
ご寄附いただいた方のご紹介 

寄附者のご芳名 

平成３０年１０月から平成３１年３月までの間にご入金を確認させていただきました、 

個人２８０名及び企業・団体等５７団体から総額１１,０９２,８８０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。 

○個人 

（五十音順・敬称略にて掲載させていただきます。） 

ア行 有賀 秀子 ¥10,000  大石 明広 ¥6,000 

 伊織 嬌子 ¥100,000  太田 守 ¥10,000 

 五十嵐 郁男 ¥20,000  大坪 秀典 ¥48,000 

 生田 和哉 ¥3,000  大橋 穣 ¥5,000 

 石川 智之 ¥10,000  小川 晴子 ¥20,000 

 石原 鮎美 ¥6,000  奥田 潔 ¥15,000 

 石原 貴文 ¥19,000  小倉 真輝 ¥3,000 

 石割 厚希 ¥3,000  小田 賢一 ¥6,000 

 井上 昇 ¥90,000  小田 有二 ¥20,000 

 内田 伸子 ¥100,000    

      

カ行 海田 芳隆 ¥3,000  姜 興起 ¥3,000 

 笠原 誠人 ¥8,000  口田 圭吾 ¥20,000 

 勝俣 和悦 ¥10,000  国友 千帆 ¥10,000 

 加藤 豊 ¥3,000  國寄 誠 ¥10,000 

 門平 睦代 ¥26,000  久保田 政男 ¥10,000 

 門屋 充郎 ¥180,000  倉園 久生 ¥33,000 

 印牧 馨 ¥10,000  栗田 志之利 ¥5,000 

 嘉屋 元博 ¥6,000  玄 学南 ¥33,000 

 川村 正洋 ¥10,000  小林 幹子 ¥5,000 

 木村 美紀 ¥3,000    

      

サ行 坂井 清治 ¥10,000  柴田 雄二 ¥10,000 

 坂本 さや香 ¥3,000  下野 研一 ¥20,000 

 佐藤 一也 ¥5,000  末広 彰 ¥10,000 



 佐藤 健一 ¥15,000  杉田 帆奈美 ¥3,000 

 佐藤 基佳 ¥10,000  鈴木 一郎 ¥100,000 

 佐村 久夫 ¥5,000    

      

タ行 髙石 竜一 ¥3,000  千葉 三都希 ¥8,000 

 髙木 俊雄 ¥10,000  辻 修 ¥20,000 

 高田 薫 ¥10,000  出口 宣夫 ¥100,000 

 髙橋 英三 ¥10,000  手塚 雅文 ¥21,000 

 高橋 伸治 ¥15,000  土器屋 美貴子 ¥10,000 

 谷本 省吾 ¥10,000    

      

ナ行 長澤 秀行 ¥50,000  中村 忠雄 ¥10,000 

 中島 司典 ¥3,000  西田 慎吾 ¥11,000 

 中野 昌明 ¥23,000  野並 雅章 ¥15,000 
      

ハ行 橋本 良行 ¥25,000  平岡 幹之助 ¥100,000 

 長谷川 姿子 ¥6,000  福島 道広 ¥30,000 

 花田 正明 ¥3,000  福田 健二 ¥10,000 

 濱﨑 裕 ¥5,000  藤田 淳 ¥10,000 

 早坂 純一 ¥15,000  藤村 裕一 ¥10,000 

 林 俊克 ¥10,000  堀田 努 ¥3,000 

      

マ行 舛川 正晃 ¥28,000  宗岡 寿美 ¥20,000 

 益田 邦郎 ¥10,000  村上 徹 ¥8,000 

 三竹 俊之 ¥10,000  村上 文朗 ¥5,000 

 宮﨑 さと子 ¥13,000  森 正彦 ¥10,000 

 宮原 和郎 ¥6,000  森井 恒幸 ¥20,000 
      

ヤ行 矢木沢 徳弘 ¥10,000  山本 哲也 ¥10,000 

 山岸 仁 ¥30,000  横尾 博 ¥30,000 

 山口 将 ¥3,000  吉次 茂昭 ¥70,000 
      

ワ行 若木 海理 ¥3,000  和田 大輔 ¥10,000 
      

     不掲載 81名 
      



○企業・団体等     

（五十音順・敬称略にて掲載させていただきます。）  

      

ア行 株式会社伊豆倉組 ¥10,000 

 出雲ペットクリニック ¥10,000 

 株式会社ウチダシスムテズ北海道支社帯広支店 ¥10,000 

 株式会社エヌシーおびひろ ¥10,000 

 株式会社小澤建設 ¥10,000 

 帯広畜産大学剣道部 OB会 ¥34,500 
      

サ行 株式会社ズコーシャ ¥100,000 

 株式会社曽我 ¥10,000 
      

タ行 株式会社ダイイチ ¥20,000 

 株式会社土谷特殊農機具製作所 ¥300,000 

 十勝信用組合 ¥50,000 

 十勝農業協同組合連合会 ¥300,000 

 十勝農協連畜大同窓会 ¥50,000 

 株式会社十勝毎日新聞社 ¥200,000 

   

