
 

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。 
    

    

令和２年７月分   

    

【個人】   

    

 相場 勉  (¥5,000) 青木 巌  (¥10,000) 青木 克之  (¥20,000) 
 青木 佐  (¥10,000) 青木 貞廣  (¥10,000) 青木 弘光  (¥10,000) 
 青山 武史  (¥10,000) 青山 勉  (¥5,000) 青山 幸義  (¥200,000) 
 青山 芳雄  (¥5,000) 秋好 敏治  (¥5,000) 浅井 鉄夫  (¥100,000) 
 浅沼 良行  (¥5,000) 浅野 勝己  (¥10,000) 浅野 登  (¥5,000) 
 浅野 弘  (¥10,000) 浅野 広志   浅野 義雄  (¥10,000) 
 足達 八崇男   安部 仁志  (¥10,000) 阿部 穂高   
 阿部 嘉宣  (¥10,000) 天木 淑子  (¥10,000) 新井 宗之  (¥10,000) 
 荒川 浄信  (¥10,000) 有賀 良夫  (¥10,000) 安藤 一男  (¥10,000) 
 安藤 幸子  (¥10,000) 安藤 健朋  (¥5,000) 安藤 規正  (¥10,000) 
 安藤 秀幸  (¥5,000) 安藤 雅則  (¥5,000) 安藤 隆造  (¥5,000) 
 五十嵐 照美  (¥50,000) 池田 惇子  (¥5,000) 池田 紀子  (¥20,000) 
 井坂 篤  (¥10,000) 伊澤 智  (¥10,000) 石井 常太郎  (¥5,000) 
 石川 正志  (¥5,000) 石川 由美子  (¥5,000) 石黒 亮子  (¥10,000) 
 石崎 正博  (¥10,000) 石田 博昭  (¥10,000) 石田 誠   
 石田 元章  (¥10,000) 石原 秀晴  (¥100,000) 磯谷 尚吾   
 磯島 知行  (¥5,000) 礒野 日花里   磯野 良平  (¥5,000) 
 板垣 和雄  (¥30,000) 市野 秀二  (¥5,000) 市原 信治  (¥10,000) 
 一見 全   井手 幸晴  (¥10,000) 伊藤 薫  (¥5,000) 
 伊藤 和男  (¥5,000) 伊藤 和宏  (¥5,000) 伊藤 邦勇  (¥10,000) 
 伊藤 秀   伊藤 隆広   伊藤 利夫  (¥10,000) 
 伊藤 法博  (¥10,000) 伊藤 則良  (¥5,000) 伊藤 英比古   
 伊藤 秀久  (¥5,000) 伊藤 博一  (¥20,000) 伊藤 正人  (¥5,000) 
 伊藤 義孝  (¥10,000) 稲垣 憲夫  (¥5,000) 犬飼 誠   
 井上 邦江  (¥5,000) 井上 志朗  (¥5,000) 井上 慎一  (¥50,000) 
 井上 忠  (¥20,000) 井上 康秀  (¥10,000) 井上 恭代  (¥30,000) 
 猪瀬 和 ・ 久美子  (¥30,000) 今井 淳   今井 正雄  (¥5,000) 
 今井 康博  (¥5,000) 今井 亘   今尾 茂樹  (¥30,000) 
 今津 昭雄  (¥10,000) 今福 貴史  (¥15,000) 岩井 一晃   
 岩井 敏逸  (¥5,000) 岩井 宏道  (¥10,000) 岩崎 護  (¥5,000) 
 岩瀬 明彦  (¥50,000) 岩田 淳子  (¥10,000) 岩田 哲夫  (¥5,000) 
 岩田 登美子   岩田 紀治  (¥2,000) 岩田 道代  (¥5,000) 
 岩田 元  (¥5,000) 岩塚 茂  (¥10,000) 岩間 武久  (¥5,000) 
 岩本 修治  (¥10,000) 上岡 雅和  (¥10,000) 上田 千秋  (¥5,000) 
 上田 元信  (¥10,000) 鵜飼 久子  (¥5,000) 臼杵 克彦  (¥10,000) 
 内廣 英雄  (¥10,000) 宇津 隆  (¥10,000) 鵜野 善雄  (¥5,000) 
 梅田 知明  (¥5,000) 浦田 好造   江崎 攝  (¥100,000) 



