
2016/9/30 

大阪教育大学附属池田中学校創立 70周年記念事業募金芳名録 
 

「創立 70周年記念事業募金」に対し、9月 30日までに次の方々からお申込みをいただいております。 
ここにご芳名を揚げ、深く感謝の意を表します。 
今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 9/30現在の募金額合計 ≪募金目標額 ¥2,000,000≫ 
¥1,227,120 （寄付者：127名＋2団体） 

 寄付者ご芳名（敬称略） 
【 1期】 古川 尭次  芳山 秀治 
【 2期】 岩橋 陽子  澤田 淑江  柴田 昌男  田淵 理   藤 圭之介  松本淳一郎 
【 3期】 上島 修三  木下 武 
【 4期】 今岸 英昭  好川 清子 
【 5期】 河崎 博夫  関根 秀和  山本 智英 
【 6期】 石川 澄子  石黒 武彦  清水 正也  辻井寿美子 
【 7期】 原田 昭雄  村田 渉 
【 8期】 石原 通臣  大森 吉弘  駒井久美子  野田 宏 
【 9期】 佐藤 浩一 
【10期】 筒井 靖雄 
【11期】 井上 正弘 
【12期】 加茂紘一郎  木村 栄次  日下佐起子  宗田 京子 
【13期】 岸 洋子   東本 武信 
【14期】 荒木 秀一  尾崎 豊弘  平山 元   松田 昌 
【15期】 大野 良隆  堀 信一 
【16期】 前谷 宗扶  山口 博行 
【17期】 河野百合子  小屋松一子 
【20期】 小林 修   須貝 辰生  宮脇 克己 
【22期】 浅野 敏行  福村 亮介 
【23期】 小倉 裕二  斎藤 昌宏  酒井 洋子  志賀 秀啓  渡部 史人 
【24期】 鈴木 篤 
【25期】 里中 和廣 
【26期】 一谷昇一郎  梶田 泰之  中村 享子  湯浅 啓 
【27期】 伊津野和行  上田美紀子  土佐 智子 
【28期】 上田 浩人  霞 雅子 
【29期】 北野多佳子 
【30期】 池邉 ゆか  西田 正郁 
【31期】 荒堀 善文  上島 一郎  北川 一也  久保田智穂  阪本 宇正  阪本 浩一  古川 弥紀  真鍋 直緒 
【32期】 西谷 彩子 
【33期】 北村 千絵  多田 睦子  多田 勇介 
【34期】 石田 智則  稲村早希子  荻田 順子  畑中暁来雄 
【35期】 角谷登美子  弘川 篤司 
【36期】 猪俣 亜貴  大嶋 雅子  加島 綾乃  末田 良介  田川 知子  田中  賢一  塚本 雅代  寺井 太郎 

  難波 誠司  松田 美佐 
【37期】 椙山 尚和  中 保博   橋本 直子  前島 佳子 
【38期】 平 武    田中優砂光 
【39期】 柳川 洋 
【40期】 岡本 功   奥田 一臣  村杉研一郎 
【44期】 中西 美和  永田 大介 
【45期】 綿引 秀憲 
【46期】 小林 祥子 
【54期】 三竝 康平 
【55期】 丸尾 祐司 
【58期】 池邉 沙織  本田 葉子 
【59期】 藤墳 聡史 
【65期】 浅野翔太郎  中井 鴻志 
【66期】 池邉 美季 
【67期】 水谷 雄亮 
【68期】 北野 悠   森園 清花  吉田 伊織 
【旧職員】 石田 晶大  石田 紫緒  篠原 洋子 
【匿名者】 2名 
【団体】  31期同窓会余剰金  36期有志 

以上    