ナ行 内外施設工業株式会社 ¥100,000 

 日本甜菜製糖株式会社 ¥500,000 

      

ハ行 バイオマスリサーチ株式会社 ¥10,000 

 ハラデンキ株式会社 ¥200,000 

 株式会社平田建設 ¥50,000 

 富士金網製造株式会社 ¥10,000 
      

マ行 宮坂建設工業株式会社 ¥300,000 

 宮本機械株式会社 ¥200,000 

 宮本商産株式会社 ¥100,000 

      

ヤ行 山の下ペットクリニック ¥20,000 

 株式会社山本忠信商店 ¥10,000 

 よつ葉乳業株式会社 ¥200,000 

      



ラ行 酪農乳業関係関東有志同窓会 ¥53,000 
      

ワ行 ＹＳヤマショウ株式会社 ¥50,000 
      

     不掲載 6団体 
      

○お名前のみ掲載を希望されたご寄附者   

（個人）      

 相内 大吾   鈴木 政一  

 芦澤 明   鈴木 光則  

 穴澤 清幸   高橋 弘  

 安部 忍   高橋 やす子  

 池田 友次   髙松 彰義  

 池水 千枝   高安 皓一  

 石井 利明   田中 秀明  

 石田 正人   棚橋 祐治  

 磯野 進三郎   谷 昌幸  

 伊藤 仁志   塚本 篤  

 依藤 充明   David Campbell  

 稲田 一郎   得字 圭彦  

 乾 英二   所 和暢  

 宇井 三喜子   豊留 孝仁  

 梅津 一孝   中谷 慎志  

 大岩 成   中村 芳則  

 大槻 啓二   西 武久  

 大西 明美   西田 武弘  

 大西 一光   新田 隆典  

 大山 洋   羽柴 清志  

 奥田 善基   花田 良江  

 奥村 香世   羽田 昭夫  

 小原 裕光   早坂 美穂  

 折笠 善丈   平山 正則  

 折橋 秀夫   不二崎 順二  

 角田 裕喜美   古岡 秀文  

 笠井 晋   細井 一弘  

 梶 隆   松井 基純  



 柏村 文郎   松浦 佳子  

 春日 純   松原 亘  

 加藤 喜市   松本 高太郎  

 加藤 仁志   丸山 純孝  

 金山 紀久   三浦 秀穂  

 茅野 光範   水本 麻湖  

 菅野 宗夫   宮本 明夫  

 木田 克弥   三好 雅史  

 木下 正徳   村上 豊  

 木村 賢人   村田 浩一郎  

 工藤 均   諸角 元二  

 耕野 拓一   矢島 大彰  

 後藤 達彦   山口 純子  

 小山 耕平   山口 隆之  

 近藤 錬三   山口 哲也  

 斉藤 準   山崎 栄樹  

 坂口 恵美子   山﨑 孝雄  

 佐々木 健二   由佐 壽朗  

 佐々木 基樹   吉田 定弘  

 佐藤 禎稔   吉野 綾華  

 繁田 裕子   吉野 英治  

 白戸 綾子   米山 修  

 杉浦 信子   渡邉 清二  

 杉浦 亙     

      

（団体等）     

 有限会社青田企画巧芸  

 株式会社アクト  

 大槻理化学株式会社  

 帯広商工会議所  

 帯広地方卸売市場株式会社  

 川岸電設株式会社  

 弘進ゴム株式会社  

 士幌町農業協同組合  

 全国酪農業協同組合連合会  

 大昭電気工業株式会社  



 税理士法人 竹川会計事務所  

 デジタルグラフィックス株式会社  

 東洋農機株式会社  

 十勝清水町農業協同組合  

 有限会社十勝スロウフード  

 十勝地区農業協同組合長会  

 株式会社日専連ジェミス  

 北王コンサルタント株式会社  

 株式会社北海道新聞社帯広支社  

 北海道電力株式会社  

 北海道農業協同組合中央会帯広支所  

 三菱商事株式会社北海道支社  

 株式会社柳月  

      

 
※ ご寄付頂いた方で、万が一お名前がもれている場合は、誠に恐縮です

が、 

 基金・広報戦略室まで、ご連絡下さい。  

 電話：０１５５－４９－５９９５ FAX：０１５５－４９－５２２９ 

 E-mail: kouhou@obihiro.ac.jp    

 


