
百周年記念事業寄付者一覧 №.1 2019.４.1～2020.3.31

あ 相澤 郁子 青木 照子 青山チノエ 赤川 文子 赤羽みさ子 秋山 孝子

秋山 秀子 秋山三千子 浅井美彩登 浅井 律子 朝日 一美 麻生 和子

東 美佐子 安達 節子 阿部 勝子 阿部 政子 天沼二三江 雨宮 君子

新井 裕子 荒井 葉子 新井 克子 荒川サツエ 荒木 知子 荒木美那子

荒木 容子

い 飯田 隆子 飯塚 康子 五十嵐元子 移川 京子 池田 恭子 池田 千恵

池田 敏子 石井 満江 石井 美晴 石川 操 石塚 潤子 石塚 雅子

石塚 幸子 石橋 敬子 石丸与里子 石森 孝子 伊勢 節 磯田 智美

磯部 苑子 依田 容子 板垣 法子 市川 テイ 市川 利枝 市川真知子

市川 道子 市野 育子 一文字恵美 伊藤 淳子 伊東ヒロ子 伊藤 美幸

伊藤 優子 伊藤 玲子 稲葉亜希子 井上 寿枝 井上ひろ子 今津 君江

入江チヨ子 岩倉みどり 岩下 妙子 岩垂 京子 岩村 正子

う 宇井 紀子 上田 容子 上田谷信子 植月はつ江 植原わかな 氏家 長子

内田 充子 内田 圭子 内田ひろこ 宇敷 和子 梅下 早苗 梅田 君枝

浦田 郁子

え 油座 栄子 江崎 利子 榎本 悦子 海老沢恵子

お 大石貴志子 大川眞理子 大﨑 美香 大城 啓子 大高 恵美 大杉 郁江

大谷 公子 大月 明子 大堀 絹子 大前 厚子 大宮知以子 大村 静子

岡 智子 小河原悟子 岡島記江子 岡田 博子 岡村 育代 岡安 雅子

奥田 艶子 奥村佳世子 小野 菊代 小野真智子 小野寺春菜 小原恵美子

小原 蔦子 織田真由美 小田 康子

か 川口 洋子 陰元外美栄 蔭山 愛 葛西 裕子 梶山美津子 片桐 勝子

片倉 麗子 片山 享子 桂 真弓 加藤 英子 加藤 孝子 加藤 玲子

金澤譜美子 金橋 裕子 金山 恵子 金子 久子 金子 曄子 鎌田真起子

上条 好子 鴨田 美和 河合 陽子 川上 琴美 川嶋 節子 川田 あい

河田 悦子 川田真貴子 川又寿美以

き 菊池 貞子 菊地美奈子 木島 正美 木田 順子 北尾 邦子 北出真理子

北林早智子 木下 敦子 木下 昌代 木村 真弓 木村 征江 金城寿美江

く 久木田好子 草彅 良子 串田 忠 工藤いく子 国弘 和子 久保さとみ

久保木敬子 熊谷カズ子 熊谷 静代 熊木 道子 熊倉 里子 熊澤美佐子

熊膳 佳美 久米百合子 倉内 朋子 黒田 早苗 桑田 秀子 桑原 貞

こ 小池 綾乃 小池 静子 鴻野 祐子 小口久美子 小嶋 愛 古賀 良子

五島登喜子 小島 聰子 小島美津子 小杉みさ恵 後藤 憲雄 後藤 ゆう

小西ひろみ 小林 郁子 小林 隆晴 小林千真理 小林 泰子 小林ミツエ

古山 孝子 木幡 伸子

さ 斉藤 敦子 斉藤 和美 斉藤 恵子 斎藤 時子 斉藤 直子 斉藤ひろ子

斉藤 裕子 斎藤 洋子 齋藤 慈子 齊山美津子 坂内美恵子 栄 和子

坂本 京子 坂本百合枝 佐久間ひろ子 櫻段 玲子 佐々木晶恵 佐々木環奈

佐々木啓子 佐々木せい子 佐々木ノブ子 佐々木久子 笹本 重子 笹生美保子

佐田 玉江 佐藤 一恵 佐藤 聖子 佐藤 千枝 佐藤ひろみ 佐藤実智子

佐藤 道子 佐藤 光子 佐藤美代子 佐藤八重子 佐藤 陽子 佐藤 芳雄

佐藤 良子 澤井美佐江 澤田 洋子

し 塩部 明美 志賀 美代 志賀 順子 宍戸 良子 篠崎美保子 柴 久子

