
株式会社 アートサービス丘 株式会社 サン・アート 株式会社 名古屋美術倶楽部

株式会社 アートジャパン靖山画廊 株式会社 山陰中央新報社 株式会社 新潟日報社

赤井一恵堂 株式会社 三渓洞 株式会社 西邑画廊

株式会社 秋田魁新報社 株式会社 山陽新聞社 株式会社 日美

株式会社 伊豆榮 株式会社 山陽百貨店 ＳＭＢＣ日興証券株式会社上野支店

株式会社 和泉画廊 株式会社 思文閣 公益財団法人 日本交通文化協会

株式会社 いのうえ 株式会社 下野新聞社 日本美術商事 株式会社

今井美術館 株式会社 新生堂 日本メナード化粧品 株式会社

株式会社 岩勝画廊 株式会社 酔心山根本店 株式会社 ハヤシ海運

株式会社 ウエマツ 株式会社 鈴木美術画廊 株式会社 阪急阪神百貨店

株式会社 大阪美術倶楽部 株式会社 生活の友社 有限会社 半澤美術店

岡村美術運送店 株式会社 靖雅堂夏目美術店 株式会社 美術年鑑社

おぐら美術 株式会社 そごう・西武 株式会社 ビジョン企画出版社

小津和紙（株式会社小津商店） 大雅堂 備前自動車教習所

株式会社 神奈川新聞社 株式会社 大丸松坂屋百貨店 株式会社 福屋

株式会社 金沢美術倶楽部 株式会社 太陽画廊 株式会社 藤崎

河原町画廊 大和証券 株式会社 株式会社 放光堂

如月美術（有限会社木本同人社） 株式会社 髙島屋 株式会社 北國新聞社

株式会社 喜屋 タカダメモリアルギャラリー 有限会社 丸栄堂

キヤノン 株式会社 株式会社 田島美術店 みずたに美術 株式会社

ギャラリー ゑぎぬ 株式会社 たづアート みずほ証券株式会社

株式会社 ギャラリー華陶 株式会社 中国新聞社 株式会社 三越伊勢丹

株式会社 ギャラリーぐんじ 株式会社 中日新聞社 株式会社 三越伊勢丹ホールディング

株式会社 ギャラリー和田 有限会社 鉄樹 株式会社 三好宝生堂

共同印刷 株式会社 医療法人社団 寺内医院 株式会社 村越画廊

株式会社 京都新聞ＣＯＭ 寺内遊神堂 株式会社 山形新聞社

株式会社 京都美術倶楽部 株式会社 天満屋岡山本店 山形放送株式会社

有限会社 金開堂 株式会社 東京美術倶楽部 株式会社 横井春風洞

株式会社 香山堂 有限会社 得應軒 株式会社 読売新聞大阪本社

株式会社 酒井京清堂 株式会社 ナカジマアート 有限会社 若山長江洞

令和４年度にご支援をいただきました皆様　　　

法人（五十音順 ： 令和４年１０月現在）



相澤　喜美子 石井　靖子 岩田　隆 大友　宣子

青沼　朱美 石谷　滋規 岩田　藤行 (ﾌｧｲﾝｱｰﾄいわた)大野　裕美

赤田　美砂緒 石谷　雅詩 岩谷　晃太 大場　茂之

赤田　友美 石川　あやの 岩藤　朝恵 大平　繭

秋山　伊穂子 石黒　紀子 岩永　てるみ 近江　友紀子

朝倉　三津子 石田　貴子 岩波　昭彦 大村　有香

朝倉　美彌子 石塚　惇子 岩村　冨美 大矢　十四彦

浅野　春雄 石村　雅幸 岩谷　勢子 大矢　夏目

浅野　英明 泉　晴行 上野　高 小笠原　光

浅埜　水貴 泉谷　文代 上野　直美 緒方　ミスエ

浅見　信夫 井芹　多津代 上原　幸子 岡野　規子

浅村　弥生子 磯部　孝司 宇治田　純子 岡本　志穂

麻生 弥希 市橋　豊美 宇城　翔子 小川　国亜起

足立　知美 出射　滿津子 臼井　治 小川　堯

足立　行男 井藤　一惠 臼井　良子 小川　洋子

阿部　任宏 伊藤　一善 薄波　靖子 奥村　佳世子

荒井　孝 伊藤　みさと 内山　尚己 奥山　たか子

新井　政明 伊藤　光雄 梅岡　徳子 小山内　勤

新井　まち子 稲員　頼子 梅津　道雄 小澤　和子

荒井　三重子 稻木　希久枝 浦上　義昭 小田切　恵子

阿良山　早苗 稲住　正子 江口　正忠 小田原　千佳子

安藤　貴久子 稲宮　昌子 江藤　紀世 小野　浩一

