お名前の公表を了解された寄付者の皆様
平成１９年（２００７年）９月分

（敬称略）
寄付者

芹澤 正剛
平成１９年（２００７年）１０月分

（敬称略・50音順）
寄付者

市原 則之
エムシー中国建機株式会社
株式会社ティスコ
株式会社中野製作所
株式会社ナカボーテック中国支店
株式会社平岩家具
株式会社文華堂
株式会社ビーテックサービス
株式会社ヒロセキ
株式会社シーゲートコーポレーション
代表取締役社長 内野 正彦
川野 義明
岸田 典雄
キリン木材株式会社
代表取締役 竹内 德將
蔵田ファイリング株式会社
章栄不動産株式会社
タクシー協同チケット株式会社
代表取締役 友岡 茂良
友岡工業株式会社
中エンジニアリング株式会社
西上 和夫
新田 和代
広島ガス東部株式会社
横山 秀治
平成１９年（２００７年）１１月分

（敬称略・50音順）
寄付者

アオケン株式会社
安岐 英一
味の素株式会社中国支店
粟村 俊彦
イームル工業株式会社
取締役社長 戸井 章夫
イワタニ山陽株式会社
上田昆布株式会社
梅田株式会社

浦上 敏臣
エフエムレーザテック株式会社
大阪断熱株式会社広島営業所
大杉会計事務所
岡本電機株式会社
オタフクソース株式会社大阪支店
有志一同
柿本 元
鹿島道路株式会社中国支店
株式会社アイ・エス・シー
代表取締役 小田 誠記
株式会社朝日オリコミ広島
代表取締役社長 佐伯 正道
株式会社あじかん
株式会社有馬労働衛生コンサルタント事務所
株式会社アルフォーム広島
株式会社イー・ワークス
株式会社ウィング広島
代表取締役 上野 弘文
株式会社ＳＲＡ西日本
株式会社ＮＨＫアイテック広島支社
株式会社エネルギア人材ソリューション
株式会社沖本組
代表取締役 沖本 佳彦
株式会社オリエンタルコンサルタンツ中国支店
中国支店長 長屋 定政
株式会社海田金属
株式会社久栄建設
株式会社紀陽
株式会社共立ハウジング
株式会社クリエイト・エンジニア
代表取締役 田原 玲次
株式会社香月堂
代表取締役 藤川 明久
株式会社鴻治組
株式会社ゴエイ
代表取締役 宮野 浩
株式会社小林秀商店
代表取締役社長 小林 亮介
株式会社コムズ
株式会社サエラ
株式会社産機広島工場
株式会社三建アクセス
株式会社スガノ
代表取締役 菅野 康則
株式会社スパーク

株式会社セブンリバー
代表取締役 井上 節夫
株式会社センタークリーナー
株式会社全農広島直販
株式会社せんぼう
株式会社竹永鉄工所
株式会社地域計画工房
株式会社中国新聞文化事業社
株式会社トーワテクノ
代表取締役 菊地 基和
株式会社中元自動車
代表取締役 中元 英明
株式会社中山産業
株式会社ナビオ
株式会社ニックネーム・ドットコム
株式会社日立ビルシステム中国支社
支社長 久兼 誠治
株式会社皮膚細胞活性研究所
代表取締役 藤川 冨士男
株式会社ヒラオカユニ
株式会社ひろし本店
株式会社広島ホームテレビ
株式会社ヒロテック
株式会社ヒロマツリース
株式会社ブイコーポレーション
株式会社福田電工
株式会社モンテカルロ
代表取締役 森田 映一
株式会社山城屋
株式会社吉建工業
代表取締役 吉田 孝一
株式会社リョーイン
執行役員 広島営業所長 村 敬二
株式会社歴清社
代表取締役 久永 清治
カルビー株式会社
神原 義春
企業組合ニッショク
木谷 義明
行政書士井上惠公事務所
公認会計士石橋三千男事務所
三光電業株式会社
代表取締役 森脇 喜美代
重森板金工業株式会社
代表取締役 重森 修一
塩見 睦幸
商工組合中央金庫広島支店

