
下呂市　・　　高山市　・　飛騨市

　　　本会 　大垣市

　　　　　（株）市川工務店 　　ダイドードリンコ（株） 　　　（株）大垣共立銀行

　　　　　岐阜中央ライオンズクラブ 　　（財）田口福寿会 　　　西濃緑化推進協議会

　　　　　生活協同組合コープぎふ

本会
　　アイビー電子工業（株）池田工場（自販機） 　　ダイドードリンコ（株）（自販機）
　　アピ（株）（自販機） 　　太平洋工業（株）
　　井納木材（株） 　　太平洋精工（株）大垣工場（自販機）
　　（社）揖斐建設業協会 　　（株）高山グリーンホテル（自販機）
　　（株）打保屋（自販機） 　　高山信用金庫
　　（株）遠藤造林 　　中部ペプシコーラ販売（株）
　　（株）扇屋 　　天龍工業（株）（自販機）
　　（株）大竹建設工業所 　　トーウンサービス（株）岐阜事業所
　　（株）奥野工務店 　　東海サーモ（株）
　　カイインダストリーズ（株） 　　東海プランニング（株）
　　河合石灰工業（株） 　　東レ（株）岐阜工場
　　（有）カワショウ武芸川支店 　　（株）長瀬土建
　　（有）カワダ建設 　　日本印刷（株）
　　関西電力（株） 　　日本印刷（株）（自販機）
　　岐建（株） 　　丹羽鋳造（株）関工場（自販機）
　　岐阜県森林組合連合会 　　（有）根尾開発
　　ぎふし森守クラブ 　　濃飛倉庫運輸（株）
　　（株）岐阜新聞社（自販機） 　　パジェロ製造（株）
　　岐阜トヨペット（株） 　　日ノ出町商店街振興組合（自販機）
　　岐阜プラスチック工業（株） 　　（株）ファミリーストアさとう石浦店（自販機）
　　（株）岐阜文芸社 　　（株）ファミリーストアさとう桐生店（自販機）
　　（株）岐阜緑地 　　フェザー安全剃刀（株）
　　岐阜有線通信（株） 　　（株）平和堂
　　日下部建設（株） 　　本庄工業（株）（自販機）
　　グリーンクリエイト（株） 　　（株）丸光イトウ
　　（株）黒田精機製作所岐阜工場（自販機） 　　丸佐（株）
　　（株）黒田精機製作所養老工場（自販機） 　　（株）丸順
　　ＫＹＢ（株）岐阜北工場 　　丸ス産業（株）
　　後藤木材（株） 　　（株）三和木
　　（株）小林三之助商店 　　（株）村山組（自販機）
　　さわ（自販機） 　　盟和産業（株）岐阜工場技術開発センター（自販機）
　　（株）三進 　　（株）メディック（自販機）
　　森林インストラクター会各務原 　　（株）山田林業
　　（株）杉建 　　吉田木材（株）（自販機）
　　住友化学（株） 　　緑地整備ボランティアｸﾞﾙｰﾌﾟ林政尾崎会
　　青協建設（株）

　　(株）ファミリーストアさとう

高額のご寄附 
ありがとうございました 

高 橋 利 見（岐阜市） 

ありがとうございました 



        ◎岐阜市 　　　　◎大垣市 　　　 ◎揖斐郡
         　東建設工業（株） イビデン（株） 揖斐昭和建設（株）
         　（株）安全 イビデンエンジニアリング（株） 粕川商事（株）
        　 （株）イズミ通信 上田石灰製造（株） 西建産業（株）
         　（株）大石 大垣ガス（株） 西濃建設（株）
         　（株）苅谷工務店 大垣信用金庫 大和産業（株）
       　  （有）カワダ建設 大垣土建（株） 所産業（株）
        　 （株）技研サービス 大垣城ライオンズクラブ （有）林グリーンワークス
       　  岐阜市園芸振興会　花き部会 大垣水都ライオンズクラブ （株）古川工務店
       　  （株）岐阜造園 大垣東ライオンズクラブ （株）矢野建材建設
       　  岐阜地中線（有） 大垣南ライオンズクラブ （株）山辰組
        　 ぎふ農業協同組合 大垣ライオンズクラブ 山本商事（株）
      　   （株）三洋組 大垣センチュリーロータリークラブ
        　 （有）星和土木 大垣中ロータリークラブ 　　　 ◎多治見市
        　 （株）土本建設 大垣西ロータリークラブ 旭ヶ丘保育園
         　道家工業（株） 大垣ロータリークラブ 池田小学校
       　  （有）浪真笠原土建 （株）大鹿印刷所 市之倉保育園
         　松田リサイクル（株） 河合石灰工業（株） 笠原保育園
       　 （有）丸小土木 岐建（株） 共栄小学校
      　  丸福工務店（株） （株）佐々木工業 小泉保育園
       　 （株）丸利組 （株）三晃建設 （社福）多治見市社会福祉協議会
      　  （株）村山組 三柏（株） 菫根本幼稚園
        　名三工業（株） （株）三進 菫幼稚園
        　矢島建設興業（株） サンメッセ（株） 精華小学校
        　安田電機暖房（株） 清水工業（株） 滝呂保育園
　　　　　（株）ヤマト 太平洋工業（株） 多治見工業高校
　　　　　山本建設（株） 中部パークシステム（株） 多治見市役所桔梗会
　　　　　（株）吉博組 （株）槌谷 多治見ひまわり幼稚園

