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＜正会員に登録頂いた皆さま（2015年 12月１日～2016年 5月 31日）＞ 

青島 浩幸 小川 清美 島田 良子 常木 育美 花木 典子 宮下 洋子 

青島 真由美 荻野 英朗 清水 保男 寺島 龍一 林 繁信 宮野 誠二 

赤川 大 荻野 康子 清水 利佳 寺島 慶子 開 拓人 宮野 明美 

赤川 三佳 小栗 絢子 荘司 絵美 道寛 寿幸 広瀬 恵一 宮林 隆夫 

旭 雄士 小栗 悠 菖池 茂樹 道寛 由里 広瀬 裕子 村下 勇 

旭 桐子 尾塩 孝史 姿 哲也 戸田 一郎 福井 康太 村下 禮子 

五十嵐 務 尾塩 真子 杉浦 直巳 戸田 薫 福島 亘 飯 健治 

幾島 浩 小野寺 久美子 杉田 幸則 戸田 武宏 福島 朝子 飯 まどか 

幾島 敦子 上 隆義 杉田 康子 鳥内 禎久 藤井 由可子 毛利 信幸 

石井 武志 上 文佐乃 杉森 真一 鳥内 千晶 藤田 英治 毛利 祐子 

石井 郁子 河合 牧子 杉森 弘子 中川 佳秀 藤田 美佐子 森永 文夫 

石金 一洋 鬼原 健裕 高井 英子 中川 亜希子 方堂 千恵子 森永 ゆみ江 

石金 佳奈子 鬼原 ゆかり 高川 佳代子 中田 慶太 本田 繁 八木 信一 

石倉 きよ子 工藤 司 高島 衛 中田 彩子 本田 薫子 八木 恵子 

伊勢 洋 工藤 るみ子 高島 貢三子 長久 慎吾 前川 馨 安吉 永興 

伊勢 真由美 熊代 晃子 高畠 利明 長久 満 前川 久美子 安吉 佐知恵 

稲葉 邦夫 下条 竜一 高畠 淳子 長久 栄子 巻端 真紀 山口 宏幸 

岩城 聡 下条 由季子 宝島 一浩 中村 和馬 増岡 良彦 山口 昌代 

岩城 久代 河内 隆博 宝島 恵子 中山 正之 増岡 靖子 山口 修 

岩白 誠 河内 久美子 田口 昌宏 中山 育子 松田 茂 山口 恵美 

岩白 真美子 坂井 政彦 田口 靖子 中山 義寛 松田 香織 山崎 政行 

岩瀬 武 坂井 美津子 田中 健太郎 中山 直美 水島 みちよ 山崎 麻住実 

岩瀬 妙子 坂田 崇 谷崎 修一 奈辺 隆 三津島 淳 山下 康二 

大角 浩樹 坂田 優子 谷崎 千鶴 奈辺 晴美 三津島 典子 山下 利恵 

大角 美穂子 坂野上 満 塚本 勝宏 鍋谷 悟 三松 徳之 山本 憲文 

大坪 敏彦 笹井 隆康 塚本 須麻子 鍋谷 真智乃 三松 絹枝 山本 肇 

大坪 恭子 笹井 美保 辻 圭介 西田 直子 宮崎 賢行 腰田 恵子 

大野 博司 佐々木 一成 辻 啓子 西野 淳子 宮崎 和子 渡邊 康広 

大野 美香 佐々木 悦子 常木 修一 八幡 知樹 宮下 敬 渡邊 久子 

     渡辺 守人 

 

■正会員ご登録とご賛助のお願い 

 ファミリーの皆さまには、是非に正会員にお申し込みをお願いしております。また、今年度正会員の皆さまにつきましても、来

年度も同様にお申し込みをお願いいたします。 

 賛助金につきましては従来通り、いつでもお受けしております。当会の活動は全て非営利で行われ、その活動は会員の皆さ

まからのご賛助によって成り立っております。ご賛助は、各種のプログラム運営や各種大会への派遣補助等に充当しておりま

す。 

これまで定期的にご賛助くださっている方はもちろんのこと、初めての方におかれましても、私たちの活動にご賛同いただける

皆さまには是非に、賛助のお振込みをお願いいたします。（初めてご賛助くださる方には、ご面倒ですが、振込用紙の通信欄

にその旨、簡単にご一筆くださいますと幸いに存じます。） 

〈賛助金〉 

個人賛助  ：  １口  ３千円            団体賛助  ：  １口 １万円 

 郵便口座 00720-0-38833  スペシャルオリンピックス日本・富山（日本は、「ニッポン」としてください） 

〈お問合せ先 SON・富山事務局 E-mail  info@son-oyama.jp〉 

mailto:info@son-oyama.jp
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