
教育振興基金

寄附金の状況（平成21年4月1日～平成22年3月31日）
寄附年月日 寄附者 住所 寄附金額

平成21年4月13日 匿名（個人） ¥10,000
平成21年4月20日 匿名（個人） ¥20,000
平成21年4月20日 奥田 宏　　様 原田元町 ¥40,000
平成21年4月23日 白井 豊　　様 宝山町 ¥10,000
平成21年4月24日 立岩 文枝　　様 本町 ¥2,000
平成21年4月24日 西野 やす夫　　様 朋部单町 ¥5,000
平成21年4月24日 岸本 洋一　　様 本町 ¥10,000
平成21年4月24日 石橋 英一　　様 緑丘 ¥20,000
平成21年4月27日 单 光子　　様 新千里西町 ¥12,000
平成21年4月27日 匿名（個人） ¥24,000
平成21年4月28日 新谷 榮見子　　様 熊野町 ¥4,000
平成21年4月28日 伊三野 恒夫　　様 中桜塚 ¥10,000
平成21年4月30日 藤津 昌也　　様 上新田 ¥1,000
平成21年4月30日 島袋 廣正　　様 夕日丘 ¥2,000
平成21年4月30日 日野 はつ子　　様 東泉丘 ¥5,000
平成21年5月1日 城野　久美子　様 寺内 ¥20,000
平成21年5月1日 奥村　進　様 宮山町 ¥5,000
平成21年5月1日 井垣　康弘　様 末広町 ¥2,000
平成21年5月1日 三坂　賀與子　様 柴原町 ¥1,000
平成21年5月1日 山本　テイ　様 末広町 ¥2,000
平成21年5月1日 福岡　良子　様 上新田 ¥5,000
平成21年5月1日 津村　晶　様 新千里单町 ¥5,000
平成21年5月7日 大塚 登 様 向丘 ¥5,000
平成21年5月7日 羽田　晴治　様 蛍池東町 ¥10,000
平成21年5月7日 中津　みさ子　様 曽根单町 ¥5,000
平成21年5月7日 藤森　久夫　様 岡上の町 ¥10,000
平成21年5月7日 寺田　倫康　様 刀根山 ¥12,000
平成21年5月8日 藤井　禄郎　様 新千里東町 ¥10,000
平成21年5月8日 八木　正一　様 新千里北町 ¥1,000
平成21年5月8日 尾崎　勝弘　様 新千里東町 ¥2,000
平成21年5月8日 川添　安洋　様 中桜塚 ¥5,000
平成21年5月8日 脇田　伊都也　様 庄内東町 ¥500
平成21年5月11日 川原井　陽一　様 千里園 ¥5,000
平成21年5月11日 前田　壽信　様 若竹町 ¥5,000
平成21年5月11日 津田　俶　様 庄内幸町 ¥5,000
平成21年5月11日 川口　義包　様 蛍池東町 ¥3,000
平成21年5月11日 游阿結　様 新千里東町 ¥2,000
平成21年5月11日 青山　政信　様 岡町北 ¥10,000
平成21年5月12日 庄司　昭伸　様 刀根山 ¥5,000
平成21年5月12日 町田　美保子　様 新千里東町 ¥10,000
平成21年5月12日 匿名（個人） ¥4,000
平成21年5月12日 井下　祥子　様 玉井町 ¥2,000
平成21年5月12日 葭田　和子　様 野田町 ¥10,000
平成21年5月12日 中島　諒平　様 小曽根 ¥4,000
平成21年5月12日 村上　幸夫　様 曽根西町 ¥8,000
平成21年5月12日 鎌谷　照夫　様 曽根单町 ¥5,000
平成21年5月12日 赤埴　敏樹　様 中桜塚 ¥8,000
平成21年5月13日 後藤　繁　様 上新田 ¥2,000
平成21年5月13日 水野　幸松　様 東豊中町 ¥1,000
平成21年5月13日 平田　朊枝　様 朋部本町 ¥12,000
平成21年5月14日 匿名（個人） ¥10,000
平成21年5月14日 桝谷　勇夫　様 庄内幸町 ¥1,000
平成21年5月14日 阪本　寅吉　様 新千里西町 ¥3,000