飯田　穂野香 井上　明敏 榎本　時子 斧　民栄

飯沼　春子 井上　厚 大石　朋生 小野　千寿子

井頭　康 井上　耐子 大泉　佐代子 小野田　優子

五十嵐　美鈴 井上　淑 大河原　典子 小野寺　啓

池上　望月 井上　玲子 大久保　智睦 尾花　和子

池田　早智 猪巻　明 大嶋　英子 小原　啓市

池野　扶其子 今井　美晴 大島　婦美枝 小山　進

石井　慶子 今村　孔久 太田　慶子 加来　万周

個人（五十音順・敬称略 ： 令和４年１０月現在）

令和４年度にご支援をいただきました皆様　　　

（御名前の掲載を希望されていない方は除いています。）　　　　



樫下　稔 木下　千春 小針　あすか 鹿間　麻衣

片山　開登 君田　和子 小牧　恵子 芝　康弘

勝部　雅子 木村　惠子 小松原　彩瑞 柴田　正博

勝山　貞子 木村　俊子 近藤　仁 澁谷　久美子

門井　直子 木村　治子 近藤　守 澁谷　祥子

加藤　厚 桐原　いずみ 齋藤　勝正 澤　静枝

加藤　清香 近藤　啓 齋藤　成美 (ｷﾞｬﾗﾘｰさいとう) 嶋岡　みどり

加藤　洋一朗 工藤　悦子 西藤　哲夫 島田　戴造

島　直樹 国井　髙代 齋藤　晴香 島田　隆司

野 千佳子　 久保　孝久 斉藤　博康 清水　薫

金子　洋平 倉橋　協子 齋藤　三紀 清水　操

狩野　和夫 黒澤　正 斎藤　康子 下川　辰彦

鎌田　文子 黒羽　裕子 齋藤　竜太 下島　洋貫

上継　友美子 桑原　恵子 酒井　龍一 下田　博子

神谷　菜穂 河野　修一 榊　孝陽 下村　明子

亀谷　勇美子 河野　哲也 坂元　洋介 下村　貢

狩俣　公介 河村　加代子 坂本　良子 重里　香

河合　重政 越川　たみ 佐々木　啓子 勝治　美知子

川上　綾子 (葵美術) 小柴　年弘 佐治　満澄 白井　進

川上　宗雪 小島　和夫 佐藤　悟 白石　皓大

川﨑　麻央 小島　加代子 佐藤　孝 白石　幸枝

川島　優 古谷　佳代子 佐藤　季 新藤　美希

川瀬　公基 児玉　京子 佐藤　美和子 神保　昌民

川地　ふじ子 児玉　浩和 佐藤　八生 末岡　瑞貴

菊地　禮蔵 後藤　嘉寿美 佐藤　龍生 菅原　美惠子

岸本　浩希 後藤　紳也 里見　敎 杉浦　左知

北尾　かおり 小林　一紗 佐野　正人 杉村　眞悟

北澤　龍 小林　希光 澤村　志乃武 杉山　寒月

北村　典子 小林　京子 塩先　晋照 杉山　紀美子

木下　武 小林　路子 塩﨑　泰介 杉山　紅

個人（五十音順・敬称略 ： 令和４年１０月現在）

令和４年度にご支援をいただきました皆様　　　

（御名前の掲載を希望されていない方は除いています。）　　　　



杉山　憲雄 高橋　孝正 塚本　惠子 中井　香奈子

杉山　洋子 髙橋　新三郎 辻　紀子 中内　共路

鈴木　恵麻 髙橋　孝子 辻井　聖子 中上　佳子

鈴木　一枝 髙橋　俊子 辻村　和美 仲川　千絵

鈴木　広太 髙橋　奈穂子 都築　則元 永田　耕治

鈴木　貞夫 高橋　裕子 角田　信四郎 中野　昌子

鈴木　早苗 髙橋　博幸 角田　範子 長野　洋子

鈴木　さよ子 髙橋　ユリ子 釣谷　みよ子 中村　潤子

鈴木　智香子 髙幤　佳代 出口　直介 中村　ひろみ

鈴木　淑子 高宮城　延枝 手塚　華 永吉　秀司

鈴木　夏江 瀧下　尚久 手中　道子 鍋島　能達

鈴木　至夫 田口　愛子 寺田　篤正 並木　功

鈴木　博稀 竹内　榮次 土居　三曜子 並木　秀俊

鈴木　靖代 竹澤　弘之 樋田　礼子 楢原　環

瀬川　亨 武田　一夫 東儀　恭子 新倉　嘉江

瀬川　玲子 竹田　ゆう子 土岐　智則 (ｷﾞｬﾗﾘｰ土岐) 西岡　悠妃

関　晶子 武富　誠一 徳井　正明 西川　光子

関口　庸子 田籠　由美子 德永　昇 西澤　秀行

勢田　秀明 (ｾﾀｷﾞｬﾗﾘｰ) 多治見　早苗 戸倉　志織 日塔　さえみ

瀬永　能雅 多々良　弘子 戸島　朋子 丹羽　順子

仙波　存乃恵 伊達　良 鳥巢　崇 沼田　修

