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維持拡充資金（第二期）募金だより（44）
　東京理科大学は、平成22年4月より維持拡充資金（第二期）の募集活動を進めております。この募金活動の
目的は、教育研究施設、設備等の維持拡充および教育研究資金（奨学金支援、教育研究推進支援）にあてるこ
とです。
　維持拡充資金（第二期）募金にお申し込みいただいた同窓生、教職員、理窓会支部・クラブOB会・企業内
同窓会などの団体、企業の方々のご芳名を「理窓」平成22年10月号（通巻468号）より発表し、顕彰とさせて
いただいております。
　これまでに多くの同窓の方々にご支援ならびにご協力を賜わりましたことを厚く御礼申し上げますとと
もに、引き続きご支援を賜わりますようお願い申し上げます。
今回は平成26年11月～平成27年1月にご入金いただいた方について、掲載させていただきました。

－ Conscience－

<同窓生>
金3,000,000円
　森　野　義　男　様
（累計金88,000,000円）
金1,600,000円
　岡　本　公　爾　様
（累計金3,700,000円）
金1,000,000円
　沓澤　 太郎　様
（累計金6,000,000円）
金500,000円
　酒　井　陽　太　様
（累計金3,100,000円）
金350,000円
　加　藤　和　詳　様
（累計金2,350,000円）
金300,000円
　宮　川　公　治　様
（累計金1,300,000円）
　山　下　秀　雄　様
（累計金1,000,000円）
金200,000円
　田　中　義　信　様
（累計金500,000円）
　増　古　恒　夫　様
金130,000円
　石川　万寿雄　様
（累計金500,000円）
　馬　場　雅　子　様
（累計金650,000円）
金100,000円
　内　山　萬　壽　様

　大　熊　壮　成　様
（累計金400,000円）
　大　澤　弘　充　様
（累計金150,000円）
　神　谷　隆　幸　様
（累計金600,000円）
　川　島　　茂　様
（累計金900,000円）
　神　鳥　嘉　之　様
（累計金300,000円）
　狐　塚　　章　様
（累計金300,000円）
　田　村　　仁　様
　中　村　慶　雄　様
（累計金200,000円）
　宮　原　　亮　様
　匿　　　　名　3名
金61,930円
　馬　場　錬　成　様
（累計金1,102,728円）
金60,000円
　長谷川　忠弘　様
（累計金70,000円）
　水　野　　澄　様
（累計金260,000円）
金55,000円
　木　村　　豊　様
（累計金135,000円）
金50,000円
　相　田　良　成　様
（累計金130,000円）
　相　原　奎　二　様
（累計金90,000円）

　新　井　聡　史　様
　李　　龍　鎭　様
　飯　泉　省　吾　様
（累計金100,000円）
　石﨑　寛治郎　様
　石曾根　誠一　様
（累計金100,000円）
　一ノ瀬　好弘　様
（累計金150,000円）
　伊　藤　誠　一　様
　岩　堀　和　久　様
　植　木　克　行　様
　大久保　　清　様
（累計金100,000円）
　大　嶋　啓　子　様
（累計金250,000円）
　小　川　一　麿　様
　小　川　裕　幸　様
（累計金200,000円）
　折　田　恵　子　様
　加賀谷　秀樹　様
（累計金200,000円）
　梶　原　　巡　様
（累計金250,000円）
　片　山　貴　雄　様
（累計金80,000円）
　金　子　榮　三　様
　上村　賜一郎　様
（累計金160,000円）
　橘田　多喜夫　様
　栗　山　哲　也　様
　黒　崎　弘　康　様
（累計金180,000円）

　小　池　昤　爾　様
（累計金100,000円）
　河　野　昭　典　様
（累計金60,000円）
　小林　昭一郎　様
（累計金310,000円）
　菰　田　　肇　様
（累計金230,000円）
　佐　伯　俊　一　様
　佐　藤　健　士　様
　塩　原　茂　一　様
　志　賀　愛　子　様
（累計金100,000円）
　篠　﨑　　清　様
（累計金250,000円）
　篠　澤　繁　樹　様
　菅　原　俊　一　様
（累計金700,000円）
　杉　山　元　洋　様
（累計金100,000円）
　鈴　木　行　生　様
（累計金140,000円）
　諏訪部　喜義　様
（累計金550,000円）
　田　口　貴　栄　様
（累計金90,000円）
　竹　内　倫　文　様
（累計金200,000円）
　多　田　　稔　様
　田中　昭太郎　様
　常　見　俊　明　様
（累計金160,000円）
　都　祭　勘　司　様

