
令和 3年 3月 17日現在 
ご厚意ありがとうございました！ 

―新型コロナウイルス・クラスター発生について、応援メッセージ、寄付、 
物品寄贈を頂いた方々のお名前を掲載いたします―  

（敬称略・順不同 / 記載漏れ、また、お名前に間違いなどありましたらご容赦ください） 

 

【応援メッセージなど】※物品などに付記されたメッセージも含めました。 

北海道重症心身障害児（者）を守る会、とらいあんぐる（旧当園父母の会）、旭川実業高校生徒会一同、旭川養護学校有志一同、春光台中学校生

徒会、旭川中学校、神居中学校、六合中学校生徒会一同、東鷹栖中学校、高台小学校、高台小学校 5年 1組、北鎮小学校、末広小学校、末広北
小学校、日本航空職員、ロコ・ソラーレ 本橋麻里、Sara・Takanashi・Japan 高梨沙羅、侑愛会 理事長 大場公孝、ピアニスト 遠藤郁子、
BEN、笠木薫、北見信用金庫、大倉山緑ヶ丘父母の会 会長 和田敬友、子育て支援センターねむのき、やまびこ医療福祉センター職員一同、さ

くら歯科クリニック 院長 岩本友理子、社会福祉法人絆の会 療護介護事業所 ひなた家 施設長 河野洋一、ビイクルベース、ソングライター 西
村加奈、いちば BAKERY 市場梨沙、全日本台湾連合会一同、スガイランドリー、就労移行支援事業所 なつみかん OB 後藤宗雄、NPO法人蒼
空 わく・WORK ランタナ、RIM CAFE、医療法人創生会 真岡支部クリニック 趙達来、吉田病院職員、当園リハビリテーション科 OBOG、

眞板スタジオ 眞板充江、彫刻家 渡辺行雄、船水博志・友子、光増昌久、佐藤美子、小松空音、大西奈美、丸山秀子、谷津律子、和田朗子、村
上伊知郎・美智子、金井直子・清子、渡部恵美子、甲斐麻子、落合瑛貴、岡田佐知子、JAIFA旭川、亮平の母、惇子、三輪、M.S.、匿名・氏名
なし 13名、 以上 72件 

 

【寄  付】奥山知一、寺尾孝士、東海林舞子、秋山勝喜、古屋幸子、伊賀寄付衛門、高橋智恵、松本道男、北眞由美、熊木敏治、羽毛田信吾、
河﨑高麗男、社会福祉法人アシリア 理事長 宝力百合子、田邊信二・克巳、短足おばさん、伊藤裕子、知野太、永井初枝、中村研一、㈱富士ク

リーン 代表取締役 今井昭彦、特定非営利活動法人ニムビン 代表理事 梅本里美、社会福祉法人鶴風会 東京小児療育病院 院長 椎木俊秀、岩
織卯一、新田良子、光増昌久、横山美英子、横山憲二、渡部早苗、南雲景正、矢島禮子、横山直史、佐藤友厚・徹弥、西村英明・邦子、佐﨑捷
彦、近澤良、大崎雅己、旭川地域児童デイサービス等連絡協議会、石井ひろみ、遠藤功、松浦武二、松本拓也、匿名・氏名なし 4名、 以上 45

件 

 

【物品寄贈】三浦綾子記念文学館 館長 田中綾、大日本紙綿㈱ 代表取締役 山本倫生、社会福祉法人北ひろしま福祉会 理事長 渡邊憲介、㈱丸

善三番館 代表取締役社長 大蔵謙造、美幌療育病院、㈱ダイイチ 代表取締役社長 山本英和、北海道医療大学 教授 塚本容子、グループホーム 

コスモス、NPO 法人とらいあんぐる、社会福祉法人敬生会、旭川ペインクリニック病院 理事長 的場光昭、日本会議北海道本部 理事 中濱勝
彦、西代議仁、大丸交通、笠木薫、藤原太一、旭川通運㈱ 代表取締役社長 西村仁、滝の川に地域食堂をつくる会 本郷一美、希望が丘こども医

