
2019年2月1日～2020年3月31日

学校法人比治山学園創立８０周年記念募金にご協力を賜り，心より御礼申し上げます。

ご寄付いただきました皆様に感謝の意を込めて、ここにご芳名を掲載させていただきます。

　　　　　　　　　　※１　敬称は省略させていただいております。 　   　   　

　　　　　　　　　　※２　匿名をご希望の方及び平成３１年１月以前の寄付者の方

　　　　　　　　　　　　　（ご意向未確認のため）については掲載していません。　

寄付金額

１００万円以上 石田　秀子

株式会社アボアエンジニアリング

株式会社鴻治組

株式会社島田工務店

株式会社中電工　広島統括支社

株式会社横山建設

比治山女子中学高等学校同窓会

比治山大学同窓会　楷の樹会

広島市信用組合 理事長 山本 明弘

５０万円以上 石井　眞治

大旗連合建築設計株式会社

三建設備工業株式会社中国支店

ゼネラルスチール株式会社

１０万円以上 石﨑　和法 木谷　健 二宮　皓

柿本　因子 木下　隆 延本　真栄子

兼田　照子 シーエムシー株式会社 畠山　京子

株式会社内田洋行 高橋　超 平本　隆子

株式会社紀伊國屋書店 錦建設株式会社 好村　孝則

株式会社タカトープリントメディア

株式会社バルコム

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 中四国営業部

比治山大学短期大学部付属幼稚園 保護者会

３万円以上 赤木　昌彦 河合　三枝子 土肥　善嗣

安間　拓巳 川田　裕子 猫田　仁美

池田　みどり 神鳥　誠 野村　惠子

市川　昭彦 北山 恵三 畠山　美佐子

内田　智之 小川　正明 濵田　俊彦

小田　光子 斎藤　寧 林　三郎

越智　秀二 迫垣内　裕 林　武広

株式会社いづみ書店 瀬尾　幸恵 原田　マスヱ

株式会社エスプレス大分 竹野　浩美 藤井　敬子

株式会社京都嵯峨野 竹本　順子 藤原　薫

株式会社金正堂 夛田　功 古居　正武

株式会社クマヒラセキュリティ 竪山　政弘 向井　君榮

株式会社竹中工務店 玉木　利夫 柳田　京子

株式会社みづま工房 出口　明美 若林　健祐

株式会社もみじ銀行牛田支店

株式会社柳盛社印刷所

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

株式会社山陰合同銀行　祇園新道支店

株式会社広島銀行 常務執行役員 地区担当役員 岡野　帝男

医療法人社団日の浦会 佐々木産婦人科 理事長 佐々木文治

島屋器械株式会社

中国電設工業株式会社

農事組合法人かみやま

広島信用金庫　牛田支店

創立８０周年記念募金　寄付者ご芳名録

寄付者ご芳名（５０音順）



フジタビルメンテナンス株式会社広島支店

丸善雄松堂株式会社広島支店

有限会社カレッジ・サロン・モリ

有限会社スポーツセンター

３万円未満 青木　眞由美 木村　惠勇 橋本　真理子

赤石　律子 切明　洋子 橋本　由紀子

秋月　美恵 草本　彩香 長谷川　洋

麻生　香代子・華奈子 久保　勲 畠山　憲子

阿曽沼　直美 久保　隆子 服部　千織

荒木　元子 蔵重　文子 刎本　シゲ子

有田　千鶴子 桑原　律子 林　晴美

井上　健 合資会社村上金物店 林　穂乃歌

井岡　育正 河野　範恵 林　柚季

池上　京子 小谷　美和子 原　真澄

池田　ひとみ 児玉　明惠 原田　厚子

石川　愛理 後藤　美智恵 平田　健

石川　豊 小林　禎昌 平田　眞由美

石田　美鈴 齊藤　治 廣實　祥子

石津　順子 坂谷　敏子 広島ガス北部販売株式会社

