
 
［募金御礼‐学園］ 
― 創立 90 周年記念事業募金についてのお礼 ― 
創立 90 周年記念事業募金に多大なるご協力を頂き有り難うございます。 
保護者の皆様には心より感謝申し上げます。 
2017（平成 29）~2018（平成 30）年度で 3 ヶ年度をとおして、寄付合計は 583 件 105,352,101 円となりました。 
また、東芝メディカルシステムズ株式会社様及び、株式会社島津製作所様から以下の機器装置を現物 
寄付戴きました。 
東芝 16 列マルチスライス CT スキャナー 
診断用 X 線装置 RAD speed PRO V4 一式 
ご寄附をいただきました皆様へ感謝の意を表し、2018（平成 30）年 3 月に 1 号館と 2 号館通路 
（2 階）に芳名録を作成いたしました。大学の歴史に永く顕彰させていただきます。 
学修環境整備のため、引き続き、ご協力をよろしくお願いするところでございます。 

 

 

【個人】

青木　彰　様 大塚　真平　様 倉本　三樹　様 鈴木　亮成　様 中村　直弘　様 堀井　均　様 森川　茂雄　様

青山　功基　様 大西　一志　様 黒田　耕希　様 關　信昭　様 中村　基視　様 堀　彰吾　様 森口　寿徳　様

赤澤　功　様 大西　克尚　様 黒田　茂　様 関　義之　様 中本　晃　様 堀　弘之　様 森田　茂樹　様

赤澤　博之　様 大西　重克　様 黒田　大悟　様 高尾　隆　様 中森　勇二　様 堀本　忠三　様 森　俊博　様

明石　定美　様 大沼　実千代　様 小池　豪　様 髙木　輝彦　様 中安　直規　様 堀　豊　様 森永　博之　様

縣　祥元　様 大野　和子　様 小泉　幸司　様 髙田　幸治　様 中山　一基　様 廣瀬　佳治　様 森　寛　様

赤松　勝己　様 大東　正典　様 厚東　正之　様 高田　春彦　様 西尾　清美　様 本庄　重雄　様 森　正人　様

浅尾　友美　様 岡内　信治　様 小坂　和仁　様 高田　弘之　様 西岡　謙次　様 本多　弘二　様 森本　茂樹　様

淺野　昌良　様 岡内　和輝　様 小島　由美子　様 髙取　豊　様 錦　一聡　様 本間　全代　様 森山　信次　様

芦田　麻美子　様 岡崎　勲　様 小谷　明　様 髙橋　朝子　様 錦　成郎　様 前川　文弘　様 森　幸也　様

安達　啓介　様 岡崎　實　様 後藤　正季　様 高橋　隆　様 西臺　武弘　様 前田　和平　様 門間　静雄　様

新井　章好　様 岡﨑　優子　様 後藤　学　様 髙橋　正治　様 西田　高大　様 前田　有二　様 八木　勝己　様

新井　洋子　様 岡田　正典　様 小林　稔司　様 瀧本　卓生　様 西田　俊彦　様 増原　和広　様 八木　実　様

新垣　秀子　様 岡田　実　様 小林　賢一　様 竹内　恭子　様 西田　直樹　様 馬瀬　嘉昭　様 安田　正一　様

荒木　康行　様 岡野　保　様 小林　孝明　様 竹原　聰史　様 西谷　源展　様 真智　俊彦　様 安本　良輔　様

有井　孝　様 岡本　敦朗　様 小林　徹　様 田代　祐基　様 西田　秀昭　様 松井　正幸　様 柳下　秀治　様

有馬　秀俊　様 岡本　篤彦　様 小林　久人　様 田中　訓章　様 西永　徳年　様 松浦　敬三　様 藪内　晃　様

有山　幸彦　様 岡本　亮　様 小林　広美　様 田中　謙人　様 西原　克年　様 松浦　弘樹　様 山内　聡　様

安藤　光佑　様 小川　浩輝　様 小東　靖史　様 田中　潔　様 西丸　英治　様 松岡　勇　様 山上　浩　様

飯塚　芳郎　様 荻野　きよ子　様 駒井　房富　様 田中　直樹　様 西村　浩一　様 松岡　達博　様 山極　航輝　様

五十嵐　祐二　様 奥村　博正　様 小牧　優一　様 田中　伸明　様 西本　高明　様 松尾　幸一　様 山口　和也　様

