
2019 年度「子供の科学教室」募金申込芳名簿 
  

2019 年度『子供の科学教室』募金活動における御寄付の金額は、1,516,694 円となりま

した。御寄付は子供の科学教室活動に適宜活用させて頂いております。 
ここに、御協力頂いた皆様の御芳名を掲載し（掲載辞退者を除く）、深く感謝の意を表する

次第です。子供の科学教室活動の当会ホームページでの掲載 URL は、以下のとおりです。    
https://www.ieice.org/jpn/kagaku/houkoku.html 

 
【個人：非会員】（敬称略） 
佐藤 のぶ 
 
【個人：名誉員】（敬称略、五十音順） 
赤崎  勇 荒木 純道 安藤  眞 池田 博昌 伊澤 達夫 
江崎玲於奈 金出 武雄 釜江 尚彦 河内 正夫 後藤 尚久 
齊藤 忠夫 白井 良明 鈴木 滋彦 長尾  真 葉原 耕平 
間瀬 憲一 三木 哲也 安田  豊 山田  宰 𠮷𠮷田  進 
 
【個人：会員】（敬称略、五十音順） 
相沢 牧男 浅賀 英雄 朝倉 正博 浅田 勝彦 浅間 邦彦 
芦沢 正芳 安達 啓一 有田五次郎 有村 貴志 飯田 幸雄 
家田 信明 石井 武 石倉  㓛 石曽根孝之 石渡 裕政 
板坂 政昭 板橋 秀一 一岡 芳樹 井筒 雅之 伊藤 公雄 
伊藤 貞男 稲宮 健一 井上 信吉 井口  堯 井守 康堯 
岩沢  修 上田  勲 上田 浩美 牛島 和夫 内山 鈴夫 
馬谷 賢侍 楳生 逸雄 占部 健三 上野 伴希 榎本 龍弥 
太田  勲 大高 幸雄 大武 逞伯 大朏 孝郎 大原 邦武 
大山 光男 岡田  清 岡本 謙一 荻野 和郎 長田 好弘 
小沼 義治 小野 欽司 小野田勝洋 柿﨑 泰雄 笠原 征夫 
片岡 徳昌 勝山  力 加藤 嘉則 金谷 利勝 金子 峰雄 
加納 貞彦 樺澤 康夫 神沼 靖子 亀山 忠彦 川上 寛児 
河崎 達夫 川路  昭 川端 信賢 川原浩一郎 川船 武則 
川村 武彦 喜多川儀久 北橋 忠宏 木之下恒雄 君塚 正勝 
桐山 利勝 櫛引 淳一 國井 秀子 国枝睦太郎 窪野 隆能 
栗山 敏秀 紅林秀都司 桑原 尚夫 小圷 泰正 小池 誠彦 
古閑 敏夫 越本 泰弘 小杉 幸夫 小園  茂 後藤 昭夫 
後藤 俊成 後藤 裕一 許斐 宗孝 小林 岳史 小林 春洋 
小林 正明 小堀  洋 近藤 敏郎 近藤  衛 斎藤 幸夫 

https://www.ieice.org/jpn/kagaku/houkoku.html


斎藤  司 坂井佐千穂 堺   巧 坂上  巖 桜井  孝 
櫻井 俊夫 佐藤 久夫 佐藤 英男 佐藤 芳弘 沢  恒雄 
渋谷 隆弘 島田 正治 清水 孝雄 下村 純武 榛葉  實 
菅谷 寿鴻 杉井  陞 杉森 欣三 杉山  暁 杉山 佳延 
砂川  博 住田  良 関  清三 相馬  嵩 副島 弘暉 
高木  朗 高沢  誠 高橋 篤夫 高橋  節 竹田 義行 
田代 牧彦 辰巳 昭治 立居場光生 田所 嘉昭 田中 邦雄 
田中  孝 田中 哲郎 田中 英彦 田場  征 田村 昌三 
丹野 和夫 塚本 勝久 塚本 俊夫 塚本 信夫 辻  久雄 
土屋 治彦 寺島  稔 冨田  浩 富永 昌治 永井 信夫 
中川 一夫 中島 誠一 中嶋 忠光 永田 洋一 中野 尊之 
中村 昭久 中村 國臣 中村  豊 難波 誠一 西谷 隆夫 
仁科 光雄 西永  頌 西原  浩 西本 眞吉 西本 博信 
西森 克巳 野沢 重喜 野村 龍男 畑   宏 花辺 賢一 
馬場 文平 濱田 成高 林  栄二 林  初男 林  義郎 
原田 紀夫 原田八十雄 久本 修三 土方 久雄 雛元 孝夫 
平田 俊清 平沼 海碩 藤井 輝也 藤崎  林 藤崎 道雄 
藤田 昌彦 藤田 泰弘 船生  豊 古濱 洋治 古部正三郎 
古屋 一仁 不破 幸雄 堀田 正生 堀川 素男 堀越 佳治 
堀籠 教夫 前田 定男 前田  浩 牧野 正敬 増田  功 
増田  昇 桝本 幸雄 松岡  節 松田 武彦 松波 弘之 
丸山  修 水島 武雄 水野 道夫 三田 高司 三田  陽 
宮垣 嘉也 宮澤 正幸 宮下 豊勝 宮田 正彦 桃内 佳雄 
森  俊二 森下 克己 森末 道忠 守屋 悦朗 八木 和夫 
矢島 脩三 山古 勇玄 山崎 一郎 山崎 敏範 山崎 泰弘 
山下 修一 山田 憲司 山田 光秀 山田 芳文 山本 眞司 
山本 英雄 横山 光雄 吉清 治夫 吉田 博文 吉田  真 
吉田 靖夫 吉村 久秉 淀川 英司 脇坂 哲夫 渡辺 貞一 
亘理  達     
 
【法人】（五十音順） 
（株）コロナ社  ソニーセミコンダクタソリューションズ（株）  
大東通信機（株） （株）フジテレビジョン 

以上 