 海老原 章郎   遠藤 國夫  (¥10,000) 遠藤 宣行  (¥5,000) 
 大江 信二  (¥10,000) 大澤 千津子  (¥5,000) 大下 明洋  (¥5,000) 
 大島 等 ・ つぎゑ  (¥10,000) 太田 和彦  (¥5,000) 太田 正之  (¥5,000) 
 太田 充俊  (¥5,000) 大塚 明和  (¥10,000) 大塚 弘士  (¥10,000) 
 大橋 一夫  (¥10,000) 大橋 和義  (¥5,000) 大橋 勝彦  (¥30,000) 
 大橋 秀耳  (¥10,000) 大前 貴之  (¥5,000) 大宮 勝博  (¥10,000) 
 大森 和男  (¥10,000) 大脇 周作  (¥5,000) 大  文子  (¥5,000) 
 岡﨑 正樹  (¥10,000) 緒方 晃子  (¥5,000) 岡田 和明  (¥10,000) 
 岡田 幸助   岡田 外志  (¥20,000) 岡田 敏嗣  (¥20,000) 
 岡田 昌子  (¥10,000) 岡田 正康  (¥5,000) 岡村 髙司   
 岡本 邦雄  (¥10,000) 小川 隆  (¥10,000) 小川 健  (¥5,000) 
 小川 春夫  (¥5,000) 小川 泰子  (¥10,000) 小木曽 良子  (¥50,000) 
 小木曽 好洋  (¥100,000) 奥田 弘親  (¥5,000) 小栗 敬彦  (¥20,000) 
 小栗 奈津子  (¥10,000) 長 安希子  (¥5,000) 小澤 與宏   
 尾関 富彦  (¥5,000) 小野田 和義   小山 剛  (¥5,000) 
 恩田 孝良  (¥10,000) 垣田 愼一郎  (¥5,000) 加古 文敏  (¥10,000) 
 梶川 正勝  (¥10,000) 柏 信之  (¥5,000) 嘉住 熊二  (¥10,000) 
 糟谷 聡介  (¥10,000) 粕谷 良造   片岡 美幸  (¥5,000) 
 勝野 淑代  (¥5,000) 勝野 那嘉子   勝野 美智子  (¥5,000) 
 加藤 修  (¥10,000) 加藤 哲  (¥10,000) 加藤 隆雄  (¥20,000) 
 加藤 達雄  (¥10,000) 加藤 為久  (¥10,000) 加藤 智恵子  (¥5,000) 
 加藤 司  (¥5,000) 加藤 利純  (¥10,000) 加藤 規康   
 加藤 肇   加藤 素男  (¥10,000) 加藤 基司  (¥100,000) 
 金沢 輝芳  (¥10,000) 金森 宣夫  (¥10,000) 金森 芳夫  (¥10,000) 
 金森 吉信  (¥10,000) 可児 光子  (¥5,000) 金平 英俊  (¥10,000) 
 加納 礼爾  (¥10,000) 神谷 彰邦  (¥10,000) 亀井 喜久男  (¥10,000) 
 亀本 和雄  (¥10,000) 河合 一広  (¥10,000) 河合 武  (¥5,000) 
 川口 涬三  (¥10,000) 川口 修治  (¥50,000) 川島 和子  (¥5,000) 
 川田 光沖  (¥5,000) 河津 大器  (¥5,000) 河村 庫夫   
 河村 義則  (¥20,000) 菊谷 文孝  (¥5,000) 喜多 功  (¥10,000) 
 木田 照夫  (¥10,000) 北川 精一  (¥50,000) 北島 智子   
 北野 和子  (¥10,000) 木戸 英貴  (¥100,000) 鬼頭 千尋  (¥10,000) 
 城処 俊一  (¥10,000) 木野村 直世  (¥10,000) 木俣 隆三  (¥5,000) 
 木村 志づ  (¥5,000) 木村 直人  (¥5,000) 桐山 綾子  (¥10,000) 
 金原 健一  (¥10,000) 日下部 尚志  (¥5,000) 久野 尚志  (¥10,000) 
 久保 貴史   栗田 丈美  (¥10,000) 黒木 善博  (¥10,000) 
 桑原 信夫  (¥5,000) 郡司 壽幸  (¥10,000) 郷 正子   
 甲田 弘道  (¥10,000) 神山 孝久   古賀 清司  (¥10,000) 
 古賀 政子  (¥10,000) 小坂井 博之   五島 説司  (¥10,000) 
 小島 孝博  (¥10,000) 五島 龍賢  (¥5,000) 小島 範子   
 小島 元彦  (¥10,000) 小菅 健一  (¥10,000) 小谷 和彦  (¥5,000) 
 小谷 幹  (¥5,000) 小塚 道男  (¥10,000) 後藤 悦男  (¥20,000) 
 後藤 忠喜  (¥10,000) 後藤 浩子  (¥5,000) 後藤 房子  (¥5,000) 
 後藤 ゆかり  (¥10,000) 小林 昭彦  (¥10,000) 小林 健二   
 小林 悟  (¥5,000) 小林 隆  (¥10,000) 小林 武司  (¥5,000) 
 小林 保巳  (¥10,000) 小林 房代   小林 雄作  (¥10,000) 
 小見山 輝人  (¥10,000) 小森 清和   小森 誠治  (¥5,000) 
 小森 秀明  (¥15,000) 小森 博昭  (¥5,000) 小森 正子  (¥10,000) 
 近藤 明男  (¥5,000) 近藤 功  (¥5,000) 近藤 茂  (¥5,000) 
 近藤 英之  (¥5,000) 権藤 眞禎  (¥30,000) 斎藤 秀樹  (¥10,000) 
 斎藤 義一  (¥10,000) 坂 保共   坂井 進  (¥100,000) 



