
 
岐阜大学創立 70 周年記念事業寄附者のご芳名 

（五十音順・敬称略） 
 

   岐阜大学基金創立 70 周年記念事業へのご賛同・ご協力を心よりお礼申し上げます。 

ご寄附をいただいた皆様へ感謝の意を込め、創立 70 周年記念事業寄附者のご芳名を 

掲載させていただきます。 

 

※公開をご希望されない寄附者様については掲載しておりません。 

 
(2020 年 3 月 31 日現在) 

【個人】    

あ行    

青木 浩史 青木 隆明 青木 正人 青山 芳雄 

赤座 壽 吾郷 亘 浅井 彰子 浅井 幸治 

浅井 鉄夫 浅野 茂和 浅野 雅則 安達 康夫 

天野 和雄 荒川 浄信 荒幡 一男 有川 美香 

粟屋 善雄 飯田 英世 飯田 政敏 池谷 尚剛 

池戸 忠克 勇 直允 石川 博康 石川 晶崇 

石川 由美子 石黒 真樹 石際 淳 石田 欽一 

石田 秀治 石田 誠 石塚 達夫 伊豆 健次郎 

泉 路博 磯部 羌久 伊田 明弘 板川 正三 

板谷 義紀 市川 幹雄 市原 信治 市原 美里 

井手 幸晴 伊藤 賢市 伊藤 弘司 伊藤 昌志 

伊藤 次郎 伊藤 利浩 伊藤 弘和 稲川 雅章 

稲葉 信 伊能 のり子 井上 省三 井上 真由 

井保呂 和夫 今井 亜湖 今井 敬吾 今泉 鉄平 

今尾 茂樹 岩砂 和雄 岩﨑 晃 岩下 拓司 

岩田 和彦 岩田 尚 岩田 元 岩間 武久 

岩間 亨 呉 亭 上田 直和 上田 浩 

上田 元信 上野 英弥 上野 将秀 上野 康定 

上宮 成子 上宮 成之 宇次原 清尚 臼井 支朗 

臼井 晋一 臼井 紀夫 臼井 憲義 内堀 信吾 

梅村 澄夫 梅村 和佳 海野 泰一 江口 孝 

江馬 諭 恵良 聖一 遠藤 兵庫 大島 俊三 

大島 秀樹 太田 恵美子 太田 伸 太田 正之 

大竹 久也  源 大西 起子 大西 勇吉 

大野 勝利 大野 弘子 大野 通敏 大野 悦史 

大橋 勝英 大橋 伸一 大橋 秀法 大橋 宏重 

大福 紀雄 大藤 生気 大矢 豊 大  文子 

小笠原 政道 岡田 千之助 岡田 敏嗣 岡田 直司 

岡田 海保 岡地 常夫 岡安 信幸 小川 徹也 

奥田 誠彦 奥野 毅彦 奥村 惇 奥村 祐輔 



小椋 弘樹 小栗 達弘 尾関 富彦 落合 正樹 

表 浩子 ｵﾙｷﾞﾘﾔﾉﾜ ﾀﾁﾔﾅ   

    

か行    

河西 栄二 梶田 信一 梶原 秋久 鹿島 近 

柏木 隆光 春日 晃章 嘉住 熊二 勝野 淑代 

加藤 寛治 加藤 勝壱 加藤 隆雄 加藤 勉 

加藤 利純 加藤 直樹 加藤 肇 加藤 稔 

門脇 勲 門脇 弘子 金森 吉信 可児 光子 

加納 可子 蒲 美佐男 鎌部 浩 亀井 喜久男 

河合 鋭夫 川上 節男 川﨑 雅規 川島 光夫 

川島 保國 河尻 章吾 河田 君代 河出 恭志 

川原 雅輝 川本 貴明 神戸 一光 菊地 俊郎 

菊永 裕行 菊永 裕陽 菊輪 豊 木﨑 久美子 

岸本 伍郎 木田 惠次 北川 順一 北川 精一 

北嶋 敏和 木谷 進 木戸 英貴 鬼頭 繁治 

木村 志づ 木村 博 木村 宏 金城 俊夫 

楠 啓一 口丸 和雄 國枝 稔 國貞 隆弘 

久保田 成人 熊﨑 正寿 熊﨑 盛敏 熊田 克己 

倉智 昭 倉本 雅志 栗田 尚子 桑原 利雄 

桑原 富子 小池 寛司 纐纈 守 小澤 修 

小島 愛子 小嶋 智 五島 説司 小島 孝博 

小島 勝章 小島 基行 小島 優 小谷 和彦 

後藤 淳 後藤 悦男 後藤 新平 後藤 隆次 

後藤 武雄 後藤 忠彦 後藤 祐治 小西 花林 

小畠 結 小林 裕美 小林 房代 小山 博之 

近藤 孝 近藤 文男 近藤 義則  

    

