
2021年11月分

酪農学園基金累計実績(2021年11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11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)

伊木 理音 池田 龍二 石井 修二 石田 敏雄 磯部 孝

井川 晃

23,155,719

青木 雄治 厚海 成治 天野 豊治 鵤 満

798

伊藤 百合子 稲垣 英毅・将大 井村 芳次 岩井 繁和 岩原 寅太郎

伊丹 貴晴 一本木 哲男 伊藤 茂生 伊藤 隆 伊藤 紘子

打本 大志 梅崎 隆利 浦端 昭雄 大石 皐月 大出 幸一

上野 敬司 植松 正平 宇賀神 道夫 宇佐美 貴史 内田 郁夫

岡﨑 政之・智仁 緒方 俊之 岡部 達也 岡本 巧 岡本 宏之

大上 浩也 大高 己津夫 大塚 眞一朗 大戸 哲 大山 哲生

加藤 眞司 金田 孝次 金田 光弘 亀田 泰貴 川﨑 喜正

小川 雅昭 海冨 拓也 海冨 祐治 加藤 直俊 加藤 正勝・智子

木内 充 木村 健一 京家 誠 陸井 義夫 久住 重成

菅野 勝見 岸本 正人 北井 康貴 北川 詠子 北村 直人

源津 弥生 小泉 徹 小島 正代 小瀬 泰 小谷 広一

久保田 幸一 久保 泰雄 熊本 裕美子 久門 貞雄 黒澤 清

紺野 勝歳 斉藤 英孝 坂口 千春 佐々木 幸雄 佐藤 悦

小林 一彦 小林 めぐみ 小堀 哲夫 古屋 和幸 近藤 正治

佐藤 正仁 佐野 孝一 塩野谷 幸一 塩野谷 美千子 重冨 康則

佐藤 和幸 佐藤 圭介 佐藤 広一 佐藤 毅 佐藤 健志

神保 正志 菅野 美樹夫 菅原 繁 鈴木 昭夫 鈴木 士

静川 広巳 下村 泰司 庄司 信幸 新藤 駿介 神内 祐美子

鈴木 令子 清野 勇 関 俊章 早田 辰己 高澤 正幸

鈴木 聡 鈴木 了 鈴木 千秋 鈴木 由佳梨 鈴木 洋一

髙嶺 一司 髙山 基樹 瀧奥 拓二郎 竹田 保之 田代 勤

髙篠 文明 髙田 知弥 髙田 勇人 高林 和弘 高松 俊男

坪井 純司 出村 真利江 戸田 創 富岡 光夫 鳥巣 至道

立川 直生 田中 佳秀 津川 裕一 津田 雄二 堤 千惠子

中谷 暢丈 長太 雅則 中田 渉 中野 司 長濱 伸也

中川 靖博 中越 浩二 中島 實 中瀬 勇一 永田 庄二



〇寄付者ご芳名(個人)

〇寄付者ご芳名(法人等)

アイラ動物病院

株式会社阿良ファーム

有限会社エコテクノベース

合資会社ことぶき福祉サービス

株式会社しあわせ動物クリニック

しずない農業協同組合

白老和牛王国上村牧場株式会社

株式会社大学通信

たぶち動物病院

農林振興株式会社

野幌機農高等学高校昭和37年卒業同期会

花畔動物病院

平塚動物病院

広尾町農業協同組合

有限会社ベッセル

三田牧場

みどりがおか動物病院

西谷 宏一 額田 立子 根本 淳子 野理 恵子 枦木 義行

中村 邦男 中山 泰輔 西 一彦 西川 雄三 西村 耕司

林 栄 林 英樹 原田 俊雄 半田 直子 樋岡 祥嗣

長谷川 隆博 長谷川 靖洋 幡 優子 花草 宣明 花澤 信幸

福島 宗義 藤井 傳也 伏見 和彦 藤本 郁太郎 藤本 孝三

平野 直美 廣川 洋子 深石 征夫 福井 宣秋 福島 直樹

星野 仏方 細川 允史 堀 晋一 本間 靖洋 前田 時男・艶子

渕上 勝浩 冬木 忠清 古屋 明広 辨野 義己 㠶足 晃

松田 紀年 松塚 勝司 松本 香穂留 馬渕 惺敬 水口 馨

牧口 仁 蒔田 浩平 間瀬 朝夫 松岡 秀明 松尾 孝好

宮原 俊之 宮本 正敏 村田 文男 森岡 昭 森島 広好・壯太

水本 隆 溝口 乗治 美濃 陽介 宮崎 早花 宮澤 満

山口 達也 山口 博 山崎 江一 山下 和人 山下 時明

森田 芳治 森脇 徹 八澤 俊浩 柳 直希 柳瀬 博元

山根 正雄 山本 隼 横田 裕之 吉田 隆繁 吉田 強

山田 和男 山田 克子 山田 惇太 山田 龍翁 山中 純孝・草間 恭子

渡辺 康了 和田 優子

𠮷中 厚裕 吉村 幸子 渡辺 晃久 渡辺 東四郎 渡辺 眞