療福祉センター看護部 今井永子、北海道重症心身障害児（者）を守る会 会長 太田由美子、㈱服部、社会福祉法人札幌緑花会、青森県立はまな
す医療療育センター 盛島利文、医療法人創生会 真岡支部クリニック 趙達来、幡多希望の家 施設長 島田誠一、心身障害児総合医療療育セン
ター、一宮医療療育センター 看護部長 林、茨城県立あすなろの郷病院、療育園 OB（ 元第六 橋場 佐渡 富永 岩佐 小出 藤井 元第二 畠山）、

名護療育医療センター、堺市立重症心身障害者（児）支援センター ベルデさかい、和歌山つくし医療・福祉センター 林龍太郎、北海道社会福
祉事業団 福祉村、イオン旭川西店、社会福祉法人旭川旭親会 理事長 今野正孝、森下辰衛、㈱明治 北日本支社 ウエルネス営業部、やまびこ
医療福祉センター 院長 家室和宏、㈱ヤクルト北北海道 代表取締役社長 宮尾幸之助、旭川児童院、㈱日立製作所 ヘルスケア旭川営業所、 マ

イリグ㈱ 後藤慈延、久山療育園重症児者医療センター、春光台中学校 PTA会長 佐藤幸一、スガイランドリー㈱、鼓ヶ浦整肢学園、社会福祉
法人秀愛会、特定非営利活動法人共生 シンフォニーぐらんつ、医療法人社団リハビリテーション病院 最高責任者 進藤順哉、藤原製麺㈱ 代表
取締役社長 柴田滋、㈱旭川グループケア 代表取締役社長 二門渉、当園リハビリテーション科 OBOG、金田修一、花岡知之、はんな・さわら

び療育園 金子、木村邦晃、北海道味の素㈱、山室繊維㈱ 管理本部 取締役部長 佐々木正人、武田勉、㈱弘善社、森川由紀、旭川養護学校有志
一同、カワモト白衣㈱、重症心身障害児学園・病院 バルツァ・ゴーデル 看護療育部長 高林新、四天王寺和らぎ苑 施設長 塩川智司、㈱旭川富
貴堂 代表取締役社長 志賀博、高橋製菓㈱ 山本徳商昌、長和彦、スマイルプラネット企業組合 代表理事 加藤幸代、横山美貴夫・英子、びわこ

学園、社会福祉法人長岡福祉協会 理事長 田宮崇、白川直樹、小林昭仁、渡部真紀、梅本多恵、円山公園治療院 米村耕治（BEN）、丸山秀子、
三橋、東大寺福祉療育病院 看護育成局長 市村由美子、安藤晃、社会福祉法人別府発達医療センター、全日本台湾連合会、佐々木満ちる、お食
事処としちゃん、中華 富いち、小料理屋 楓、香林坊 どうぶつえん通り、海鮮居酒屋さかなセンター、焼き鳥 キセキ、自由奔放、平成代行社

うーたんストア、㈱岩崎農園、河上美千恵、山脇千鶴、タケダ住宅設備、ラーメンの音むら、㈱トワニ、旭川中央地区交通安全協会連合会 事務
局長 桑原知也、金井直子・清子、とらいあんぐる名寄支部一同、千葉リハビリテーションセンター愛育園 石井光子、関根正元、とらいあんぐ
る旭川支部、旭川医科大学 看護学科 森浩美、松藤康弘、小田郁生、ユーシステム、第一生保険㈱ 旭川支店永山オフィス オフィス長 細川雅

