
法人・団体
赤川紙（株）
今村園茶舗
小川又（株）
折尾タクシー（株）
遠賀信用金庫　折尾支店

（株）アクリビコー
（株）アマミ
（株）荒牧商店
（株）出雲
（株）おんが自動車学校
（株）梶原商店
（株）川原建築設計工房
（株）北九州銀行　折尾支店
（株）九州空調
（株）九州リースサービス
（株）九電工　北九州西営業所
（株）玉算堂
（株）国広建設
（株）古賀軍太商店
（株）西部不動産
（株）サニーライフ　 
　　アートクレフクラブ

（株）サニクリーン九州 
　　八幡営業所

（株）三交自動車
（株）昭栄広報
（株）スタジオ　アルファ
（株）総合システム
（株）タケマツ環境
（株）トヨタレンタリース 
　　福岡共立大前店

（株）トラス
（株）西日本シティ銀行　折尾支店
（株）ニューロン
（株）のぼる
（株）福岡銀行　折尾支店
（株）北部警備保障
（株）本城不動産
（株）丸清
（株）山田商会
（株）ライセンスアカデミー
（株）リーガロイヤルホテル小倉
（株）ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
川本建設工業（株）
木﨑法律事務所
九州電気保安協会　八幡事業所
桑原　豊　司法書士
西部ガスエネルギー（株） 
北九州支店
三共建設（株）
じゃーなる洞南
西部給食（株）
東筑印刷（株）
東洋警備保障（株）
成清事務所
日本カルミック（株）
日高交通（株）
日吉化学工業（株）
平川産業（株）
福岡菅公学生服（株）
双葉学園みのり
松尾建設（株）

