
「ご寄付」の御礼 

先般，「寄付の受入れと運用に関する取扱い内規」を制定し，平成 18 年度年会費のお支払いに合わせ，ご寄付の

ご案内をすべての会員の皆様へ差し上げましたところ，平成 18 年１月 17 日現在で，501 名の皆様より早速に合計

5,407,000 円のご厚意を賜りましたことをご報告いたすとともに心より御礼申し上げます。頂戴したご厚情は学会

活動に有効に活用させて頂きます。

この誌面をお借りしてご寄付頂いた皆様のご芳名を慎んで公表させて頂きます。

なお，ご芳名の公表をご希望なさらなかった皆様が 191 名おいでになりましたことを申し添えさせて頂きます。 

（平成 18 年１月 17 日現在／五十音順 敬称略） 

青山 稔 大来 雄二 菊池 正博 佐波 正一 高木 幹雄 中谷 秀夫 藤髙 一郎 村岡 泰夫 

赤﨑 勇 大島 輝夫 木崎 美千幸 沢 邦彦 髙塚 薫 中浜 昭一 冨士原 智 村上 正路 

赤﨑 正則 太田 宏次 木澤 誠 椎名 弘則 高橋 明 中林 和敬 船越 孝夫 村﨑 憲雄 

浅羽 義勝 大竹 丈夫 北川 嘉寿夫 鴫山 桂五郎 高橋 功 中村 欽雄 古屋 高幸 村田 有紀夫 

芦塚 日出美 大塚 秋治郎 北川 孟 志田 純一 高橋 一弘 中村 秀雄 星野 昭翁 茂出木 敏雄 

安部 守 故 大塚 恭二 北沢 仁 篠田 度 高橋 清 中山 敬造 星野 順吉 森 健 

有吉 久比古 大坪 重遠 木俣 政孝 芝田 昌児 高橋 寅夫 中山 忠晴 細川 宏一 森井 金次 

飯田 昌盛 大西 徳生 清国 宣明 芝原 潤也 髙橋 正弘 成田 利春 細野 敏夫 森田 正信 

五十嵐 惇 大野 満 清田 常治 渋谷 和明 高橋 理音 成松 啓二 本田 昭夫 門司 修朗 

池内 大典 大渕 庚二 金原 節朗 嶋田 紘一 髙宮 英夫 錦織 昭峰 前田 孝夫 八杉 博久 

池川 朝雄 大森 豊明 工藤 康雄 島田 敏男 高柳 利男 西澤 敦 前田 武光 柳父 悟 

石井 弘允 岡 栄一 國岡 昭夫 清水 巌 田川 遼三郎 西村 尚和 故 牧野 健一 山川 昭 

石尾 右哉 小笠原 芳雄 下司 善計 清水 昭二 瀧川 理也 新田 東平 益冨 文男 山口 楠雄 

石川 赴夫 岡山 秀夫 上妻 一朗 清水 常男 滝沢 照広 仁平 幸治 松井 新三 山越 幸成 

市川 良郎 小川 哲次 河野 陽太郎 清水 孝亮 宅間 豊 沼野 滋 松浦 文哉 山下 繁男 

一柳 勝宏 奥本 隆昭 古賀 高志 清水 良夫 竹田 宏 沼野 正一 松木 純也 山下 義雄 

井土 清 尾崎 勇造 小島 啓示 杉江 昇 武田 康嗣 納所 一晴 松下 昭 山田 洋 

伊藤 伊好 押本 愛之助 後藤 淳 杉本 寿治 多田隈 進 野崎 昌弘 松田 新市 山田 順幹 

稲垣 米一 小野 祐一 木場 群治 杉山 卓 田苗 博 野中 作太郎 松田 靖夫 山田 亮一 

井上 良之 垣本 範雄 小林 凱 助川 孝吉 田中 兼義 信原 貞男 松村 正太郎 山本 定次郎 

今井 孝二 加子 泰彦 小林 啓次郎 助川 德三 田中 信高 橋本 邦治 松村 敏三 山本 辰馬 

今井 寛之 梶 文雄 小林 三佐夫 鈴木 和夫 田中 政直 長谷川 正彦 松村 信夫 山本 信雄 

岩崎 俊一 柏村 良一 小林 義直 鈴木 克巳 谷口 元 花岡 虎之助 松村 文夫 湯川 龍二 

岩下 定寛 数野 寛 小向 敏彦 鈴木 敏孝 種市 健 原田 耕介 松村 睦夫 与儀 哲也 

岩田 幸二 片瓜 伴夫 子安 英次 鈴木 正昭 玉川 久栄 樋笠 博正 松本 栄寿 横川 純男 

岩田 益雄 片岡 正雄 紺野 孝 陶山 正三郎 塚本 淑朗 菱沼 藤雄 松山 盛次郎 吉岡 芳夫 

岩田 良浩 加藤 春雄 坂根 千晴 関 長隆 辻 純 日高 邦彦 真鍋 舜治 吉田 弘得 

上田 保之 加藤 正之 坂本 幸治 関口 隆 寺田 浩一郎 日原 光盛 真弓 明彦 吉田 誠治 

上田 順弘 加藤 有一 桜井 孝 関根 好文 田 隆吉 日比 謙一 丸橋 徹 吉田 雅一 

臼田 誠次郎 金山 寛 佐々木 三郎 関矢 英士 徳山 貢 平石 了 三重野 哲 依田 文吉 

宇田川 俊夫 神山 健三 貞川 郁夫 銭村 新二 冨田 弘平 平沢 宏太郎 三木 一郎 四元 勝一 

内田 巳千独 川合 辰雄 佐藤 三郎 芹澤 康夫 留島 宏 平島 隆洋 右髙 正俊 餘利野 直人 

漆畑 隆夫 河合 雅修 佐藤 重勝 芹澤 龍之介 内藤 克彦 平林 庄司 水寄 康雄 六島 克 

海老原 大樹 川口 芳弘 佐藤 知矢 仙波 実 永井 信夫 福井 清 三井 恒夫 若﨑 三郎 

円城寺 博 河村 篤男 佐藤 秀俊 曽根 敏夫 長柄 勲 福井 千尋 嶺 勝敏 和田 英作 

遠藤 桓 河村 寿三 佐藤 裕雄 田井 一郎 中岡 忍 福島 茂雄 宮 良一 渡邉 一衛 

遠藤 正雄 菅 義秋 佐藤 弁造 田岡 久雄 長崎 治夫 福永 定夫 宮本 利典 渡辺 靖明 

大木 正路 神田 正敏 佐藤 正志 高井 明 中澤 國一 藤井 合 三好 正二 

大木 義路 神原 博 佐土根 範次 髙木 洋隆 中園 聡 藤井 孝 虫明 康人 
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他 191 名 合計 501 名（うち 55 名は，指定使用目的有り） 


