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維持拡充資金（第二期）募金だより（46）
　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27年5月～平成27年7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。

団　体　　
金40,000円
関西理窓会連合会　様
横　山　成　紀　様 青　木　靖　夫　様 阿　部　治　男　様 池　田　健　一　様 今　泉　　浩　様 追　矢　修　司　様
大　竹　修　子　様 岡　本　公　爾　様 片　山　　聡　様 川　村　武　志　様 関　川　正　文　様 染　谷　崇　博　様
塚　本　次　郎　様 堤　　昭　憲　様 冨　江　正　実　様 長　瀬　　弘　様 中　村　直　樹　様 白　前　三　郎　様
原　田　克　己　様 宮　宅　勇　二　様 村　方　　翼　様 村　上　孝　公　様 谷　井　一　好　様 山　岡　充　典　様
山　下　秀　雄　様 山　田　脩　治　様 山　本　恒　夫　様 山　本　利　英　様 吉　本　吉　彦　様

金20,000円
３１Ｂ同期会　様

－ Conscience－

<同窓生>
金3,000,000円
　森　野　義　男　様
（累計金94,000,000円）
金1,000,000円
　岡　本　公　爾　様
（累計金4,700,000円）
金600,000円
　水　島　磐　男　様
（累計金2,850,000円）
金500,000円
　匿　　　　名　1名
金300,000円
　本　山　和　夫　様
（累計金1,200,000円）
金200,000円
　小嶋　喜久夫　様
（累計金500,000円）
金125,000円
　小　野　具　彦　様
（累計金500,000円）
　坂　本　　功　様
（累計金1,250,000円）

金100,000円
　石川　万寿雄　様
（累計金600,000円）
　神　谷　隆　幸　様
（累計金700,000円）
　坂　本　政　彦　様
（累計金500,000円）
　鈴　木　弘　昭　様
（累計金2,110,000円）
　多　田　　修　様
　辰　口　寿　志　様
　田　中　弘　和　様
　富　田　　忍　様
　西　村　俊　郎　様
　匿　　　　名　2名
金70,000円
　田　中　義　友　様
（累計金250,000円）
金50,000円
　阿　部　　隆　様
　五十嵐　亮平　様
　大　島　輝　義　様
（累計金90,000円）

　尾　﨑　節　夫　様
　梶　原　　巡　様
（累計金300,000円）
　金　子　宝　以　様
　上村　賜一郎　様
（累計金210,000円）
　工　藤　　寧　様
　小林　昭一郎　様
（累計金360,000円）
　菅　原　俊　一　様
（累計金750,000円）
　杉　崎　三　郎　様
　杉　田　　明　様
　杉　田　政　久　様
（累計金100,000円）
　鈴　木　泰　人　様
（累計金100,000円）
　高　木　正　人　様
（累計金60,000円）
　髙　木　ま　り　様
（累計金60,000円）
　髙　瀬　　東　様
　中　野　増　男　様

　西　　　　功　様
　長谷川　　薫　様
（累計金60,000円）
　原田　紀枝子　様
　深　澤　郊　子　様
（累計金160,000円）
　筆保　洋一郎　様
（累計金200,000円）
　増　村　清　人　様
　松　尾　剛　史　様
（累計金100,000円）
　丸　山　　温　様
（累計金140,000円）
　宮　宅　勇　二　様
（累計金120,000円）
　匿　　　　名　9名
金40,000円
　佐　藤　金　司　様
（累計金150,000円）
金30,000円
　四十物　雄次　様
　東　　義　紀　様
　荒　井　　孝　様