柴田 真貴 渋谷 幸子 渋谷 貞子 島村 美華 清水美喜子 白神はるみ

新喜 雅子

す 菅野 舞 菅原 直子 杉浦 桂子 杉本美枝子 杉山すみ子 杉山 せき

鈴木 愛理 鈴木知恵子 鈴木 寛子 鈴木 平子 鈴木まゆみ 鈴木 百代

住森 玲子

せ 関 順子 関口 照美 積山 節子 瀬戸 藤代



そ 染谷 美佐子

た 鯛谷 和代 髙木美代子 髙崎 浩子 高瀬 克子 髙田 清子 高橋 加代

高橋きよみ 高橋佐智子 高橋美意子 髙橋 康恵 髙橋 嘉子 髙宮 京子

髙橋 弥生 高谷 伸子 竹田さゆり 竹中美和子 竹政 陽子 田沢 亮子

多田内幸子 伊達 幸枝 田中 和代 田中けい子 田中 延江 田中 道子

田辺 瑛史 田辺 恵子 谷垣 悦子 田根 佳代 田村 幸子 樽沢 伯子

ち 千葉江里子 地守ひずる

つ 辻本 良子 蔦谷 政子 土屋 順子 筒井ひとみ 續橋 仁子 堤 良子

角田 房子

て 出崎 澤子 寺尾 里代 寺崎 房江 寺嶋 隆子

と 土井美智江 戸板 真澄 富樫 貴子 戸田 悦子 戸田久美子 戸塚ゆう子

富川志津子 冨田 千景 友寄有希菜 鳥越 浩子

な 永井野舞美 長岡 純子 中岡眞保美 中川 貴子 中川美愛子 長坂 敏子

長坂 好子 長澤 春美 中島 悦子 中島 諄子 永島 弥生 中嶋 佳子

中田小百合 中田 深雪 永田 玲子 中野 育子 中野ミチ子 中野 優希

中野 由美 中村貴美子 中村 令子 中村和伽子 中山早知子 名川 絢子

生井なつ子 並木 雅子 業田 明子

に 新村 郁子 西沢 啓子 西野久美子 西銘 春香 西山久美子 二宮いく子

二宮美智子

ね 根本 佳子

の 野田 典子 野津八千代 野宮由宣子

は 芳賀 弥生 萩原 友子 長谷川佐知子 畑中みな子 八田 明子 馬場 豊乃

浜 真由美 林 愛子 早川 崎子 原 京子 針替 紹子 半澤 生子

半田 里子

ひ 東 正子 東山 泰子 樋口 恵子 樋口 紀子 樋口 陽子 比護美由紀

日高 淑子 平石 京子 平尾智恵子 平川 典子 平澤 啓子 平澤千麻子

平嶋 紀子 平島 令子 平元 幸恵 平山 絋子 蛭川 早枝 廣田 友子

ふ 藤原 賢子 深井てる子 福井 素子 福島のり子 福留 典子 藤 時子

藤井 桂子 藤枝 利子 藤本三恵子 藤原 恒子 古岡重久子

ほ 穂苅五十鈴 星野 康子 星谷 夏子 堀田勇里子 本郷佳奈美 本多 郁子

本田 民子 本多 弘子

ま 前川ちよの 前田久利子 真下 昇 増田 好代 町田 理恵 松井 貞子

松岡 時子 松島 博子 松平なお子 松永恵理子 松村みさき 松本 宏子

松本真理恵 松本 洋子 松若 春代 的場 節代 馬橋登志子

み 三浦 暢江 三上 朋子 三島 彩 三島 尚子 水野 靖枝 皆川アヤノ

南 まち子 箕浦 陽子 三原富士子 都 照代 宮崎由美子 宮下 光子

宮島 厚子 宮田 みね 宮本 和子

む 武藤美貴子 村井 実 村川ひとみ 村田 佳代 村本 雅子 村山 茂代

も 茂木恵美子 百瀬 幸子 森川 朝子 森谷 秀子

や 安原 和恵 安本 智子 栁沢 和 柳沢とし子 栁田 千晴 山岸みち子

山口 正子 山田 良子 山崎 順子 山﨑 賀子 山路 利子 山下 素子

山下 由美 山田 幸江 山田 和子 山邉 早苗 山村たく子 山本 千湖

ゆ 湯浅 緑 行村美千代 湯澤 千春

