
2021年（令和３年）４月 （敬称略）

田畠　勉
開校140周年記念　札幌市立豊平小学校　同窓会
会長　中川　昭一

坂元　順一
北海道アイスクリーム協会
理事長　萩原　秀和

株式会社エフエム北海道 北海道コカ・コーラボトリング（株）

田村　秀樹 石橋　征嗣

高木　進 桐山　大地

星野　廣樹 服部　巨

坂井　寛信 齋藤　大介

菊田　彰 宮原　崇

大岡　正憲 根本　高臣

鈴木　信博 佐藤　綾乃

宮崎　孝一 高瀬　聖身

植中　裕史 大西　淳史

岸田　亜希子 倉持　康弘

高橋　三郎 鶴田　哲司

高嶋　英夫 三浦　保

山本　治男 新田　保隆

竹本　憲夫 花岡　雅秀

本多　將之 中村　千恵子

西島　毅 石橋　征嗣

山本　治男 中野　正剛

川谷内　二奈 石川　智士

宮本　誠也 川上　寛

米谷　太一

2021年（令和３年）５月 （敬称略）

田畠　勉 坂下　眞美

小西　哲也 パインツリー株式会社　はりきゅう・きのえ

お名前の公表についてご了解いただきました寄付者の皆さま



株式会社　ＹＯＳＨＩＭＩ 勇建設株式会社

桶本　義孝
ひまわり工務店株式会社
代表取締役　武川　誠

レッドベリースタジオ　飯塚　優子 株式会社キッズプロモーション

株式会社　まきばの郷　代表取締役　三谷　敬造 ニューオータニイン札幌

大森　洋見 西島　毅

加藤　五郎 柴田　拓也

星　良弘 五藤　諒

加藤　真司 齋藤　昌尚

矢竹　和夫 坂井　寛信

竹下　貴之 竹尾　達朗

山下　宏之 長谷川　繁雄

川畑　俊貴 榎本　克久

前澤　直史 上原　哲也

山本　治男 倉林　大輔

後藤　茂男 三浦　生雅

川上　洋平 加藤　忠彦

小川　和幸 谷地　敏輝

高瀬　聖身 福田　薫

原　綾子 寺田　秀雄

奥本　清孝 西池　博司

島津　研三 田村　隆

片山　正 八巻　邦貴

宮澤　直也 佐々木　洋通

新井　洋子 坂元　則利

久井　大樹 仲川　実

鵜飼　俊行 小谷　綾乃

永田　隆治 中迫　修二

山田　麻友美 久保　浩恵

沖口　裕二 藤原　一幸

山下　一彰 鈴木　萌亜



2021年（令和３年）６月 （敬称略）

榊原　廣次 鈴木　桐花

株式会社札幌ドーム
代表取締役社長　山川　広行

札幌ロータリークラブ

伊藤　孝直 双豊電気株式会社

田畠　勉
東陽上村アドバンス　株式会社
代表取締役　澤田　満

NeNe
有限会社　金ス菅井商店
代表取締役　菅井　直俊

株式会社　北海道グリーンメンテナンス 株式会社セブン-イレブン・ジャパン

森本　義隆 齋藤　晴夫

廣野　浩之 玉川　雅之

山本　治男 田村　隆

石井　博文 David　Powell

倉内　康治 大石　一行

小田　忠司 伊藤　千香子

天野　圭 藤田　佳巳

小谷　綾乃 味本　隆

中村　哲也 中村　徹

稲垣　淳 友西　貴也

松下　康祐 羽田野　潤

小野　啓幸 仲川　好明

高橋　祐二 曽我　悠平

入江　僚 石川　剛

佐藤　豊大 岡部　圭一

橋立　克巳 酒井　大輔

奥本　清孝 五藤　浩二

村上　明博 小倉　健治

田原　健二 上野　一幸

秋山　志のぶ 樋口　徹

安井　淳 昆　祐貴也

樋口　隆英 昆　祐貴也



矢野　英隆

