
滋賀県立大学未来人財基金 寄附者ご芳名 

 

平成 29年 8月 31日現在 

 

滋賀県立大学未来人財基金へご寄附いただき、誠にありがとうございました。 

ご寄附いただきました皆様に対する感謝の意を表しまして、ご芳名を掲載させていただ

きます。なお、ご芳名の公開をされない方につきましては掲載しておりません。 

 

【個人】（敬称は省略させていただきます。五十音順。） 

 

 100万円以上 大田 啓一 菊池 潮美 

 

 50万円以上 川口 逸司 堺井 拡 

 

 20万円以上 國松 善次   濱崎 一志 廣川 能嗣 

 

 10万円以上 甘佐 京子 大塚 勝 沖野 教郎 面矢 慎介 

  上ノ山 すみ 川端 成彬 北村 善幸 木村 太治 

  田端 克行   多和 文重 冨田 勇一 鄭 大馨 

 並木 弘美 西川 幸治 早川 東 村山 典久 

 本影 一郎 安田 昌司 山根 浩二 山本 秀門 

 横内 直子 

 

 5 万円以上 加藤 七郎 川嶋 憲治 久馬 一剛 佐伯 明宣 

  東村 敏延 藤川 剛 増田 佳昭 吉田 一郎 

 

 1 万円以上 青井 俊夫 青山 繁一 青山 とき子 明山 洋子 

  安達 司 飯田 美由紀 猪飼 栄造 池田 光孝 

  石川 慎治 石橋 孝晃 伊田 翔平 伊丹 君和 

  市川 秀之 伊藤 久 糸島 陽子 稲葉 博美 

  乾 義尚 井上 淳子 井上 静代 井ノ上 靖 

  今井 早苗 今井 武 今井 幹子 今成 康忠 

  岩﨑 清治 岩田 信子 植田 儀一郎 上田 實和子 

  内田 真澄 宇野 幸彦 梅田 満壽雄 大﨑 亜見 

  大田 孝夫 大塚 義治 大塚 一真 大西 洋子 

  大野 吉彦 大橋 仙文 大橋 勲 大森 晢夫 



  岡田 定一 岡本 圭司 岡本 進 岡本 孝之 

  小川 暁子 奥津 勲 奥村 清子 小椋 茂 

  小田 叔弘 落合 輝夫  

  垣見 紘一 影本 寿寛 樫木 規秀 春日 清子 

  片山 恵子 加藤 國重 加藤 千尋 加藤 靖乃 

  鎌田 誠子 上河原 献二 亀井 尚美 川瀬 道夫 

  川並 千鶴子 川西 三十四 川野 和男 河原崎 智久 

  川村 正純 菊池 孝明 菊谷 愛 北川 孝雄 

  北村 千寿 北村 英雄 木村 智世 木村 文一 

  沓沢 祥子 國弘 哲夫 窪田 好恵 熊崎 孝之 

  郡田 晶子 小澤 重男 小島 タヅ 後藤 隆幸 

  後藤 直成 小森 正人 

  斎藤 修 Southwell 智子 坂本 和子 坂本 眞一 

  貞森 伸敏    佐藤 尚武 佐野 敏子 沢田 裕一 

  茂森 美栄子 冷水 昌子 清水 慶昭 下村 甚祐 

  John Rippey 菅谷 文則 菅原 淳子 杉江 秀文 

  杉江 勝 外川  正子 園田 順 染井 清志 

  田井中 栄市 高居 重裕 高木 貴久子 髙城 ゆかり 

  高田 勇 高橋 享子 高橋 佐智子 高松 徹 

  寶 重造 田川 幸子 多喜 香代子 滝口 将章 

  田口 泰夫 竹中 正好 竹本 絹子 多田 圭  

  田中 溥 田中 史子 棚橋 健 田辺 京子  

  田辺 善夫 谷川 行雄 谷本 智史 千々石 博之  

  柘植 富郎 辻 功 辻 和男 津田 直人  

  筒井 裕子 手原 洋子 寺原 宏 土井 渉  

  藤堂 淑子 徳満 勝久 外海 芳子 友田 充彦  

  乕丘 嘉男 酉井 一雄  

  中井 直也 永井 伸宏 中江 正典 中川 静男 

  中川 浩     永窪 洋子 中島 伸一 中嶋 隆 

  永瀬 淳子 中瀬 敏子 中谷 眞三代 中司 善一 

  中村 清明 中村 由美子 生川 年子 西川 敏子 

  西田 弘 野﨑 孝志 野田 三郎 後野 洋 

  野村 祐代  

  橋本 志賀子 長谷川 博 秦 憲志 畑中 裕司 

  八田 喜代美 八田 仁左衛門 浜田 紀美子 早川 史子 

  林 順治 林 彦太郎 原田 一彦 日置 靖男 



  東出 浩宜 日野 まゆみ 平澤 喜利野 平野 晶子 

  平林 誠子 広瀬 忠司 廣田 敏子 広田 吉朗 

  福島 喜美恵 富久田 久子 福田 真由美 藤居 忠治 

  藤川 佳伸 藤澤 正明 藤本 信子 藤森 和敏 

  九矢 幸一 古川 愼次 堀江 昭雄 堀川 徹 

  堀口 雅子  

  前川 なをみ 前田 保 前野 幸雄 真柄 佐智子 

  松尾 高子 松岡 純 松下 恭明 松下 泰雄 

  松原 茂樹 三浦 勝広 三上 新 水田 正子 

  水谷 正章 水野 潔 南川 久人 宮城 茂幸 

  宮本 雅子 三和田 大衛 村井 洋一 村田 寛 

  森 健祐 森岡 真知 森田 敦子 森脇 央 

  諸江 慈子 

  八木 善太郎 八木 照爾 安井 務 安田 佐登志 

  八谷 勝美 柳沢 淳一 柳田 廣 矢野 圭昭 

  山岡 明美 山﨑 善雄 山添 栄造 山田 千瑛 

  山田 博子 山田 真寛 山根 裕太郎 湯瀬 嬉子  

  横井 虎之助 吉川 みのり 吉澄 哲政  

  若林 秀治 若山 哲哉 和田 隆 和田 正  

  輪田 龍治 

 

