
 
 
 

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３年１２月分   
    

【個人】   
 浅井 加代  (¥2,000,000) 浅野 和利  (¥10,000) 安藤 幸子  (¥10,000) 
 井口 琢郎   池井 元  (¥5,000) 石川 博康  (¥20,000) 
 石橋 寿恵広  (¥5,000) 石原 嗣治  (¥5,000) 市野 秀二  (¥5,000) 
 井手 幸晴  (¥10,000) 伊藤 一彦   伊藤 秀久  (¥5,000) 
 今井 利雄   今井 道生  (¥10,000) 岩田 友茂   
 岩田 博   上田 元信  (¥10,000) 内田 昭二  (¥5,000) 
 梅岡 昭生  (¥10,000) 遠藤 國夫  (¥5,000) 太田 博   
 太田 正之   大塚 誠代  (¥10,000) 大塚 章法  (¥10,000) 
 大橋 純恵  (¥10,000) 大森 和男  (¥5,000) 岡本 邦雄  (¥5,000) 
 小栗 敬彦  (¥30,000) 小田 啓介   小田 貴紀  (¥100,000) 
 梶田 泰司  (¥30,000) 嘉住 熊二  (¥20,000) 加藤 順子  (¥30,000) 
 加藤 素男  (¥10,000) 亀井 正治  (¥100,000) 川口 直紀  (¥10,000) 
 川崎 政志  (¥10,000) 河原 洋之   河村 民夫  (¥10,000) 
 菊永 裕行  (¥5,000) 北川 精一  (¥10,000) 北嶋 敏和  (¥10,000) 
 桐山 善治   久野 正雄  (¥10,000) 黒田 一郎  (¥10,000) 
 桑原 富子  (¥10,000) 小池 寛司  (¥10,000) 児島 雅博   
 小谷 和彦  (¥5,000) 後藤 美佐子  (¥5,000) 小原 繁雄   
 坂倉 健男  (¥5,000) 坂下 盈彦  (¥5,000) 酒向 一也  (¥5,000) 
 佐々木 栄英  (¥10,000) 笹俣 清明  (¥10,000) 佐藤 勝彦  (¥10,000) 
 篠田 薫  (¥5,000) 柴田 智司  (¥10,000) 柴田 正人  (¥10,000) 
 嶋 睦宏   島田 幹夫  (¥10,000) 白井 秀典   
 白髭 昌男  (¥5,000) 杉山 容子  (¥10,000) 鈴木 治  (¥50,000) 
 鈴木 賢治   住田 光夫  (¥10,000) 関 輝久   
 関村 恵子  (¥5,000) 鷹羽 美佳  (¥5,000) 髙橋 明博  (¥10,000) 
 高橋 員代  (¥10,000) 髙橋 敏彦   高橋 満喜雄  (¥10,000) 
 髙橋 睦  (¥30,000) 髙見 浩三  (¥10,000) 田上 久子  (¥50,000) 
 武市 秀治   竹中 安子  (¥5,000) 田近 正洋  (¥100,000) 
 田中 需  (¥20,000) 田中 慈子  (¥15,000) 谷口 和視   
 谷村 兼行  (¥10,000) 谷本 浩一  (¥5,000) 千羽 正己  (¥10,000) 
 津田 薫   坪内 一紀   鶴見 昇三  (¥10,000) 
 富川 侑誼  (¥10,000) 富田 知男  (¥5,000) 中根 進  (¥10,000) 
 中村 豊  (¥10,000) 名和 真千子  (¥10,000) 仁木 俊夫  (¥5,000) 
 西脇 衛  (¥10,000) 合歓垣 誠司   野村 務  (¥5,000) 
 野村 利道  (¥10,000) 野村 誠   長谷川 清善  (¥20,000) 
 羽田 清志  (¥100,000) 早川 治彦  (¥10,000) 林 嘉道  (¥10,000) 
 日比野 雄二  (¥10,000) 平野 加代子  (¥10,000) 福井 隆   



 舩橋 満  (¥10,000) 古田 仁  (¥5,000) 古橋 純子・古橋 徳昭  (¥10,000) 
 牧野 守  (¥10,000) 松浦 幸子  (¥30,000) 松野 知文  (¥10,000) 
 三浦 秀輝  (¥10,000) 三浦 ふみ江  (¥5,000) 水野 隼人   
 水野 雅之   水野 芳晴  (¥5,000) 溝口 清孝  (¥10,000) 
 三谷 省造  (¥10,000) 箕浦 秀樹  (¥5,000) 宮地 信男  (¥10,000) 
 宮長 悟  (¥10,000) 見山 政克  (¥5,000) 三輪 妙子  (¥5,000) 
 武藤 茂  (¥10,000) 村松 弘章   銘苅 敏夫  (¥10,000) 
 森 敬一   森 麻由美   山田 伸  (¥10,000) 
 山田 知幸   山田 浩子   山本 浩典   
 山本 真理子   横山 明男  (¥20,000) 吉田 博史   
 米津 貴史  (¥10,000) 若原 和男  (¥100,000) 若村 泰彦   
 渡辺 建  (¥10,000) 渡邊 浩二  (¥10,000) 渡部 公民  (¥10,000) 
    

掲載を希望されないご寄附者  

 個人 ４６名   

    
    

【法人・団体等】   
 岐大工精密２回生有志  (¥40,000)  

 ミニストップ株式会社  (¥1,200,000)  

    

掲載を希望されないご寄附者  

 法人・団体等 １法人  

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

                                                                                                                             

令和 3 年度岐阜大学基金への寄附状況 
（令和 4 年 1 月 17 日現在） 

 
 

寄附受付件数          766 件 

寄附受付金額     47,442,265 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/ 

実績 