 酒井 亮  (¥20,000) 境田 富雄  (¥10,000) 榊原 幹夫  (¥5,000) 
 坂口 卓蔵  (¥10,000) 坂口 義男  (¥10,000) 坂下 盈彦  (¥10,000) 
 坂田 孝一  (¥100,000) 坂田 誠二  (¥30,000) 坂本 聖吉  (¥10,000) 
 酒向 一也  (¥10,000) 酒向 三冬   佐藤 葵  (¥5,000) 
 佐藤 勝彦  (¥10,000) 佐藤 たづ  (¥10,000) 佐藤 豊  (¥5,000) 
 佐野 清  (¥10,000) 佐野 勝  (¥20,000) 佐分 伸  (¥100,000) 
 澤 和道  (¥5,000) 澤木 雅彰  (¥10,000) 茂野 一彦  (¥5,000) 
 篠田 薫  (¥5,000) 篠田 康夫  (¥10,000) 篠原 誠  (¥5,000) 
 柴田 仁夫   柴田 秀夫  (¥5,000) 柴田 正人  (¥5,000) 
 柴山 雅俊  (¥10,000) 渋谷 朋子  (¥10,000) 渋谷 紀興  (¥10,000) 
 嶋 睦宏   島田 昌也   島田 幹夫  (¥10,000) 
 嶋本 孝  (¥10,000) 清水 正次   清水 範子  (¥5,000) 
 清水 三男  (¥5,000) 下平 友人  (¥10,000) 白髭 昌男  (¥5,000) 
 白髭 誠男  (¥10,000) 城本 定宏  (¥5,000) 鄒 鈺婷  (¥10,000) 
 清水 三男  (¥5,000) 下平 友人  (¥10,000) 白髭 昌男  (¥5,000) 
 杉田 明  (¥30,000) 杉山 茂樹  (¥5,000) 杉山 惣七郎  (¥10,000) 
 鈴木 賢治   鈴木 憲七  (¥10,000) 鈴木 美優  (¥10,000) 
 須田 宏  (¥10,000) 須田 雅子  (¥10,000) 須藤 良久   
 角 輝夫   住田 光正   瀬上 喜昭  (¥10,000) 
 関戸 照治  (¥5,000) 瀬古 良隆  (¥5,000) 寒田 香寿美   
 傍嶋 敏雄  (¥100,000) 大洞 勇二郎  (¥5,000) 多賀 典代  (¥5,000) 
 髙﨑 一子  (¥10,000) 髙須 信明  (¥10,000) 髙橋 明博  (¥10,000) 
 髙橋 正二  (¥5,000) 高橋 浩  (¥10,000) 髙林 稔  (¥10,000) 
 髙間 由美子  (¥5,000) 髙見 浩三  (¥10,000) 田口 敬  (¥10,000) 
 田口 義紀  (¥10,000) 武井 正樹  (¥10,000) 武市 秀治  (¥10,000) 
 竹内 兼蔵  (¥5,000) 竹内 徹  (¥10,000) 竹内 尚榮  (¥5,000) 
 竹島 正雄  (¥100,000) 竹田 憲司  (¥5,000) 武田 吉雄  (¥5,000) 
 武野 史郎   田島 尚   田代 匡子  (¥5,000) 
 田立 三和子   立松 謙一  (¥10,000) 田中 敏  (¥10,000) 
 田中 悟   田中 茂  (¥10,000) 田中 順子  (¥5,000) 
 田中 進   田中 堯  (¥10,000) 田中 忠彦  (¥5,000) 
 田中 義雄  (¥10,000) 棚橋 嘉明  (¥5,000) 棚橋 玲子   
 谷 幹雄  (¥50,000) 谷村 兼行  (¥20,000) 谷本 浩一  (¥10,000) 
 玉井 い津菜  (¥5,000) 玉置 直温  (¥5,000) 田村 昌一  (¥10,000) 
 田谷 與一  (¥10,000) 丹所 充哉  (¥10,000) 茅野 尋  (¥10,000) 
  将信  (¥10,000) 津田 栄一  (¥10,000) 土川 健之  (¥10,000) 
 土屋 恭子  (¥5,000) 坪井 準二  (¥5,000) 坪内 繁樹  (¥10,000) 
 手取屋 征夫  (¥10,000) 寺田 愛子  (¥5,000) 遠山 明夫  (¥5,000) 
 土岐 章弌  (¥30,000) 徳永 博義  (¥10,000) 所 昭敏  (¥5,000) 
 所 哲章  (¥10,000) 戸崎 芳嗣  (¥20,000) 富川 侑誼  (¥10,000) 
 富田 知男   冨野 保治   虎前 浩二  (¥30,000) 
 内藤 信夫  (¥5,000) 仲 潔   長井 茂明  (¥10,000) 
 永井 章一  (¥100,000) 長井 博司  (¥10,000) 中川 千春   
 中川 寅   中島 直樹  (¥20,000) 中島 弘義   
 長瀬 信彦  (¥10,000) 中田 祥平   中谷 紘志   