個　人　　（区分別・金額別の50音順に掲載）
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　石　崎　舞　子　様
　今　村　俊　明　様
　海　野　　格　様
（累計金160,000円）
　嘉　瀬　　敏　様
（累計金40,000円）
　玖　珂　紀　夫　様
（累計金50,000円）
　杉　本　清　司　様
　鳥　羽　陽　子　様
　西　澤　和　夫　様
（累計金60,000円）
　松本　美智子　様
（累計金40,000円）
　水　野　博　文　様
　匿　　　　名　1名
金20,000円
　安　藤　寿　洋　様
（累計金60,000円）
　國　岡　昭　夫　様
（累計金70,000円）
　小　林　　裕　様
（累計金60,000円）
　重松　紀美恵　様
（累計金80,000円）
　清水　恵一郎　様
　鈴　木　宏　司　様
（累計金60,000円）
　辻　　幹　男　様
（累計金60,000円）
　畑　井　　博　様
　前　澤　　浩　様
（累計金300,000円）
　藪　　康　彦　様
（累計金80,000円）
　匿　　　　名　4名
金10,000円
　青　木　一　郎　様
　青　山　哲　也　様
（累計金60,000円）
　秋山　総一郎　様
　阿知波　　陽　様
　阿　保　民　博　様
（累計金20,000円）
　新　井　和　雄　様
（累計金40,000円）
　新　木　元　治　様
（累計金130,000円）
　飯　田　広　和　様
（累計金45,000円）
　五十嵐　通男　様
　今　村　基　子　様
（累計金50,000円）
　岩　岡　正　視　様
（累計金50,000円）

　岩　波　康　史　様
（累計金50,000円）
　上　原　敏　生　様
（累計金25,000円）
　大岩　克次郎　様
（累計金20,000円）
　扇　原　　淳　様
　大　﨑　俊　行　様
　太　田　育　夫　様
　大　橋　克　矩　様
　岡　田　一　成　様
（累計金80,000円）
　奥　山　　謙　様
（累計金20,000円）
　織　田　　透　様
　金　田　高　幸　様
　神　谷　　茂　様
（累計金50,000円）
　河　野　茂　麿　様
（累計金80,000円）
　神　田　春　彦　様
（累計金30,000円）
　菊　池　郭　元　様
（累計金90,000円）
　倉　園　鋹　博　様
　蔵　本　　覚　様
　小　岩　美　恵　様
（累計金52,000円）
　小　島　一　浩　様
　後　藤　圭　一　様
（累計金30,000円）
　小日向　　隆　様
（累計金20,000円）
　近　藤　英　世　様
（累計金80,000円）
　齊　藤　曜　將　様
（累計金50,000円）
　佐　伯　　豊　様
（累計金20,000円）
　坂　田　康　雄　様
（累計金70,000円）
　坂　村　幸　伸　様
（累計金26,000円）
　坂　本　　薫　様
　佐々木　　岳　様
　佐　藤　弘　幸　様
（累計金50,000円）
　佐　藤　好　英　様
（累計金50,000円）
　座　間　美　和　様
（累計金40,000円）
　白　崎　永　夫　様
（累計金50,000円）
　白　山　祐　輝　様
　鈴　木　　豊　様
（累計金20,000円）

　関　　昭　宣　様
（累計金90,000円）
　髙　梨　秀　聡　様
（累計金50,000円）
　田　中　輝　昭　様
（累計金90,000円）
　棚　橋　　誠　様
（累計金50,000円）
　千　葉　　仁　様
　津　田　一　成　様
　寺田　一萬士　様
　土　肥　亮　一　様
（累計金20,000円）
　中　西　信　之　様
（累計金20,000円）
　中　野　和　人　様
　柳　楽　　勝　様
（累計金140,000円）
　西　山　　稔　様
（累計金30,000円）
　長谷川　進一　様
　服部　喜久男　様
（累計金50,000円）
　平　川　芳　孝　様
（累計金60,000円）
　廣　野　耕　平　様
（累計金50,000円）
　二　見　瑞　子　様
（累計金15,000円）
　二　見　靖　彦　様
（累計金20,000円）
　本　勝　　隆　様
（累計金60,000円）
　丸　山　清　久　様
（累計金20,000円）
　三　上　民　典　様
　宮﨑　けい子　様
（累計金20,000円）
　宮　﨑　俊　三　様
（累計金20,000円）
　森　井　敏　雄　様
　森　川　和　哉　様
（累計金80,000円）
　森　下　誠　次　様
（累計金40,000円）
　森　田　真　弘　様
（累計金20,000円）
　森　元　富　彦　様
（累計金50,000円）
　安　原　　泉　様
　山　﨑　一　信　様
（累計金180,000円）
　山　田　豊　隆　様
　山　本　正　敏　様
（累計金20,000円）
　吉　澤　良　祐　様

