
佐藤美智子 佐野絵里子 野村勇太 服部 英二 白岩ヒロコ

須藤秀一郎・裕子 吉成侯子 河鰭由起枝 鈴木宗夫 小林淳子

広瀬 晴子 加藤隆之 松田泰樹 新野　修 河合真帆

長竹 春代 前田博之 泉　範行 松平　誠 稲垣真穂

鎌倉幸子 佐藤まり 岩泉早苗 梅田修之 石田 久恵

石黒美香 河井みどり 山口　寛 小林　明・洋子 堀川孝輔

岩田善信 宮尾美也 奥野克仁 鹿野軍勝 新井宏依

千田勝一郎 中村佳憲 南圭次 kevu 長嶋俊介 橋場 健

高梨五十六 長嶋　孝 伊藤亜希子 後藤尚雄 廣嶋理彩

エドミスター ワカナ 齋藤菜月 小林健太 長嶋洋之 和田茂根

外郎藤右衛門 齋藤万里絵 巽光一郎 星　素子 加藤知子

村上翔哉 菅野悟子 伊藤正宏 河村朋邦 三本 信幸

晋道はるみ 石田智子 永吉寛行 光輪会 佐藤舞

勝間田宏美 波多野裕 伊藤迪子 養老孟司 但野拓

夾竹桃 土肥雅美 小澤裕見子 田村耕一郎 伊藤解子

久保　要 小西博晃 青春の馬 辻本菜美 高木豊

菊池二郎・まり子 シバタトクブミ 尾崎　伸 細谷さとみ 森時子

熊沢正幸 堀越トシノ 阪井洋子 内田 岡部 梓

岡本憲司朗 Greg, Machi, Dilworth 米里文明 東出貴幸 島津智子

鮫島　剛 Frankie, Robbie, Dilworth 豊永遼河 塩澤秀陽 杉村由香里

横田　淳・晶子 大森 道明 浅枝里美 鈴木資子 高橋順子

小柳義夫・泰子 山田伸幸・ますみ 酒井秀夫 秋山和義 中野篤

岡田泰六 福田六郎 長谷川潤 内海一光 横山瑞季

大貫良夫 鍋谷禮一・信子 菊池睦月 東三保 奥田万里

品川日出夫 佐藤健雄 寺田美春 鈴木麻矢 安藤桂子

富田眞三 酒井秀夫 村山恵理 千葉英司 千葉 梢

勝丸充啓 角坂浩二 吉浜徹二 小島清二 入駒慎吾

広田知紀 サキーナ　ラーマン 岸野敬行 栗原泉 桑波田麻衣

小泉淑子 ファリーダ　ラーマン 田上友唯 髙橋政子 前原正道

濱野明子 山田ミヤ子 富田 鮫島剛 松舘 恵美

青山修造、青山翔子 小川雅生・博子 喜清みずほ 菊池晴子 櫻井恵

西方典子、西方努 久保ツユ子 桑原悠里 村瀬春香 北林央

勝間田有 小倉寛子 吉田麻子 四方健太郎 黒川倫成

JOHN KUO 辻　良二 藤田將司 小陳左和子 佐藤拓哉

佐野絵里子 門井孝志 遠藤やすえ 栗原理恵子 植木さくら

鈴木基義 大谷雅実 大場誉之 宮内和行 西村秀久

小池義明 勝見允行 沖山　博 高久正行 森屋哲也

尾渡英生 林　祥一・榮子 近藤結香 松下真由美 齋藤 司

菊池愼二郎 森　和重 田中喜隆 水野裕子 秋山和義

高橋史彦 伊藤玄二郎 小林三千世 祢津敏之 深田悦代

瀬端祐也 幸部吉郎 カマクラシ　ワタナベ 築山信彦 土屋久美

霜島筆子 阿部晶人 久留主繁 九都羅 高木佑基

渡邉 一三 岡本秋星 河野善四郎 関根博子 株式会社大川商店

金川七五三雄 秋乃ろ-ざ 酒井初江 飯沼玲奈 寒川神社

小坂正亮・ゆかり 亜流斗・パシャ 長嶋　孝 犬上亙佑 バイオアカデミア株式会社

広瀬勝貞 松本勇哉 辻野有子 清水理子 有限会社グローブ

杉本　眞 伊澤幸子 橋本八洲子 弓術家A 賀茂別雷神社

桐ヶ谷　覚 鎌倉画廊 剱持睦子 奥井晴奈 鎌倉ユネスコ協会

川上良平・美雪 David Janes 川田　博・晶子 佐野由子 株式会社リンガバンク

佐藤　謙 石井孝治 加藤美恵子 小泉秀輔 勝山観光協会

和田美和 木村佐知子 笹野恵子 武藤久由 株式会社ゴーグル

児島英雄・桂子 石井健治郎 岡　佐和子 山本真弓 株式会社ギャラリー伸

有本大輔 細井　靖 足立久美子 神谷　唯 八代妙見祭流鏑馬保存会

湯澤　愛 牧野内正雪 植嶋平治 常澄海希 株式会社かまくら春秋社

小林紀子 高岡真由美 根岸眞子 オオノナオト 株式会社長谷川製作所

服部良多 白木ひとみ 大野喜朗 青柳ナツ 深沢地区連合町内会

岡田　梓 清久尚美 赤倉建一 髙橋節子 PONDEROSA美容室

正和武志 南健太郎 長谷川　修 佐藤　等 鎌倉手作り甲冑 とんぼの会

長谷川将大 石丸志のぶ 谷垣邦夫 杉村定則 株式会社鎌倉アソシエ-ツ

佐久間浩 市川博隆 秋葉喜晴 尾花 珠樹 坂本和弘

ジャッキー・前田 高柳広貴 助川利信・節子 加畑千鶴子 奧山幸猛・誼子

ハンダアンティークス 荒井　博 松岡豊和 石田喬也

神田泰明 松木秀昭 鈴木惣太 鈴木芳子

ご寄附下さいました方々（敬称略・順不同）


