
岐阜大学基金寄附者のご芳名 

（五十音順・敬称略） 

    
    

 ご寄附をいただいた皆様への感謝の意を込めまして、ご芳名を掲載させていただきます。 

 公開を希望されていないご寄附者につきましては、掲載しておりません。 
    

    
    

平成３1 年 4 月分   
    

【個人】   
 浅野 雅則   斎藤 秀樹  (¥10,000) 服部 克己  (¥10,000) 
 荒川 浄信  (¥10,000) 坂井 進  (¥10,000) 浜田 奈々子  (¥5,000) 
 石田 勉  (¥10,000) 境田 富雄  (¥10,000) 早川 一雄  (¥10,000) 
 稲葉 信  (¥30,000) 笹井 清司  (¥100,000) 早矢仕 郁夫  (¥10,000) 
 岩瀬 明彦  (¥100,000) 佐々木 栄英  (¥10,000) 林 町子  (¥5,000) 
 岩田 元  (¥5,000) 佐藤 豊  (¥5,000) 藤代 勝  (¥5,000) 
 岩間 武久  (¥5,000) 清水 洸  (¥10,000) 藤田 尚広   
 上野 康定  (¥20,000) 志水 泰武   古澤 滋男  (¥5,000) 
 臼井 支朗   下平 友人  (¥5,000) 牧野 守  (¥10,000) 
 海野 泰一  (¥10,000) 鈴木 清美  (¥20,000) 牧村 正敏  (¥100,000) 
 梅村 澄夫  (¥10,000) 鈴木 満  (¥100,000) 馬渕 正昭  (¥5,000) 
 梅村 和佳  (¥10,000) 鈴木 安治郎  (¥10,000) 水庫 利重  (¥10,000) 
 大﨑 康正  (¥100,000) 住田 光夫  (¥10,000) 水谷 克弘  (¥5,000) 
 大澤 達矢  (¥20,000) 髙木 朗義  (¥100,000) 水野 芳晴  (¥5,000) 
 太田 伸  (¥5,000) 髙木 政治  (¥5,000) 三谷 省造  (¥10,000) 
 大野 仁志  (¥100,000) 髙橋 茂  (¥10,000) 宮石 一男  (¥10,000) 
 大福 紀雄  (¥10,000) 髙宮 秀至  (¥10,000) 武藤 範幸   
 奥村 賢太郎  (¥10,000) 竹内 宏  (¥10,000) 武藤 吉徳  (¥80,000) 
 ｵﾙｷﾞﾘﾔﾉﾜ ﾀﾁﾔﾅ   田中 桂一   銘苅 敏夫  (¥10,000) 
 梶野 真二  (¥10,000) 玉置 健三  (¥100,000) 森 弘行  (¥5,000) 
 鹿島 近  (¥10,000) 塚本 駿  (¥5,000) 八木 孝司  (¥10,000) 
 片桐 亜由美   坪田 敏男  (¥8,000) 安木 大策  (¥5,000) 
 加藤 勉  (¥10,000) 鶴見 治貞  (¥100,000) 山内 俊二  (¥5,000) 
 金森 吉信  (¥10,000) 手取屋 征夫  (¥5,000) 山口 多朗  (¥10,000) 
 加納 可子  (¥10,000) 天満 義浩  (¥10,000) 山下 藤隆  (¥5,000) 
 河尻 章吾  (¥10,000) 東方 喜之  (¥10,000) 山田 利一郎  (¥10,000) 
 北川 順一  (¥100,000) 長井 茂明  (¥10,000) 山中 康義  (¥10,000) 
 倉智 昭  (¥5,000) 難波 克行  (¥5,000) 横山 真也  (¥10,000) 
 小池 寛司   新良 明美  (¥10,000)  

 高良 広美  (¥20,000) 西川 淳  (¥100,000)  

    

    
    



【法人・団体等】   
 (医) 和光会  (¥1,000,000)   
 (株) 天野企画  (¥10,000)   
 (株) 岐阜新聞社     
 (株) ゲン・コーポレーション    

 (株) 電算システム  (¥500,000)  

 (株) ナガセインテグレックス    

 (株) 丸順     
 (株) ユニオン     
 岡本・ナベヤグループ     
 川崎重工業(株)航空宇宙システムカンパニー    

 岐阜信用金庫     
 鍋屋バイテック(株)  (¥3,000,000)  

 ハビックス(株)  (¥100,000)   
    
    

掲載を希望されないご寄附者   
 個人 17 名    法人・団体等 2 法人  

 
 

お問合せ先 ： 岐阜大学基金事務室   TEL ０５８－２９３－３２７６ 
岐阜大学基金 HP  ☞ https://www.gifu-u.ac.jp/fund/ 


