
■ NPOご支援者の皆さまをご紹介します ■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

2015 年（平成 27 年）2 月 20 日より 3 月末まで実施したクラウドファンディング【READYFOR】にご

参加頂きご支援頂いた方、並びにその期間に直接 NPO 口座へご寄付頂いた方をご紹介いたします。 

 

 ご支援ありがとうございました！ 心から感謝いたします！！ 

 皆さまのご期待に応えるよう、より良い活動を目指し、頑張ります！！！ 

 

 

   ● 【READYFOR】で 3000 円の引換券をご購入頂いてご支援頂いた方のお名前、ご住所などは、READYFOR と交

 渉を重ねて参りましたが、プライバシー保護の観点から開示されませんでした。ご本人のお申し出などにより当

 方で判明している方もいらっしゃいますが、公平を期すため、すべて同サイトで公開されたニックネームで公表

 させて頂きます。 

   ● 複数回に分けてご支援頂いた方は、合計額で公表させて頂きます。（判明する範囲で） 

   ● 敬称略。順不同。 

   ● 表記の誤りなどお気付きの点がございましたら、TVF2015@gmail.com までご連絡ください。 

 

 

       NPO 法人 市民がつくる TVF 事務局 

 

【100,000 円以上】 

 小林敏秀（東京都国立市） 

 筑紫ゆうな（東京都港区） 

 小林はくどう（東京都八王子市） 

 木下秀明（神奈川県秦野市） 

 

【50,000 円以上】 

 村井正己（東京都町田市） 

 川口真央（東京都新宿区） 

 平林正夫（東京都国立市） 

 中谷芙二子（東京都渋谷区） 

 minochiki 

 野澤俊雄（東京都大田区） 

 西山洋一（東京都世田谷区） 

 佐藤 実（神奈川県川崎市） 

 青木恒夫（神奈川県川崎市） 

 臼田孝弘（神奈川県横浜市） 

【30,000 円以上】 

 有沢準一（北海道留萌市） 
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 鈴木賢士（東京都国分寺市） 

 蒲 宏樹（東京都世田谷区） 

 李 容旭（東京都稲城市） 

 藤本正煕（東京都目黒区） 

 大山 昇（茨城県ひたちなか市） 

 大村皓一（大阪府大阪市中央区） 

 石川睦子（北海道芦別市） 

 松本恭幸（東京都練馬区） 

 櫻井宏哉（京都府宇治市） 

 藤井喜郎（神奈川県相模原市） 

 石川 勝（栃木県足利市） 

 西村好弘（京都府宇治市） 

 小野村高一（神奈川県横浜市） 

 国本隆史（東京都国立市） 

 高嶋芳男（東京都文京区） 

 広瀬之宏（京都府南丹市） 

 𠮷田 博（神奈川県川崎市） 

 前田義寛（東京都品川区） 

 