（有）大阪工芸社
（有）遠賀石油店
（有）友田洋服店
（有）なごし
（有）ミヤハラ
吉松建材（株）
笹尾ケ丘同窓会
折尾愛真学園後援会

個人
相川　躬千代 井口　千晶 大原　拓実 北原　しず子 澤田　泰司
青木　新六 井口　七海 大村　隆文 城戸　房子 澤田　弘子
青木　大地 井口　紅子 尾賀　文栄 木下　貞女 塩川　恵子
赤嶺　優子 井口　正勝 岡口　昌子 木下　美奈子 鹿畑　八千代
浅田　恵子 井口　茉奈美 岡田　啓子 木村　純子 重野　遙香
浅原　美智子 今井　眞澄 岡田　達夫 木村　みよ子 重松　裕子
麻生　ヨシノ 今永　巧子 岡田　康汰 木村　由美子 志田　希美
阿立　和美 今村　とし子 岡村　幸江 行徳　貞子 品川　英恵
足立　崇穀 居村　祐依 岡山　征子 吉良　孝子 篠原　理恵子
安部　昭子 井本　淳子 小川　信代 桐谷　明歩 柴田　幸子
安部　澄子 入江　義則 尾川　菜々花 釘崎　智法 柴田　真喜子
安部　聖子 入川　美恵子 尾川　文平 櫛来　ミサヨ 柴田　裕治
安陪　ミチヱ 岩佐　泰通 沖　秀美 久隅　美智 柴田　陽子
天津　想来 岩﨑　道子 沖田　妙子 国友　和子 渋田　佳織
天野　チヤ子 岩下　昌美 沖本　いずみ 国光　夕也子 島　徳子
天野　司津子 岩田　信子 沖本　千愛 久保　由美子 嶋　美恵子
天野　宣子 岩永　泊莉 奥野　博之 窪田　英治 島　祐子
天野　真里 岩永　晴美 小田　ひかり 隈河　桂子 島岡　ひとみ
荒牧　聖子 岩中　泰子 小田　真由美 隈元　憲太郎 島﨑　夏絵
有田　蒼 岩元　豊司 小田原　美代子 蔵内　寿美香 清水　正太郎
有田　和子 上大川　智聖 尾辻　祥子 蔵谷　真央 清水　昌子
安藤　弥生 上水流　野乃花 小野　剛弥 栗本　博仁 下鶴　秀美
猪飼　易子 上田　安乃 小野　みゆき 黒岩　幸子 下西　愛
池﨑　明子 上田　和子 恩塚　康子 黒木　君子 十時　祐真
池田　麻邑子 植田　貴代美 蛙田　菜々子 黒木　修子 首藤　キミ
池田　新 上田　倫子 掛水　恵美 黒﨑　伊織 庄野　節子
池田　尚美 上田　美恵 鏡山　吏乃 桑名　良子 城野　登志子
池田　道子 上野　隆子 柿山　由美 桑原　加奈 白石　博子
池永　あや子 上野　舞羽 角地　智惠子 下司　正雄 白川　大翔
池永　義弘 上牟田　恵美子 梶原　昭二 小池　康子 白戸　雅子
池本　百合果 上村　郁代 片峰　秀和・捷貴 古閑　待子 白武　次男
石川　美千代 上村　悦子 勝原　孝子 古賀　夏海 城谷　優哉
石田　英子 上村　真理子 加藤　晃人 古賀　浩・友規 新開　千恵子
石田　梨沙 上村　由美子 門田　彩子 古賀　寛徳 陣内　明子
石田　晴義 上部　信一郎 門永　敦子 小崎　信代 新枦　美智代
石田　美津子 上部　元義 金澤　惠美子 輿水　俊枝・美幸 水上　英亮
石田　桃子 内海　満志 金丸　絹子 児玉　幸子 末　咲月
石塚　秋子 内田　啓子 金本　富香 児玉　佳子 末次　容子
石橋　和子 内田　昌子 金子　恵美子 後藤　信明 末廣　明美
石橋　和典 内田　真由美 金子　勢子 後藤　成美 末松　正子
石橋　加代子 内山　真知子 兼安　史佳 許斐　純登 末安　光恵
石橋　照美 宇藤　亜矢子 加登住　茉由 小林　明美 杉谷　久子
石橋　靖子 卯野　律子 鎌田　卯乃枝 小林　萌 杉野　清子
石橋　礼子 梅田　博美 上口　貴子 駒山　博人 洲崎　展孝
石松　恵子 梅野　信子 神矢　佐江子 小山　貴和子 鈴鹿　恭子
石松　健男 浦上　貴文 亀子　千鶴 小山　祥吾 鈴木　勝也
磯部　勝子 浦濱　良子 蒲原　素子 小山　勇人 砂川　幸子
磯部　汐貴 瓜生　九重 皮籠石　友香 小山　真音 隅田　将一
磯部　貴一郎 永利　裕子 川上　晶子 近藤　康子 隅田　真唯
磯部　光司 江頭　保浩 川上　ゆかり 斉田　恵子 正泉寺　直美
一川　厚子 江上　鉄兵 川越　ちどり 斎藤　静江 関　裕美子
市川　順一 江川　雅子 川崎　謙一郎・晴貴 斉藤　秀明・圭馬 関岡　真由美
市村　吉昭 江田　康子 川﨑　博平 斉藤　文子 関口　優子
井手　和子 江藤　由美子 川崎　文子 佐伯　慎子 善明　崇
伊藤　英子 榎園　貴美代 川崎　万千子 堺　文子 善明　道子
伊藤　和子 榎園　貴美子　 川崎　良太 酒井　正治 善明　康二
伊藤　慎一郎 遠藤　理恵 川嶋　菜月 坂口　とも子 千﨑　富子
伊藤　信子 大石　彩加 川畑　美智代 坂口　尚味 船倉　菜未
伊藤　幸江・百花 大石　富榮 川原　唯 坂本　櫻 川内　弘美
稲川　竜汰 大石　則子 河部　美樹 坂元　真由美 宗廣　叡明
犬童　康子 大賀　博文 河村　順子 迫　ナミヱ 副島　より子
井上　笑子 大賀　裕一　 河村　裕弥 笹川　美恵 杣　浩司
井上　カヅ子 大久保　叶音 菊池　和子 佐々木　沙織 髙　貴美子
井上　恵子 大久保　瑞枝 菊渕　純一 佐々木　大治 高石　美砂子
井上　研二 大倉　孝子 菊渕　倫子 佐々木　大治・佳重 髙須　孝和・正恵
井上　望 大蔵　好治 木曽　靖雄 佐々木　仁美 髙原　正明
井上　美里 大島　章吾 喜多　鈴代 定森　佐知子 高倉　恒子
井上　由貴 大瀧　由紀子 北岡　嘉子 佐藤　はる江 田篭　スヱノ
井上　ユキエ 大野　千代子 北川　陽彩 佐藤　仁美 髙田　順子
井上　依子 大野　よし子 北津留　裕子 佐藤　佳子 髙野　弘円
井上　利恵 大場　孝利 北原　幸子 佐野　豊子 髙橋　勇矢