染谷　聡之 田中　一樹 戸塚　和郎 野邊　ひろみ

楚里　清 田中　秀子 土肥　彩 岡　昭男

高岡　秀造 田中　宏明 富永　美香 橋本　光博

髙木　友明 田中　誠 鳥本　喜敬 長谷川 クニ子

髙田　咲惠 田中　百合子 鳥谷部　守 (懐玉堂) 長谷川 万秩子

髙田　峻典 谷　善徳 内藤　五琅 長谷川　美恵

髙田　久惠 玉井　伸弥 内藤　友美 秦　　誠

髙橋　喜代子 玉津　鈴美 仲　裕行 八谷　真弓

高橋　健 田宮　栄子 中井　一郎 波根　靖恵

（御名前の掲載を希望されていない方は除いています。）　　　　

個人（五十音順・敬称略 ： 令和４年１０月現在）

令和４年度にご支援をいただきました皆様　　　



羽子田　龍也 福家　清美 増田　皓子 宮下　真理子

濵田　君江 藤井　聡子 増田　幸子 宮田　有子

早川　圭子 藤井　茂 増田　淑子 宮武　廸子

林　泉 藤井　一 増本　寛子 三輪　さゆり

林　信吾 藤木　真木子 町田　笙子 三輪　ヒロ子

速水　敬一郎 藤城　正晴 松浦　惠子 椋　英子

原田　恭 藤田　和美 松浦　主税 村石　惠子

阪野　智啓 藤田　チヨ子 松尾　喜久子 村上　純子

日隈　映 藤田　時彦 松岡　歩 村上　文香

久松　雅枝 藤谷　實 松木　秋佳 村上　里沙

菱沼　明子 藤原　弘文 松下　雅寿 村田　潤治

日髙　正子 渕田　邦明 松田　知子 村田　林藏

日沼　進 (上野精養軒) 古田　忠 松竹　幸子 妻鳥　健

平　　正 古田　年寿 松原　秀伸 毛利　洋子

平櫛　弘子 古橋　みどり 松村　公太 茂木　史育 (茂木美術)

平末　初子 古谷　照美 松本　敏子 茂木　辰也

平野　博士 宝池　文暁 松本　勝 本地　裕輔

平野　由美子 星野　友利 松山　純子 森　通

平野　義文 細川　良治 丸尾　久子 守　みどり

平林　貴宏 堀田　智美 丸山　國生 森　義兼

平松潤一郎 (ｵﾘｴﾝﾀﾙｴｽﾃｰﾄ)本多　翔 三浦　長悦 森川　博幸

平松　銑一 前川　伸彦 水越　由喜 森下　麻子

平山　理 前園　裕子 水見　剛 森田　和彦

廣瀬　慶子 前田　正樹 皆川　都 森谷　善一郎 (森谷美術)

廣瀨　貴洋 前田　康博 (ﾏｴﾏｽ画廊) 南口　みどり 門司顕信(門司ﾌｧｲﾝｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ

廣田　晴彦 牧野　香里 宮川　佑介 八木　恵子

廣藤　良樹 牧野　伸英 三宅　太郎 安井　彩子

深見　早苗 真下　みや子 三宅　美里 安惠　隆司

福家　悦子 増尾　礼子 宮澤　芳一 矢動丸 惠美子

福島　禎彦 増沢　由紀子 宮治　綱 谷中　武彦

令和４年度にご支援をいただきました皆様　　　

（御名前の掲載を希望されていない方は除いています。）　　　　

個人（五十音順・敬称略 ： 令和４年１０月現在）



柳澤　宏畝 吉野　唯史

栁沢　優子 吉原　慎介

栁田　晃代 𠮷𠮷村　佳洋

山内　喬之 若山　隆志

山浦　めぐみ 渡邉　崇博

山縣　木棉子 渡辺　富栄

山川　令湖 渡邉　美喜

山岸　文子 藁谷　剛巳

山口　貴士 王　　培

山口　裕子

山﨑　佳代

山下　孝治

山下　紀幸

山下　マリ子

山田　雄貴

山中　隆成

山本　一博

山本　小夜子

山本　真一

山本　真也

山本　政彰

劉　煐杲

横山　由美子

吉家　研二

吉岡　圭子

𠮷𠮷岡　繁 (ヨシオカ画廊)

吉澤　光子

吉田　昭子

吉田　圭一郎

𠮷𠮷田　侑加

個人（五十音順・敬称略 ： 令和４年１０月現在）

（御名前の掲載を希望されていない方は除いています。）　　　　

令和４年度にご支援をいただきました皆様　　　
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