【10,000 円以上】 

 内田一夫（埼玉県川越市）   石崎繁光（神奈川県横浜市） 

 松田治三（広島県広島市）   高田 淳（東京都町田市） 

 川滿佐和子（埼玉県狭山市）   山内節美（東京都町田市） 

 谷口正治（兵庫県姫路市）   荻原義正（東京都町田市） 

 ヒジカタマサユキ    大野進二（山口県阿東地福下） 

 溝口正道（埼玉県上尾市）   岩本洋子（大阪府大阪市中央区） 

 金子豊一・喜代子（神奈川県横浜市）  ヨコタフサイチ 

 篠崎翼子（栃木県佐野市）   日比野立佳（東京都町田市） 

 川野昌子（千葉県習志野市）   鈴木誠一（宮城県仙台市） 

 五嶋正治     トウカイリンアキオ 

 堀切澄江（千葉県市川市）   又村 統（東京都多摩市） 

 ヒジカタマサユキ    福住尊眞（岐阜県可児市） 

 大宇根弘司（東京都町田市）   小川一夫（宮城県仙台市） 

 坂上秋生（和歌山市紀の川市）  森 富夫 

 瀧口壯太（千葉県野田市）   大野俊明（京都府京都市左京区） 

 加藤雅子（東京都練馬区）   田野 誠（東京都大田区） 

 中山陽洋（神奈川県川崎市）   森田 健（滋賀県大津市） 

 井部良一（神奈川県川崎市）   一柳通隆（東京都杉並区） 

 稲垣敬一（愛知県豊田市）   奥野邦利（東京都板橋区） 

 岡原正幸（東京都世田谷区）   加藤秀樹（埼玉県川口市） 

 関 幸徳（新潟県見附市）   岩瀬玲子（東京都港区） 



 原 勤（神奈川県川崎市）   高見悦子（愛知県豊田市） 

 高嶋 祥（千葉県船橋市）   今井悟朗（奈良県北葛城郡） 

 佐藤岳幸（東京都品川区）   小宮正丈（東京都目黒区） 

 小杉和己（静岡県浜松市）   小川明子（愛知県名古屋市緑区） 

 松本勲信（埼玉県越谷市）   松野良一（東京都八王子市） 

 城島めぐみ（神奈川県横須賀市）  森 郁子（北海道札幌市） 

 秦岡紀行（広島県広島市）   杉山幸登（神奈川県川崎市） 

 清水幸枝（神奈川県川崎市）   西村晴子（神奈川県横浜市） 

 青木 純（東京都世田谷区）   石原由美子（神奈川県川崎市） 

 仙波 晃（東京都世田谷区）   川合康央（神奈川県藤沢市） 

 相蘇和貴（東京都三鷹市）   D.S.（東京都港区） 

 大隅楠夫（神奈川県横浜市）   大出知典（愛媛県松山市） 

 大草真弓（京都府京都市伏見区）  大谷 治（広島県尾道市） 

 中沢あき（東京都渋谷区）   津田睦美（奈良県奈良市） 

 津野敬子・溝口尚美（兵庫県加東市）  栃木達也（神奈川県川崎市） 

 内藤正比呂（東京都港区）   日高道徳（広島県広島市） 

 白井雅人（東京都西東京市）   疋田 誠（東京都板橋区） 

 福岡典子（東京都北区）   堀田 豪（ 東京都中央区） 

 野田 隆（神奈川県横浜市）   mado 

 佐藤博昭（東京都板橋区）   牛頭 進（神奈川県川崎市） 

 杉本秀和（神奈川県鎌倉市）   三原弘充（神奈川県横浜市） 

 高橋締子（東京都世田谷区）   中岫昭仁（神奈川県横浜市） 

 下村健一（東京都目黒区） 

 

 

【10,000 円未満】 

 Tamai     けいちゃん 

 Tanzawa     応援団 

 日向ぼっこ    Masafumi（藤森正文） 

 Nappa（三浦菜穂子）   オブチカズオ 

 Sayoko Kumada    吉野和彦 

 宮本司     高橋聡 

 Junichiro yamaki    緒方登志也 

 神谷太     湯本雅典 

 福田淳志     米山肇 

 @yamanaichiro    Erice Oshimai 

 Gogonomori    Kameda 

 LIFE     Masao Hirooka 

 Masataka Banno    morimori 

 Naoki     Shota Tsuru 

 Tomo     Yasuto Yura 



 いのさん     うらら 

 かた焼き     せんたろう 

 たけむら     穴風 

 森俊成     北穂のボッカ 

 モカモ     green35 

 Kinoko     ばうかわ 

 田中宏幸     Norio Kobayashi 

 月のうさぎ    Takeshi Yoshida 

 Ryohei     いよくに 

 Kentaro Taki    YourFriend 

 高橋邦夫     細見勝典 

 菊池武熙     昼間行雄 

 Taro Waseda    田月仙 

 ササキヨウヘイ    太田慎一 

 Ken Tanimoto    kato 

 花山護     Yasuhiro Ujiiye 

 Suzusapp    柴田 和（東京都新宿区） 

 竹内 寛（神奈川県川崎市）   今崎和広（東京都青梅市） 

 荒井純子（東京都国分寺市）   加藤義郎（神奈川県横浜市） 

 藤原志保（大阪市大阪市浪速区）  藤井建男（神奈川県横浜市） 

 K.J.（東京都国分寺市）   石垣兼夫（埼玉県加須市） 

 山崎 清（滋賀県大津市）   寄木幸治（東京都八王子市） 

 松澤泰通（宮城県仙台市）   大島 進（埼玉県川越市） 

 鹿島正子（神奈川県横浜市）   佐藤好子（東京都日野市） 

 尾形嘉昭（宮城県塩釜市）   今井恵子（神奈川県横浜市） 

 水谷正信（愛知県安城市）   及川邦雄（奈良県大和郡山市） 

 内藤松子（東京都大田区）   三上 毅（東京都文京区） 

 今村 悟（神奈川県二宮町）   寺川香苗（神奈川県川崎市） 

 村上直子（滋賀県愛知郡愛荘町）  河野照夫（東京都板橋区） 

 スミダマサル    片山正晴（東京都世田谷区） 

 金澤 徹（滋賀県大津市）   越智 準（千葉県松戸市） 

 内山一樹（東京都渋谷区）   尾作 武（東京都町田市） 

 長田構一（石川県金沢市）   宮城道良（愛知県名古屋市） 

 高橋典照（東京都渋谷区）   伊勢文夫（宮城県仙台市） 

 伊藤良子（愛媛県新居浜市）   原田恵美子（愛知県新居浜） 

 河野寿美子（愛媛県新居浜市）  荻野信夫（茨城県つくば市） 

 長妻 洋（茨城県守谷市） 

 

           以上 

 

 