 中根 竹生  (¥10,000) 長野 朔夫  (¥5,000) 中村 健史  (¥10,000) 
 中村 直美  (¥5,000) 長屋 修道  (¥5,000) 長屋 優貴  (¥30,000) 
 永山 助夫  (¥5,000) 名倉 恭子  (¥5,000) 成田 一男  (¥20,000) 
 名和 真千子   仁木 俊夫  (¥10,000) 西尾 昭枝  (¥10,000) 
 西岡 和也  (¥10,000) 西川 忠春  (¥5,000) 西川 昌彦  (¥30,000) 
 西原 こずみ   西部 慎一  (¥5,000) 西村 愛子  (¥10,000) 



 西村 昭平  (¥5,000) 西山 啓基  (¥20,000) 西脇 衛  (¥10,000) 

 西脇 保郎  (¥5,000) 丹羽 英二  (¥10,000) 丹羽 嵩志  (¥10,000) 

 野田 和子  (¥10,000) 野田 和視  (¥50,000) 野田 くに子  (¥10,000) 

 野田 龍雄  (¥10,000) 野田 宗彦  (¥10,000) 野津 武司  (¥30,000) 

 野々口 とし子  (¥5,000) 野々口 博  (¥10,000) 野原 春江  (¥5,000) 

 野原 春江  (¥30,000) 野村 憲二  (¥10,000) 野村 志保子  (¥5,000) 

 野村 務  (¥5,000) 野村 弘  (¥300,000) 野村 至成  (¥20,000) 

 野村 誠   野村 三恵子  (¥10,000) 羽賀 悠治  (¥30,000) 

 萩野 諄子  (¥5,000) 橋詰 勝司  (¥20,000) 橋本 秀雄  (¥10,000) 

 橋本 雅彦   橋本 茉莉名  (¥10,000) 長谷川 桜子   

 畑中 文徳  (¥5,000) 服部 圭子  (¥5,000) 服部 政一   

 巾 淳二  (¥100,000) 濱口 義行   濱中 優行   

 濱松 義信  (¥10,000) 早川 昌宏  (¥100,000) 早川 芳光  (¥30,000) 

 早矢仕 郁夫  (¥10,000) 林 翔平  (¥5,000) 林 聖也  (¥30,000) 

 林 輝生  (¥10,000) 林 町子  (¥10,000) 林 睦齊  (¥10,000) 

 林 泰男   林 吉男   原 秀一   

 坂 秀己   日置 英一  (¥50,000) 樋口 真穂  (¥20,000) 

 菱川 昇  (¥50,000) 日比野 佳奈   日比野 武志  (¥5,000) 

 日比野 千佐子  (¥10,000) 日比野 守  (¥5,000) 日比野 雄二  (¥10,000) 

