
 
              

デーセンター機関車への支援ありがとうございました！ 



個展「あることについて｣  galerie"見る倉庫" 開催 

 

                        昨年 12 月に開催された上野倫可さん、横溝千夏さん 

２人の作家による個展「あることのついて」。 

                        作品の題材は利用者さんたちの「生き様」。 

 

                       「readyfor」という寄付サイトでたくさんの方にご支援頂き 

                        製作を実現することができました！！ 

                         

                        ｓ 

東京で活動されている作家のお二人には何度も大阪まで 

足を運んで頂き、全施設の利用者さんに密着した取材を 

して頂きました。 

その甲斐あって利用者さんの日常の姿、声、音、 

また人生そのものが作品となり「生の物語」を語って 

いました。作品を通じて多くの来場者に私たちの声 

が届けられたと思います。 

 

 

2014 年度 新規 

梅本昌二 田代浩典 梅本元子 小山英彦 小山大地 もりかわ歯科・矯正歯科 森川康之 前田俊子 

NEWS 



2015 年度 新規 

上田恵子 仲島真悠子 坂本純代 森岡新  

2014 年度 継続 

根田由美子 石田公徳 山﨑圭三 山﨑陽子 山﨑正則 荒木眞一 有尾かほる 小屋秀二 米津節子 山地雄平 西野茂 

葛川香澄 野田比奈 藤永淳二 藤永芳子 古田幸代 鈴木信哉 大槻英夫 長谷川幸子 小西頼子 出野美佐子 池田峻 

梅本良昌 梅本良子 間處史歳 高光由子 前川裕子 南部謙二 沢辺みかよ 岡田和子 三寶院/川瀬良禅 堀本京子 

渡辺祐子 筒井恵美子 畑まみ 殖栗美和子 乃一知子 田中光代 大宮景子 泉谷美千子 森眞理子 宮部秀和 平井毅 

宮部智勢子 山中富美男 小野山あみる 濱崎道子 匿名(1 名) 小林裕子 永野明秀 永和信用金庫天下茶屋支店 冨田俊哉 

福田六夫 常松清吉 福田正人 福田純二 田邊佐千子 今里政義 中東妙子 上野能里子 河合裕美 後良樹 黒木郁子 

大屋輝子 (株)大光/黒木浩二 奥野温子 伊藤康夫 井浪洋夫 歌門善一 八木秀雄 八木敏子 清水洋子 平田雅美  

平田清子 平田美子 平井義丸 村林節子 松井眞 福島和子 双葉法律事務所/梁英子 堀政治 大槻文恵 橋田龍志 

伊藤詩織 大橋千重子 太田景子 村山真知子 西勝弘 西川美幸 竹中上子 山口留美子 坂本アリサ 山田正雄 薮内資子 

有尾祐彦 森公子 小西孝子 岸桂子 木村朋毅 田中保治 鈴木友治 村山龍一郎 村山繁樹 山之内増男 沖村諭孝  

今中正己 岩本和美 西川明子 宮本恭子 梅本哲男 松村華代 高橋久子 勝山裕子 田中貞子 杉本マリ 大井攝子  

榊原信之 原田進 廣本三枝子 原田百合子 渡辺正樹 堀田治美 前堂則子 小川陽清 福田淑子 井木真知 山﨑安子 

中山茂 安田由美子 河野良子 長沼奈緒子 小野季代子 山口敦子 西田フミ子 森江行雄 神崎修 太田晴美 山本明美 

髙井靖明 中橋弘晃 瀧山恭子 原田啓司 岡カネ子 ハートフルライフ交通(株)/池上寛 三島隆一郎 神童俊雄 田辺隆子 

鶴田久美 勝川勝夫 佐藤美也子 青木康 玉置敦子 竹林典子 矢野光子 松井延子 武居友子 黒瀬紀久子 迫田吉生 

秋田正信 朝倉裕子 林均 林和子 岡本宏美 和田和子 髙野郁子 髙野繁 森葉子 牧迫民子 守山好子 金本京子  

中西孝子 西山廣司 小野幸子 (有)ウェルビー 後秀樹 村野知子 松井チエミ 原田浩 神田美穂 真鍋光子  

北川仁美 清家久美子 遠田順子 遠田至 亀井浩司 神﨑真理子 伊藤えり 工藤ひとみ 伊藤真美 魚井昭彦 

伊藤麗子 佐藤裕英 佐藤温子 佐藤由希 片山トキエ 利川慶子 小角隆 仲地弘 楠本恵亮 酒井佐和子 小澤文恵 村田好範 

岩戸美津江 高津由之 貫野旬子 瀬戸恵利子 木戸京子 橋田恵美子 中島裕文 勝山欣哉 進藤多代 匿名希望(5 名) 