平成21年5月14日 吉田　友貴子　様 刀根山 ¥5,000
平成21年5月14日 金田　佳子　様 新千里東町 ¥1,000
平成21年5月14日 矢部　薫　様 新千里单町 ¥1,000
平成21年5月14日 姫田　京子　様 新千里单町 ¥1,000
平成21年5月14日 古宮　昇　様 新千里東町 ¥2,000
平成21年5月15日 宮里　清吉　様 大黒町 ¥3,000
平成21年5月15日 真鍋　和央　様 夕日丘 ¥2,000
平成21年5月15日 平野　槇幸　様 宝山町 ¥10,000
平成21年5月15日 坂口　久美子　様 曽根東町 ¥10,000
平成21年5月15日 河端　恒夫　様 北緑丘 ¥5,000
平成21年5月18日 関野　晃治　様 刀根山 ¥10,000
平成21年5月18日 宮地　尚子　様 玉井町 ¥12,000
平成21年5月19日 沖名子　祐光　様 曽根東町 ¥12,000
平成21年5月19日 鈴木　良造　様 新千里西町 ¥20,000
平成21年5月19日 米谷　穣　様 緑丘 ¥1,000
平成21年5月19日 奥田　克也　様 朋部单町 ¥12,000
平成21年5月19日 匿名（個人） ¥10,000
平成21年5月20日 梨本　陽子　様 新千里北町 ¥12,000
平成21年5月20日 村上　深雪　様 永楽荘 ¥10,000
平成21年5月21日 一色　貞輝　様 上野坂 ¥20,000
平成21年5月21日 山﨑　睦　様 稲津町 ¥10,000
平成21年5月21日 古澤　一巳　様 水戸市 ¥500
平成21年5月21日 津田　廣信　様 单桜塚 ¥6,000
平成21年5月21日 匿名（個人） ¥7,000
平成21年5月21日 匿名（個人） ¥8,000
平成21年5月22日 尾崎　直子　様 大黒町 ¥1,000
平成21年5月22日 匿名（個人） ¥2,000
平成21年5月25日 藤田　康子　様 東泉丘 ¥1,000
平成21年5月25日 加来　喜久子　様 单桜塚 ¥2,000
平成21年5月25日 加来　良子　様 单桜塚 ¥5,000
平成21年5月25日 津田　巖　様 旭丘 ¥2,000
平成21年5月25日 斉藤　俊子　様 刀根山 ¥10,000
平成21年5月25日 匿名（個人） ¥3,000
平成21年5月25日 松本　吉正　様 上新田 ¥10,000
平成21年5月26日 武田　一枝　様 島江町 ¥2,000
平成21年5月26日 森田　有彦　様 上野西 ¥5,000
平成21年5月26日 滝崎　武光　様 新千里单町 ¥24,000
平成21年5月26日 松永　梅香　様 朋部单町 ¥1,000
平成21年5月26日 匿名（個人） ¥12,000
平成21年5月27日 宮岡　晴子　様 朋部豊町 ¥1,000
平成21年5月27日 平石　俊郎　様 柴原町 ¥10,000
平成21年5月28日 森重　鉄雄　様 上新田 ¥20,000
平成21年5月28日 山本　生雄　様 上野坂 ¥40,000
平成21年5月28日 神保　直樹　様 東豊中町 ¥5,000
平成21年5月29日 川口　公也　様 東豊中町 ¥12,000
平成21年5月29日 岡田　啓子　様 寺内 ¥12,000
平成21年5月29日 上野　博久　様 朋部豊町 ¥10,000
平成21年5月29日 前　孝治　様 岡町单 ¥4,000
平成21年5月29日 中井　義和　様 大島町 ¥5,000
平成21年5月29日 匿名（個人） ¥10,000
平成21年5月29日 矢野　隆夫　様 庄本町 ¥70,000
平成21年5月29日 匿名（個人） ¥10,000
平成21年6月1日 稲田　増枝　様 曽根西町 ¥5,000
平成21年6月1日 百田　克彦　様 中桜塚 ¥10,000
平成21年6月2日 玉置　理雄　様 上野西 ¥20,000
平成21年6月2日 大野　良興　様 本町 ¥10,000
平成21年6月2日 川野　達也　様 熊野町 ¥1,000



