
2021年12月分

酪農学園基金累計実績(2021年12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12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)

厚海 六郎 安倍 明徳 荒川 真人 荒木 とみえ 荒嶋 弥寿夫

浅井 太一

28,461,719

相澤 峰基 相原 晴伴 青山 真治 浅井 啓吉

1,065

池田 進 井澤 敏郎 石井 智美 石岡 浩一 石田 哲夫

有山 浩 安部 一徳 家山 麻希 五十嵐 重俊 井口 良平

岩橋 善大郎 岩森 昭憲 上野 敬司 上野 秀樹 上野 英貴

伊丹 貴晴 伊藤 匡人 伊東 義洋 岩井 繁和 岩崎 智仁

梅林 浩 浦島 忠勝 漆原 滋 江守 剛 及川 伸

上野 裕幸 植松 正平 内田 郁夫 内田 嘉彦 梅田 雅夫

大橋 帝仁 大場 光広 岡本 吉弘 奥寺 好子 尾﨑 光広

及川 傳弘 尾池 一仁 大谷 克城 大塚 健盛 大友 満

笠井 一路 加藤 由郎 神谷 正男 川口 芳幸 川筋 敏幸

小澤 修二 押谷 一 落合 雄一郎 小野寺 秀一 小野山 真生

喜多 正則 木野 裕二 木村 秀史 桐生 信 楠 利雄

川端 幸枝 菅野 清一 菅野 正博 神戸 哲雄 北井 康貴

小糸 健太郎 小林 一太 小林 道 小林 睦子 小林 靖夫

久保田 正範 窪田 葵 久保田 満雄 倉内 清貴 源津 弥生

佐藤 元昭 澤田 善幸 澤本 卓治 品川 晴香 篠原 朱輝子

小林 竜太 小松 あかね 今野 望 齊藤 達夫 佐々 秀和

須賀 朋子 菅野 美樹夫 菅原 大輔 菅原 隆 杉浦 順一

島田 恵子 庄田 弘子 神 總一朗 進藤 泰介 新保 雄一郎

高取 則彦 髙橋 俊彦 髙橋 義雄 髙橋 義輝 髙山 基樹

杉村 留美子 園田 高広 大光 慎太郎 髙木 國廣 髙澤 靖

頭川 恵子 津川 裕一 土井 美和子 徳本 勝弘 徳本 利昌

竹澤 雄太 竹田 保之 立川 直生 田中 道明 種池 哲朗

中野 賀之 中道 有美 中港 康裕 中村 えみ子 中村 和徳

鳥巣 至道 中谷 清敏 中谷 暢丈 中辻 浩喜 中出 哲也

野崎 謙治 野澤 龍郎 野田 謹一 野村 義之 朴 美愛

中村 真智子 納谷 邦子 新中 章裕 西寒水 将 西村 貢



〇寄付者ご芳名(個人)

〇寄付者ご芳名(法人等)

髙塩犬猫病院

田口動物病院

みなと動物病院

林 奈美 原村 隆司 播磨 良信 春木 義光 樋口 豪紀

長谷川 靖洋 畑 正保 八戸 忍 浜野 修次 濱邊 修平

舩津 保浩 星野 澄子 星野 信隆 星野 仏方 細田 治憲

廣田 和久 藤木 純平 藤田 実 二ツ栁 道男 渕本 マリ

前田 美穂子 前田 幸代 蒔田 浩平 牧野 輝男 牧原 統

保原 達 本間 麻美 本間 新悟 本間 雄翔 前川 恭也

宮崎 早花 村田 洋介 森重 尚子 森 忠大 安田 宗弘

松本 一喜 真船 直人 三浦 茂 三浦 紘司 三浦 理寛

山本 幸夫 山家 勇 吉田 陽平 𠮷富 貞幸 𠮷中 厚裕

山口 寛司 山下 和人 山田 和弘 山田 未知 山本 靖浩

渡邉 光郎

吉野 宣彦 義平 大樹 脇島 和宏 渡辺 郁雄 渡邉 敬文