之、旭川一市民、ぷちとまと 代表 金田佳代、ダスキン永山店 店主 穴吹貞美、岩出美栄子 RIM CAFÉ菊地雅子、波多野敬子、愛徳医療福祉
センター、大王製紙 H＆PC事業部 ヒューマンケア営業本部 北海道・東北営業部 札幌営業所 小原大司、NPO法人蒼空 わく・WORK ラン
タナ、公益社団法人日本てんかん協会 北海道支部事務局、重度障がい児支援 花色、といろ薬局、社会福祉法人愛正会 医療型障害児入所施設 

水方苑 院長 奈良幸雄、旭川信用金庫、山田学、エア・ウォーター北海道㈱ 旭川産業・医療営業所、社会福祉法人旭川福祉事業会 理事長 山下
由紀夫、特別養護老人ホーム 誠徳園 施設長 和智一美、老人保健施設 サニーヒル 施設長 伊藤敏行、㈱アンビエンテ丸大 代表取締役 西野尾
孝子、緑花父母の会 会長 和田敬友、とらいあんぐる名寄支部一同、矢萩明恵、緑花職員 OB 会会長 駒ヶ嶺茂、㈱道北アークス 執行役員 蝶

野博昭、一般社団法人旭川ひとまちコミュニティ 代表理事 今津寛介、杉間亮平、高田純子、苗穂レディスクリニック 院長 堀本江美、南さつ
ま市役所総務課、公益社団法人旭川東法人会 会長 高橋秀樹、公益社団法人旭川中法人会 会長 川島崇則、平賀敬子、特定非営利活動法人自立
生活センターとちぎ 代表理事 斉藤康雄、松倉政裕、柏木國子、大橋真古人、芦澤まゆみ、㈱合田観光商事 代表取締役 合田高丸、アートホテ

ル旭川、和田朗子、一般社団法人 全国パーキンソン病友の会 北海道支部旭川ブロック 坂根玲子、水村将美、高木麻里、森彩佳、武田まり子、
イオン北海道㈱ 代表取締役社長 青栁英樹、さくら歯科クリニック 院長 岩本友理子、KAEDE CAFÉ 自家焙煎珈琲 合同会社 59 代表 佐藤大
地、(有)山のはちみつ 旭川店、北見信用金庫旭川支店 支店長 成田直人、レンタルボックス雑貨店 Mikke! 代表 盛永杏子、㈱新生 三輪三起、

㈱町家 代表取締役 吉尾正幸、(有)北海道井泉 代表取締役会長 伴野忠孝、藤本文子、合田和弘、エスアイエナジー㈱ 産業エネルギー部 直販
二課長 大湊玲央、済生会小樽病院みどりの里、Happy tears 貞木香織利、グリーンテックス㈱ 専務取締役 豊島匤孝、澁谷啓治・加代子、社
会福祉法人絆の会 療養介護事業所 ひなた家 施設長 河野洋一、Sara・Takanashi・Japan 高梨沙羅、ぷらんたんガトー、関根正元、喜多友子、

台湾屏東県 県知事 潘孟安、荒井建設㈱ 取締役社長 荒井保明、清水雅明・明美、近畿地区看護管理者有志一同、渡部一榮、いちば BAKERY 

市場梨沙、ソングライター 西村加奈、宮永敏明、土田摂子、㈱道北アークス、坪沼一成、一般社団法人旭川建設協会有志企業（赤川建設、旭ダ
ンケ、荒井建設、生駒組、新島工業、新谷建設、高組、タカハタ建設、橋本川島コーポレーション、花本建設、廣野組、盛永組、東海産業）、小

川征一、椿茂、㈱セコマ 代表取締役社長 赤尾洋昭、土屋詳子、カネタグループ 金田和鐘、北海道療育園を心より応援する美幌町民一同、旭
川シティホテル懇話会会長 菊原洋樹、苫小牧市立病院 小児科医局一同、美幌療育病院 薬剤科長 本間純也、谷藤律子、サカイトシノリ・原田
和香、大久保友記乃、船戸正久、荒木奈緒、大久保淳、（社福）富良野あさひ郷、旭川「勝て菌」プロジェクト 匿名 1名 以上 211件 

 

 

 


