
田中  克宜 日中(84) 三浦  順 SWY 11
壁谷  喜雄 青年の船(4) 瀧野  裕子 青年の船(15)
都道府県役員研修参加者　有志 赤池  淑史 青年の船(21)
飯田    勲  青年の船(2) 羽柴  一夫 青年の船(11)
門    成子 青年の船(3) 高田  路久 日中(55)
柴田  史恵 SSEAYP 33 出口  源太 青年の船(5)
松本  豊二 INDEX(09) 音成  浩子 青年の船(1)
小川  英雄 青年の船(3) 平井  恵利子 海外派遣(54)
寺下  英明 青年の船(4) 遠藤  満雄 青年の船(14)
小林  仁志 コア07 山本  正敏 事業未参加
谷口  孝義 青年の船(12) 寺田  くら 青年の船(18)
関口  弘治 海外派遣(38) 木村  光晴 青年の船(14)
早川  理恵子 青年の船(21) 元石    学 SSEAYP 23
大谷  孝晴 青年の船(8) 市川  八千代 SSEAYP 18
古賀  正隆 海外派遣(37) 鶴岡  房子 青年の船(13)
中山  厚子  海外派遣(44) 寺尾  通洋 SSEAYP 20
蛯原  和廣 青年の船(11) 村上  三絵子 海外派遣(47)
青柳  和子 海外派遣(42) 池田  英貴 INDEX(97)
有岡  美知子 SSEAYP 23 眞壁    誠 青年の船(21)
荒武  千穂 SSEAYP 10 須佐見  進 青年の船(9)
西村  知香 青年の船(21) 島田    明 青年の船(12)
濱村  めぐみ SWY 15 小池  清夫 青年の船(14)
長門    寛 青年の船(9) 林  秀明 SSEAYP 18
嶋田  辰昭 青年の船(2) 宗像  邦司 青年の船(21)
山本　信一郎 賛助会員 宮崎  珠徳 INDEX(02)
毛利  憲弐 青年の船(14) 長  寛子 SSEAYP 16
佐藤  恵一 青年の船(20) 楠山  三香男 海外派遣(52)
富田  昭子 青年の船(1) 藤永　郁智 青年の船(18)
春山  勝 日中(08) 大場  一則 INDEX(05)
佐藤  陽子 青年の船(3) 焼野  嘉津人 海外派遣(53)
新村  健了 青年の船(6) 釘尾  和典 青年の船(12)
山﨑  敏郎 SWY 2 坂上　千秋 日韓（06)
有泉  俊子 青年の船(1) 大石  秀司 海外派遣(50)
知久  ひろ子 海外派遣(48) 大河原  友子 SSEAYP 14
田中    勤 海外派遣(51) 小谷  哲生 青年の船(14)
大沼    弘  青年の船(4) 丹治  亮介 SWY 22
木村  正敏  青年の船(7) 福島  美佐子 青年の船(6)
青木  宏允 青年の船(2) 笹沼  和男 INDEX(08)
横手  良弘  青年の船(10) 山本  茂子 SWY 4
楠　勝好 海外派遣(50) 豊岡  正仁 ・陽子 青年の船(12)
天野  重美 青年の船(1) 岡野　幸男 海外派遣（64）
重    政子 日韓(03) 坂手  祥邦  海外派遣(56)
星野  敏雄 INDEX(09) 田中  美奈 日中(07)
小野  剛 青年の船(7) 大桐  仁美 海外派遣(01)
大野  弘勝 青年の船(6) 松村  矩之 INDEX(06)
北田  誠治 日中(04) 中野  智昭 青年の船(20)
松本  千代栄  青年の船(4) 加賀  雅子 青年の船(8)
吉田  康雄 SSEAYP 02 蔭山    滋 海外派遣(38)
井関  壽夫 INDEX(01) 岡本  孝二 青年の船(1)
岡本  恵紘 海外派遣(42) 氏家  豊 INDEX(07)
園田  京子 海外派遣(48) 田中　純子 SWY 8

上杉　聖次 青年の船(13)

平成22年度寄付金総計
102名 ¥1,116,260

寄付者リスト（平成22年度）