  ご芳名のみの公開の方 

  秋山 毅 浅井 淑子 荒川 千登世 有沢 雅代 

  安藤 博 池下 正 池田 美智江 石原 麻子 

  市木 俊夫 伊藤 幸 岩﨑 幸和 岩橋 哲也 

  浦野 英明 大木下 美智子 大辻 誠男 大野 美奈子 

  岡 知佳 岡垣 英樹 奥村 進  

  加藤 誠二 門口 香代子 上林 文子 岸本 軍二 

  北山 房子 木村 真之 草川 佳代 久保田 貢 

  古株 ひろみ 小泉 小枝 斉内 勇 坂 弘  

  佐賀 浩江 清水 康史 杉江 治子 杉本 悦郎 

  鈴木 厚志 

 大門 裕子 高田 豊文 髙山 貴江 瀧谷 謙治  

竹原 宗範 田中 八千代 田邉 裕貴 谷口 幸美  

俵 冨美子 茶木 三朗 辻岡 芳美 坪田 幸三  

寺井 孝太 寺嶋 陽子  



中川 育男 中川 榮助 中川 友三 中川 浩子 

  中嶋 崇裕 中島 浩美 中村 美千子 西川 和子 

  西村 雅夫 西本 博 西山 利子  

長谷川 百合子 畑田 吉敏 早川 和子 林 美重子 

  樋口 斐子 日比野 幸代 平尾 潮 福岡 芳美 

  藤井 淳     藤川 典子 藤原 秀美  

増田 清美 松嶋 秀明 間所 智幸 翠川 優  

村井 久弘 村上 修一  

安田 孝宏 遊佐 貴子 湯本 聡 吉岡 正敏 

  吉田 智 吉田 順一 吉永 友成 吉持 昭千代 

 

 

【法人・団体】（敬称は省略させていただきます。五十音順。） 

＊名称をクリックしていただくと、リンクを希望された法人・団体様のホームページ 

（外部サイト）へ移ります。 

 

  50万円以上 株式会社平和堂 

 

 10万円以上 石原産業株式会社 一圓テクノス株式会社  

 近江化学工業株式会社 堅田電機株式会社  

 株式会社アルファ工房 株式会社石居設計  

 株式会社永昌堂印刷 株式会社オーケーエム  

 株式会社昭和バルブ製作所 株式会社成功産業 

 株式会社槌屋  株式会社ナイキ   

 株式会社ヒロセ  株式会社杢兵衛造船所  

 関西保温工業株式会社 木村水産株式会社  

 金城測量設計株式会社 熊谷電工株式会社  

 三恵工業株式会社 滋賀中央信用金庫  

 昭和電工株式会社 太陽精機株式会社  

 彦根急送株式会社 廣瀬バルブ工業株式会社  

 兵神装備株式会社 山科精器株式会社  

 ワボウ電子株式会社 

 

ご芳名のみの公開の法人・団体 

 近江印刷株式会社 株式会社キントー 

 株式会社滋賀銀行 株式会社滋賀山下  

http://www.heiwado.jp/
http://ichiban.co.jp/
http://www.ohmi-chemical.co.jp/
http://www.katata.co.jp/
http://www.alfa-kobo.com/
https://www.eishodo.co.jp/
http://www.okm-net.co.jp/
http://www.showavalve.co.jp/
http://www.seikou-sangyou.com/
http://www.tsuchiya-group.co.jp/
http://www.naiki.co.jp/
http://www.mokubezosen.jp/
http://www.kansai-hoon.co.jp/
http://www.ayukimura.co.jp/
http://www.sankei-555.co.jp/jp/
http://www.shigachushin.jp/
http://www.sdk.co.jp/
http://www.hirose-valves.co.jp/index.php
http://www.yasec.co.jp/
http://www.wabo.co.jp/
http://www.shigagin.com/
http://ciga.jp/


 株式会社清水合金製作所 株式会社テクノス総合メンテナンスサービス 

 株式会社ナショナルメンテナンス 株式会社光ビルサービス 

 株式会社ヒコハン 株式会社ユニマットライフ 

 日本電気硝子株式会社 日本ポリスター株式会社  

 びわ湖放送株式会社 富士ゼロックス京都株式会社 

 古河 AS株式会社 有限会社いと重菓舗  

 ローム滋賀株式会社 

 

＊記載内容についてお気づきの点がございましたら、誠に恐縮でございますが、基金事務局

までご連絡ください。 

 

基金事務局（滋賀県立大学財務グループ） 

TEL  0749-28-8213・8214 

FAX  0749-28-8471 

e-mail kikin@office.usp.ac.jp 

http://www.shimizugokin.co.jp/
http://www.pikazou.com/
http://www.bbc-tv.co.jp/
http://www.furukawaas.co.jp/
http://www.itojyu.com/