白川 直澄
伸商金物株式会社
ゼネラル建設株式会社
代表取締役 中田 和夫
大銑産業株式会社
大東工業株式会社広島支店
武田 直隆
谷平 道雄
ダン環境設備株式会社
代表取締役 檀上 敏郎
中国企業株式会社
中国新聞企画開発株式会社
中国電機製造株式会社
取締役社長 平岡 和司
中国電子機器株式会社
中電工業株式会社
テムシステム有限会社
同和鋼材株式会社
トーホー株式会社
徳永 禮次郎
トム・エンジニアリング株式会社
巴電業株式会社
灘野会計事務所
灘野 毅
西谷商事株式会社
西日本ヒルコン株式会社
仁瓶 義夫
日本ギア工業株式会社広島営業所
日本無線株式会社
日本ユニシス株式会社中国支店
野村證券株式会社広島支店
バイソク株式会社
代表取締役 井上 格太郎
広島県酒造組合
広島県薬業株式会社
広島テレビ放送株式会社
広島日本電子工業株式会社
広島フレンドリークラブ
会長 藤田 恵子
福屋不動産株式会社
藤井 仁毅
藤岡工業株式会社
藤田工産株式会社
富士電機システムズ株式会社
西日本支社中四国支店
プリマハム株式会社中四国支店

堀江 泰人
宮田 進
宮田油業株式会社
山口 治
山下 恒有
有限会社伊藤塗装
有限会社マツバラ資材
有限会社広島放送アートセンター
岡 公義
吉田 幹夫
吉田設計有限会社
代表取締役 吉田 利幸
渡辺化学工業株式会社
平成１９年（２００７年）１２月分

（敬称略・50音順）
寄付者

浅原 利正
アルカエンジニアリング株式会社
永進産業株式会社
大井建興株式会社中国・四国支店
おおぞら建研有限会社
代表取締役 菅原 博
岡野機工株式会社
株式会社アーバンコーポレイション
株式会社ＲＣＣフロンティア
株式会社ＲＣＣ文化センター
株式会社池久保電工社
株式会社ウイン広島支店
株式会社オーアンド・オー
株式会社オムエル
代表取締役社長 河野 博行
株式会社合同総研
株式会社沢田美術
株式会社ＧＫデザイン機構
栄久庵 憲司
株式会社ジーテック
株式会社新出光広島支店
株式会社セイナス
株式会社千歳屋商店
株式会社中国しんきん総合サービス
株式会社中国新聞社
株式会社中国新聞情報文化センター
株式会社中国新聞販売センター
株式会社中国新聞福山制作センター

株式会社千代田組中国支店
支店長 高比良 和則
株式会社ツチヨシ産業
株式会社デンソー中国
代表取締役 早川 英雄
株式会社なかまち
株式会社ナンカイ
株式会社西日本シティ銀行広島支店
株式会社日本製鋼所広島製作所
株式会社野間鋳造所
株式会社日立情報システムズ
株式会社広島県リースタオル
代表取締役 井藤 秀夫
株式会社広島毎日広告社
株式会社広島マツダ
代表取締役 松田 哲也
株式会社三井不動産ホテルマネジメント
三井ガーデンホテル広島
株式会社メディア中国
広芸運輸株式会社
木野川紙業株式会社
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社広島支店
支店長 武田 則之
島屋器械株式会社
城東商事株式会社
代表取締役 伊藤 勇
綜合エナジー株式会社
第一ゴム工業株式会社
中国印刷株式会社
中電プラント株式会社
テンパール工業株式会社
取締役社長 漆島 宗作
東芝プラントシステム株式会社
中国支店
凸版印刷株式会社西中四国事業部
取締役事業部長 石田 義行
西日本高速道路株式会社中国支社
ニッタテクノ株式会社
日本政策投資銀行中国支店
平成１９年度在籍者有志
広島県自転車協同組合
広島市菓子協同組合
広島総合法律会計事務所
堀江 正憲
真志田建材株式会社
松井商事株式会社
水野 廉平

村重 芳雄
有限会社大塚工業
有限会社頓田自動車商会
平成２０年（２００８年）１月分

（敬称略・50音順）
寄付者

内山 弘由
エイフク株式会社
江口 直史
オムロン株式会社広島営業所
株式会社アーバンコミュニティ
株式会社エネルギア・ライフ＆アクセス
株式会社サニクリーン広島
株式会社サンテック広島支社
株式会社大広西日本
代表取締役社長 栗田 欣明
株式会社テイケイ西日本
株式会社日本パーカーライジング広島工場
代表取締役 相馬 文宣
株式会社ひろしまケーブルテレビ
株式会社ヒロテックス
代表取締役 江口 直史
株式会社古田材木店
代表取締役 古田 晃
株式会社松野商店
菊地 健
杭谷 一東
ザ・パック株式会社
産興株式会社
取締役社長 灘 和憲
ダイアート株式会社
ダイダン株式会社中国支店
中電環境テクノス株式会社
日本国土開発株式会社広島支店
マロックス株式会社
三菱重工業株式会社広島製作所
山栄水産株式会社
有限会社ウエスギ薬局
有限会社大塚工業
有限会社小幡商店
有限会社千鳥化粧品店
代表取締役 白根 敬子
笑今商会
代表 川野 邦治