猪狩　章　様 押見　彩花　様 小山　和雄　様 田中　睦子　様 野川　正和　様 松尾　悟　様 山口　直美　様

池田　一夫　様 押見　嘉一　様 古和田　幹夫　様 田中　庸二　様 野田　靖　様 松尾　春生　様 山口　佳紀　様

池田　健一　様 小田　敍弘　様 紺谷　均　様 田中　義宗　様 埜藤　眞純　様 松田　伯明　様 山下　哲司　様

池田　文哉　様 織田倉　忠　様 西塔　俊彦　様 田中　龍蔵　様 野中　勝次　様 松永　渉　様 山下　成夫　様

池田　正夫　様 小田原　智樹　様 齋藤　暢彦　様 棚田　信吾　様 野村　正巳　様 松村　和朋　様 山下　実　様

石垣　陸太　様 尾畑　逸　様 齊藤　睦弘　様 谷　孝一　様 橋部　博之　様 松本　圭一　様 山添　元士　様

石山　秀和　様 小村　定久　様 佐伯　佐文　様 谷口　茂　様 長谷川　圭佑　様 松本　進　様 山田　勝彦　様

出石　弘伸　様 角田　英夫　様 堺　勉　様 谷口　正洋　様 服部　重彦　様 松本　輝雄　様 山原　武　様

出水田　尚文　様 栫井　文明　様 坂井　祐介　様 谷澤　和美　様 花岡　正男　様 松元　誠　様 山田　聖　様

伊勢本　奈緒　様 笠井　俊文　様 坂田　佳奈美　様 谷中　伸也　様 英　泰正　様 松山　恒和　様 山田　英幸　様

市川　正春　様 片桐　弘史　様 坂詰　勲　様 谷本　忠正　様 早川　精一　様 松山　朋充　様 山田　幸　様

市田　博　様 桂嶽　みな　様 坂本　和徳　様 谷屋　峯凱　様 林　茂樹　様 馬庭　淳　様 山場　智一　様

一瀬　弘之　様 加藤　孝雄　様 坂本　眞次　様 田畑　秀智　様 林　勝　様 丸目　尚　様 山藤　倫生　様

井面　治己　様 加藤　誠　様 坂本　昌隆　様 田畑　慶人　様 林　三樹　様 三浦　泰夫　様 山村　憲一郎　様

井戸　靖司　様 加藤　元則　様 阪本　泰彦　様 田原　德建　様 林　幸博　様 三浦　嘉章　様 山本　潔　様

糸井　敏一　様 金尾　啓右　様 櫻　莞爾　様 玉城　信宏　様 春本　一人　様 三木　新樹　様 山本　恒夫　様

伊藤　實穂　様 金子　十三　様 佐々木　昭　様 玉田　彰　様 比嘉　康孟　様 水鳥　好和　様 山本　輝雅　様

伊藤　邦昌　様 兼重　哲生　様 佐々木　一郎　様 田村　友花　様 檜垣　香織　様 三谷　健斗　様 山本　英夫　様

伊藤　成一　様 上地　喜八郎　様 佐々木　清　様 柄本　宗寿　様 池永　広生　様 南　宏明　様 山本　美津子　様

伊藤　大介　様 川口　富司　様 佐々木　仁志　様 辻　秀憲　様 平田　利造　様 宮木　真澄　様 柚木　透　様

伊藤　敏夫　様 川口　恭光　様 篠原　健二　様 辻居　賢一　様 尾藤　英邦　様 三宅　真一　様 吉岡　峰夫　様

伊東　直宣　様 川崎　宣夫　様 佐治　實　様 辻村　奈々珠　様 日野　紘孝　様 宮沢　正則　様 吉川　幸治　様

伊藤　良治　様 川﨑　寛　様 佐藤　優　様 津田　紘一　様 平井　広明　様 宮下　順隆　様 吉川　浩一　様

稲垣　史則　様 川角　健悟　様 佐藤　雅弘　様 堤　英幸　様 平井　靖　様 宮武　良次　様 吉川　竹久　様

井下　富夫　様 川南　正則　様 佐藤　芳文　様 角川　元延　様 平川　伸一郎　様 宮本　正樹　様 吉川　敏一　様

今井　新　様 川瀬　滋人　様 佐野　宏一　様 椿　洋二郎　様 平林　良介　様 宮本　要一　様 吉川　雪男　様

今村　吉孝　様 川面　維紹　様 澤田　晃　様 坪倉　栄藏　様 福田　武雄　様 三好　進　様 吉田　久仁彦　様

今吉　一夫　様 川野　優一　様 塩見　洋一　様 鶴原　博行　様 福田　智喜　様 向井　孝夫　様 吉田　年広　様

