛　様 二宮　喜美代　様

入学　郁子　様 根井　典子　様 野口　優　様 野澤　敬子　様

野田　亜衣子　様 野中　靖臣　様 野原　明美　様 野村　由美　様

萩原　みなみ　様 萩原　洋子　様 朴　煕成　様 橋口　保夫　様

橋本　睦代　様 橋本　由紀子　様 長谷川　雅子　様 波多江　セイ　様

畠中　沙莉　様 濱﨑　智子　様 浜﨑　みどり　様 濵田　真佐子　様

濱名　早苗　様 早川　有卦子　様 林田　一枝　様 原　かほる　様

原　香代子　様 原　裕子　様 原崎　聖子　様 原田　暁代　様

原武　哲　様 東　孝昭　様 東　三枝子　様 樋口　民子　様

樋口　裕子　様 久留　百合子　様 飛田　惠子　様 日髙　友絵　様

日高　美紀　様 日髙　澪香　様 日野　資成　様 日吉　賞子　様

平井　牧子　様 平方　淑子　様 平田　久美子　様 平山　明子　様

平山　ひろみ　様 廣瀬　恭子　様 廣瀨　知子　様 廣瀨　茉莉子　様

廣瀬　ユウ子　様 廣田　りょう　様 廣橋　靖子　様 深谷　美江　様

福　由紀　様 福川　由理　様 福澤　雪子　様 福島　恭輔　様

福嶋　ちえこ　様 福島　敏子　様 福田　佐代子　様 福田　貴子　様

福永　晋子　様 福原　明理　様 福元　智子　様 藤井　節子　様

藤井　美保　様 藤井　惠　様 藤岡　恵美子　様 藤嶋　景子　様

藤田　一郎　様 藤田　大亮　様 藤田　淑子　様 藤野　早苗　様

舩津　美智子　様 古川　美由紀　様 幣旗　恵美子　様 戸次　芳子　様

帆足　靖子　様 星野　琴音　様 ホスーシュ五月　様 細山田　幸子　様

堀川　直美　様 堀口　政隆　様 堀本　佳里　様 堀本　利好　様

本田　裕子　様 前川　めぐみ　様 前田　瑛子　様 牧野　かおり　様

牧野　成美　様 正金　彩　様 正金　唯　様 真﨑　三紀子　様

増田　榮　様 馬田　小麦　様 松尾　裕美　様 松岡　綠　様



松﨑　奈々　様 松下　沙也　様 松島　純子　様 松田　恵美子　様

松田　慰子　様 松田　良江　様 松平　直美　様 松原　安宏　様

松本　健　様 松本　保子　様 松本　靖子　様 松本　梨沙　様

松雪　真知子　様 真鍋　千恵　様 真部　はるみ　様 丸野　和年　様

丸橋　由起子　様 丸山　紀美子　様 三浦　テル子　様 身浦　茉莉亜　様

溝田　遥　様 三田　楓　様 御手洗　長子　様 光安　八緒　様

光安　令子　様 宮川　香瑠子　様 宮川　法子　様 宮川　友希　様

宮城　芳子　様 宮越　明美　様 宮﨑　景子　様 迎　憲子　様

宗像　圭　様 村上　舞　様 村久木　志郎　様 本村　友美　様

森　貴愛　様 森　須賀子　様 森　多佳子　様 森　晴花　様

森　裕美　様 森光　亜岐子　様 森本　芙紀子　様 門林　特江　様

八木　和子　様 薬師寺　美佳　様 安河内　由美子　様 安田　千尋　様

安武　繁代　様 柳　あゆみ　様 柳　日出子　様 矢野　香織　様

矢部　敬子　様 山口　純子　様 山口　千枝子　様 山崎　彩　様

山﨑　由紀　様 山路　あい子　様 山下　敦子　様 山下　茂子　様

山科　信子　様 山田　真奈美　様 山中　久美代　様 山本　くに子　様

山本　久美子　様 山本　千里　様 山本　壽子　様 山本　晴子　様

山本　文夫　様 弓削　敏子　様 横倉　信江　様 横田　綾子　様

横田　純子　様 横路　由美子　様 横山　勝之　様 横山　美保子　様

吉井　三重　様 吉井　麗子　様 吉岡　めぐみ　様 𠮷川　正子　様

吉田　茂生　様 吉田　美紀　様 吉塚　早苗　様 吉原　峰子　様

吉松　朋之　様 吉村　友香　様 吉村　豊子　様 吉村　愛美　様

米森　香代　様 龍　道良　様 和田　秀子　様 渡邉　晴美　様

渡辺　光惠　様 渡邊　八恵子　様 渡辺　リヱ　様 渡部　茉莉　様

【団体・企業】

株式会社　北洋建設　様 福岡女学院教会　様

福岡女学院後援会　様 福岡女学院退職者の会  様 福岡女学院同窓会　様

福岡女学院幼稚園教職員有志一同　様

音の夢ピアノコンクール 鳥栖ピアノステップ　様