　吉　田　昭　一　様
（累計金30,000円）
　若林　真砂江　様
（累計金60,000円）
　匿　　　　名　8名
金5,000円
　児　玉　　翔　様
　圡　田　恵　一　様
　馬奈木　敬宏　様
（累計金15,000円）
　南　　林太郎　様
　吉　田　　清　様
（累計金35,000円）
　匿　　　　名　2名
金3,000円
　小　林　　博　様
（累計金12,000円）
　清　水　　靖　様
（累計金5,000円）
　新　堀　　昇　様
　匿　　　　名　1名
金2,000円
　阪　本　貴　則　様
（累計金4,000円）
　鈴　木　篤　人　様
（累計金8,000円）
金1,610円
　高　橋　和　久　様
金1,000円
　酒　井　　薫　様
（累計金7,000円）
　原　賀　晃　一　様
<保証人>
金100,000円
　匿　　　　名　1名
金50,000円
　匿　　　　名　1名
金30,000円
　小　林　彰　夫　様
金10,000円
　椿　山　英　樹　様
（累計金20,000円）
　深　谷　雅　良　様
<一般個人>
金100,000円
　和　田　秀　敏　様
金1,000円
　佐　藤　広　和　様
（累計金2,000円）
<元教職員>
金50,000円
　川　村　　清　様
（累計金60,000円）
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<教職員>
金450,000円
　藤　嶋　　昭　様
（累計金8,650,000円）
金387,549円
　中　根　　滋　様
（累計金2,275,832円）
金200,000円
　横　倉　　隆　様
（累計金1,170,000円）
金150,000円
　河　村　　洋　様
（累計金2,800,000円）
金120,000円
　匿　　　　名　1名
金100,000円
　赤　上　　好　様
（累計金450,000円）
　半谷　精一郎　様
（累計金250,000円）
　森　田　　廣　様
　匿　　　　名　1名

金70,000円
　五十嵐　保隆　様
　宇　津　栄　三　様
（累計金1,080,000円）
金50,000円
　岡村　総一郎　様
（累計金700,000円）
　小久保　正己　様
（累計金500,000円）
　中　西　久　幸　様
　若　狭　　宏　様
　匿　　　　名　2名
金40,000円
　匿　　　　名　1名
金30,000円
　多　田　孝　次　様
（累計金400,000円）
　匿　　　　名　1名
金25,000円
　加賀谷　貞夫　様
（累計金390,000円）

金15,000円
　浅　野　　比　様
（累計金35,000円）
　柴　﨑　伸　明　様
　原　　泰　志　様
（累計金310,000円）
　匿　　　　名　1名
金13,000円
　林　　隆　三　様
（累計金33,000円）
金10,000円
　大　木　達　也　様
（累計金110,000円）
　後　藤　　了　様
（累計金20,000円）
　藤　田　秀　美　様
（累計金40,000円）
　牧　　高　司　様
（累計金110,000円）
　八　並　光　俊　様
　匿　　　　名　1名

金5,000円
　松　永　幸　大　様
（累計金120,000円）
　宮　本　悦　子　様
（累計金61,000円）
　匿　　　　名　3名
金4,000円
　蒲　池　史　卓　様
　匿　　　　名　1名
金3,000円
　岩　岡　竜　夫　様
（累計金32,000円）
　藤　田　恵　理　様
（累計金30,000円）
　プレーマチャンドラ  チンタカ 様
（累計金34,000円）
金2,000円
　加　藤　　良　様
（累計金11,000円）
金1,000円
　倉　本　　学　様
（累計金4,000円）

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15,332,000円　東京理科大学こうよう会　様 
　　　　個人318名　（累計金265,506,681円）

●寄付入金額（平成27年5月1日～平成27年7月31日）
　　　【個人】13,296,159円　　【法人】8,000,000円　　【団体】60,000円
　　　【こうよう会】 15,332,000円
平成27年度寄付入金総額（平成27年4月1日～平成27年7月31日）
　　　【個人】15,393,547円　　【法人】8,000,000円　　【団体】60,000円
　　　【こうよう会】16,602,000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/bokin/

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。

法　人　　（法人寄付における代表者の役職名は略させていただきました）
　金8,000,000円 東京理科大学消費生活協同組合　様　（累計金21,000,000円）
　法人寄付をお申し込みの場合には、誠にお手数ですが、東京理科大学募金事業事務室までご連絡ください
ますようお願いいたします。


