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竹田 と志 橋本 桂三 三木 艶子

竹村 アヤ 長谷川 雅司 水清 きみ

田中 善一 服部 洋 光岡 亮

田中 種三 原 晃 南方 登美子

田中 徳 樋口 富麻呂 宮井 速

田中 光顕 平泉 為造 宮本 竹逕

田辺製薬株式会社 平岡 徹 武藤 金太

谷村 アイ 平通 武男 武藤 実

谷村 俊子 平通 全子 村上 三島

田原 元子 平野 繁次郎 村上 忠雄

玉井 濱子 平野 龍夫 望月 信成

田万 明子 平野 龍治 望月 千枝子

田万 侃 廣田 松繁 本山 諧

辻 清子 福本 カヅヱ 百渓 正明

辻本 泰子 藤木 ヨシヱ 森 知

土屋 壽満 藤田 清太郎 森田 敦子

坪倉 修吉 藤田 元衞 森本 美津子

寺澤 清子 藤本 東一良 八木 正隆

寺田 三二 藤原 宗十郎 八代 武次

寺谷 修 古川 健造 安井 康起

土井 憲治 古橋 久子 矢野 元一

豊島 久七 古家 たか 山浦 秀刀

豊田 明美 古家 玲子 山川 葉子

中島 小一郎 冬木 理紗男 山崎 隆夫

中濱 慎昭 堀田 清子 山下 シズヱ

長田 捨三郎 穂積 武 山西 敏一

永田 多士良 堀中 彰夫 山本 成男

中津 海茂 堀中 公博 山本 フサ

中西 文三 前田 忠親 吉岡 彰

長野 マサ 前田 富夫 芳川 筍之助

中村 弥一郎 前田 富美子 吉村 芳野

中村 泰子 前田 直衛 和氣 枝子

鍋井 澄江 前田 豊 渡辺 房子

西川 信一 前場 百合野 Bernard H.Pucker

西村 計雄 牧山 雄一郎 Balthasar Ungern- Sternberg

庭山 慶一郎 松田 忠一

野田 三郎 松永 暘石

野村 広太郎 松林 高

野村 建夫 松宮 文明

橋本 関雪 松本 ひろ

橋本 喜造 松本 好晴
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青木 弥与子 大谷みちこ 児山 定固

赤羽 恒太 大橋 律子 近藤 辰子

赤松 修 岡村 重治朗 坂本 益男

浅野 楳吉 小沢 亀三郎 桜井 悦

阿部 孝次郎 小田 栄作 佐々木 治郎

阿部 晴彦 小野 千栄 佐藤 為次郎

天野 新一 梶山 孝雄 里山 正一

ｱﾒﾘｶﾝ･ﾌﾚﾝﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ委員会 梶原 緋佐子 澤田 田津子

新井 真一 勝田 哲三 澤田 虎雄

有馬さとえ顕彰会 勝谷 善作 沢田 ふじ子

家田 秋蔵 角 治子 株式会社三和銀行

家田 とよの 金子 正道 直原 玉青

家田 光夫 金田 嘉一郎 重松 鶴子

幾田 豊 亀岡 清太郎 島 成園

池島 茂子 菊池 二郎 島村 忠雄

池田 榮三 木崎 静子 清水 夫美子

池戸 宗三郎 岸田 卯兵衛 下村 裕

生駒 温子 岸本 貫之助 白井 充子

石井 武夫 北野 恒富 白川 朋吉

石濱 紅子 北野 真子 鈴置 恒子

井関 健夫 北野 正男 鈴木 正教

伊勢谷 慶子 北村 徳松 住友本社

ｲﾀﾘｱ国立ﾋﾟｺﾞﾘｰﾆ先史民族博物館 木村 いく 瀬良 陽介

伊藤 鳳雲 木村 貞造 善田 正男

今井 政治郎 清海 復三郎 全 和凰

岩津 富佐子 国枝 ぬい 相馬 伊右衛門

岩田 久子 国枝 芳郎 相馬 金次郎

上島 亀美子 久保田 金鱗 相馬 貞子

上本 俊平 倉田 陽三 十河 文子

卯里 欣侍 栗須 礼夫 曽根 清治

宇野 三智子 胡桃沢 源人 ダイキン工業株式会社

海野 美里 古賀 勝夫 高津 満

江川 宏 國領 昭子 高橋 元子

江口 治郎 小池 瑛蔵 田川 絵理

枝 和子 小菅 長次郎 田川 啓祐

大井 久子 児玉 節子 田川 幸

大阪ガス株式会社 後藤 慶子 田川 泉二

大澤 清 小林 健太郎 田川 與志雄

大谷 寛 小林 武夫 武居 巧

寄 贈 者 一 覧 〈敬称略、五十音順、2016年11月現在〉


