
2021年9月分

酪農学園基金累計実績(2021年9月末時点)

件 円

　学校法人酪農学園にご支援を賜りまして、心より御礼申し上げます。

　感謝の意を込め、2021年9月にご寄付いただきました方のご芳名を掲載させていただきます。

　(五十音順・敬称略にて掲載させていただきます。)

〇寄付者ご芳名(個人)

足立 恒夫

14,800,000

青山 文彦 赤松 茂 赤松 平 東 房志

409

池田 暁史 池田 信 池田 龍二 伊丹 貴晴 一本木 哲男

荒井 桂 荒嶋 弥寿夫 安藤 廣 飯島 勝 飯田 孝之

岩佐 達男 上野 敬司 植松 正平 宇賀神 道夫 内田 郁夫

井上 亮 井上 公 井上 喜子 今井 紘子 岩井 繁和

太田 美咲 大西 博 岡村 大祐 岡本 巧 小澤 菊枝

梅崎 隆利 浦川 利幸 浦辻󠄀 雄央 大石 雅彦 逢坂 ゆき子

陸井 義夫 久保田 英治 久保田 一彦 窪田 系生 黒崎 尚敏

門脇 文生 菅野 正博 北井 康貴 北 準一 北村 直人

今野 美智雄 齊藤 達夫 佐藤 健志 澤谷 航一 繁田 與助

源津 弥生 髙坂 嘉孝 小嶋 聖 小林 一太 小林 靖夫

菅野 美樹夫 菅谷 竜士 鈴木 士 鈴木 佑 須田 哲生

島﨑 哲弥 清水 孝志 宿田 成宏 新谷 誠司 末広 秀圭

田口 正行 竹田 保之 竹田 洋介 竹中 勝雄 田代 敬次郎

高澤 正幸 髙橋 淳根 高森 巌 髙山 基樹 髙山 泰樹

逵 兼一郎 土井 悟 唐仁原 景昭 十倉 宏 戸水 雅智

立川 直生 谷浦 浪子 谷口 眞子 田之上 真一 津川 裕一

中村 登喜男 名久井 重礼 成田 昭子 南部 豊 西 一彦

富田 信夫 鳥巣 至道 長井 信之 中川 菊夫 中谷 暢丈

新田 俊一 丹羽 秀樹 野口 修 野本 晋市 長谷川 遥

西川 治彦 西川 正隆 西崎 悟 西田 丈夫 西本 公二

浜本 輝男 半澤 善幸 平沢 駿太 廣岡 亨 廣瀬 計

長谷川 秀博 長谷川 靖洋 花澤 信幸 花舘 充章 濱端 隆雄

船越 衛 星野 仏方 前川 勇一 蒔田 浩平 町田 樹里安

福島 直樹 福田 登一 藤井 英雄 伏見 滋彦 藤村 翼

水口 馨 南 繁 宮坂 あかね 宮崎 早花 向出 惠勇

町田 崇 松田 紀年 松中 照夫 松本 由利子 三上 正義

宗像 雅輔 校條 均 森田 幹雄 森本 晃司 柳瀬 博元



〇寄付者ご芳名(個人)

〇寄付者ご芳名(法人等)

旭川ガス株式会社 江別支社

株式会社アミノアップ

いっしん工房

いばらく乳業株式会社

岩倉建設株式会社

株式会社いわせき 江別支店

エア・ウォーター北海道株式会社 道央産業・医療支社

オールジャパンブリーダーズサービス株式会社

協同乳業株式会社

倉島乳業株式会社

曲堀幸和産業株式会社

株式会社コーンズ・エージー

埼北酪農業協同組合

弁護士法人札幌つづみ星法律事務所

株式会社サングリン太陽園

サン動物病院

株式会社シーエーブイ

一般社団法人ジェネティクス北海道

医療法人社団新札幌駅前内科循環器

新宿動物病院

株式会社竹中工務店 北海道支店

株式会社ダルテック

忠類農業協同組合

筑波乳業株式会社

道央衛生株式会社

道央農業協同組合

豊頃町農業協同組合

ナカバヤシ株式会社 札幌営業所

中山建設株式会社

一般社団法人日本ホルスタイン登録協会

株式会社ノマド

株式会社花の八幡屋

パルク動物病院

山方 昭弘 山口 明 山舗 直子 山下 和人 山田 稲生

𠮷中 厚裕 萬 啓悟 和田 昭彦 渡辺 東四郎 渡会 福次郎

山本 康司 横山 明光 横山 守 吉田 知史 吉田 潤世



〇寄付者ご芳名(法人等)

株式会社ひだかＣ.Ｌ.Ｃ

株式会社日の丸産業社

平塚動物病院

福島県酪農業協同組合

有限会社ペット・クリニック井上

株式会社ホクビー

北海道オリオン株式会社

北海道タイコー株式会社

社会福祉法人北海道リハビリー

北工電気株式会社 札幌支店

摩周湖農業協同組合

株式会社松村組 札幌支店

丸善雄松堂株式会社 札幌支店

美野里酪農業協同組合

有限会社三好牧場

有限会社山田印章印刷

雪印種苗株式会社

株式会社ライセンスアカデミー