折尾愛真学園　創立 85周年記念募金　寄付者　ご芳名（順不同・敬称略）



個人
髙橋　憲史 冨永　秋子 野口　惠子 深江　保子 松本　梓乃 矢部　純子
高橋　博子 冨康　貴代美 野田　祐姫菜 深町　幸一郎・理世 松元　和代 山上　藍子
高橋　蛍 友岡　久留美 野中　憲二 福吉　美月 松本　先江 山川　城司
高橋　雅彰 友良　朱里 野中　妙子 福崎　清美 松本　忍 山口　幸子
高橋　操子 長井　伸子 野中　尚美 福澤　恵美子 松本　ひとみ 山口　美穂
高橋　美紀子 中上　芽映 延広　真理 福嶋　梨沙 松本　ヤス子 山崎　蒼空
高見　一子 中尾　百花 延広　義弥 福島　左希子 松元　友汰 山﨑　千代
瀧田　翼・敦 長尾　裕子 野村　ムツ子 福嶋　陽向 松本　莉奈 山崎　ひろ代
田窪　亜愛人 中尾　優花 葉石　亜紀子 福島　マサ子 真鍋　亜希子 山﨑　正勝
武井　利子 長岡　富美紀 橋内　紘美 福田　章枝 三浦　トモ子 山﨑　芳子
武田　弘子 中垣　真由美 橋本　きよ子 福田　小哲 三浦　正美 山下　悦子
竹田　玲子 中川　はるみ 橋本　千咲 福田　優 三原　里佳子 山下　小夜子
竹中　陽音 中北　航 橋本　哲宜 福丸　小都美 三好　まゆみ 山下　聖奈
竹本　リエ子 長﨑　大輔 橋本　時也 藤井　明美 水江　忠杜 山下　孝子
竹森　美和子 長﨑　芳子 橋本　始主子 藤井　京子 水江　洋平 山下　美和子
田島　武 中下　文子 長谷　光梨 藤井　隆太朗 水口　志織 山田　朱音
田島　美穂 中嶋　茜 長谷川　桂子 藤井　雅世 水口　智寿惠 山田　まち子
田代　亜珠 中島　國子 長谷川　美由 藤井　來音 水田　むつ子 山中　菜央
田代　京子 中島　志津子 長谷川　眞弓 藤木　百恵 水野　雅一 山根　紀久子
田染　信乃 中嶋　智恵子 秦　伸子 藤島　愛弓 満谷　蓮 山邊　裕之
只松　里美 永島　菜々美 畑江　美栄子 藤田　ケサヨ 満村　恵莉香 山本　麻美
立花　里咲 仲嶋　律子 波多江　美結 藤野　笙子 美馬　千佳 山元　彩
立部　徳子 中曽　静江 畠山　優花・梨花・美花 藤本　暁友 宮内　滝子 山本　幸恵
立石　圭 仲宗根　昌子 畠中　チトセ 藤本　淳子 宮﨑　美那 山本　朱莉
立石　由美子 永田　景子 畠中　千春 藤本　恵 宮崎　美香 山本　セツ子
田中　瑛梨 永田　直子 秦野　玲子 船越　智子 宮野　節子 山元　真由美
田中　恵美子 仲佐　直子 八田　珠美 舩越　洋子 宮原　幸子 山本　光代
田中　冴佳 中塚　珠美 服部　ゆかり 古川　敏 宮原　節子 山本　基功旺
田中　幸子 永富　由美 花田　明美 古川　晴貴 宮本　フジ子 山本　有紀
田中　希実 中西　静枝 花田　結加 古川　美和 宮本　昌枝 山本　理枝
田中　寿子 中西　美智江 花田　理加 古木　優一郎 宮脇　廣子 柚留木　陽子
田中　秀知 中西　睦子 羽根田　千恵子 古長　早苗 向坊　弘美 由留部　恵美子
田中　博子 永沼　絢羽 浜口　もり子 古野　久美子 椋本　恵加 楊　周漢
田中　雅子 中根　弥生 濱口　ヨシエ 古野　皓大 牟田　蘭子 横田　由喜枝
田中　道徳 長野　文代 濵﨑　みはな 古海　タミエ 村方　洋子 横路　陽子