平成２０年（２００８年）２月分

（敬称略・50音順）
寄付者

五日市商工会商業部会
黄金山さくらの会
オーダーサロン株式会社マルエス原田
代表取締役 原田 定信
株式会社河崎組
代表取締役 奥田 耕一
株式会社山陰合同銀行
株式会社シンギ
株式会社大進本店
株式会社中国銀行
取締役頭取 永島 旭
株式会社中国しんきんカード
株式会社中国しんきんリース
株式会社中国新聞広告社
株式会社ビバックス
株式会社福屋
株式会社マルバヤシ
株式会社もみじ銀行
サンツウ株式会社
山陽企興株式会社
代表取締役 金谷 慶子
しまなみ債権回収株式会社
大同産業株式會社
中国高圧コンクリート工業株式会社
中国ゴム印株式会社
戸林鉄工株式会社
日本テクニクス株式会社
ひろぎん保証株式会社
ひろしまジンザイサポート株式会社
広島トヨペット株式会社
代表取締役 古谷 敏明
広島洋紙株式会社
三井造船株式会社中国支社
有限会社マックコンサルタンツ
代表取締役 川西充宏
有限会社八坂運送
平成２０年（２００８年）３月分

（敬称略・50音順）
寄付者

アイオ株式会社
アイオ・ティ・アンド・ピー株式会社
安佐商工株式会社
アサヒビール株式会社西中国統括支社

上田 宏
ウツミ屋証券株式会社
代表取締役社長 打海 英敏
浦上 泰樹
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社中国支店
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社中国支店
エヌ・ティ・ティ中国電話帳株式会社
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社中国支店
ＮＴＴファイナンス株式会社中国支店
株式会社阿部洋酒店
株式会社アンフィニ広島
株式会社イトー
株式会社伊予銀行広島支店
株式会社牛尾煙火製造所
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国
株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト
株式会社エヌ・ティ・ティネオメイトサービス中国
株式会社ＮＴＴファシリティーズ中国支店
株式会社エネルギア不動産
株式会社オーピーエヌ
株式会社キーレックス
株式会社ジェイアール西日本広島メンテック
株式会社ＪＴＢ中国四国
代表取締役社長 秦 一男
株式会社髙野電気商会
代表取締役 髙野憲一郎
株式会社谷組
株式会社中国シッピングエージェンシイズ
株式会社中国新聞システム開発
株式会社中国博報堂
株式会社中国パワーシステム
株式会社中国放送
株式会社中電工
株式会社テレビ新広島
株式会社日本航空インターナショナル広島支店
株式会社日本食生活改善指導会
株式会社間商会
株式会社百十四銀行
株式会社広島銀行
株式会社広島バスセンター
株式会社船屋
株式会社ふれあいチャンネル
株式会社ホテルグランヴィア広島
株式会社本田春荘商店

株式会社マルエス原田
代表取締役 原田 定信
株式会社みずほ銀行広島支店
株式会社モルテン
株式会社横田工業商会
キリンビール株式会社
小泉 隆司
広成建設株式会社
五洋建設株式会社有志一同
財団法人ひろぎん経済研究所
佐々木 和人
佐藤建設工業株式会社広島支店
三泰産業株式会社
社団法人広島ビルメンテナンス協会
森金属工業株式会社
生活協同組合ひろしま
ソフネットジャパン株式会社
立山 智子
中央三井信託銀行株式会社広島支店
中国ＳＣ開発株式会社
中国建材工業株式会社
中国新聞輸送株式会社
中国電力株式会社
中四国宇部コンクリート工業株式会社
土井 博満
西日本電信電話株式会社広島支店
西日本旅客鉄道株式会社
日興コーディアル証券株式会社広島支店
俵谷 利幸
広川株式会社
ひろぎんウェルスマネジメント株式会社
ひろぎんオートリース株式会社
ひろぎんカードサービス株式会社
ひろぎんビジネスサポート株式会社
ひろぎんモーゲージサービス株式会社
ひろぎんリース株式会社
広島駅弁当株式会社
代表取締役社長 中島 和雄
広島ガスグループ
広島県中小企業共済協同組合
理事長 林 恵介
広島県ビルメンテナンス協同組合
広島交通株式会社
広島市立八木小学校ＰＴＡ
広島信用金庫

広島ステーションビル株式会社
広島総合開発株式会社
広島電鉄株式会社
広島ロータリークラブ
文化印刷株式会社
豊徳株式会社
マツダ株式会社
みずほ信託銀行株式会社広島支店
三井住友海上火災保険株式会社
広島法人部長 吉持 敏彦
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社広島支店
南観音一丁目南部町内会
宮沢 ゆかり
山本設備工業株式会社
有限会社丸平電機商会
國鐡工株式会社
吉村建設株式会社

