
 
 

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１２月分   
    

【個人】   
 青木 勢津子  (¥50,000) 浅野 勝己  (¥5,000) 荒川 浄信  (¥5,000) 
 嵐 千明   安藤 柾博  (¥10,000) 飯田 辰美  (¥10,000) 
 生田 匡   石黒 直隆   市野 秀二  (¥5,000) 
 市原 美里  (¥10,000) 伊藤 秀久   伊藤 博一   
 伊藤 正人  (¥5,000) 今福 貴史  (¥10,000) 岩田 忠久  (¥10,000) 
 岩田 哲夫  (¥5,000) 岩田 紀治   岩田 元  (¥5,000) 
 上田 千秋  (¥5,000) 植田 尚義  (¥15,000) 上田 元信  (¥20,000) 
 鵜飼 久子  (¥5,000) 遠藤 宣行   大江 信二  (¥10,000) 
 大橋 和義  (¥10,000) 大町 深雪   緒方 晃子  (¥5,000) 
 岡田 幸助   隠岐 京子   奥田 晏弘  (¥30,000) 
 奥野 毅彦   奥村 俊幸   小栗 敬彦  (¥20,000) 
 小栗 奈津子  (¥10,000) 尾関 富彦  (¥5,000) 梶川 正勝  (¥10,000) 
 糟谷 聡介  (¥100,000) 加藤 哲   加藤 利純  (¥10,000) 
 金沢 政樹   神谷 節子  (¥20,000) 亀谷 正明  (¥1,000,000) 
 河口 康二  (¥20,000) 川口 修治   河村 博司  (¥10,000) 
 菊田 淳   北川 精一  (¥10,000) 木村 志づ  (¥5,000) 
 桑原 富子  (¥10,000) 纐纈 貴美子  (¥10,000) 五島 説司  (¥10,000) 
 小島 孝博  (¥10,000) 小林 勇樹  (¥5,000) 小見山 輝人  (¥5,000) 
 近藤 富雄  (¥10,000) 坂井 進  (¥50,000) 坂口 卓蔵  (¥10,000) 
 坂口 義男  (¥10,000) 坂倉 健男   坂下 盈彦  (¥5,000) 
 佐竹 覚  (¥10,000) 佐藤 祐二  (¥5,000) 茂野 一彦  (¥5,000) 
 柴田 昌利  (¥10,000) 嶋 睦宏   清水 範子  (¥5,000) 
 下平 友人  (¥5,000) 末宗 浩  (¥10,000) 杉浦 一保   
 杉山 茂樹  (¥5,000) 杉山 惣七郎  (¥10,000) 鈴木 正典  (¥5,000) 
 髙木 正巳  (¥30,000) 高取 陽子   高橋 哲司  (¥10,000) 
 武市 秀治  (¥10,000) 竹川 良彦  (¥25,000) 武田 恒夫  (¥5,000) 
 武久 洋三  (¥50,000) 田中 啓子  (¥10,000) 田中 孜  (¥200,000) 
 田中 茂  (¥5,000) 谷本 浩一  (¥5,000) 田渕 正康  (¥10,000) 
 塚本 駿  (¥3,000) 槻尾 義昭  (¥30,000) 成田 千果   
 難波 克行  (¥10,000) 野村 志保子  (¥100,000) 野村 泰成   
 野村 弘  (¥50,000) 早川 享志  (¥20,000) 早矢仕 郁夫  (¥10,000) 
 林 美和子  (¥10,000) 林 睦齊   早野 美里   
 日比野 慎吾  (¥30,000) 平田 史子  (¥10,000) 藤田 亜子   
 藤田 孝子  (¥5,000) 船戸 孝司   舟橋 まゆみ  (¥5,000) 
 古田 晋成  (¥50,000) 細田 文一  (¥100,000) 松岡 恵子  (¥20,000) 
 松坂 吉偉  (¥5,000) 松田 明  (¥3,000) 水庫 利重  (¥10,000) 



 三宅 収  (¥3,000) 三輪 妙子  (¥5,000) 三輪 誠  (¥50,000) 
 武藤 哲夫  (¥10,000) 銘苅 敏夫  (¥10,000) 籾山 喜良  (¥30,000) 
 森田 浩之   守屋 文香   安田 高明  (¥80,000) 
 弥富 章   山口 賢三  (¥5,000) 吉田 政直  (¥10,000) 
    

掲載を希望されないご寄附者   
 個人 93 名   

    
    

【法人・団体等】   
 (株) 天野企画  (¥10,000)   
 (一社) あかつき心理教育相談室  (¥10,000)  

 （株）市川会計  (¥30,000)   
 大垣精工(株)  (¥100,000)   
 おおのレディースクリニック  (¥10,000)  

 （医)  ささき小児科     
 さとう写真館  (¥10,000)   
 (株) 泰成工業     
    

掲載を希望されないご寄附者   
 法人・団体等 2 法人  

    

 

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

令和 2 年度岐阜大学基金への寄附状況 
（令和 2 年 4 月～1 月 15 日現在） 

 

寄附受付件数         2,286 件 

寄附受付金額     83,620,939 円 
 

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 


