
 

 

熊本県立大学未来基金寄附者のご芳名 

【平成21～23年度】 
 

 

 

（※寄附金額別、五十音順、敬称略○内の数字は、累積寄附回数です。） 

１ 個人 

＊  ５０万円 米澤 和彦     

＊  ２０万円 本田 榮子     

＊  １０万円 金井 秋子 菅野 道廣 永野 光哉 外村 恭子 安川 延子 

 渡辺 満利子     

＊   ５万円 秋野 多喜子 岩下 道子 矢住 ハツノ   

＊   ４万円 堀江 清次郎②     

＊   ３万円 西本 敬子 早野 木の美 戸次 元子   

＊ ３万円未満 秋山 喜文 安藤 シゲミ 浦島 裕子 楠田 克 堤 京子 

 永井 久美子 蓮田 禮子 原田 浩子 平嶋 孝 平戸 喜文 

 古川園 宣子 本郷 ふみ子 本馬 利枝子 村上 建二  
 

＊お名前のみの掲載を希望された方 

あ      

青木 朋子 赤池 厚子 赤星 邦子 芥川 照子 新井 修子 有薗 幸司 

飯尾 雅嘉 飯田 満子 石橋 敏郎 磯辺 節子 板平 芙美代 伊藤 智子 

糸永 紀子 稲員 恒子 井上 昭夫② 岩越 優子 犬童 鶴容 上原 和代 

磨井 和代 内田 千佐子 梅田 晴子② 浦田 晶子 浦野 良江 江上 弥生 

江藤 明道 榎木田 貴子 大熊 公子 大崎 成子 大瀬 克博 大渕 香織 

大森 明子 岡田 美津子 緒方 榮子 小川 裕子② 荻本 能武子 奥田 拓道 

筬島 奎子 尾田 清子 小山 千佳子 恩田 知見   

か      

金井 貴 金丸 佐佑子 亀井 春 河野 浩一 川原 裕子 鎹 吉  

清田 博子 國津 英愛 倉永 保男 黒木 誉之② 黒田 充 北野 直子  

小薗 和剛 小辻 梅子 後藤 洋子 近藤 志保 古賀 実  

さ      

税所 ムツコ 税所 幹幸 齊藤 久恵 阪本 清貴 猿渡 秀美 澤田 輝子 

三藤 由美 塩野谷 和子 清水 みさ子 下曽山 修子 城内 智昭 菅 啓子 

瀬井 康代      

た      

田内 康敬 多賀 智子 高原 葉子 高本 信治 田川 明子 田口 昭子 

田代 義和 多田隈 純子 立花 容子 田中 祐治 種子田 明美 辻原 万規彦 

津田 まさ子 土屋 睦子 堤 富美子 津曲 隆 手嶋 登志子 道本 千衣子 

寄附者数  個人：延べ３５１名、 法人・団体等：延べ１７団体 
寄附金総額 ３３，８７２，２５５円 



徳永 昭子 徳永 紀美子 富永 安昭 豊住 敏子 豊田 小夜子 豊田 由里子 

豊田 貞二 豊田 祐一     

な      

中尾 弘子 永木 奈美路 中野 道子 西 宏子 西田 和子 西山 展子 

信川 真紀      

は      

濱岡 邦子 原田 真里 原田 涼子 半藤 英明 兵藤 榮子 廣渡 須賀子 

福留 貴子 藤井 京子 藤野 タミ子 藤本 久美子 札元 映子 古城 慶子 

古田 勝人 堀川 泰子 本田 幸子 本田 米子 本坊 晴美  

ま      

益田 和弘 松尾 佳代 松岡 泰 松垣 裕 松野 了二 丸山 ちなみ 

水尾 文子 水本 千草 満永 光子 水口 公榮 蓑茂 壽太郎 宮本 小夜子 

村上 秀代 村上 博一 元吉 瑞枝 森澤 志穂   

や      

矢野 和美 山﨑 健司 山﨑 拓哉 山田 俊 横田 剛 横山 圭子 

吉田 雄治 吉永 弘子 米澤 優子    

ら      

六反田 美千子 李  麗     

わ      

渡辺 景子 渡邊 宏美 渡邉 布威 渡辺 礼子   
 

＊お名前の掲載を希望されなかった方 

  １５７名の皆様 
 

２ 法人・団体等 
＊奨学金として １０００万円  西部電気工業株式会社 

（奨学金として平成２２年から１０年間で総額５千万円のお申し出） 

＊奨学金として  ４００万円  熊本県立大学同窓会紫苑会 

（奨学金として平成２２年から１０年間で総額２千万円のお申し出）    

＊       １０００万円  熊本県立大学同窓会紫苑会（紫苑会設立６０周年記念） 

＊        １５０万円  社団法人熊本県造園建設業協会③ 

＊          ５万円  (株)尾鷹林業 

＊          ５万円  第十五回生一同 

＊      ３３，２５５円  映画「育子からの手紙」実行委員会 
 

＊お名前のみの掲載を希望された法人・団体 

か     

株式会社瑞恵 熊本女子大学家政学科６回生卒業５０周年記念クラス会   

ま     

マリーンバイオ株式会社    
 

＊お名前の掲載を希望されなかった法人・団体   

３法人・団体等の皆様 