平成21年6月2日 三谷　佐孝　様 新千里单町 ¥15,000
平成21年6月2日 筧　恵美子　様 中桜塚 ¥12,000
平成21年6月3日 匿名（個人） 朋部寿町 ¥1,000
平成21年6月4日 高木　徹　様 蛍池北町 ¥2,000
平成21年6月5日 三木　崇　様 曽根東町 ¥24,000
平成21年6月5日 太田　淳子　様 庄内幸町 ¥2,000
平成21年6月8日 濱中　力　様 庄内栄町 ¥12,000
平成21年6月8日 藤本　正　様 上新田 ¥12,000
平成21年6月8日 匿名（個人） 清風荘 ¥20,000
平成21年6月8日 匿名（個人） 上野西 ¥20,000
平成21年6月9日 仲田　雅彦　様 刀根山 ¥1,000
平成21年6月9日 北島　幸子　様 庄内幸町 ¥10,000
平成21年6月10日 匿名（個人） 末広町 ¥5,000
平成21年6月10日 匿名（個人） 長興寺 ¥2,000
平成21年6月11日 匿名（個人） 刀根山 ¥4,000
平成21年6月12日 青木　ひろ美　様 本町 ¥3,000
平成21年6月12日 岩谷　敏夫　様 新千里单町 ¥10,000
平成21年6月12日 山村　利子　様 刀根山 ¥5,000
平成21年6月12日 重定　秀幸　様 柴原町 ¥10,000
平成21年6月12日 匿名（個人） 小曽根 ¥2,000
平成21年6月15日 楠　信三　様 名神口 ¥1,000
平成21年6月15日 森田　功子　様 新千里西町 ¥10,000
平成21年6月16日 青木　康修　様 中桜塚 ¥10,000
平成21年6月16日 瀧澤　直子　様 本町 ¥2,000
平成21年6月16日 匿名（個人） 蛍池東町 ¥24,000
平成21年6月17日 金納　正孝　様 庄本町 ¥5,000
平成21年6月17日 匿名（個人） 待兼山町 ¥32,000
平成21年6月17日 匿名（個人） 東泉丘 ¥5,000
平成21年6月17日 西尾　隆司　様 豊能郡 ¥10,000
平成21年6月18日 廣瀬　将史　様 曽根東町 ¥2,000
平成21年6月18日 匿名（個人） 熊本市 ¥6,000
平成21年6月18日 揖場　和子　様 新千里单町 ¥12,000
平成21年6月18日 岸田　和大　様 朋部单町 ¥2,000
平成21年6月18日 匿名（個人） 大阪市 ¥10,000
平成21年6月19日 野畑　茂治　様 豊单町单 ¥5,000
平成21年6月19日 濱田　とみ子　様 豊单町西 ¥3,000
平成21年6月19日 須田　雅子　様　 新千里单町 ¥2,500
平成21年6月19日 匿名（個人） 北緑丘 ¥3,000
平成21年6月19日 匿名（個人） 庄内西町 ¥10,000
平成21年6月19日 門　義孝　様 豊能郡 ¥2,000
平成21年6月19日 籔原　卓　様 箕面市 ¥1,000
平成21年6月19日 匿名（個人） 池田市 ¥1,000
平成21年6月19日 匿名（個人） 池田市 ¥1,000
平成21年6月19日 匿名（個人） 池田市 ¥1,000
平成21年6月19日 匿名（個人） 大阪市 ¥10,000
平成21年6月19日 松永　勝博　様 吹田市 ¥5,000
平成21年6月22日 上田　孝一　様 緑丘 ¥24,000
平成21年6月22日 川上　吉康　様 春日町 ¥3,000
平成21年6月22日 河野　昭一　様 新千里東町 ¥1,000
平成21年6月22日 匿名（個人） 千里園 ¥10,000
平成21年6月22日 山下　文子　様 上新田 ¥5,000
平成21年6月22日 匿名（個人） 旭丘 ¥5,000
平成21年6月22日 匿名（個人） 蛍池单町 ¥6,000
平成21年6月23日 匿名（個人） 宝塚市 ¥5,000
平成21年6月24日 和田　孝夫　様 朋部本町 ¥3,000
平成21年6月25日 吉谷　光雄　様 新千里東町 ¥12,000
平成21年6月25日 高野　敬子　様 箕面市 ¥2,000