 日比野 洋司  (¥10,000) 平井 太郎  (¥10,000) 平尾 正誓  (¥5,000) 

 平岡 淳  (¥5,000) 平田 公伸  (¥5,000) 平手 達郎  (¥30,000) 

 平松 研   蛭川 友司  (¥10,000) 廣江 武典  (¥10,000) 

 廣江 勝代  (¥10,000) 深沢 晋治  (¥10,000) 福井 正信  (¥5,000) 

 福井 守   福井 裕子  (¥5,000) 福岡 好未  (¥5,000) 

 福永 知己   藤居 由美   藤井 裕美子  (¥10,000) 

 藤垣 祐美  (¥5,000) 藤垣 良弘  (¥5,000) 藤﨑 篤  (¥10,000) 

 藤田 孝子  (¥5,000) 藤田 文雄  (¥30,000) 藤田 真実  (¥10,000) 

 伏見 知彦   藤本 正憲  (¥10,000) 藤森 了堅  (¥5,000) 

 伏屋 孝子  (¥10,000) 船坂 國秀  (¥5,000) 船坂 民平  (¥10,000) 

 舟橋 あや子   舟橋 紀久男  (¥10,000) 舟橋 清治   

 舟橋 まゆみ  (¥5,000) 古川 重教  (¥10,000) 古田 和子  (¥10,000) 

 古田 誠  (¥10,000) 古田 まさゑ  (¥10,000) 古田 光雄  (¥10,000) 

 細川 由美子  (¥10,000) 細田 文一  (¥100,000) 細野 泰弘  (¥10,000) 

 堀 昭治  (¥10,000) 堀内 久友  (¥30,000) 堀江 晃  (¥5,000) 

 堀場 博郎  (¥10,000) 堀部 奈諸美   堀部 好彦   

 本多 晶二   前川 和彦  (¥10,000) 前川 忠敏  (¥10,000) 

 牧 容子  (¥5,000) 牧戸 茂子  (¥10,000) 牧野 守  (¥10,000) 

 牧村 一也  (¥5,000) 馬島 和良  (¥5,000) 増田 計三  (¥20,000) 

 町田 光夫  (¥10,000) 松井 瑛子  (¥20,000) 松井 鉦明  (¥50,000) 

 松井 みどり   松尾 敏美  (¥5,000) 松尾 治美  (¥10,000) 

 松尾 幹雄  (¥10,000) 松岡 恵子  (¥20,000) 松川 裕  (¥5,000) 

 松木 雄   松田 明  (¥5,000) 松永 慈海  (¥10,000) 

 松原 秀幸  (¥10,000) 松本 俊明  (¥10,000) 松山 博行  (¥10,000) 

 馬渕 茂男  (¥5,000) 馬淵 静香  (¥10,000) 丸山 幸太郎  (¥5,000) 

 丸山 文子  (¥5,000) 三浦 貞志  (¥10,000) 三浦 孝志  (¥10,000) 

 三浦 典夫  (¥30,000) 三鴨 勲  (¥5,000) 三島 輝夫   

 水庫 利重  (¥10,000) 水嶋 亮介  (¥5,000) 水谷 恵子  (¥10,000) 

 水谷 忠司  (¥10,000) 水谷 宏  (¥10,000) 水野 邦彦  (¥10,000) 

 水野 利男  (¥5,000) 水野 憲一  (¥10,000) 水野 康正  (¥10,000) 

 水野 芳晴  (¥5,000) 水野 芳也  (¥10,000) 溝口 徹  (¥10,000) 

 三橋 賢四郎   皆田 世雄  (¥20,000) 湊 紀夫  (¥5,000) 