よ 横田 恵子 横田 征子 吉岡 政子 吉澤 聡子 吉田 愛子 吉田 美幸

吉成 貞子 依田 彰子

わ 若井マサ子 若林 紀恵 若山 繁子 渡辺 悦子 渡辺 絵理 渡辺 陽子

渡 穂 和爾彌栄子



二階堂学園百周年記念事業寄付者一覧 №.2

令和 2年 4月 1日～10 月 3１日現在

663 件(匿名 2名) 合計 17,504,570 円

「金額問わず松徳会員心を合わせ 1万人！、寄付のお願いをします」

あ 赤川 文子 赤尾 洋子 荒川サツエ

い 石﨑 朔子 伊藤 恭子 井之上知代 五十嵐元子 行村美千代 市川 テイ

伊能 百代 石井 満江 石原真理恵 伊藤 佳恵 池上 久子 伊藤 紀子

一戸 和枝 石森 孝子 池田 恭子 伊藤 敏子 伊藤 明美 石川 利江

う 内田 静枝 田 和美 梅田 君枝 宇賀神純子 上西 恵子

お 大迫 朋子 岡野さと子 小川 明華 小幡美和子 奥田三重子 小倉 恵子

小田志津子 小山内筆子 太田よし美 大橋加代子 奥田 艶子 大黒賀代子

大坪 陽子

か 片岡 洵子 加藤 京子 河野由起子 葛西 裕子 鎌田恵美子 勝本佳代子

加藤眞理子 勝野 昭子 神渡 真実 川上 琴美 唐須 京子 唐木田優子

釜 典子 金澤譜美子 片山 享子

き 菊池 信乃 菊池 貞子 木村 桂子

く 久木田好子

こ 近藤 敦子 古城 啓子 小西由里子 河野由起子

さ 佐々木和恵 佐藤美代子 佐藤美妃子 佐野 京子 齋藤 すみ 笹 ゆき子

佐藤実智子 佐藤 光子 澤田 洋子 佐藤 弘子 笹川 牧子 佐藤麻衣子

佐藤 光子

し 志田 一美 椎谷 和 渋谷 幸子

す 住森 玲子 末石るり子 鈴口 好子 菅野 舞 鈴木美智子 杉沢 深雪

せ 関 順子



そ 染谷美佐子

た 髙橋佐智子 髙宮 京子 高谷 伸子 田村 信枝 田沢 亮子 髙橋 嘉子

田村 幸子 髙橋美意子 髙倉 洋子

ち 千葉江里子

つ 筒場 寿子 辻 栄子

て 寺山 喜久

と 土井美智江 富沢 俊子 徳井 幸子

な 中島 悦子 永島 弥生 中原久美子 中山 紀子 永田 玲子 長澤 春美

名川 絢子 南雲 文子 中野 文子 中村和伽子 中澤 節子 中野ミチ子

に 二階堂邦子 西村 律子 西沢 啓子

の 野呂 幸子 野尻 光子 野中 清子

は 萩原 洋子 林 宏美

ひ 平松美保子 平田 節子 平川 典子 廣澤 恵

ふ 深谷 範 福元嘉代子

ほ 北條 史子 本城 睦子 本郷佳奈美

ま 松平なお子 松山 京子 松村みさき 松井夫佐子

み 三吉 智子 三宅慧都子 三島 彩 三島 尚子 箕浦 陽子 緑川加寿子

宮﨑 清美

む 室井美千代 村田 恵子 村上 淳子

も 森井 香

や 山西なおみ 山根 光子 山田たつ子 山田井佐子 山本 チコ 山田和美

栁沢 和 山崎 俊子 安田 繁子 山地真理子 山崎 祥子

よ 吉村 由紀 能方 恭子 吉澤栄美子

り 李 節子

その他 ・ 第 37 回松徳会セミナーバザー（松徳会中部地区）

・ 支部の寄付：香川県・佐賀県・青森県・広島県・青森県



高額寄付者 （ご芳名を銘板に記載し顕彰します）

<200 万＞ 石﨑 朔子(2 回合計)

<100 万＞ 片岡 洵子 二階堂邦子 笹本 重子 宍戸 良子

＜50 万＞ 桂 眞弓 寺山 喜久 池田 恭子 岡 智子 畠山 愛理

針替 紹子 唐須 京子 市川テイ


