
寄付金・募金ご協力者（振込日順、敬称略）

平成23年5月～平成24年3月

5月

財団法人西洋美術振興財団

岡田　潔

匿名1名

6月

和歌山県立近代美術館友の会有志 菅原　猛 河鍋楠美 稲田正子 蓼原敏光

巻幅篤博 新潟県立近代美術館 藤原友已 郡山市立美術館職員 医療法人スミヤ 理事長　角谷昭一

公益財団法人會津八一記念館 高岡市美術館 藤田直義 伊賀京子 株式会社美術年鑑社

広瀬弘子 安達一樹 熊崎明人 谷口　出 小川知子 大森哲也

雪山行二 岡野智子 青木寛明 三木　緑 守武治比古 宮　衛

柳澤秀行 増田徹也 伊藤節子 近藤俊哉 大阪市立東洋陶芸美術館第4期ボランティア一同

愛知県美術館お客様 高橋俊夫 寺島洋子 下辻常之 髙梨純次 池野文子

一般財団法人そごう美術館お客様 尾越聖子 森川政典 真室佳武 柳沼信子

ＤＩＣ株式会社川村記念美術館 岩手県立美術館有志 岡山県立博物館 新野　忍 神戸市立博物館

市立小樽美術館 金成圭章 伊藤由美 村田淳子 山口陽弘 日本洋画商協同組合

株式会社日動画廊 嶋崎　丞 山澤幸子 岩﨑智子 佐野順子 木谷導弘

一般財団法人そごう美術館お客様 山下新一郎 斉藤祝子 田所夏子 渋谷区立松濤美術館

河合美希 草薙奈津子 吉鷹　 啓 Anne y.Eastman www.DrawingforJapan.org 髙畑佳代子

舩井淑子 小泉晴夫 田口昌人 鹿島利男 伊藤幸穂 草森裕之

能嶋睦美 西尾真佐子 小出美佐子 横須賀美術館 濱本令子 窪田写真事務所

鶴田デザイン事務所 公益財団法人大原美術館職員有志 清水由起江 世利美暉子 坂奥悦子

浜田拓志 木下晴夫 塩見節代 渡辺弘次 国立西洋美術館庶務課 久米美術館

日本通運株式会社

匿名13名

7月

萩尾紅子 大塚国際美術館職員一同 金子津祢子 室溪　浩 松岡美術館 坂元暁美

岡野総一 大分県立芸術文化短期大学陶芸研究室 大分市美術館 岡本俊樹 名古屋市美術館

森次靖江 一般財団法人そごう美術館お客様 織田顕行 都築千重子 長岡写真事務所

安田舜一 中嶋敏子 檜垣元朗 広島県立美術館有志一同 安斉紀子 岡澤　　浩

木邨かおり 京都国立近代美術館・七夕会 島根県立美術館 名古屋市美術館ボランティア

松倉由枝 吉積久年 髙橋　顕 弘中典子 弘中隆子 地中美術館

北海道立旭川美術館 財団法人ＭＯＡ美術館 三枝千代子 橋本和栄 ルナの会 代表 安宅俊夫 尾﨑信一郎

日本メナード化粧品株式会社メナード美術館 メナード美術館お客様 寺尾栄子 笠岡市立竹喬美術館友の会事務局

関　雅子 巴　靖章 芹川貞夫 埼玉県立近代美術館 周南市美術博物館 西村典和

成田季子 野村直之 木下　学 飯塚千代子 大矢　勲 岡山万里

小野寺まり恵 海南市美術家協会 大橋サダヨ 神尾愛子 宮﨑　徹 樋口由子

畑﨑伸仁 高田源喜 平林智子 世田谷美術館美術大学２４期修了生 世田谷美術館さくらチャリティ

栗原祐司 西辻民子 株式会社麗人社 甫立園子 甫立智孝 森美術館

田畑一也 池田佳代子 荒井由泰 高間静恵

匿名9名

8月

多田井玲子 斎藤好子 古山直樹 名古屋市美術館 南本好恵 長谷川幸子

南井滋野 奥村一郎 国立西洋美術館お客様 豊島二郎 大髙　幸 本松　週

和歌山文化協会 柴田佳代子 髙村紀子 山本章三 坪田恵子 麻川晴夫