吉村英子 武内計二 島森きみ子 (株)パオンメディカル/松井公一 小泉秀子 齊藤治 田代裕美子 上田久子 天野真紀子  

伊森雅彦 後藤逸郎 奥津矩男 中川直子 嶋恭加 阪井幸夫 北川昭子 南部信子山中美也子 梅本庸子 丹羽幸子  

(株)クラハラ 朴時夫 大川美代子 山本裕信 吉岡建設(株) 溝渕啓子 斎藤雅子 有尾雪江 加藤ヨーセツ(株)/加藤世里子 

酒井伸子 岡本潤和 髙夘富榮 五味侑子 今宿幸男 岡田満喜子 大井知子 阿部務 橋田國身 川辺美代子 吉田肇  

桂塩鯛 田代裕子 菅洋子 根田由美子 武内要三 光安寿三郎 南部由香里 竹本歯科医院/竹本博文 葛川久美子 夏川町子 

迎千咲子 金澤眞理子 佐藤靖子 今栁田智佳子 山崎康子 伊藤紘 伊藤佳代 伊藤岳洋 阪下由記子 清水洋子 安田規子  

澤村智恵子 山下淑子 龍昌子 岩下誠 神童美代子 浅井久子 友田洋子 光野濱子 石田淑子  

2015 年度 継続 

有尾克ひこ 有尾かほる 玉里光／玉里みどり 厨達夫 山地はるみ 安藤まゆみ 堀政治 桑原雅代 山川瑠美  

山地雄平 尾谷富美子 細野悦子 朝倉裕子 小林久子 小屋秀二 川谷徳彦 橋田奈穂 石田公徳 米津節子 梅本良昌 山﨑圭

三 山﨑陽子 山﨑正則 梅本良子 梅本昌二 間處史歳 泉谷美千子 村山龍一郎 村山繁樹 今中正己 堅田順一 西土政利 

小西頼子 葛川香澄 中野英一 岡田和子 前川裕子 髙光由子 中光治 藤永淳二 藤永芳子 鈴木信哉 古田幸代 前田俊子 

西野茂 野田比奈 長谷川幸子 出野美佐子 双葉法律事務所／梁英子 畑まみ 藤田和彦 青木康 (有)真鍋工作所  

大橋千重子 (有)トミーコーポレーション／冨田俊哉 堀本京子 大槻英夫 南部謙二 殖栗美和子 髙堂佳代子 後良樹  

八木秀雄 八木敏子 平田雅美 平田美子 飯田美紀子 片山トキエ 田中光代 中西孝子 大宮景子 小林裕子 森眞理子 

木村時計眼鏡店 山中富美男 中東妙子 中東三和子 福島和子 太田景子 宮部秀和 後秀樹 小野山あみる 篠田富子  

たこ焼工房 Sea & Sun／山口滋巳 匿名希望(1 名) 梅本哲男 福田六夫 常松清吉 福田正人 福田純二 田邊佐千子  



永和信用金庫天下茶屋支店 村野知子 河合裕美 松井眞 奥田裕子 永野明秀 奥野温子 渡辺祐子 橋田龍志 村田紀子  

平井義丸 薮内資子 小西孝子 竹中上子 大槻文恵 村山真知子 森公子 西川美幸 山田正雄 有尾則彦 猪尾利治 有尾祐彦 

筒井恵美子 田中幹衛／田中光凛 廣本三枝子 井浪洋夫 山口留美子 荒木節子 髙橋久子 勝山裕子 髙畑弘之 岩本和美 

山口敦子 西川明子 伊藤詩織 原田進 井木真知 西優子 平井毅 松村華代 榊原信之 小川陽清 中道順子 堀田治美  

大井攝子 安田由美子 大川美代子 菅野裕史 長沼奈緒子 前堂則子 吉見基子 原田啓司 山成嘉代子 山本明美  

西田フミ子 三島隆一郎 中橋弘晃 森江行雄 神童俊雄 岡カネ子 太田晴美 宮本恭子 竹林典子 利川慶子  

