
＜2016 年 NPO 法人設立準備期間＞ 

 

【役員】 

岩本 達也  江藤 沙織  大江 千恵  小沢 道紀 

角谷 貴美子  草川 愛  鶴田 真理子  西川 伸子 

野口 真理子  堀江 尚子  望月 めぐみ  吉川 真実 

 

【正会員】 

阿万 久美 石本 恵津子 宇津木 由香 大塚 佐緒里 奥村 美佳 

上村 敏 杉江 香代子 関 季見子 西野 亮子 見島 みゆき 

宮下 聖史 森田 紀美 山中 祥光 

 

【賛助会員：企業・団体】 

株式会社 advex  （株）カラー  （株）クリエイティブイノベーション 

株式会社匠工房  (有)西村（富）瓦店 フィットネスワン草津店 

(株)ブライダルポート 医療法人真心会・南草津野村病院  

株式会社プロフリー 株式会社滋賀ユナイテッド 

 

【賛助会員：個人】 

安藤哲也  荒木佐由里  上杉 賢美  大西りつ子 

川口  輪佳子  岸本 瑞枝  北沖 章悟  喜田 升美 

久保田 真沙  佐々木仁美  周防直美  谷迫 秀行 

辻本 静江  筒井昌代  中井 祥子  中山 理恵 

檜垣美和子  宮腰 結哉  安田理恵 

 

【寄付者】 

(株)アットスクール アルバ通信株式会社  安達 龍二 伊藤 泰之 

エールコーポレーション（株） 株式会社 永勘  株式会社 s.create 

(株)エフアイ  Ｍ's AUTO   おぐまファミリークリニック 

かがり司法書士・行政書士事務所  学志舎  加地眼科(株) 

株式会社ケイズプロダクツ 株式会社 湖光  NPO 法人集合住宅改善センター 

大五産業株式会社  株式会社 タオ  株式会社 匠工房 

株式会社 Peach・Peace  ブライダルポート 医療法人真心会 南草津野村病院 

株式会社森利工務店  油藤商事株式会社 Run Fun Solution 

LIBERAby 倶楽部 HAIR'S  麗ビューティー皮フ科クリニック 

 

 

 

 

 

 

 



＜2016 年 NPO 法人設立後 8 月 8 日～＞ 

 

【正会員】 

黒川 亜理子  坂居 雅史  高畠 信也  津谷 美雅子 

中村 ケンジ  M.N.   信時 正人  森 暖子 

安居 長敏  山口 克志 

 

 

【賛助会員：企業・団体】 

KIMI の幸せキッチン 株式会社ケイズプロダクツ スタイルエクサ+K KEIKO 

株式会社ビバ  油藤商事株式会社  

 

 

【賛助会員：個人】 

大森 綾  黒川 清香  塩飽 孝子  谷 国男 

谷川 輝子  中嶋 慶喜  浜本 博志  福田 麻衣 

間部 晶子  溝内 辰夫  宮森 かおり  村井 桃子 

守安 あゆみ  山口 洋典  吉田 圭造 

 

 