2021年（令和３年）７月 （敬称略）

田畠　勉
株式会社宮田屋珈琲　
代表取締役　宮田　一也

高橋　良江 安藤電気工業株式会社

畠山　大地 有限会社　ロイヤルスイーツ

北星学園女子中学高等学校　高校ライラック会 サイバーレコード㈱

本田　このみ NeNe

佐々木 可能 木内　政幸

湯川　靖司 田中　麻美

髙野　たつ子 松田　康宏

江幡　一晃 山岸　甚太郎

石村　葉子 中村　徹

木内　崇 伊藤　杏里

児玉　信 雑賀　明宏

西浦　竹彦 菅野　勝俊

小林　正人 大谷　和功

丸山　史晃 表　徳宏

橋本　博 廣田　直毅

川口　晃司 岡田　麻李

林　孝郎 古賀　一

小紙　達也 寺前　亮児

髙橋　瑞希 岩本　敏

長山　ナミ 汐川　ひとみ

須藤　悠太 横山　浩一

加藤　みのり 吉田　れいな

高橋　義徳 鬼頭　智和

鶴田　敬郎 円満堂　修治

永井　昭彦 山田　潔

園部　春樹



2021年（令和３年）８月 （敬称略）

田畠　勉 丸亀　孝行

株式会社宮田屋珈琲 髙島　尚之

賀来　亨 有限会社　博陽

伊藤　由紀夫 小玉　光子

株式会社札幌夜間動物病院 秋元　加代子

丸亀　鐵治 吉﨑　博昭

両角　典久 行廣　美樹

水田　俊男 高田　淳

谷野　英一 岡田　暁光

新井　真琴 野萩　康

堀江　真司 田村　権吾

竹元　利泰 岡本　康宏

北浦　毅 和知　紀良

松成　浩二 松永　健太

山室　正晃 田口　瞳

杉江　伸夫 斉藤　崇

三上　泰助 中村　修己

張　卿 門脇　真一

友西　貴也 永田　昌寛

板木　京悦 奥本　清孝

西村　和晃 野田　典義

松尾　景子 植中　裕史

橋谷　洋子 谷藤　泰寛

平野　慎 山崎　和雄

地濃　愛 斉藤　真由美

長澤　均



2021年（令和３年）９月 （敬称略）

NeNe 道路建設株式会社

木田製粉株式会社
代表取締役社長　永瀬　雄二

石川　公浩

田畠　勉
株式会社北海道銀行
代表取締役　笹原　昌博

千田　博康 株式会社北洋銀行

佐野　俊二郎
株式会社北海道新聞社
代表取締役社長　宮口宏夫

遠藤　久美子
平和不動産株式会社
札幌支店長　伊藤　昌平

川辺　登志子 黒田　絢子

株式会社竹原鉄工所
代表取締役　竹原　慎雅

株式会社コロナ
取締役相談役　内田　力

村本　伸二 鈴木　浩

渡辺　圭造 久田　章恵

柳田　みどり 市川　千代子

樋口　徹 渡部　哲

遠藤　玄 門田　高明

佐藤　達也 細見　睦子

坂井　寛信 谷中　伸一

池田　信博 吉田　慎治

坂田　慎吾 中川　郡章

高橋　吉宏 石田　晋

小澤　虎弥 高原　清

清水　雄大 木村　明義

大村　英二 岡田　幸子

野上　悠司 近藤　克彦

藤原　一幸 農本　泰弘

森下　生也 三文字　洋輔

東　公一 平林　頼

栗原　さとる 津田　美由紀

岡本　伊織 岡　良彰

太田　雅久 北村　謙次

中村　徹 三浦　真彦



大久保　徳幸 安藤　達也

髙田　美紀 渡部　勇一

小谷　綾乃 大木場　祐一

竹内　甫 石毛　秀明

安藤　修 新開　将智

清水　滋正 田村　勝則

地濃　愛 梅木　宏幸

岡本　敦志 田中　大輔

小川　和幸 三浦　舞子

小川　幸男 山本　祐子

茨木　理