さ行    

斎藤 秀樹 齋藤 由美 坂井 英一 坂井 進 

境 浩康 阪上 幸男 榊原 いづみ 榊原 正義 

坂口 卓蔵 坂﨑 芳範 坂下 盈彦 坂田 千波 

坂本 裕 酒向 淳匡 酒向 年雄 笹井 清司 

笹井 英雄 佐谷 紳一郎 佐藤 仁志 佐藤 祐二 

佐藤 豊 佐野 徳一 澤井 克弘 椎名 貴彦 

塩澤 晃弘 篠原 厚義 柴田 幸照 清水 範子 

清水 則之 清水 宏晏 清水 正信 清水 雅仁 

清水 正巳 清水 雅良 清水 勝 清水 康孝 

志水 泰武 下澤 伸行 下平 友人 白木 亮 

白橋 幸洋 白髭 昌男 神野 朱音 新村 徹 

新村 昌治 末次 淳 杉浦 一保 杉浦 広美 

杉本 勝之 杉山 郡啓 杉山 茂樹 杉山 惣七郎 



杉山 宏 杉山 誠 杉山 道雄 杉山 陽子 

須崎 定二 鈴木 清美 鈴木 賢治 鈴木 茂 

鈴木 士朗 鈴木 敏弘 鈴木 文昭 鈴木 満 

鈴木 康之 鈴村 貴幸 須田 宏 住田 光夫 

須山 知香 諏訪 伊三次 清島 真理子 清島 満 

関 雅樹 関村 恵子 千家 正照 千田 銈三 

千田 隆夫 傍嶋 敏雄   

    

た行    

高井 光治 髙井 重成 高尾 秀男 髙木 朗義 

高木 和己 高木 敏彦 髙木 政治 高崎 敏臣 

髙須 信明 髙田 真也 髙橋 和子 髙橋 捷允 

高橋 健太郎 髙橋 茂 髙橋 孝夫 高橋 強 

高橋 浩 髙橋 実 髙橋 睦 髙見 浩三 

髙宮 秀至 滝 紀世武 田口 敬 竹内 巧治 

竹内 豊英 竹内 宏一 竹内 宏 竹内 雅雄 

竹腰 昭道 竹澤 一夫 武田 純 武田 幸夫 

竹中 悦子 武野 明義 竹本 久雄 田尻下 孝夫 

田中 香お里 田中 桂一 田中 秀和 田中 光宏 

棚橋 秀行 谷村 兼行 谷本 浩一 玉木 隆 

玉置 直温 田村 茂雄 田村 昌一 田谷 與一 

中馬 悟朗 塚本 駿 塚本 良平 槻尾 義昭 

 貴史 津田 勝 土田 和広 土屋 晶嗣 

土山 欽一 都築 利元 堤 富士夫 坪井 尚子 

坪内 繁樹 坪田 敏男 鶴見 治貞 出口 京子 

手取屋 征夫 寺尾 貴道 寺垣 敏司 寺田 知新 

天満 義浩 土井 偉誉 東方 喜之 所 哲章 

戸崎 達也 戸島 準一郎 戸田 益夫 富田 剛司 

    

な行    

内藤 浩司 長尾 成敏 長岡 仁 中垣 剛典 

中川 智行 永木 正仁 長澤 陽一 長島 清司 

中島 弘義 中田 孝 長谷 光展 中塚 恵介 

中村 好一 中村 晴己 中村 正子 中村 洋子 

那須 理三郎 夏目 孝男 成原 嘉彦 難波 克行 

西川 直美 西田 研 西津 貴久 西村 啓二 

西村 千恵美 西村 直正 西山 竜朗 西脇 秀昭 

西脇 衛 西脇 理英 丹羽 憲司 丹羽 祐勝 

丹羽 雅之 根岸 泰子 野澤 義則 乃田 啓吾 

野田 保男 野寺 夕子 野々村 修一 野々村 晴子 

野村 孝幸 野村 務 野村 弘 野村 幸弘 

    



は行    

萩原 宏明 萩原 文美子 長谷川 浩一 長谷川 夕子 

蜂矢 百合子 華井 竜徳 花島 貴志 巾 淳二 

早川 一雄 早川 万年 林 明子 早矢仕 郁夫 

林 勝之 林 清香 林 則安 林 秀喜 

林 正子 原 淑子 日置 英一 樋口 さな江 

菱田 昭夫 日比 敏行 日比野 一康 日比野 千佐子 

兵澤 隆博 平工 孝義 平田 史子 平田 将史 

平松 研 広瀬 昭夫 桧和田 宗彦 深尾 琢 

深尾 敏幸 深津 光朗 吹田 忠純 福井 隆 

福井 博一 福士 秀人 藤井 勉 藤井 敏男 

藤崎 和彦 藤田 尚広 伏見 知彦 二村 学 

武内 康雄 夫馬 佳代子 冬木 賀津子 古井 辰郎 

古市 勝俊 古澤 滋男 古田 博己 古田 政弘 

古田 光雄 別府 哲 細田 浩司 堀口 昌彦 

    

