
定額給付金を NPO に寄付することの意思表明署名 
 

以下に署名した私たちは、定額給付金を受給した場合、その一部または全額、あるいは

それに追加して、社会問題の解決に役立てていただくために、NPO に寄付することを意思

表明します。そして、給付を受けた方々が、同様に NPO に寄付することを呼びかけます。 
 

2009 年 4 月‐5 月 
 

定額給付金を NPO への寄付に（KNPO）関西ネットワーク 
 
 

番号 氏名 所属 
1 柏木宏 大阪市立大学 
2 直田春夫 NPO 法人 NPO 政策研究所 

市民活動フォーラムみのお 
3 鵜川まき NPO 法人 とよなか市民活動ネットきずな 
4 加福共之 NPO 法人 千里・住まいの学校 

NPO 法人 とよなか市民活動ネットきずな 
5 山本茂 NPO 法人 千里・住まいの学校 
6 松浦さと子 龍谷大学 
7 小室邦夫 ヒューマンスキル研究所 
8 西田裕 NPO 法人 ライフサポート YOU 

NPO 法人 やお市民活動ネットワーク 
9 堀江利代 NPO 法人 やお市民活動ネットワーク 

10 土本晶美 NPO 法人 やお市民活動ネットワーク 
11 牧口一二 NPO 法人 ゆめ風基金 
12 馬垣安芳 NPO 法人 ゆめ風基金 
13 上田五男 NPO 法人 ゆめ風基金 
14 橘高千秋 NPO 法人 ゆめ風基金 
15 山田紗保 市民 
16 山田千紘 市民 
17 橘高信江 市民 
18 細見圭 市民 
19 村上聡一 市民 
20 大場康司 ちくほう共学舎虫の家 
21 八幡隆司 NPO 法人 アド企画 
22 古田拓也 NPO 法人 障害者の自立を支えるサポートネットワーク 
23 山上隆子 NPO 法人 障害者の自立を支えるサポートネットワーク 
24 吉田栄作 NPO 法人 障害者自立生活センターおのみち・ 
25 久隆浩 近畿大学理工学部（教授） 



NPO 法人 市民事務局かわにし（理事長） 
26 横島毅 ㈱再開発研究所（代表） 

NPO 法人 市民事務局かわにし（理事） 
27 松村若葉 NPO 法人 市民事務局かわにし 
28 小柳敎子 NPO 法人 市民事務局かわにし 
29 三井ハルコ NPO 法人 市民事務局かわにし 
30 岩永清滋 NPO 法人 NPO 会計税務専門家ネットワーク 
31 榛木恵子 NPO 法人 関西 NGO 協議会 
32 宮下和佳 NPO 法人 関西 NGO 協議会 
33 田中十紀恵 NPO 法人 関西 NGO 協議会 
34 瀬良香織 NPO 法人 関西 NGO 協議会 
35 田村太郎 ダイバーシティ研究所 
36 楠木重範 NPO 法人 チャイルド・ケモ・ハウス 
37 星温子 主婦 
38 星直人 会社員 
39 加藤章子 事務員 
40 草間久美子 公務員 
41 草間秀一 公務員 
42 片山利之 会社代表 
43 片山博子 会社役員 
44 亀田彩子 会社員 
45 東延代 事務職員 
46 東忠弘 画家 
47 飯沼正晴 NPO 法人 ドネーションシップわかちあい 
48 渡部眞裕美 NPO 法人 ドネーションシップわかちあい 
49 向谷地明 会社員 
50 向谷地ひとみ 会社員 
51 片山明子 会社員 
52 飯沼有希 ミュージシャン 
53 飯沼美幸 主婦 
54 立川さき NPO 法人 ドネーションシップわかちあい 
55 江口 聰 NPO 法人 しみん基金・KOBE 
56 植田 奈保美 NPO 法人 ひらかた市民活動支援センター 理事長代行 
57 渡邊 宏二 NPO 法人 ひらかた市民活動支援センター 
58 市山 二郎 NPO 法人 ひらかた市民活動支援センター 
59 中川 欽太 NPO 法人 ひらかた市民活動支援センター 
60 中村 仁美 NPO 法人 ひらかた市民活動支援センター 
61 重村 雅世 NPO 法人 ひらかた市民活動支援センター 
62 尾池 晶子 NPO 法人 ひらかた市民活動支援センター 



63 近堂 真理 NPO 法人 ひらかた市民活動支援センター 
64 早瀬昇 社会福祉法人 大阪ボランティア協会 
65 筒井のり子 龍谷大学 
66 岡村こず恵 社会福祉法人 大阪ボランティア協会 
67 海士美雪 NPO 法人 あしや NPO センター 
68 杢千秋 NPO 法人 日本福祉文化研究センター 
69 杢ふみ子 市民 
70 喜谷和子 NPO 法人 日本福祉文化研究センター 
71 松井幸子 NPO 法人 日本福祉文化研究センター 
72 真嶋克成 NPO 法人 とんだばやし国際交流協会 
73 谷川いずみ 財団法人 大阪 YWCA 
74 服部隆志 アーユス関西、NGO 自敬寺 
75 藤野達也 財団法人 PHD 協会 
76 宮川藍子 主婦、歌手 
77 宮川秀生 会社員 
78 金陽愛 NPO 法人 ドネーションシップわかちあい 
79 歌藤千津子 作業療法士 
80 歌藤英樹 会社員 
81 野村春来 主婦 
82 渡辺梨恵 会社員 
83 伯耆みさお 無職 
84 青木照美 会社員 
85 青木信之 会社員 
86 青木久志 無職 
87 青木静子 無職 
88 三木秀夫 NPO 法人 大阪 NPO センター 
89 山田裕子 NPO 法人 大阪 NPO センター 
90 長井美知夫 NPO 法人 大阪 NPO センター 
91 鍵谷誠一 NPO 法人 たかつき市民活動ネットワーク 
92 森玲子 広島大学 
93 塩澤ふき江 市民 
94 塩澤幸子 市民 
95 菅原良平 AJU 自立の家わだちコンピュータハウス 
96 芝本祐造 会社員 
97 山本 正昭 アルバイト 
98 山本 祥子 派遣社員 
99 交久瀬 清香 学生ネットワーク「かささぎ」 
100 竹原 俊夫 枚方さくら会  
101 米原 耕治 NPO 法人ひらかた市民活動支援センター 



