
2022年12月31日現在

協力していただいた方々（個人）

あ～

青木あゆ子 雨宮　悦子 石橋　俊治 伊藤　牧人 上杉　岳啓 遠藤　秀樹 大場　文夫

青木　幸夫 新井　優二 石原ちひろ 伊藤磨理子 植村　裕之 大井　澄子 大平　眞史

青山　　茂 安藤あゆみ 石原由美子 伊東　芳男 潮　　龍馬 大石　壽治 小笠原利弘

吾妻　典子 五十嵐　聡 石本　伴治 稲嶺　徳克 内田　和之 大泉　文人 小口　正行

朝野　正治 五十嵐　忍 和泉田政徳 井上　恵子 浦崎恵美子 大内三喜男 奥津　兼治

阿野　博邦 池田　耕一 泉村　美雪 井上　清一 雲林院泰夫 大江　邦昭 奥山　良平

阿部　清英 池田　　靖 伊藤　一朗 今宮　清明 江頭　秀夫 大津　裕一 尾崎　三元

阿部　　悟 石井　秀明 伊藤　和江 入山　隆雄 江口　富美 大塚　和子 小原　宏大

阿部　雅子 石岡　文男 伊藤　敏明 岩田　昭彦 榎本　重次 大野　恵美

網屋　直昭 石崎　弘美 井藤　直美 岩間　　章 遠藤　敏夫 大野　真司

か～

加賀田葉子 金子　和哉 川田　　潔 木下　早苗 栗原　秀明 小泉めぐみ 後藤　信彦

垣地　史朗 金子　　清 川辺　次郎 木下　孝文 栗原　雅明 小島　晃宏 後藤美智子

垣東　節夫 金子　三弘 菊池　　眞 木下　敏美 黒川　保之 小嶋　　創 小林　勝弘

梶　　康子 釜田　　勝 菊池　武熙 君塚　一夫 黒田　　為 小島　康宏 小林　美代

片山世紀雄 亀田　亮一 菊地美和子 串間　満子 黒田　俊夫 五島三津雄 小林　雄二

片山多鶴子 川崎　　等 北村　　清 楠田　典子 慶野久美子 後藤　香織 小松　良輔

勝俣久美子 川崎　靖弘 鬼頭　洋司 久保マサ子 小碇　早苗 後藤　建人

金井　則夫 川瀬　純一 紀　　裕子 栗田　嘉也 小泉　智則 後藤　恒昭

さ～

齋藤　和美 佐々木武志 佐野　逑夫 渋谷美知雄 末武由布子 鈴木　伸子 瀬戸　洋子

齋藤多美子 佐藤　　究 澤木　光雄 澁谷美智子 菅原　隆宏 鈴木　廣和 外山　研一

齋藤　　元 佐藤　俊司 澤田　幸枝 島田　道雄 杉本眞智子 鈴木　　浩

齊藤　真弓 佐藤清太郎 鹿内　利保 清水　弘彦 杉山　達郎 須田　高志

棹山　勝子 佐藤　利行 宍戸　　毅 庄司　律子 杉山　　稔 須田　利枝

坂本　真一 佐藤　裕之 篠崎　敏行 白井　達夫 鈴木　映二 須藤　和子

坂本　正治 佐藤　正孝 篠宮　　敏 白川　勝幸 鈴木　四郎 齊野　裕子

櫻井　　恵 佐野　省吾 澁谷加寿子 神宮　祥恵 鈴木信一郎 関口　真弓

寄付をしてくださった方々



た～

高井　　明 高橋　孝子 武田　昭義 田中眞砂美 辻　　敏明 坪田　四郎 富増　孝之

高城　英一 高橋　宏和 立元　裕樹 田邉三枝子 對馬　醇一 鶴見　悦子

高木正之助 高村　　寛 田中　庸之 田村　光司 土澤　　稔 戸石　賢二

高橋　　泉 滝澤慎一郎 田中　仁浩 近清えり子 筒井　愛子 戸塚　裕康

高橋　邦夫 竹内　一夫 田中真喜男 千葉　葉子 常木　初野 十鳥　良二

な～

長井　典子 永田　文子 仲野　雅子 夏井　　賢 西谷　秀人 猫橋　則文 野地　　宏

中臣　信丈 長沼　国徳 中原　義郎 難波　光子 西村　和恵 禰覇　朝明 則重　憲子

中川　　薫 永野　越子 長嶺　祐介 西　　道生 西村　昌也 野沢　　聡

