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「創立 80 周年記念事業募金」ご寄付者芳名録 

第一期募金期間 2020 年 11 月 1 日～2021 年 3 月 31 日 

第二期募金期間 2021 年 14 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 

 

学校法人啓明学園「創立 80 周年記念事業募金」の趣旨にご賛同いただき、誠にありがとうございます。

ご寄付をいただいた皆様のご厚志に感謝し、ご芳名を掲載させていただきます。 

なお、匿名によるご寄付を希望された方につきましては、「その他」として人数のみを掲載しております。 

 

掲載はご芳名のみとし、寄付金額を含むその他の個人情報は掲載しておりません。また、ご芳名は、

「個人」  （保護者・卒業生・役職員・退職役職員・篤志家）、「法人・団体」に区分し、50 音順で掲載して

おります。なお、「個人」の学園との関係につきましては、ご寄付いただいた時点で学園が把握する区分

により掲載し、複数の区分に該当する場合には、それぞれの区分にて掲載しております。 

 
１ 個人 

 

【保護者】（敬称略） 

青山 栄、浅賀 政伸、東 洋一、天笠 隆明、新井 三郎、有川 義洋、飯島 真紀、 

石井 俊幸、石川 雅己、市川 功博、今井 あやの、今泉 城治、岩本 功、牛久保 和也、 

浦川 忠義、榎 康江、遠藤 康行、王 璇、大石 孝信、大津 裕一、大橋 知広、 

大山 恭平、岡﨑 哲也、小川 唯志、風間 友紀、梶田 有香、勝原 透匡、叶 雅生、 

工藤 健、工藤 茂樹、黒沢 直人、桑田 康弘、高畑 なほ子、小島 格、小嶋 丈司、 

小島 正美、小林 卓也、小松  哲雄、小武海 成朗、小山 尚子、ｺﾝｼﾀﾞｲﾝ ﾀﾞﾆｴﾙ、 

齊藤 幸彦、坂倉 唯文、坂本 太士郎、佐藤 潤、佐藤 誠司、佐藤 光久、澤井 孝行、

澤井 勇作、石 龍基、篠﨑 圭一、新海 正人、杉山 美樹、鈴木 和哉、須田 ナセル、

関井 基之、孫 亭旻、大長 伸吉、高木 未乃理、高橋 治、高橋 光一郎、髙林 稔昌、

瀧瀨 明彦、瀧瀨 勝利、宅島 孝喜、竹内 一歩、TASHI DORJI、田中 知文、 

田村 公一、中島 聡、長島 和月、並木 健史、任 秋良、野村 芳樹、長谷川 二朗、 

平井 有一、平松 宏之、藤枝 正樹、藤﨑 洋子、藤巻 秀基、舟津 邦彦、星 邦博、 

毎川 充茂、前田 厚、松沢 義行、松本 圭市、松本 力、真野 良介、三浦 晃弘、 

三浦 由美子、溝口 雅大、光貞 史子、三輪 一郎、武藤 正憲、村上 誠、森田 大悟、 

八戸 すず、八戸 敏史、山内 康至、山口 将、山下 一幸、山下 徹治、山下 昌彦、 

山田 篤士、山本 崇由、吉川 順平、吉口 智季、吉田 孝栄、吉増 弾司、和田 敏典 

その他３２名 
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【卒業生】（敬称略） 

秋山 志津江、綾部 英俊、荒木 栄、安藤 理恩、五十嵐 裕、池内 璃仁、石橋 誠、 

市倉 士容子、伊藤 恵子、井上 千尋、岩倉 壘、岩間 真由、上田 解、上野 美昭、 

魚山 保光、牛久保 奈未、大石 隆平、大隈 尚子、大場 弥佐、大橋 以織、岡田 凌、

岡野 和子、小野 隆一、小野寺 敦子、甲斐 則子、加藤 勝、加藤 桜子、加藤 鉄、 

狩野平左衛門岳也、上村 次郎、川上 真理子、河村 親雄、草野 尚詩、 

紅林 モーズバッハ 会人香、小池 詩織、小島 渚、小杉 重則、小林 寛太、 

小和田 千恵子、西條 紀子、斎藤 和久、斎藤 雄毅、佐藤 久美子、佐藤 里江、 

佐藤 リエ子、澤田 有里、塩見 春香、嶋崎 吉彦、下川 雅士、白数 美宰子、 

須﨑 公太郎、角谷 允子、高橋 圭子、髙橋 有希子、髙栁 円暉、武田 公敏、 

田代 茉莉、立花 輝一、田中 幸子、田中 二佐緒、田邊 由美子、垂水 みる、 

戸澤 満智子、中井 澄子、中川 洋一、中島 栄子、中根 孝子、中野 愛琳、中野 章、

中之内 真由美、中村 智英子、長谷川 政憲、長谷川 真実、樋端 敦子、平田 康、 

平畑 裕加子、福島 俊祐、二田水 かよ子、松永 耕一、丸尾 胡桃、宮崎 美智子、 

宮里 善次、村山 実稔、師井 麻衣、門田 賢征、吉田 和彦、吉田 昌夫、吉増 弾司、

ロバートソン 宏子、渡邊 恵人、その他２０名 

 

【役職員】（敬称略） 

荒川 紗衣、荒木 栄、小野 知子、神山 摩利、北原 都美子、北原 福二、古賀 博、 

小山 修、齊藤 章、佐川 康博、澤 達宏、篠田 文治、下條 隆史、鈴木 眞由美、 

関根 誠一郎、関根 真理、田口 俊明、武田 公敏、田中 幸子、中村 勝充、 

服部 恵美、原田 泰宏、日生 トミ、松本 道夫、宮﨑 善隆、安田 清美、山下 一枝、 

山田 大樹、横山 篤、その他１０名 

 

【退職役職員】（敬称略） 

石川 嘉子、加藤 鉄、蕪木 豊、川井 朋子、久保田 友子、佐々 信行、武部 優子、 

二川 昭雄、その他２名 

 

【篤志家】（敬称略） 

榎本 淳子、斎藤 徹也、髙橋 真明、辻 鉄也、鳥居 信子、中村 里弥子、奈良井 覚、

西川 哲造、野島 邦彦、坡山 浩二、福島 利光、二宮 雅也、松浦 三郎、丸尾 浩一、 

モーズバッハ・ポール・ヘルムート、森田 茂、その他２名 
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２ 法人・団体 

アオキ洋品店、一般財団法人東京私立中学高等学校協会 第１１支部、 

一般社団法人昭和会館、医療法人社団野村会、御菓子司元木屋、 

株式会社アクセス アクセス教育情報センター、株式会社カトービルドシステム、 

株式会社カミヤマ、株式会社近畿日本ツーリスト首都圏、株式会社大学通信、 

株式会社立川印刷所、株式会社ニューあむーる、株式会社プレステージ東京、 

上町自治会、教育開発出版株式会社、啓明学園親の会、啓明学園同窓会、 

啓明学園幼稚園 PTA、こやま文具店、ｼﾀﾞｯｸｽｺﾝﾄﾗｸﾄﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社、 

第 73 回高等学校卒業対策委員、たまべ書房、テキサス州政府日本事務所、 

東京菅公学生服株式会社、東京建具協同組合 東京建具高等職業訓練校、野島酒店、 

ふっさ・子どもの未来づくり応援団、弁護士法人名川・岡村法律事務所、 

ミドリ安全株式会社八王子支店、有限会社まゆみ書房 その他２法人・団体 

 

 

 

ご寄付総数               387 件 

 

ご寄付総額           51,976,189 円 