個　人　　（区分別・金額別の50音順に掲載）
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　富村　秩可子　様
（累計金80,000円）
　中島　かほる　様
　西　谷　　潔　様
　根　本　悦　朗　様
（累計金250,000円）
　旗　野　溥　一　様
　服部　慶太郎　様
　針　谷　晴　美　様
　菱　沼　捷　二　様
（累計金150,000円）
　福　田　　昇　様
　筆保　洋一郎　様
（累計金150,000円）
　松　丸　由　江　様
　丸　山　　温　様
（累計金90,000円）
　水　田　康　登　様
　三　橋　副　美　様
　森　戸　祐　幸　様
　栁　下　公　男　様
　山　本　晴　彦　様
（累計金350,000円）
　横　田　　誠　様
（累計金23,050,000円）
　吉　田　幸　治　様
（累計金80,000円）
　吉　野　　篤　様
（累計金1,350,000円）
　和　田　浩　明　様
　渡　邉　亮　夫　様
（累計金150,000円）
　渡　邊　一　郎　様
（累計金100,000円）
　匿　　　　名　6名
金30,000円
　馬　場　昭　夫　様
（累計金40,000円）
　匿　　　　名　1名
金20,000円
　大　西　　勲　様
（累計金50,000円）
　奥　村　弘　樹　様
（累計金130,000円）
　佐　藤　金　司　様
（累計金110,000円）
　田　中　輝　昭　様
（累計金80,000円）
　堀　江　良　男　様
（累計金70,000円）

　柳　井　幸　男　様
（累計金60,000円）
　横　山　斉　治　様
　匿　　　　名　3名
金15,000円
　鹿　野　耕　次　様
（累計金55,000円）
金10,000円
　青　山　哲　也　様
（累計金50,000円）
　新　木　元　治　様
（累計金120,000円）
　小　倉　正　敬　様
（累計金20,000円）
　河　野　茂　麿　様
（累計金70,000円）
　菊　池　郭　元　様
（累計金80,000円）
　近　藤　英　世　様
（累計金70,000円）
　坂　本　孝　司　様
（累計金50,000円）
　清　水　充　治　様
（累計金50,000円）
　鈴　木　隆　雄　様
（累計金20,000円）
　髙　梨　秀　聡　様
（累計金40,000円）
　富　井　圭　介　様
（累計金30,000円）
　中　澤　研　一　様
　西　山　　稔　様
（累計金20,000円）
　廣　野　耕　平　様
（累計金40,000円）
　宮　崎　哲　男　様
（累計金20,000円）
　森　川　和　哉　様
（累計金70,000円）
　藪　　康　彦　様
（累計金60,000円）
　脇　原　將　孝　様
（累計金40,000円）
　匿　　　　名　2名
金6,000円
　宮　田　健　作　様
金5,000円
　匿　　　　名　1名
金3,000円
　中　山　喜　夫　様

<保証人>
金100,000円
　匿　　　　名　1名
金20,000円
　匿　　　　名　1名
金10,000円
　椿　山　英　樹　様
<一般個人>
金50,000円
　菅　原　寛　子　様
（累計金200,000円）
金1,000円
　佐　藤　広　和　様
<元教職員>
金50,000円
　坂田　好一郎　様
　山　下　輝　雄　様
（累計金870,000円）
　渡　邉　昭　二　様
（累計金150,000円）
<教職員>
金500,000円
　鹿　村　恵　明　様
金470,000円
　中　根　　滋　様
（累計金1,803,895円）
金450,000円
　藤　嶋　　昭　様
（累計金8,050,000円）
金210,000円
　匿　　　　名　1名
金200,000円
　河　村　　洋　様
（累計金2,650,000円）
　松　﨑　育　弘　様
（累計金1,100,000円）
　横　倉　　隆　様
（累計金970,000円）
金150,000円
　勝　山　洋　美　様
金140,000円
　池　北　雅　彦　様
（累計金840,000円）
金120,000円
　匿　　　　名　1名
金100,000円
　赤　上　　好　様
（累計金350,000円）
　岡村　総一郎　様
（累計金650,000円）