ハートフルライフ交通㈱／池上寛 黒瀬紀久子 佐藤美也子 匿名希望(3 名) 迫田吉生 沖村諭孝 松本薫 松本素子  

磯村由季 金本京子 秋田正信 松井チエミ 林均 林和子 小野幸子 松井延子 宮部智勢子 玉置敦子 神﨑修 武居友子  

鶴田久美 田辺隆子 歌門善一 魚井昭彦 神﨑真理子 古野宗代子 杉本マリ 伊藤真美 神田美穂 原田浩 西山廣司  

北川仁美 工藤ひとみ 佐藤裕英 佐藤温子 佐藤由希 山本智也 萱野加津夫 勝山欣哉 進藤多代 田代裕美子 

上田久子 島森きみ子 奥津矩男 仲地弘 瀬戸恵利子 森葉子 武内計二 ㈱パオンメディカル／松井公一 吉村英子 

真下幸子 亀井浩司 髙津由之 貫野旬子 伊藤麗子 山本敏行 楠本恵亮 中島裕文 花岡洋二 橋田恵美子 匿名希望(2 名) 

木戸京子 岩本和子 中川直子 小泉秀子 齊藤治 嶋恭加 天野真紀子 岩戸美津江 伊森雅彦 南部信子 溝渕啓子  

山中美也子 友田洋子 北川昭子 有尾雪江 山崎康子 斎藤雅子 ㈱クラハラ 梅本庸子 吉岡建設㈱／山本裕信 吉岡建設㈱ 

加藤ヨーセツ㈱／加藤世里子 松本興子 伊藤紘 伊藤佳代 伊藤岳洋 H.R.M.オフィス社会保険労務士法人／丹羽幸子  

光島由美子 髙橋紀代香 岡本潤和 今宿幸男 桂塩鯛 大井知子 岡田満喜子 酒井伸子 光野濱子 阿部務 橋田國身 木村朋

毅 五味侑子 安田規子 山下淑子 菅洋子 今栁田智佳子 髙夘富榮 光安寿三郎 小山英彦 田代裕子 澤村智恵子  

南部由加里 金澤真理子 田中保治 清水洋子 夏川町子 迎千咲子 齊藤真弓 石原郁子 阪下由記子 神童美代子 

川辺美代子   

2016 年度 継続 

有尾克ひこ 有尾かほる 厨達夫 堀政治 片山トキヱ 山地はるみ 小林久子 今中正己 桑原雅代 萱野加津夫 山川瑠美 

荒木眞一 泉谷美千子 朝倉裕子 米津節子 三井忠 細野悦子 山﨑圭三 山﨑陽子 山﨑正則 (有)眞鍋工作所  

尾谷孝子 尾谷冨美子 大橋千重子 柳川敏美 竹本歯科医院／竹本博文 村山龍一郎 村山繁樹  

 

 

2014 年度 寄付 

西優子 林やよい 井浪洋夫 浜埜千晶 畑誠 髙井ゆり 坂山克也 羽田崇子 菅野眞弓  

2015 年度 寄付 

西優子 網中秀子 宮崎啓／辻卓／西田悦子／落合恵美 菅野眞弓／畑誠／田代健信 丸谷太一／丸谷裕美子  

歌門善一 羽田崇子  

2016 年度 寄付 

西優子  

 

2014 年度 退会 

毛利清子 松田美幸 清水利春 織田孝志 矢野光子 伊芸茂子 内間孝子 田中貞子  

2015 年度 退会 

平田清子 瀧山恭子 太田勍正  

発行：「ゆうのゆう」後援会 郵便振替口座 00900‐4‐157766 

E-mail info@yourwing.org   年会費 １口 3000 円（個人） 10000 円（団体） 

〒557‐0042 大阪市西成区岸里東 1 の 5 の 25  ℡ 06-6656-1280 

法人ホームページ  http://www.yourwing.org 