岩井　馨平　様 河村　正　様 塩村　由美　様 手塚　好博　様 福田　泰兒　様 向井　正　様 吉田　めぐみ　様

岩﨑　清吾　様 川俣　佳彦　様 四方　淳司　様 土肥　雅樹　様 福本　芳人　様 向井　富士夫　様 吉永　朋之　様

岩﨑　由香　様 河本　勲則　様 四方　有紀　様 東郷　忠士　様 藤井　卓三　様 武藤　寛　様 吉松　正明　様

岩澤　敏光　様 神﨑　好彦　様 重松　健吉　様 陶山　幹夫　様 藤井　浩之　様 村井　利宏　様 吉村　和彦　様

岩橋　伸行　様 神澤　孝明　様 品川　直　様 遠山　坦彦　様 藤枝　美穂　様 村上　香織　様 吉本　泰広　様

岩見　学　様 神澤　正敏　様 柴田　明司　様 遠山　景子　様 藤岡　伸司　様 村上　実冴斗　様 若松　佳司　様

上　清規　様 神澤　良明　様 柴田　登志也　様 徳増　安則　様 藤田　隆義　様 村瀬　勝政　様 若野　泰　様

上田　輝久　様 寒竹　誠治　様 柴田　英和　様 富髙　智成　様 藤田　透　様 村田　幹生　様 脇　健太郎　様

上田　利一　様 菊地　透　様 清水　隆広　様 外山　浩巳　様 藤田　瑞穗　様 村田　稔　様 脇　善昭　様

上田　実　様 岸本　清　様 清水　大二郎　様 豊原　宏隆　様 藤長　信治　様 村山　守　様 渡邉　俊明　様

上平　熙　様 岸本　怜美　様 清水　友　様 内藤　隆司　様 藤光　雅文　様 室　雅晴　様 渡部　博明　様

牛尾　直暉　様 喜多　睦　様 清水　豊　様 内藤　則雄　様 藤村　剛士　様 望月　輝一　様 綿引　正子　様

内田　義照　様 木田　恵子　様 春藤　英雄　様 長尾　江里子　様 藤山　晃彦　様 元谷　一男　様 綿引　勝　様

内山　陽一　様 北野　晶之　様 白井　直器　様 中川　善夫　様 富士原　崇揮　様 森　郁望　様

浦野　雅史　様 北橋　俊治　様 白子　公己　様 長岐　由博　様 藤原　賢治　様

江南　伸治　様 北原　宏昭　様 白子　稔　様 中里　優之　様 藤原　伸行　様

江村　重男　様 北村　廣春　様 新立　成幸　様 中静　恒　様 藤原　康志　様 【団体】

江本　豊　様 北村　梨恵　様 新谷　幸三　様 中嶋　高明　様 渕上　眞子　様 学友会北海道支部　様

遠藤　顕子　様 衣川　孝典　様 新名　正浩　様 中島　正彦　様 舩橋　哲哉　様 株式会社　島津アドコム　様

遠藤　啓吾　様 木下　和彦　様 水津　拓海　様 仲宗根　實　様 船橋　宣正　様 株式会社　島津製作所　様

遠藤　真由美　様 木村　喜昭　様 水津　義幸　様 永田　純也　様 舩山　直人　様 株式会社　島津総合サービス　様

大岡　秋朗　様 金城　達志　様 末武　貢　様 中武　治彦　様 古川　襄　様 株式会社　島津メディカルシステムズ　様

大川　雅司　様 金原　勘二　様 杉信　義人　様 中谷　恒夫　様 古川　雅宏　様 株式会社　島津理化　様

大倉　敏秀　様 楠目　雅彦　様 杉森　正法　様 仲地　尚樹　様 古田　求　様 株式会社　正美堂　様

大澤　啓次　様 国吉　昌実　様 杉山　泰一　様 中西　宏佳　様 古屋　隆志　様 太平工業株式会社　様

大澤　孝至　様 久保田　智　様 鈴木　金利　様 永沼　孝一　様 坊野　和真　様 東芝メディカルシステムズ株式会社　様

大澤　行夫　様 久保田　裕一　様 鈴木　賢治　様 中野　博司　様 細川　博明　様 キノビクス株式会社　様

大島　大　様 倉持　清美　様 鈴木　悟　様 中野　洋一　様 細羽　実　様 515名/10団体

大隅　博　様 倉本　明宣　様 鈴木　英文　様 永松　洋明　様 細谷　雅明　様 お名前の読み方により順序が異なる場合がございますがご容赦願います

学校法人島津学園　90周年記念事業寄附者　御芳名