東海サーモ（株） 多治見大和幼稚園
　　　◎郡上市 日本合成化学工業（株）　大垣工場 （社福）陶技学園
　　　　　愛濃技建（株） 日本耐酸壜工業（株） 根本小学校
　　　　　イトウ林産（株） 日本リファイン（株） 姫保育園
　　　　　オオサキメディカル（株）郡上工場 （株）沼波組 （株）藤本組
　　　　　（株）奥田建設 ハイジェントテクノロジー（株） 双葉保育園
　　　　　郡上ガス 日比野工業（株） 南姫小学校
　　　　　（社）郡上建設業協会 マルアイ石灰工業（株） 明和幼稚園
　　　　　郡上森林組合 （株）三浦工務店
　　　　　郡上木材流通協同組合 矢橋工業（株） 　　　 ◎下呂市
　　　　　白鳥林工協業組合 （株）山中工務店 曙開発（株）
　　　　　セイコー（株）郡上営業所 （株）吉田ハム 小坂町森林組合
　　　　　デイリー郡上開発（株） 金子工業（株）
　　　　　西脇建設（株） 　　　　 ◎羽島市 （株）熊崎組
　　　　　（株）畑佐土木 （株）カミノ （有）熊崎土建
　　　　　（株）八幡建設 （株）川瀬組 （有）倉地製材所
　　　　　八幡信用金庫 桑原小学校 ＫＹＢ金山（株）
　　　　　北濃工務店（株） 小熊小学校 （社）下呂建設業協会
　　　　　（株）前田土木 昭和建設（株） 下呂総合木材市売（協）
　　　　　丸栄造園（株） （有）高木土木 下呂電気（有）
　　　　　（株）ミノグループ本部 中央小学校 下呂プレカット（協）
　　　　　（有）明方愛林 庭晴造園 （株）弘栄工務店
　　　　　明宝特産物加工（株） 日東工業（株） （株）讃建
　　　　　（株）ヤマシタ工務店 野田造園 ＣＦ建設協業組合

羽島高校 （有）下町自動車工業
　　　◎白川町 （株）古川組 （有）中澤クリーン社
　　　　　今瀬産業（株） 丸勝南谷建設（株） （株）ナンバホーム
　　　　　（有）サトシ建築 （株）山田組 日産工業（株）
　　　　　白川町森林組合 （株）吉川組 （株）ハウテック
　　　　　（株）新和建設美濃加茂支店 はぎわらe（株）
　　　　　谷端建設（株） 　　　　◎土岐市 萩原自動車鈑金（有）
　　　　　東濃ヒノキ白川市場（協） 西ノ平工業団地連絡協議会 萩原町観光協会
　　　　　（株）安江土建 細江土建（株）

　　　　◎美濃市 舞建土木（株）
　　　◎高山市 中濃森林組合 南ひだ森林組合
　　　　　飛騨高山高校 美濃病院
　　　　　飛騨高山森林組合 美濃ライオンズクラブ 　　 　◎ボーイスカウト
　　　　　（株）丸大興業 美濃ロータリークラブ ガールスカウト岐阜県支部

（財）ボーイスカウト岐阜県連盟育成会 役員会
ボーイスカウト岐阜県連盟 各地区

あいうえお順・敬称略

   
今後ともよろしくお願いします 


