
＜2019年度＞ 

【役員】  

阿万 久美  岩本 達也  岩本 美香  江藤 沙織 

小沢 道紀  草川 愛   関 季見子  西川 伸子 

野口 真理子  堀江 尚子 

 

【正会員】 

我孫子 順子  阿万 久美  石本 恵津子  井戸田 聖子 

岩本 達也  岩本 美香  宇津木 由香  江藤 沙織 

遠城 いづみ  太田 敦子  小川 章夫  小沢 道紀 

川口 輪佳子  草川 愛   黒川 亜理子  黒川 清香 

小出 栄里香  越中 宏希  小西 美奈子  斎藤 佐知子 

坂居 雅史  佐藤 孝治  佐藤 和歌子  塩飽 孝子 

周防 直美  鈴木 正樹  関 季見子  高畠 信也 

竹村 京子  田村 裕子  塚原 真澄  津谷 美雅子 

仲川 こずゑ  中西 輝   中野 亜希  中村 和子 

中村 才次郎  西垣 和美  西川 伸子  野口 真理子 

廣瀬 久忠  程尾 好貴  堀 香織   堀江 尚子 

溝内 辰夫  宮下 聖史  森 暖子   山口 克志 

山中 祥光  弓立 ゆき  𠮷田 優子   

匿名 3名 

 

【賛助会員：企業・団体】 

オフイス 3838近江証人編集部 株式会社クオリティライフ   生涯教育株式会社 

株式会社匠工房        株式会社 ビバ         有限会社スタイルエクサ 

  

【賛助会員：個人】 

有賀 悦江  伊藤 いぶき  岩谷 和代  上田 哲史 

内海 美奈子  梅村 忠生  小野 容子  片岡 尚子 

川口 知江  久保田 真沙  後藤 真弓  駒井 千代 

佐々木 仁美  篠部 かおり  渋谷 佳子  鈴木 俊介 

高橋 香奈  武田 信子  武田 春那  田中 加奈子 

田中 かおり  辻本 静江  手嶋 三奈美  永原 由佳 

中村 明美  中村 健治  中村 祐介  中山 理恵 

西野 亮子  西村 奈美  橋本 恵子  長谷川 香純 

浜本 博志  堀 寿次   前田 富子  前波 誠郎 

見島 みゆき  宮部 晶恵  本橋 のどか  柳 花純 

匿名 1名 



【寄付者】  

アイピースホーム(株) 秋元 由佳理  我孫子 順子  荒川 京子 

荒堀 順子  猪飼 智里  石井 憲子  岩佐 直樹 

岩崎 幸子  上田 佳奈子  宇野 静   太田 憲治 

大塚 直美  大沼 紀子  岡崎 真美  風岡 奈穂子 

勝部 裕史  川那辺 實  岸下 一馬      草津 CiPPo 運営事務局

黒川 亜由美  小宮山 徹  坂口 美智子      NPO 法人しがいち防災研究所

塩飽 孝子  神野 佐織  杉岡 里奈       西和不動産販売（株） 

株式会社匠工房  武田 芳男  竹村 京子  竪山 絵里 

坪井 るみ  永原 由佳  中前 直也  中村 ふさゑ 

西堀 靖子  西村 奈美  林田 全弘  廣石 修 

税理士法人堀江会計事務所  真鍋 勝利   真鍋 恭子  三嶋 弥生 

溝内 辰夫  道田 一菜  山川 賢記  弓立 ゆき 

四辻 彰二  脇田 和有  渡部 琴絵 

匿名 23 名 

 


