
クラウドファンディング支援者ご芳名リスト 

 

2022 年 7 月から 8 月にかけて実施されたクラウドファンディングは、予想以上の方々から

のご支援により目標金額を超えて終了いたしました。いただきましたご支援を活かして、今

後とも充実した活動を続けるよう精進してまいります。 

感謝をこめてご支援いただいた方のご芳名を下記に記載いたします（五十音順、abc 順、敬

称略）。なお掲載を希望されないご支援が 151 件あったことも併せてご報告いたします。 

 

朝倉 早苗    浅野 薫     阿部 達利    阿部 亮太郎   石井 秀明 

石丸 基司    今江 望     岩本 保雄    上原 博明        植野 一朗 

江藤 誠  江部 陽一・美知子   大野 澄子   太田 丈治      太田 成夫 

大沼 勝美    大森 雅岳    沖 健太郎    奥平 ます美   小倉 啓美 

落合 典子    小畑 嘉丈    オリエント・R・マインスキー   柿沼 美紀 

樫田 昭子    加瀬 俊一    加藤 隆久    川上 裕太    吉川 和夫 

木村 安希    九鬼 伸夫    久保 禎     くまぞう     児玉 勝道 

後藤 恵理子   古森 敏夫    斉藤 麗     斉藤 雄久    坂戸 真美 

坂本 光太    笹森 淳也    佐藤 景一     佐藤 崇志    じじかこ 

渋田 鉄也    島田 清純    下村 健一    １３号      しろちゃん 

新 巳喜男（2023 ふくしまチェロ・コンサート実行委員会）        新吉 

じんたろう    神保 創一    鈴木 隆幸    鈴木 祐子    鈴村 裕輔 

関 元洋     関谷 利温    副田 雅子    高木 聡希    高桑 光俊 

髙取 将弘    髙取 望     高橋 ヨロン   田上 光代    滝澤 亮 

武井 英哉    武井 真弓    田中 充     田永 恒美    田辺 真佐子 

タバスコ 9924    佃 啓史     てっつう     トダ ルミコ   とむまき 

トヨタトモヒサ  トルコ語同級生    中川 忠夫     中島 章博    永島 啓太 

中田 こずえ   中田 光子    中村 啓子    中村 太郎    中山 和子 

西 耕一     西澤 宏志    西村 佳代    野口 聡     野口 方子 

信時 裕子        野本 裕輝        柱本 泰弘    長谷川 京介      馬場ロベルト 

ハープ好き    林 健太郎    林原 澄音    板東 祥晃    平井 優 

広瀬 裕子    フクシマ     福本 久見子   藤原 征生    ペンギン 

北條 玄隆    北條 誠人    保科 代志恵   細田 弘細    細谷 正文 

堀 健太郎    前田 英哲    前田 知加子   マツオカ ヒサハル 

松木 英作    松木 公子    松田 俊哉    松村 知恵子   松本 ゆり子 

道場 生基    三輪 郁     ミワ カズヒコ  宮田 康子    宗田 桂子 

森川 稔     森田 宏樹    森永 良子    門傳 康久    矢口 真 

谷中 有香    吉川 周作    依田酒店 依田浩毅         りーまん 

和田 薫     和田 勝     藁谷 信行 

A Yamanouchi   chizu    Chor June    doce2    First Four Notes, LLC 

Guiko.   hironobu Ishikawa   Kao   KTS   Mio Helen Nishikawa 

MISAWA（PEG）   mn   MS   MY   reiko425   Ryosuke Asano 

Salida   Sho   TasTy   Tetsuro Hagiu   Yoshiko Miyata 

                                    （2023 年 1 月 オーケストラ・ニッポニカ） 


