
　
　
　

　

（個人）
ア行

浅野　昇一 ¥10,000 梅津　一孝 ¥30,000
有賀　秀子 ¥5,000 大宮　良文 ¥10,000
石橋　憲一 ¥20,000 大和 田琢二 ¥10,000
市村　　豊 ¥10,000 小川　晴子 ¥10,000
稲田　一郎 ¥10,000 奥山　　整 ¥10,000
猪熊　　寿 ¥30,000 押田　龍夫 ¥5,000
今井　邦俊 ¥30,000

カ行
角田　裕喜美 ¥10,000 姜　　興起 ¥30,000
影山　晴久 ¥10,000 口田　圭伍 ¥20,000
梶　　　隆 ¥10,000 国友　千帆 ¥10,000
勝俣　和悦 ¥5,000 久保田　政男 ¥10,000
加藤　喜市 ¥30,000 黒川　俊男 ¥10,000
門平　睦代 ¥10,000 玄　　学南 ¥20,000
金山　紀久 ¥40,000 小池　正徳 ¥20,000
亀谷　　勉 ¥5,000 耕野　拓一 ¥10,000
河合　正人 ¥10,000 小嶋　道之 ¥10,000
岸本　　正 ¥10,000 後藤　裕弘 ¥10,000
木村　賢人 ¥10,000

サ行
酒井  忠行 ¥5,000 嶋田　義治 ¥5,000
佐藤　栄輝 ¥10,000 白砂　孔明 ¥10,000
佐藤　禎稔 ¥10,000 杉田　　聡 ¥20,000
佐藤　基佳 ¥10,000 鈴木　一郎 ¥10,000
佐野　幸男 ¥5,000 鈴木　宏志 ¥30,000
佐保　寛志 ¥5,000 関本　裕至 ¥20,000
佐村　久夫 ¥5,000 　

タ行
髙木　俊雄 ¥5,000 俵　　　孝 ¥100,000
髙橋　一夫 ¥5,000 丹野　久夫 ¥10,000
高橋　定道 ¥10,000 辻　　　修 ¥20,000
高松　典雄 ¥10,000 寺島　義郎 ¥10,000
武士　甲一 ¥20,000 冨澤　　政 ¥10,000
田代　満春 ¥5,000 豊田　紀美子 ¥10,000
谷　　昌幸 ¥10,000 　

ナ行
中井　成也 ¥5,000 西佐古　求 ¥5,000

ご寄附いただいた方のご紹介   
  

寄附者のご芳名 

平成２３年４月１日から平成２３年９月３０日までの間にご入金を確認させていただきました、個

人１４２名及び企業・団体等６４団体から総額 ６,９２２,６６４円のご寄附をいただきました。 

   皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。 

 ご寄附をいただきました方々すべての皆様へ感謝の意を込め、ここにご芳名を掲載させていた

だきます。 

○お名前・寄附金額の掲載を希望されたご寄附者 

（五十音順・敬称略にて掲載させていただきます。） 



長澤　秀行 ¥50,000 西田　武弘 ¥5,000
中村　公英 ¥30,000 西村　吉正 ¥40,000
中村　昭二 ¥10,000 根本　健史 ¥10,000
中村 善次郎 ¥5,000 野口　豊 ¥5,000
西　　武久 ¥10,000 野並　雅章 ¥10,000

ハ行
花田　正明 ¥10,000 平田　昌弘 ¥10,000
濱崎　　裕 ¥5,000 福島　道広 ¥20,000
林　　克昌 ¥50,000 福田　健二 ¥10,000
林　　俊克 ¥10,000 堀　　次郎 ¥5,000
原　　光昭 ¥10,000 堀之内清志 ¥10,000
樋口　昭則 ¥20,000 本江　昭夫 ¥30,000

マ行
前田　一人 ¥10,000 宮上　　博 ¥5,000
前田　龍一郎 ¥30,000 宮原　和郎 ¥30,000
牧　　祐紀夫 ¥10,000 宮本　道男 ¥10,000
舛川　正晃 ¥10,000 三好　雅史 ¥10,000
増本　多喜子 ¥5,000 村田　浩一郎 ¥10,000
三竹　俊之 ¥30,000 森田　邦雄 ¥10,000