石橋　千壽子 坂村　妙子 広島きれい株式会社

石橋　宏子 佐々岡　啓男 弘中　瑞華

和泉　秀夫 佐々木　雅彦 深山　桃子

伊藤　恵子 佐々木　みどり 福永　みのり

伊藤　晴美 定岡　多恵子 藤　誓子

井口　智子 佐藤　正樹 藤川　まなみ

今井　澄子 重藤　和子 藤本　裕江

今田　光世 宍戸　千代香 藤原　千枝

入野　和子 志田原　重人 フラワーショップやすはら

岩井　里佳 澁谷　隆夫 ホテルサンルート徳山

岩田　かほる 司法書士法人ＳＯＬＹ 堀　一朗

岩村　穂波 嶋　澄子 堀内　直子

上條　希恵 島浦　満子 本城　すみれ

上田尾　美保 島田　恵美 本多　未布子

上土　聖香 島本　富美子 正木　智美

上土　真貴子 清水　絹子 正木　久

上之園　公子 清水　剛 増井　ユリ子

上本　一枝 下川　幸子 舛本　佳枝

内　資子 白井　弘孝 松井　妙美

宇根　チホミ 白石　恵子 松井　宏寿

胡　修三 鈴木　直恵 松浦　照子

胡　泰志 鈴木　盛久 松尾　スミ江

エビスヤ画材 鷲見　昌枝 松岡　詩歩

大石　裕子 瀬尾　登之 松田　久美

大北　和幸 瀬古　昌弘 松田　美枝子

大島　博文 曽川　奎二郎 松本　恵子

大野　命 髙木　尚美 松本　紀子

大畠　清美 髙橋　文子 三島　多加江

大前　千鶴子 田口　和子 皆田　咲子

岡崎　美代子 竹内　泰彦 宮原　順子

岡﨑　恵 立藤　祥一 宮原　多美子

緒方　満 立町カヌレ　竹村 通子 明神　喜代子

岡光　典子 田戸　香 三和ガス株式会社

岡村　芳子 田中　つたこ 向井　佳世子

岡本　澪 田部　恵子 武藤　純子

岡本　靖広 谷口　澤枝 目黒　俊治

奥田　友美 塚本　和子 望月　真

奥村　英子 蔦　洋 森　信幸

小田　亜哉 坪石　幸枝 森　由美子



小田原　加奈 鶴岡　まゆみ 森川　敦子

小田原　美恵 鶴原　栄美子 森田　利江

折田　南子 寺田　勝彦 安田金属株式会社

賀川　侑子 磨　ゆみほ 柳川　純香

梶原　惠美子 徳永　雄一 柳田　満子

数佐　由美 德本　彩珠 矢部　雅子

片川　哲治 土橋　幸正 山口　節子

門田　眞由美 中井　公子 山﨑　哲男

金丸　公恵 中井　恭典 山本　千香子

金子　淳子 永井　里奈 矢村　豪基

株式会社安西事務機 中岡　真理 有限会社グランドプレーン

株式会社一誠 中川　日出男 有限会社谷川石油店

株式会社ウイン広島支店 中西　邦治 有限会社ヨイコ

株式会社カジオカエルエイ 中西　希文 勇知　千彰

株式会社勝矢和裁 中野　隆志 横山　泰賢

株式会社クラタコーポレーション 中平　榮子 横山　幸子

株式会社啓文社 長藤　正子 能方　恭子

株式会社ケントジャパン 中丸　孝昭 吉田　早希

株式会社セルモ 仲光　昭子 吉田　里美

株式会社ヒロコー 中村　真 吉田　信子

株式会社むさし 中村　敏行 吉田　美和子

株式会社山口銀行広島支店 中村　友美 米澤　恭子

川口　知佐子 新山　與志子 米谷　俊信

川崎　美央 西中　由美 頼　英美

川中　真央 西原　節子 渡部　和子

川野　裕子 西村　竜美 渡辺　浩一

川野　真依 二羽　敬子 渡部　千鶴

河村　浩信 沼田　郁子 渡部総合法律事務所

北野　裕子

木原　有子

東武トップツアーズ株式会社広島支店

株式会社リーガロイヤルホテル広島 総務人事課

ご芳名掲載寄付者 338名 28,647,000円

合　　　計 匿名等寄付者（注１） 354名 7,468,920円

計 692名 36,115,920円

（注１） 匿名等寄付者には，ご芳名掲載についての御意向が確認できない方も含みます。


