
義援金の送付について 

 

 東日本大震災復興支援事業として開催致しました「第 39 回住総研シンポジウム（2014

年 7 月 16 日開催 於：sonorium）」「第 40 回住総研シンポジウム（2014 年 10 月 24 日開催 

於：建築会館ホール）」「第 41 回住総研シンポジウム（2015 年 2 月 9 日開催 於：建築会館ホ

ール）」にご参加いただいた方々の参加費・募金総額 155,502 円を岩手県陸前高田市立図書

館に，2015 年 3 月 31 日付で振込させていただきました。皆様ありがとうございました。 

 

 

第 39回参加者名簿（氏名五十音順） 

青木 留美子 秋山 菜保子 阿部 直人 在塚 礼子 池田 秀雄 

伊藤 雅彦 岩本 光司 海老塚 良吉 江本 馨 内海 暎郎 

大西 宏明 岡 啓輔 木瀬 貴晶 小久保 愛 小澤  紀美子 

小竹 経一 小竹 次男 許斐 秀則 小山 勝 齋藤 玲香 

坂本 至 迫 健太郎 嶋田 隆吉 下瀬 敏明 庄司 敏夫 

髙田 美紀 高山 登 田中 利雄 辻 和夫 野地 滋久 

長谷川 明 長谷川 隆三 服部 岑生 辺見 美津男 星 直志 

松村 秀一 峰政  克義 宮前 眞理子 山下 英樹 米山 信明 

 

第 40回参加者名簿（氏名五十音順） 

狩野 三枝 神谷 靖雄 川本 健治 木村 亜維子 江  文菁 

小竹 次男 小林 芳樹 近藤 亮治 齋藤 宏一 サキャ ラタ 

佐京 昌夫 佐藤 貴子 檜谷 美恵子 祐成 保志 鈴木 義弘 

鈴木 一之 鈴木 智香子 鈴木 秀保 高木 隆之 谷沢 仁美 

田村 誠邦 陳 シュウコ 土田 あつ子 寺田 光成 徳永 展子 

長澤  由喜子 永島 憲一郎 中村 礼子 西原 素充 西村 孝則 

野地 滋久 長谷川 明 馬場 未織 浜田 幸慶 平出水 昭子 

弘本 由香里 深尾 精一 船山 より子 星 直志 堀部 孝一 

真島 麗子 松井 晴子 松尾 恒 村田 真 森本 陽子 

山下 陽子 山下 英樹 山本 眞理子 吉村 和美 
 

 

第 41回参加者名簿（氏名五十音順） 

愛場 一男 青木 幸一 青木 秀史 秋葉昇 浅海  義冶 

阿式 信英 安部 美和 在塚 礼子 伊藤 恵造 岩本 光司 

上田 尚甫 牛山  美緒 内田 祥哉 内海 暎郎 延藤  安弘 



遠藤 義則 大上隆 大國 道夫 大隅哲 大原 一興 

大前 香菜 大屋 みのり 岡野 愛結美 岡本 宏 金井 江理子 

狩野 三枝 河内 建 北原 克彦 木下 究 木村  真理子 

久保田 時治 倉田 丈司 古瀬  敏 小竹 次男 小林 芳樹 

小山 勝 酒井 行夫 坂本 義次 佐京 昌夫 佐藤 岳利 

清水 照親 下瀬 敏明 庄司 敏夫 菅沢 博 鈴木健夫 

鈴木 一之 鈴木 智香子 妹尾  理子 善養寺 圭吾 高橋 良江 

田口太 田中 敏郎 田中 悠充 田村 誠邦 津賀洋輔 

土田あつ子 土屋 季之 中迫 由実 中村 久美 中村 孝 

新見  美枝子 西 博文 西田 誠司 野地 滋久 長谷川 明 

長谷川 隆三 畠 順一郎 花野 克哉 馬場 未織 馬場 治一郎 

早川一明 平山 友子 弘本 由香里 深谷 繁生 船越 幸夫 

星 直志 堀内 正弘 牧野 純子 松村 拓哉 丸山 英氣 

峰政  克義 宮田 幸浩 宮野 人至 宮本 諭 村上 忠志 

村田 直隆 村松 浩 ﾓﾘｽ ｼﾞｪﾝｷﾝｽ 柳原 利昭 矢部真理子 

山内豊季 山木 茂 山﨑 正晴 山下 英樹 横田 憲寛 

横山 敬司 吉村 湧介 米山 信明 渡辺 喜代美 
 

 

 

2015 年 5 月 28 日 

一般財団法人 住総研 

 

 

 

 

 

 

 