 南井 良文  (¥10,000) 蓑島 一美  (¥100,000) 三宅 収  (¥5,000) 
 宮西 徹  (¥5,000) 宮西 裕子  (¥5,000) 三和 敦子  (¥5,000) 
 三輪 妙子  (¥30,000) 三輪 隆證  (¥10,000) 三輪 晴夫   
 三輪 陽子  (¥5,000) 向井 俊行  (¥10,000) 麦谷 有志  (¥10,000) 
 武藤 哲夫  (¥10,000) 武藤 範幸   村下 香苗  (¥20,000) 
 村下 望  (¥5,000) 村瀬 成一  (¥10,000) 村瀬 丈夫  (¥5,000) 
 村瀬 道雄  (¥5,000) 村田 周二  (¥10,000) 村田 裕行  (¥5,000) 
 村田 美涼   村田 裕  (¥10,000) 室岡 和子  (¥5,000) 
 銘苅 敏夫  (¥10,000) 毛利 哲也   森 綾子  (¥5,000) 
 森 和代   森 茂男   森 大鳳  (¥5,000) 
 森 英信  (¥5,000) 森川 浩二郎  (¥10,000) 森川 茂樹  (¥10,000) 
 森口 順子  (¥5,000) 森田 英仁  (¥5,000) 森田 浩之   
 八木 孝司  (¥10,000) 矢嶋 英敏  (¥10,000) 八代田 忠一  (¥10,000) 
 安田 竜二郎  (¥5,000) 安永 晴一  (¥5,000) 谷藤 浩司  (¥100,000) 
 柳井谷 司  (¥10,000) 簗田 藤子  (¥10,000) 矢野 隆彦  (¥5,000) 
 矢部 大介   山内 毅  (¥100,000) 山内 徹  (¥100,000) 
 山内 亮   山川 政信  (¥5,000) 山岸 直絵子   
 山口 起立  (¥5,000) 山口 賢三  (¥5,000) 山口 多朗  (¥10,000) 
 山口 水篶  (¥10,000) 山腰 美佐子  (¥30,000) 山﨑 義英  (¥10,000) 
 山下 等  (¥5,000) 山田 公江  (¥5,000) 山田 剛広  (¥30,000) 
 山田 孝實  (¥10,000) 山田 知幸  (¥5,000) 山田 浩  (¥5,000) 
 山田 稔  (¥5,000) 山中 實   山中 康義  (¥100,000) 
 山本 明美  (¥50,000) 山本 翔吾   山本 新  (¥20,000) 
 山本 純正  (¥50,000) 山本 保興  (¥30,000) 湯上 澄子  (¥10,000) 
 百合草 正韶  (¥10,000) 横田 勇司  (¥5,000) 横谷 勇  (¥5,000) 
 横山 明男   横山 正治  (¥10,000) 吉岡 眞   
 川 英治  (¥10,000) 吉田 勇  (¥5,000) 吉田 慶太   
 吉田 政直  (¥10,000) 吉田 稔  (¥5,000) 吉田 保裕  (¥10,000) 
 米増 都紀子   若杉 聡  (¥50,000) 若村 泰彦  (¥30,000) 
 若山 明弘   若山 和明  (¥10,000) 和田 直美  (¥10,000) 
 渡辺 悟美  (¥100,000) 渡邉 哲之  (¥5,000) 渡辺 紀美  (¥5,000) 
 渡辺 則治  (¥100,000) 渡邉 光啓  (¥100,000) 渡辺 峯雄  (¥5,000) 
 渡辺 保生  (¥10,000)   

    

掲載を希望されないご寄附者   

 個人 374 名   

    

    

【法人・団体等】   

   
 (株) アイエスシイ  (¥30,000)  

 愛知県高等学校教員支部  (¥90,000)  

 (一社) あかつき心理教育相談室  (¥10,000)  

 (株) 天野企画  (¥30,000)   

 イハラサイエンス(株)     

 内堀醸造(株)  (¥10,000)   

 (株) オーテックス     

 大垣精工(株)  (¥100,000)   

 (有) かない動物病院     

 岐阜市役所・岐阜大学工業倶楽部  (¥100,000)  

 岐阜大学工業倶楽部関西支部  (¥50,000)  



 岐阜大学工業倶楽部関東支部  (¥50,000)  

 岐阜大学地域科学部同窓会 森の会  (¥500,000)  

 工業倶楽部西濃支部  (¥50,000)  

 (有) 髙橋鉄工所  (¥10,000)  

 (医)万裕会 さもりファミリークリニック  (¥500,000)  

 芳化会  (¥10,000)   

 (有) ランド設計  (¥100,000)   

    

掲載を希望されないご寄附者   

 法人・団体等 1 法人  
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新型コロナウイルス感染症緊急対策プロジェクト 
学生支援プラン～夢をあきらめるな～ 

 【生活支援金 30,000 円を対象学生約 3,000 名に支給】 
 

寄附申込状況 1,633 件 43,630,000 円 
（2020 年 8 月 25 日現在） 

 
皆様からの温かい支援を心よりお待ちいたしております。 

 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 
お問合せ先 ： 岐阜大学 Development Office (DO 室)  TEL ０５８－２９３－３２７６ 

岐阜大学基金 HP  ☞ https://www.gifu-u.ac.jp/fund/ 

速報 