102 神野 陽子 太極拳・気功サークル 
103 吉田 幸子 （社）アジア協会アジア友の会 枚方地区会 
104 井上ひろ子 主婦 
105 川井田祥子 大阪ボランティア協会 
106 近藤鞠子 市民ライター 
107 牧口 明 社会福祉士 
108 井村 惠美 ぱそこん＠サポート 
109 鍛治谷 知宏 NPO 法人ひらかた環境ネットワーク会議 
110 長尾 直枝 しをり舞踊会 
111 堂之上 葉 個人 
112 君家 世嗣 NPO 法人ウィズ学習研究会 
113 天野 由紀代 （社）アジア協会アジア友の会 枚方地区会 
114 若林 利行 LIP 編集局 
115 中谷 章代 NPO 法人 ハートネット 
116 下野 浩 NPO 日本移植者協議会 
117 大塚 憲昭 NPO 法人里山倶楽部 
118 長尾 幸男 NPO 法人里山倶楽部 
119 長尾 啓子 NPO 法人里山倶楽部 
120 竹本 徳子 東北大学大学院生命科学研究科（特任教授） 
121 永村 実子 まちづくりネットワークＩＮなにわひがし 
122 南純 子 NPO 法人ゆめ風基金 
123 金森 康 NPO 法人ソーシャル・デザイン・ファンド 
124 合田 享史 みんなでつくる学校 とれぶりんか 
125 多田 頼子 NPO 法人 りりあん 
126 高瀬 輝仁 野外体験学習事務所パワーズ・アウトドアエデュケーション 
127 浦上 恒子 枚方太極拳の会 
128 吉岡 逸郎 夢工房「輝」 
129 有信 岳彦 NPO 法人ひらかた地域通貨ひらりの会 
130 後藤 武 NPO 法人ひらかた地域通貨ひらりの会 
131 東 好秋 NPO 法人 NALC「天の川クラブ」 
132 澤村 一男 個人 
133 池川 雅夫 NPO 法人ひらかた市民活動支援センター 
134 中井 啓文 NPO 法人ひらかた市民活動支援センター 
135 星野 裕志 九州大学大学院経済学研究院 教授 

 CS 神戸トータルアドバイザー 

136 立田 英雄 社会保険労務士 

137 小林 清隆 CS 神戸トータルケアシステム推進事業部 

138 梅木 利恵 CS 神戸法人事務局 

139 坂本 登 CS 神戸副理事長 



140 国枝 哲男 CS 神戸まちづくり事業部 

141 飛田 敦子 CS 神戸支援事業部 

142 中村 保佑 KUC レストラン準備室 

143 中村 順子 CS 神戸理事長 

144 尾崎 力 NPO 政策研究所 
145 有田典代 NPO 法人関西国際交流団体協議会 

146 高羽淳一 NPO 法人関西国際交流団体協議会 

147 前田佐保 NPO 法人関西国際交流団体協議会 

148 河合将生 NPO 法人関西国際交流団体協議会 

149 片岡正彦 NPO 法人市民活動フォーラムみのお 

150 須貝昭子 NPO 法人市民活動フォーラムみのお 
151 下西まき NPO 法人市民活動フォーラムみのお 
152 東濱美咲 NPO 法人市民活動フォーラムみのお 
153 牧野紀之 NPO 法人市民活動フォーラムみのお 
154 佐藤 厚子 街づくり夢基金代表 
155 阪野 修 街づくり夢基金事務局 
156 佐野 美保 大阪市手話サークル連絡会，大阪市立大学大学院生 
157 西浦節子 NPO 法人コスモス医療福祉協会 

158 日比野次子 NPO 法人コスモス医療福祉協会 
159 太田美代子 NPO 法人コスモス医療福祉協会 
160 本多英子 NPO 法人コスモス医療福祉協会 
161 郡山絵利子 NPO 法人コスモス医療福祉協会 
162 荒谷香織 NPO 法人コスモス医療福祉協会 
163 阿部幸枝 NPO 法人コスモス医療福祉協会 
164 秋元多枝子 NPO 法人コスモス医療福祉協会 
165 進藤享子 NPO 法人コスモス医療福祉協会 
166 福井満弥 NPO 法人コスモス医療福祉協会 
167 平出弥生 NPO 法人コスモス医療福祉協会 
168 江田佐登子 NPO 法人コスモス医療福祉協会 
169 柴原美保子 NPO 法人コスモス医療福祉協会 
170 錺 栄美子 なにわ語り部の会 

171 山下 征紀 NPO 法人たかつき市民活動ネットワーク 

 

（注1） 所属は、本人確認の目的であり、所属団体の賛同を意味しません。 

（注2） 署名していただいた方々のリストは、KNPO のウエブサイトで紹介させていただきます。 

（注3） 定額給付金をすでに NPO へ寄付をされた方も、この署名に加わっていただけます、 

（注4） 賛同者の順番は、事務局にお送りいただいた順になっています。 

 


