
石渡　英夫 寺井　伊都子 高橋　英之

残念ながら、今月は寄附された方はおりませんでした。平成30年7月から

始まり、丸2年6ヵ月続いた寄附が、ここでいったん中断となりました。

安彦　和之 石井　健太

吉成　久和 神保　重孝 田中　亮吏 冨久　日出男 山森　聡 佐藤　恒和

高橋　俊 田村　正志 西村　一美

（注記）本件寄附は、募集期限の9月を過ぎてからのご入金ですが、3名の

方はクレジットカード・コンビニによるご寄附かと思われます。

なお、北大フロンティア基金《恵迪寮改修費》の口座は、閉鎖されており

ませんので、これからも寄附は可能です。

朝倉　仁樹 寺井　伊都子 石関　正浩 前田　政範 北村　一夫 八重樫　幸一

今井　久雄 大友　巧

【令和3年1月寄附者ご芳名】

☆寄附者0名、寄附金額0円

■累計316名/11,090,000円

【令和2年12月寄附者ご芳名】

☆寄附者2名、寄附金額150,000円

北大フロンティア基金《恵迪寮改修費》に寄附された方のご芳名（入金年月日順）

【令和2年9月寄附者ご芳名】

☆寄附者6名、寄附金額310,000円

■累計304名/10,740,000円

【令和2年10月寄附者ご芳名】

医療法人ららら

☆寄附者4名、寄附金額100,000円

■累計308名/10,840,000円

【令和3年2月寄附者ご芳名】

☆寄附者3名、寄附金額160,000円

■累計319名/11,250,000円

【令和2年8月寄附者ご芳名】

■累計316名/11,090,000円

【令和2年11月寄附者ご芳名】

☆寄附者6名、寄附金額100,000円

■累計314名/10,940,000円



田坂　幸平 内藤　拓 岩崎　哲也 梶間　勇樹

福井　滋 清水　太 高瀬　登志彦 三上　英範 山本　幸一

舩津　保浩 金家　茂幸 櫻田　誠司 萩山　仁洋 呉　敦

佐藤　信雄 柴田　俊夫 春名　敏弘 越澤　勝 上谷　誠司 福田　佳之

横田　喜一郎 八重樫　幸一

三角　公太郎 金澤　勝幸 今野　隆彦 越田　信 花川　裕規 宮入　隆

原　二郎

成ヶ澤憲太郎 甲斐　陽輔 今村　康弘 佐藤　八雷 鈴木　博史

【令和2年2月寄附者ご芳名】

☆寄附者6名、寄附金額100,000円（人数、金額は匿名希望者1名分を含む）

■累計267名/9,519,999円

【令和2年1月寄附者ご芳名】

【令和2年6月寄附者ご芳名】

☆寄附者5名、寄附金額190,000円

■累計292名/10,270,000円

☆寄附者7名、寄附金額365,000円

☆寄附者4名、寄附金額140,000円

☆寄附者2名、寄附金額20,000円

■累計298名/10,430,000円

【令和2年7月寄附者ご芳名】

■累計274名/9,884,999円

■累計296名/10,410,000円

【令和2年5月寄附者ご芳名】

☆寄附者5名、寄附金額55,000円

■累計287名/10,080,000円

【令和2年3月寄附者ご芳名】

【令和2年4月寄附者ご芳名】

☆寄附者8名、寄附金額140,001円

■累計282名/10,025,000円



佐藤　文雄

吉原　照彦 鈴木　聡美

松岡　渉 栗田　明 藤田　正一 轟　明 渕瀬　啓太 谷口　哲也

藤井　信明 井口　光雄

鮫島　正純 竹下　忠彦 横山　清 橋本　博行 長谷川　守 宮本　健太郎

市島　晴司 八重樫　幸一 植村　敬一 小長井　奎幸

和田　清明 宇田川　禮一 高見　敏彦

安彦　和之 辻　英幸 渕上　玲子 藤本　康男 笠原　賢明 根本　守

長尾　正敏 刑部　博人 亀田　徹 川村　潤一 榊原　悟志 砂子沢　成人

吉添　高兆 田中　充哉 小池　秀正 長谷川　久

倉持　允昭

小泉　守 山本　義男 黒川　俊夫 松村　米紘 金子　晃 高井　保秀

笠原　寛 石飛　益弘 平良　健康 高瀬　登志彦 今井　久雄 佐竹　正治

寺井　伊都子 藪内　晴弘 犬飼　悟 高石　悟 吉井　誠 野村　勝

佐藤　允克 江本　永二 栗田　順三

☆寄附者12名、寄附金額655,000円（人数、金額は匿名希望者2名分を含む）

■累計　248名/8,279,999円

■累計　209名/6,575,000円

医療法人社団なかむら整形外科クリニック

三島会計事務所

☆寄附者27名、寄附金額1,049,999円（人数、金額は匿名希望者5名分を含む）

【令和1年8月寄附者ご芳名】

☆寄附者26名、寄附金額677,000円（人数、金額は匿名希望者5名分を含む）

☆寄附者1名、寄附金額20,000円

■累計261名/9,419,999円

【令和1年9月寄附者ご芳名】

【令和1年10月寄附者ご芳名】

【令和1年12月寄附者ご芳名】

☆寄附者4名、寄附金額110,000円（人数、金額は匿名希望者2名分を含む）