ヤ行
山田　　實 ¥5,000 吉村　　忠 ¥5,000
山内　章良 ¥10,000 和田　　明 ¥10,000
吉田　眞澄 ¥50,000 和田　大輔 ¥10,000
吉野　英治 ¥5,000 　

（企業・団体等）
ア行

秋山動物病院 ¥10,000
㈱アクト ¥10,000
出雲ペットクリニック ¥10,000
㈱エコＥＲＣ ¥10,000
㈱エヌシーおびひろ ¥10,000
医療法人社団　博仁会　大江病院 ¥10,000
帯広地方卸売市場株式会社 ¥130,000
帯広商工会議所 ¥50,000
帯広畜産大学生活共同組合 ¥50,000
帯広畜産大学同窓会宮城県支部 ¥20,000

カ行
川田工業㈱ ¥30,000

サ行
サンウエスト不動産㈱ ¥10,000
柴多歯科医院 ¥10,000
㈱ズコーシャ ¥600,000

タ行
大昭電気工業㈱ ¥10,000
多機能フイルター㈱ ¥20,000
(有)俵養蜂場 ¥10,000
㈱土谷特殊農機具製作所 ¥110,000
東洋農機㈱ ¥100,000
十勝農業協同組合連合会 ¥300,000

ナ行
内外施設工業㈱ ¥50,000



㈱日専連ジェミス ¥100,000

ハ行
ハラデンキ㈱ ¥200,000
富士金網製造㈱ ¥20,000
㈱べつかい乳業興社 ¥10,000
北王コンサルタント㈱ ¥50,000
北海航測㈱ ¥10,000
㈱北海清掃社 ¥20,000
北海道新聞帯広支社 ¥50,000
(社)北海道地域農業研究所 ¥10,000

マ行
宮坂建設工業（株） ¥400,000
森産業㈱ ¥100,000

ヤ行
㈱山本忠信商店 ¥50,000
ＹＳヤマショウ㈱ ¥50,000

○お名前のみ掲載を希望されたご寄附者
（五十音順・敬称略にて掲載させていただきます。）

　　　（個人）
芦澤　　明 高桑　　修
五十嵐　郁男 髙本　豊壽
浦島　　 匡 　 田中　　宏
江刺家　邦彦 出口　宣夫
大西　一光 ﾃﾞﾋﾞｯﾄ・ｷｬﾝﾍﾞﾙ
小田　有二 中川　欣三
折笠　善丈 日高　　智　　
柏村　文郎 益田　邦郎
川本　恵子 道下　健作
木田　克弥 宗岡　寿美
坂井　清治 山崎　栄樹
喜来　　望 　 横山　誠人
東海林　耕太郎

（企業・団体等）

合同会社トレックス

日油（株）

日本甜菜製糖（株）

㈱福原

特定非営利活動法人コミュニティシンクタンクあうるず

帯広ガス㈱

帯広商工会議所

帯広信用金庫

JA北海道中央会帯広支所

全国共済農業協同組合連合会北海道本部

㈱曽我

税理士法人　竹川会計事務所

十勝信用組合

㈱十勝毎日新聞社



○お名前の掲載を希望されないご寄附者
（個人） １４名 　
（企業・団体等） 8団体 　 　

※ご寄付者で、万が一お名前がもれている場合は、誠に恐縮ですが、
　総務課大学基金担当までご連絡下さい。
　　TEL　０１５５－４９－５９９５　　　　　FAX　０１５５－４９－５２９９
　　E-mail　u-kikin@obihiro.ac.jp

㈱柳月

㈱富士通エフサス北海道支社

社会医療法人北斗

ホクレン農業協同組合連合会帯広支所

北海道信用農業協同組合連合会帯広支所

北海道電力（株）

北海道バイオマスリサーチ㈱

よつ葉乳業㈱


