
Special Thanks 

（50音順/アルファベット順/敬称略） 

 

〇個人のご支援者様 

 

秋元 光城 井上 貢 

阿久津 正春 井上 美和子 

朝田 佳尚 岩立 順子 

安達 元美/小川 友弘/片山 将明/林 秀樹 岩波 千恵子 

網野 幸子 榎本 淳 

新井 力 遠藤 未来 

新井 博文 大田区保護司会スズキ 

五十嵐 淳至 大鳥居 慶弘 

生井 信裕 大西 慶典 

生駒 友一 オギハラ ミノリ 

石田 賢太郎 長田 敦史 

伊藤 孔二 屋宮 大介 

イトウ ヒトシ 尾山 弘晃 

  

  

改田 浩規 クラシゲ ヒデキ 

梶原 誉幸 桑島 靖司 

金子 ゆか 毛塚 徹 

亀田 友紀 コイワイ タカアキ 

川島 恵美 高山 芳行 

川邊 譲 後藤 弘子 

神田 守明 小林 誠 

城戸 雄光 小林 結希 

木下 裕一 コムロ ナナト 

熊田 桂子  

  

齊藤 あずみ 佐藤 由紀 

齋藤 幸一 塩崎 幸一 

齊藤 登美代 志藤 修史 

斎藤 義房 四宮 由美子／江本 千春 

齊藤 優子 杉山 伸也 



才門 辰史 鈴木 勝美 

坂野 剛崇 鈴木 圭子 

櫻井 裕子 鈴木 智善 

佐々木 涼 鈴木 裕昭 

定塚 才恵子 鈴木 稔 

  

高尾 俊行 都島 梨沙 

高坂 朝人 都築 八千代 

高橋 美智子 津富 宏 

高橋 敏子 坪井 恵子 

武井 雅弘 寺地 英次郎 

田中 健児 NPO法人 トクチ アキオ 

田中 美雪 利根川 英則 

田邊 義壽 冨澤 美里 

田村 正美 鳥越 美保 

  

内藤 祐清 西座 理恵 

中川 二郎 ノセケンイチ 

中川原 加代子 能地 紗代 

長澤 誠 野田 安奈 

中西 賢介 野田 詠氏 

中村 恵大 ノムラ マサミ 

西尾 その子  

  

ハナザワ ヒトミ 藤澤 由美 

浜崎 めぐみ フジタ サトシ/タエコ 

林 和治 藤永 知恵 

林 伸昭 古川 雄大 

波戸場 俊 柿崎 博昭 

比嘉 健二 星野 修・裕美 

土方 教裕 細田 満和子 

氷室 優 本川 祐治郎 

  

前澤 優也 三浦 一広 

前田 桃子 三宅 正志・道子 

マカダ リョウコ ミヨシ ヨウコ 



松浦 容子 望月 明見 

松尾 昌人 森川 誠 

三原 けい子 森 啓子 

三浦 一広 森 勤 

  

柳井 雄介 横井 あけみ 

山崎 裕子 吉岡 厚子 

ヤマダ リンコ 吉永 拓哉 

山野 敏行  

  

若江 あけみ 渡邉 大輔 

若山 孝子  

  

aikawa.yutaka Ayako Echizen 

Akikazu+Muraoka ayasuhide05 

  

ekeko-bmb1000  

  

gojokai.4  

  

hamukichi0902 Hideki Abe 

  

i.c Ikuyo Hirokawa 

  

kasuya.hp k-ritsuko 

 k.t 

  

line_up7.17  

  

Makoto Katsuta mitsumori.6ko 

Mayumi Segawa m.n 

Mie mybicycle10 

mie nakamura m2tsuka 

  

nclsjh  

  



pu_lum  

  

Shigeki Taguchi skisso51 

Shinji Nishio skull-love 

Shoko Endo suzuk.k1 

  

Toko Ogasawara tomi3125 

  

wanokokoro.0317  

  

yasuppy.smile y-shimizu 

yoimamu44 yuri-reo-towa-mio2007.2.14 

yoshiro_sep_eleven Yusuke Kushiyama 

  

zashinir  

  

 

 

〇法人・団体のご支援者様 

 

 

秋谷輪業 A.Sリペア株式会社 

医療法人 松健会 えびす英クリニック  

  

株式会社 Anuenue 株式会社 キューエルサービス 

株式会社 ARAI 株式会社 のむら 

株式会社 粋塾   株式会社 ハヤシ工業 

株式会社 打つ手は無限 株式会社 ファイヴエーカンパニー 

株式会社 柿沼工務店 株式会社 藤巻製作所 

株式会社 キシエンタープライズ 株式会社 慶（ヨシ） 

  

社会福祉法人 南高愛隣会 共生社会を創る愛の募金  すずこう 

  

  

デンエンソーラー株式会社 東京山の手ロータリークラブ 

  



  

花屋のぷう＆ダーツかふぇ  

  

もつ煮の店まつい  

  

よこやま内科小児科クリニック YOKOSUKA子ども食堂 

  

若草プロジェクト  

 

 