■累計260名/9,399,999円

【令和1年11月寄附者ご芳名】

☆寄附者8名、寄附金額1,010,000円

■累計　256名/9,289,999円

【令和1年7月寄附者ご芳名】

■累計　236名/7,624,999円



窪田　開拓 中紙　麦兵 嶋田　誠 飯塚　正 佐藤　博昭 勝山　真吉

折橋　英行 久下　眞一 鎌倉　安秀 高橋　千代丸 中島　正喜 根上　敦吏

野呂　雅之 押場　昭人 児玉　信雄 来田　健造 松岡　省自 三野　昇

諏訪　正明 猪股　哲美 木村　昭彦 小林　泰 福永　徳三郎 前田　駿

三好　憲一 北古味　雄 中田　邦雄 左近　祥夫 山口　彰 和　孝雄

内藤　拓 石間戸　宗明 氏平　増之 佐々木　信廣 石坂　實 立見　裕

川原　幸則 伊奈　孝芳 矢野　哲憲 平原　伸幸

山田　勉 山内　清久 田畠　実 小林　次郎 吉田　務 下村　正彦

新井　三郎 横田　喜一郎 小菅　高之 井沼　淳一郎 宮田　睦彦 坂倉　雅夫

櫻田　誠司 森　健史 吉成　浩志 桐生　芳郎 楠美　清彦

木村　成二 大谷　文昭 清水　文彦 船津　明 米澤　安衛

左近　祥夫 千川　浩治 春名　敏弘 金家　茂幸 酒井　健司 鈴木　麟太郎

西村　智嘉男 成ヶ澤憲太郎 鈴木　修六 小菅　高之 坂下　一博

小島　洋一 大野　泰煕 竹田　幸宏 今井　久雄 齋藤　憲一 徳田　順之

渡辺　誠二 石田　治夫 嶋﨑　敏彦 織田　健造 遠山　剛正 三野　昇

松本　巧

【令和1年5月寄附者ご芳名】

【令和1年6月寄附者ご芳名】

☆寄附者45名、寄附金額1,405,000円（人数、金額は匿名希望者5名分を含む）

■累計　183名/5,898,000円

☆寄附者11名、寄附金額290,000円

■累計　130名/4,373,000円

☆寄附者８名、寄附金額120,000円（人数、金額は匿名希望者2名分を含む）

■累計　138名/4,493,000円

☆寄附者1６名、寄付金額1,038,000円（人数、金額は匿名希望者3名分を含む）

■累計　101名/3,723,000円

【平成31年4月寄附者ご芳名】

☆寄附者6名、寄附金額170,000円（人数、金額は匿名希望者1名分を含む）

■累計　119名/4,083,000円

【平成31年2月寄附者ご芳名】

【平成31年3月寄附者ご芳名】

☆寄附者12名、寄附金額190,000円（人数、金額は匿名希望者1名分を含む）

■累計　113名/3,913,000円



伊藤　正朗 小木　聡 小菅　高之

中町　昭道 田辺　暢浩 桑原　照雄 舩津　保浩 渡邉　誠 岩井　隆郎

横山　考 石渡　英夫 宜寿次　盛生 大隈　昭二

江本　永二 安間　荘 水上　隆史 福田　佳之 村上　明

☆寄附者5名、寄附金額90,000円

■累計　69名/2,150,000円

山下　貴正 内藤　春彦 川代　敦志 桑原　照雄 加藤　芳宏 宮内　徹也

古谷　修 中田　邦雄 上江洲　安宏 宮坂　正昭 入江　和彦 塩井　孝

平　和俊 長谷川　裕正 田子　真

石坂　實 鈴木　望 中村　知広 冨田　泰史 千田　哲生 渡部　洋一

皆川　吉郎 佐藤　孝雄 佐野　将義 須藤　修方 則近　彰 山田　秀司

伊藤　博夫 贄田　裕昭 小原　隆夫 岡田　弘 中山　貞夫 尾郷　賢

村花　宏史 野本　健 西室　舜雄 佐藤　守 梅津　邦夫 櫻井　洋一

【平成30年8月寄附者ご芳名】

☆寄附者23名、寄附金額330,000円（人数、金額は匿名希望者5名分も含む）

■累計　39名/670,000円

■累計　49名/820,000円

【平成30年11月寄附者ご芳名】

【平成30年12月寄附者ご芳名】

【平成30年9月寄附者ご芳名】

【平成30年10月寄附者ご芳名】

■累計　64名/2,060,000円

☆寄附者15名、寄付金額1,240,000円

☆寄附者10名、寄付金額150,000円（人数、金額は匿名希望者4名分を含む）

☆寄附者13名、寄付金額465,000円（人数、金額は匿名希望者3名分を含む）

【平成31年1月寄附者ご芳名】

☆寄附者3名、寄附金額70,000円

■累計　85名/2,685,000円

■累計　82名/2,615,000円



八重樫　幸一 工藤　哲靖 工藤　瑞生 植松　高志 清水　文彦 竹下　忠彦

前島　一淑 宇原　久 木村　昭彦 佐藤　市雄 加内　一也 松川　精一

坂倉　雅夫

以上

☆寄附者1名、寄附金額○○円（人数、金額は匿名者も含む）

【平成30年7月寄附者ご芳名】

☆寄附者15名、寄附金額330,000円（人数、金額は匿名希望者3名分も含む）

■累計　16名/340,000円

坂倉雅夫氏は、本募金の開始1年前に同趣旨の寄附を行っていました。

【平成29年8月寄附者ご芳名】