谷　帆果 永野間　一成 濵田　和久 古谷　初美 村上　栄子 吉井　春香
谷　正明 中原　静子 濵田　ゆき 平原　美雪 村上　登紀子 吉井　秀人
谷口　敦子 永原　美咲 濱野　満夫 保本　美穂子 村上　みらい 吉田　純子
谷口　昇 中堀　千代美 早川　洋子 堀田　敏子 村子　峰敏 吉田　千恵子
谷口　由美子 永松　海人 早川　洋子・依里 本田　智美 村田　清香 吉田　歩実
谷脇　秀美 永松　遼大 林　冴子 本田　典子 邑本　哲男・花怜 吉田　光子
田上　タズヱ 中道　由子 林　大智 本田　美 米多比　幸代 吉田　良太
田上　守 中村　和子 林田　直美 本田　万美子 毛受　真希 吉永　智恵
田原　雄稀 中村　紀美子 林田　利枝子 前田　講治 毛利　一世 吉永　チカ
田渕　健一郎 中村　啓子 隼田　照代 前田　翔哉 元岡　あけみ 吉野　仁和子
玉井　京子 仲村　尚美 原　久美 前田　富士子 求　太朗 吉原　正子
玉江　美由紀 中村　勉 原　裕子 前原　逸子 元山　千代美 吉村　愛美
田村　成聖 中村　水音子 原川　愛 槇田　香鈴 森　博子 吉村　公子
保木　雅則 中村　光子 原田　道子 牧野　啓子 森下　佳子 吉村　節子
千々和　ツヤ子 中村　美輝偉 原武　映子 正ヶ峯　颯太 森田　征子 吉村　美優
朝野　博子 中村　美保子 原中　優真 増田　スミ子 森田　美恵 吉村　琉太
猪口　千代子 中村　優 春田　長利 増田　聖華 森田　美芳子 吉本　万由美
塚本　覇揮 中山　明美 東　勝子 増田　賜・久美子 森田　裕子 力丸　昭代
土川　陽子 仲山　岩男 東　美由紀 増田　睦子 森谷　香里 力丸　信
土橋　麻衣香 中山　陽向 東田　朋枝 増田　有紀 森永　彩愛 脇田　佳智子
土屋　節子 那須　日登美 東本　孝子 増田　嘉子 森部　康介 脇田　慎司
鶴原　翔太 縄田　光代 樋口　香代子 益戸　淳子 森山　陽子 和田　見知子
鶴丸　豊嬉子 西　恵子 樋口　陽子 増永　奏大 森脇　多玖斗 渡邉　明子
貞末　智子 西阪　由美子 久冨　久美子 松江　拳汰 安井　篤美 渡辺　順子
手島　美香 西田　佳代子 久冨木　茅乃 松尾　悦子 安井　信人 渡邉　珠咲
寺井　千恵子 西村　碧海 日髙　仙太郎 松尾　香織 安河内　恵子 渡辺　チヅヨ
寺尾　崇 西村　杏菜 百合野　美佐枝 松尾　京子 安武　百香 渡辺　正子
寺元　珠恵 西村　尚敏 平川　洋子 松尾　静香 安永　竜大 渡辺　利子
寺本　のり子 西村　美子 平嶋　美智代 松岡　昭代 安増　篤史 渡邉　琉稀
圡井　千種 西村　美樹 平田　幸江 松木　完奈 安本　一枝 渡部　トヨ子
ドイル　ブック 西山　つぐみ 平野　梓 松崎　弓子 屋田　慶子 匿名希望　29 名
堂本　誠子 西山　未玖 平野　樹 松田　明子 柳井　風花
徳永　陽子 日南　順子 廣井　幸恵 松田　千鶴 矢永　真由美
戸田　勢津子 任　富子 廣永　妃早子 松田　芳朗 柳田　かおる
刀根　文彦 野木　虔一 廣島　朋哉 松谷　純子 柳田　千恵子
冨田　眞知子 野寄　文子 廣田　久美子 松野　倫之介 柳瀬　陽子

折尾愛真学園　創立 85周年記念募金　寄付者　ご芳名（順不同・敬称略）