　金　元　哲　夫　様
（累計金150,000円）
　若　林　　勇　様
（累計金400,000円）
　匿　　　　名　1名
金60,000円
　井手本　　康　様
（累計金200,000円）
金51,000円
　宮　本　悦　子　様
金50,000円
　岩片　古志郎　様
（累計金250,000円）
　榎　本　一　之　様
（累計金100,000円）
　加　納　　誠　様
（累計金250,000円）
　上　村　　洸　様
（累計金160,000円）
　芝田　興太郎　様
（累計金100,000円）
　白　川　晋　吾　様
（累計金100,000円）
　鈴　木　智　順　様
　竹　中　　正　様
（累計金150,000円）
　福　山　秀　敏　様
（累計金440,000円）
　三　山　裕　三　様
（累計金150,000円）
　匿　　　　名　1名
金40,000円
　匿　　　　名　2名
金30,000円
　大　野　紀　夫　様
（累計金180,000円）
　多　田　孝　次　様
（累計金340,000円）
　藤　野　仁　三　様
（累計金870,000円）
　山　田　俊　彦　様
（累計金1,620,000円）
金25,000円
　加賀谷　貞夫　様
（累計金350,000円）
金15,000円
　原　　泰　志　様
（累計金280,000円）
金13,000円
　林　　隆　三　様
（累計金17,000円）
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こうよう会（東京理科大学父母会）　（お名前は略させていただきました）
　金11,519,000円　東京理科大学こうよう会　様 
　　　　個人259名

●寄付入金額（平成26年11月1日～平成27年1月31日）
　　　【個人】17,921,930円　　【こうよう会】 11,519,000円

平成26年度寄付入金総額（平成26年4月1日～平成27年1月31日）
　　　【個人】56,785,920円　　【法人】10,000,000円　　【団体】395,244円
　　　【こうよう会】42,391,000円

■維持拡充資金（第二期）募金について
　１．芳名の下の（　）内は、維持拡充資金（第二期）募金へいただきましたご入金累計額です。
　２．ご芳名の区分が重複する方については、いずれか1つの区分にて掲載させていただきました。

≪維持拡充資金（第二期）募金≫についてのお問合せ先：東京理科大学　募金事業事務室
　　 　Tel：03－5228－8723   Fax：03－3260－4363
　　 　e-mail:bokinjigyo@admin.tus.ac.jp　 URL: http://www.tus.ac.jp/

寄付のお申し込みにインターネットをご利用いただけます。
＊クレジット決済での個人寄付の受付を行っています。
　詳しくは本学ＨＰ（http://www.tus.ac.jp/bokin/）よりご確認ください。

金10,000円
　新井　伊佐男　様
（累計金160,000円）
　石　井　　臣　様
（累計金50,000円）
　臼井　恵美子　様
（累計金40,130円）
　大　木　達　也　様
（累計金100,000円）
　関　　陽　児　様
（累計金20,000円）

　田　中　芳　夫　様
（累計金400,000円）
　藤　田　秀　美　様
（累計金30,000円）
　保　坂　忠　明　様
（累計金30,000円）
　牧　　高　司　様
（累計金100,000円）
　匿　　　　名　1名
金9,000円
　匿　　　　名　1名

金5,000円
　浅　野　　比　様
　松　永　幸　大　様
（累計金115,000円）
　匿　　　　名　2名
金4,000円
　匿　　　　名　1名
金3,000円
　岩　岡　竜　夫　様
（累計金26,000円）
　佐　伯　政　俊　様
（累計金91,000円）

　匿　　　　名　1名
金2,000円
　加　藤　　良　様
（累計金6,000円）
　藤　田　恵　理　様
（累計金26,000円）
　プレーマチャンドラ  チンタカ 様
（累計金30,000円）
　匿　　　　名　1名
金1,000円
　倉　本　　学　様
（累計金3,000円）