本多陽子 ＭＩギャラリー 特定非営利活動法人和歌山芸術文化支援協会 岡山県立美術館有志 近代美術協会

山本正道 ギャラリー数寄 レストラン＆カフェ ＡＲＴＥ 田村友二 小山夏実 上田邦彦

一般財団法人そごう美術館お客様 新見和子 他４名 小野尚子 越智節子 八王子市夢美術館

一般財団法人そごう美術館お客様 土生美佐子 広嶋青治 村越サチコ 松尾マサ

石橋英二 大日本印刷株式会社

匿名9名



9月

名古屋市美術館 一般財団法人そごう美術館お客様 久野賀子 大貫一郎 社団法人日本版画協会

国立西洋美術館お客様 愛知県美術館友の会 矢野早苗 Ｒ’ｓ 三井知行 松山秀樹

山中弘幸 黒澤百合子 国立新美術館 黒井　仁 かがわ美術ボランティア 黒沢由紀子

一般財団法人そごう美術館お客様 ガレリア　フィナルテ 一般財団法人そごう美術館お客様 奥村陽子

田中マキコ

匿名2名

10月

名古屋市美術館 森美術館 ホソヤカオリ 三村万利子 笠岡市立竹喬美術館 友の会事務局

和歌山県立近代美術館美術館図書ボランティア 一般財団法人そごう美術館お客様 澤畑祥子 松村雄一

一般財団法人そごう美術館お客様 柳澤靜子 吉井　健 国立西洋美術館お客様 名古屋市美術館職員一同

栃木県立美術館 荒井　孟 川井佐畿子 夢二郷土美術館 株式会社ヒルズクラブ 栂　孝和

鍋島辰夫 財団法人愛知県文化振興事業団 阿部博子

匿名1名

11月

名古屋市美術館 一般財団法人そごう美術館お客様 仲　眞知子 宍倉知子 村松規雄

星野裕子 国立西洋美術館お客様 岩手町立石神の丘美術館 荒井　孟 一般財団法人そごう美術館お客様

望月　光 愛知県美術館「棟方志功 祈りと旅」展実行委員会 和田光子 佐藤寧子 島根県立美術館

安斉文江

12月

荒井　孟 大工原治子 国立西洋美術館お客様 泉本雅子 名古屋市美術館 宮川啓子

一般財団法人そごう美術館お客様 西藏寺 立花義彰 近藤利哉 藤田美紀子 ヤマウチタカヒロ

伊藤晋慈 濁川　勇 高知県立美術館 岡野智子 里　和子 オオキミユキ

一般財団法人そごう美術館お客様

1月

名古屋市美術館 ヤギミツエ グループでパンダ 代表井上智景 金子邦子 独立行政法人

ミュージアム・タウン・ヤマグチ2011実行委員会 内藤悠象 船先康司 一般財団法人そごう美術館お客様

国立西洋美術館お客様 荒井　孟 塩島光信 新垣隆子 一般財団法人そごう美術館お客様

釧路美術館ボランティアの会 株式会社ジャック 安斉文江 国立西洋美術館お客様

2月

高橋由子 西原健二 名古屋市美術館 財団法人ダイキン工業美術財団 中川幸治

アートスペース油亀 美術館復興チャリティプロジェクト 荒井　孟 一般財団法人そごう美術館お客様 茂木直美

橋目敏行 高知県立美術館 早津ギャラリー 名古屋市美術館 石原幸代

匿名3名

3月

武田志乃 明石年正 安西文江 千田喜美子 アド・ミュージアム東京（公益財団法人吉田秀雄記念事業財団

一般財団法人そごう美術館お客様 黒川裕子 国立西洋美術館（3.11事業） 名古屋市美術館ボランティア有志

名古屋市美術館「忘れてはいけない日」 本脇礼子 岩生峰子　 高橋　誠 岐阜県美術館

黒川幸雄 荒井　孟 福田祐子 一般財団法人そごう美術館お客様 名古屋市美術館

愛知県美術館来館者一同 都城市立美術館 埼玉県立近代美術館フレンド 公益財団法人古川美術館 ジャパントレージャーサミット

匿名1名