【寄付者】 

学校法人綾羽育英会 綾羽高等学校  我孫子 順子  青木継一郎 

荒木 葉子  赤星 典子  浅井 理絵  浅岡 みか子 

ECC ジュニア今井 株式会社 伊藤工務店 伊藤 洋子  井出さゆり 

岩田 晶子  石田 恵子  池山 美重子  池田 加代子 

池内 武典  礒田 厚子  井上 哲也  岩﨑 京子 

今村 とも子  牛尾 明代  上田 容子  上杉 利治 

上田 泰史  内海 美奈子  内田 里夏  遠城 孝幸 

江藤 真介  遠藤 俊子  江川 昌紀 (株)大津給食センター 

お食事処 みふく  オーガニックスペースびわこ福井孝明  岡 幸代 

岡田 智恵  荻下 幸子  荻下 則浩  笠原 豊彦 

小野 伊都美  小澤 文子  太田洋介・恵  奥田 優也 

岡田 英之  大橋 マヨ  小川 由美  小村 友美 

大澤 綾美  Colors   Kaz+Seia Ueda 金山 登洋 

瓦谷 久実代  角谷昌浩、隆浩、美咲 加藤 奈美  柿本 圭一郎 

勝身 真理子  勝部 美香  川崎 雅弘  楽旨庵えん 

(株）きらり  岸 多喜子  岸本 のぶえ  喜田 升美 

キラキラキッズ  岸本 のぶえ  北川 寛子・知輝 北田 智也 

木村 純三  餃子屋竹の子  草津てるてるクラブ 久保 宏子 

黒川 清香  久保 憲二  久保 真里子  久野村 優子 

近藤賢一郎  河野 佳子  近藤 憲子  小松 達弘 

小島 櫻  佐々木由巳子  三枝 雅和  沢田 沙織 

澤田 圭弘  佐々木 昭道  滋賀学園中学・高等学校 



塩見 洋一  渋谷松美  松味利晃  新庄 正幸 

新庄 久美子  塩貝 美友紀  下川 祥子 医療法人すぎやま内科 

杉山 健二  鈴木 康子  杉江 由紀子  鈴木 道弘 

鈴木 領  田中 ゆみえ  高杉 まさ代  谷 佳珠枝 

谷川 千佳子  田中 加奈子  玉っこひろば  谷迫 秀行 

竹村 京子  田中 宏美  田中 真稔  田中 聡子 

田中 敦美  Double Rainbow  檀原 弘行  豊田 満 

辻 優子  鶴田 万葉  碇 由加子  都築 絹子 

塚田 千夏  辻川 作男  （株）ティグ水口 寺本 真由 

寺村 裕加子  寺崎 智喜・富子 東洋産業(株)  得津 秀頼 

富田 康子  友定仁   土居 祥子  土野池 孝子 

中出 浩暉  中西 さきこ  中西 まり子  中尾 奈津子 

長橋 賢一  仲川 こずゑ  中村 裕一  中村 洋子 

中野知康・利絵  中澤 敏子  中村 ふさゑ  中村 裕一 

仲野 優子  西川 和宏  西村 真由美  西尾 友子 

西澤 章子  信時 正人   野秋 昌利  野本 真伍 

羽野 健太  原田 篤  林ともこ  林ゆり子 

林 昌美  長谷川 健介  林 明子  濱田 后生 

濱田 博子  樋口 宏枝  株式会社ビイサイドプランニング 

Pingu's English 淡海 フィットネスワン草津店  福山陽子・将登 

福井 孝明  福留 健  ホテルボストンプラザ草津 

ポムポムクラブ  細川 真弓  堀 美穂子 堀内 すみ子 

丸太 哲也  松田 里絵  松尾正弘・ゆか  前田悦章 

前波 誠郎  増田 裕美子  マンション防災  松岡 秀樹 

松本 貴宏  舛澤 梨香  宮城 美樹子  見島 裕之 

溝口 愛  水野 百合香  宮森 かおり 一般社団法人未来共育学園 

宮崎 淳子  村上雅子・馨介  望月 信吾  森 暖子 

森 邦博・美知子 山下 裕巳  山村 菜穂子  山田 太介 

山本 昌美  湯浅 敦  認定 NPO 法人四つ葉のクローバー 

(株)よつ葉ホームデリバリー京滋   横田 吉弘  横山 久雄 

吉川 貴子  若村 良美  渡邉 環  西條 喜博 

井坂 浩章  横山 久雄  草川 宗和  白井 幸則 

滋賀県住宅生協  大橋 真代  山口 克志  林 美智世 

角 一朗   髙嶋 裕子  藤本 千恵  三浦 秀明 

久田 昇道  関 孝治  永野 和人  吉田 行宏 

谷川 智子  平川 直央子  村西 明美  遠城いづみ 

山本 美央  織田 泰行  佐賀枝 しずか  川瀬 智久 

三浦 陽子  木村 友紀  坂居 雅史  塩貝美友紀 

岩﨑 容子  今須 恵理子  大江 南都  小寺  みよ子

垂 利世子  竹内 千恵  田中 亜紀  田中 沙織 

中塚 美由紀  福井 太加雄  深田 裕司 水越 丈之・佐登美 

村重 愛  若山 希  和田 康子  内林 広高 

匿名 14 名 