中込　達夫 中野　恵子 中村　邦彦 西川　　勇 西村勇一郎 野島　隆行

中島　　波 永野　直樹 中山　陽洋 西田　裕子 新山　英樹 野田まなみ

は～

萩原　直行 畠山　英之 比嘉　佳光 福山　惇子 府津羅裕子 堀川　勝也

橋本　慎一 濱田　浩一 樋口　　彰 藤川　　恵 古川　　憲 堀川　芳夫

橋本　英之 原　　伸子 平井　育子 藤中　大洋 北條　秀衛 本田　明子

支倉　圭太 原田佐由利 福岡　雄二 藤原　淳子 星野　和生 本間　　俊

ま～

前原　成文 松澤ゆかり 松本　真爾 南　奈保美 明瀬　正一 元木　亮二 森島　　烈

牧田　好央 松下　充孝 松本　芳弘 宮木　園江 棟居　　謙 元吉　正典 森田　信夫

増田　　実 松田　宇宙 丸尾　明彦 宮沢　興治 村上　　寛 森　　妙子 森山　　泉

松崎　哲範 松田　善仁 丸山　　衛 宮田　　進 室園　晃輝 森　　政利

松崎　宏行 松原　晴美 水谷　峰幸 宮原千恵子 望月　貴司 森島　美子

や～

矢澤　匡彦 山川　俊英 山田　和秀 山本　浩之 吉田　　茂 吉谷　良子

八幡　博子 山川　佳美 山田　　実 結城　俊一 吉田　博俊 吉水　之夫

山岡　昌子 山下　忠徳 山田　保彦 吉澤　　晋 吉田　　勝

わ～

渡邊　英一 渡邉　堅護 渡邉　壽久 渡辺　修宏 渡部　陽子

渡邊　一浩 渡邊　浩司 渡邊　直美 渡部　郁子



協力していただいた方々（団体）

小学校PＴＡ

浅田小 幸町小 新町小 土橋小 登戸小 久本小 宮前平小

大島小 坂戸小 真福寺小 戸手小 稗原小 古市場小 向小

金程小 子母口小 住吉小 殿町小 東住吉小 三田小 渡田小

苅宿小 下小田中小 平小 中野島小 東高津小 南河原小

玉川小 下作延小 高津小 西梶ヶ谷小 東門前小 宮内小

久地小 白幡台小 田島小 西御幸小 久末小 宮崎小

中学校PＴＡ

有馬中 川崎中 住吉中 塚越中 野川中 南生田中 臨港中

稲田中 川中島中 大師中 長沢中 東高津中 南加瀬中 渡田中

今井中 桜本中 平中 中野島中 東橘中 南河原中

王禅寺中央中白鳥中 高津中 西生田中 日吉中 南菅中

柿生中 菅生中 田島中 西高津中 平間中 南大師中

金程中 菅中 橘中 西中原中 枡形中 宮前平中

会社・団体の方々

株式会社石川商事 黒光商事株式会社 株式会社野口食品

株式会社北野書店 株式会社新興出版社啓林館 日本エネ製作株式会社

教育出版株式会社 大協食品株式会社

株式会社教育芸術社 株式会社帝国書院

川崎市立特別支援学校長会 川崎市退職校長会

神奈川県退職公務員連盟川崎高津支部 とどろき会（絵画）



2023年1月1日~3月31日現在

協力していただいた方々（個人）

あ～ 安藤　　勉 岩倉　義則 大野　恵美 小野瀬三智子

か～ 川村　雅昭 小林　達也 小松　隆之

さ～ 佐川　昌広 佐藤　　剛

た～ 高木　栄二

な～ 中西　憲子 中村　隆英

は～ 堀口　和也

ま～ 三上　　勤

や～ 山本　　篤

ら～

わ～ 渡邊　晴美

協力していただいた方々（団体）

小学校PＴＡ 稲田小 岡上小 上丸子小 野川小 向丘小

中学校PＴＡ 南生田中 御幸中 向丘中

会社・団体の方々 株式会社 帝国書院 日本エネ製作株式会社

寄付をしてくださった方々