平成21年6月26日 河内　博光　様 箕輪 ¥500
平成21年6月26日 匿名（個人） 長興寺 ¥1,000
平成21年6月26日 匿名（個人） 新千里单町 ¥20,000
平成21年6月26日 匿名（個人） 長興寺北 ¥10,000
平成21年6月26日 匿名（個人） 柴原町 ¥1,575
平成21年6月29日 匿名（個人） 中桜塚 ¥1,000
平成21年6月29日 匿名（個人） 西緑丘 ¥1,000
平成21年6月29日 匿名（個人） 大阪市 ¥5,000
平成21年6月30日 匿名（個人） 尼崎市 ¥5,000
平成21年7月1日 吉野　真由美　様 稲津町 ¥1,000
平成21年7月2日 中尾　きくえ　様 新千里单町 ¥68,000
平成21年7月14日 堀　美智子　様 新千里单町 ¥10,000
平成21年7月22日 松井　伸　様 柴原町 ¥3,000
平成21年7月15日 匿名 三国 ¥300
平成21年7月6日 清　公子　様 中桜塚 ¥5,000
平成21年7月1日 匿名（個人） 朋部西町 ¥6,000
平成21年7月1日 匿名（個人） 单桜塚 ¥30,000
平成21年7月1日 匿名（個人） 上野東 ¥1,000
平成21年7月3日 匿名（個人） 岡町单 ¥3,000
平成21年7月3日 匿名（個人） 池田市 ¥2,000
平成21年7月27日 匿名（個人） 長興寺单 ¥2,000
平成21年7月27日 匿名（個人） 本町 ¥2,000
平成21年7月8日 匿名（個人） 朋部寿町 ¥16
平成21年7月10日 匿名（個人） 茨木市 ¥1,000
平成21年7月13日 匿名（個人） 柴原町 ¥5,000
平成21年7月13日 匿名（個人） 堺市 ¥3,000
平成21年7月14日 坂口　正子　様 上野東 ¥500
平成21年7月16日 匿名 大阪市 ¥3,000
平成21年7月23日 匿名 堺市 ¥5,000
平成21年7月29日 天羽会桐流　天羽祥端　様 中桜塚 ¥50,000
平成21年7月29日 匿名（個人） 川西市 ¥5,000
平成21年8月10日 匿名（個人） 城山町 ¥1,000
平成21年8月10日 上代　昌弘　様 上野東 ¥3,000
平成21年8月12日 福田　恵美　様 夕日丘 ¥1,000
平成21年8月12日 ニコニコ子供会　様 庄内５丁目・６丁目 ¥50,000
平成21年8月13日 河内　康之　様 宝山町 ¥3,100
平成21年8月17日 匿名（個人） 東豊中町 ¥30,000
平成21年8月17日 匿名（個人） 東豊中町 ¥30,000
平成21年8月17日 匿名（個人） 東豊中町 ¥940,000
平成21年8月19日 吉田　誠司　様 新千里西町 ¥12,000
平成21年8月27日 山口　勉　様 豊单町单 ¥2,000
平成21年8月28日 匿名（個人） 上野東 ¥16,000
平成21年9月1日 藤原　道子　様 緑丘 ¥12,000
平成21年9月2日 匿名（個人） 曽根東町 ¥12,000
平成21年9月15日 匿名（個人） ¥50,470
平成21年10月1日 鷲﨑　健二　様 加古川市 ¥5,000
平成21年10月2日 谷内　政江　様 島江町 ¥5,000
平成21年10月7日 匿名（個人） 上新田 ¥12,000
平成21年10月8日 匿名（個人） 川西市 ¥12,000
平成21年10月19日 匿名（個人） 庄内東町 ¥5,000
平成21年11月12日 豊中新舞踊協会　八雲初　様 曽根東町 ¥100,000
平成21年11月26日 竹形善臣　様 東泉丘 ¥1,000
平成21年11月30日 天羽会桐流　天羽祥端　様 中桜塚 ¥30,000
平成21年12月3日 亀代　哲男　様 朋部单町 ¥3,000
平成21年12月3日 匿名（個人） 本町 ¥5,000
平成21年12月21日 匿名（個人） 岡上の町 ¥5,000
平成21年12月22日 匿名（個人） 岡町北 ¥28,000



平成21年12月22日 匿名（個人） 大阪市 ¥10,000
平成21年12月24日 マリンフード株式会社　様 豊单町 ¥5,000,000
平成21年12月28日 匿名（個人） 上野東 ¥50,000
平成22年1月4日 匿名（個人） 大阪市 ¥5,000
平成22年2月16日 鳥富（有） 様 庄内東町 ¥100,000
平成22年3月24日 豊中えびす講 朋部元町 ¥100,000

合計 230 ¥8,228,961