ま行    

牧野 守 正木 友章 益川 浩一 増田 行義 

松浦 進 松岡 清 松岡 恵子 松坂 吉偉 

松下 捷彦 松波 智恵子 松野 知文 松本 兼治 

松本 俊明 馬渕 正昭 丸川 昌輝 水庫 利重 

水嶋 亮介 水谷 克弘 水谷 宏 水谷 義輝 

水野 直樹 水野 隼人 溝口 清孝 溝口 敏博 

三谷 省造 湊口 信也 蓑島 博徳 御村 佳代 

味元 宏道 宮石 一男 宮口 博明 三宅 収 

宮崎 富識 宮武 博明 宮藤 守雄 見山 政克 

麦谷 有志 向島 昌雄 武藤 吉徳 村井 利昭 

村上 啓雄 村瀬 明美 村瀬 登志夫 村瀬 幸雄 

村瀬 由美子 村松 重広 村本 登代二 銘苅 敏夫 

望月 霞 森 孝之 森 弘行 森 元幸 

森 嘉長 森下 博史 森田 晃一 森田 浩之 

森田 洋子 森本 博昭 森脇 久隆  

    

や行    

矢嶋 英敏 屋代 如月 安江 幸洋 安木 大策 

安田 寛二 安田 武 谷髙 荘一 柳川 啓子 

柳瀨 肇 矢野 匠 山内  徹  山内 俊二 

山内 裕 山口 瞬 山口 清次 山口 多朗 

山口 利哉 山口 昇 山口 晴輝 山﨑 貞夫 

山下 藤隆 山田 暁男 山田 和久 山田 敏弘 

山田 英脩 山田 浩 山田 博文 山田 正昭 

山田 新尚 山田 義武 山田 利一郎 山中 實 



山中 康義 山村 久兵衞 山本 明子 山本 朱美 

山本 政幸 山本 眞由美 横山 勇 横山 憲二 

横山 正樹 吉位 栄七 吉川 紀之 吉澤 隆志 

吉田 和弘 吉田 隆春 吉田 政直 吉田 由希子 

吉松 三博 米谷 敏 依田 玉枝  

    

ら行    

六郷 惠哲    

    

わ行    

若原 和男 脇本 博 渡辺 智和 渡辺 則和 

渡邉 光啓 渡辺 峯雄 王 志剛  

    

【法人・団体】    

あ行    

アサヒフォージ(株)  アピ(株)  

(株) 安部日鋼工業  (株) 天野企画  

飯田ネーム HD(株)  一丸ファルコス(株)  

稲川メタル(株)  イビデン(株)  

(株) インターリンク  (株)インフォファーム  

宇部エクシモ(株)  ＳＳＣ(株)  

(株) エヌテック  (株) 大垣共立銀行  

大垣精工(株)  (株) オーテックス  

おおのレディースクリニック 岡本・ナベヤグループ  

奥長良川名水(株)  (株) オンダ製作所  

    

か行    

海津市医師会病院  各務同窓会石川県支部  

各務同窓会江南支部会  (株) カケフホールディングス 

(医) かなめ会  川崎重工業(株) 航空宇宙システムカンパニー  

(株) 環境アセスメントセンター 岐阜車体工業(株)  

(株) 岐阜新聞社  岐阜信用金庫  

(株) 岐阜セラツク製造所 岐阜大学医学部看護学科同窓会 

ぎふ農業協同組合  岐阜乗合自動車(株)   

岐阜プラスチック工業(株) 共立製薬(株)   

(株) 協和設計  金印(株)  

(株) グラント  (株) ゲン・コーポレーション 

(株) コームラ  (株) コーワ  

コダマ樹脂工業(株)  (株) 後藤紙店  

    

さ行    

三甲(株)  (株) 十八楼  



(株) 十六銀行  昭和コンクリート工業(株)  

(財) 誠仁会  西濃印刷(株)  

(医) 蘇西厚生会 松波総合病院    

    

た行    

大日コンサルタント(株)  大日本コンサルタント(株) 

大日本土木(株)  太平洋工業(株)  

太陽誘電(株)  (株) 髙修  

高山信用金庫   竹本油脂(株)  

(株)タナック  中部電力(株)  

司設計(株)  (株) TYK  

(株) テイコク  (株) テクノア  

(株) 電算システム  東京海上日動火災保険(株) 

東濃信用金庫  徳倉建設(株)  

戸島工業(株)    

    

な行    

内藤建設(株)  (株) ナガセインテグレックス 

鍋屋バイテック(株)   (株) ＮＩＰＰＯ  

日本ガード(株)    

    

は行    

(医) 白鳳会 鷲見病院  ハビックス(株)  

早川精機工業(株)  飛驒信用組合  

特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所 富士電機 (株)  

福寿工業(株)  ホーユー(株)  

(株) 文溪堂  (株) ホクエー電工  

本多金属工業(株)    

    

ま行    

前田特許事務所  (株) マキタ  

(株) 丸順  (株) 丸杉  

ミズノテクニクス(株)  ミニストップ(株)  

Meiji Seika ファルマ(株)  森松工業(株)  

    

や行    

(株) 八神製作所  (株) ユニオン  

    

わ行    

(株)YS コンサルティング  (医) 和光会  

 

掲載を希望されないご寄附者 

個人 152 名    法人・団体等 8 法人 


