
氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所

菊地　英夫　様 鳥取県 村井　幸博　様 東京都 市川　博徳　様 東京都

大村　博彦　様 愛知県 角　誠二郎　様 埼玉県 谷崎　隆太郎　様 三重県

野﨑　千尋　様 福岡県 大橋　進　様 滋賀県 山口　顯　様 埼玉県

河合　祐一　様 茨城県 村上　浩　様 青森県 大渕　毅　様 東京都

大竹　徹　様 東京都 高橋　悟　様 千葉県 渡邉　美紀　様 長野県

佐藤　芳明　様 千葉県 池谷　義昭　様 埼玉県 奥原　崇彦　様 沖縄県

久保田　志保　様 大阪府 春原　剛　様 東京都 吉岡　博和　様 東京都

中野　和久　様 東京都 真鍋　美和　様 神奈川県 西岡　良泰　様 大阪府

山光　孝憲　様 宮崎県 長根　静香　様 東京都 住谷　智宏　様 東京都

中村　有一　様 大阪府 菊池　三郎　様 茨城県 河村　清太郎　様 東京都

佐藤　三七　様 宮城県 山本　敦子　様 神奈川県 田村　康弘　様 東京都

庄司　雄一　様 東京都 田中　美加子　様 神奈川県 平田　和彦　様 青森県

森　千穂　様 宮崎県 市森　祐二　様 埼玉県 村野　整司　様 東京都

千田　弘之　様 滋賀県 宮下　佳浩　様 東京都 加藤　優貴　様 大阪府

橋本　新一　様 群馬県 浅井　博史　様 神奈川県 倉橋　政則　様 静岡県

土井　由紀雄　様 大阪府 渡邉　岳夫　様 千葉県 岩崎　哲也　様 千葉県

須藤　重孝　様 山形県 畑中　秀男　様 岩手県 山田　尚悠　様 東京都

堀地　直博　様 群馬県 大石　健　様 兵庫県 佐々木　義一郎　様 神奈川県

佐山　賢一　様 静岡県 竹林　記久代　様 愛知県 橋本　正俊　様 青森県

山田　章雄　様 愛知県 相川　昌彦　様 愛知県 佐藤　昭宏　様 愛知県

金澤　恵理　様 神奈川県 佐藤　貴美　様 青森県 矢部　謙二　様 埼玉県

津川　浩史　様 東京都 中島　康介　様 愛知県 新井　洋　様 東京都

山本　克幸　様 大阪府 佐々木　修　様 東京都 石光　真　様 福島県

上本　朋和　様 福井県 井上　博光　様 青森県 鈴木　忠治　様 栃木県

山本　忠雄　様 東京都 杉浦　秀紀　様 愛知県 長谷川　語　様 神奈川県

長崎　嘉徳　様 神奈川県 生沼　美葉　様 栃木県 山口　透　様 神奈川県

佐々木　勲　様 神奈川県 三原　信彦　様 福岡県 井本　栄一　様 鹿児島県

水落　俊治　様 福岡県 里村　昌史　様 神奈川県 近田　雄一　様 青森県

山口　尚之　様 大阪府 青木　道夫　様 東京都 林　直人　様 福岡県

鈴木　彰夫　様 青森県 杉山　裕紀　様 神奈川県 坂本　幸則　様 千葉県

上羽　康之　様 山口県 内海　茂　様 宮城県 宮本　政明　様 茨城県

坂本　仁義　様 神奈川県 齊藤　朋紀　様 秋田県 二本柳　智　様 東京都

志賀　友彰　様 北海道 勝部　史明　様 東京都 沖田　富士子　様 東京都

外山　裕人　様 神奈川県 品川　卓也　様 静岡県 平山　徳行　様 神奈川県

若林　謙二　様 兵庫県 小島　智恵　様 三重県 今津　範雄　様 岐阜県

小林　秀男　様 東京都 山田　仁　様 神奈川県 浅沼　英昭　様 千葉県

矢原　規考　様 神奈川県 磯和　契　様 京都府 古賀　善彦　様 福岡県

佐野　扶佐雄　様 山梨県 福嶌　俊太　様 埼玉県 北川　文昭　様 東京都

吉田　司　様 愛知県 澤井　賢　様 千葉県 新　雅史　様 鳥取県

沼田　洋子　様 神奈川県 渡辺　守　様 東京都 海野　茂雄　様 福島県

衛藤　秀憲　様 埼玉県 深野　雄一郎　様 神奈川県 川岸　朋子　様 東京都

梶村　孝徳　様 東京都 海老澤　経次　様 東京都 大倉　孝雄　様 茨城県

池田　瑞臣　様 東京都 内藤　祐一　様 神奈川県 金田　暢宏　様 東京都

三上　孝生　様 青森県 渡邉　秀和　様 宮城県 大川　隆一　様 神奈川県

福井　眞人　様 京都府 中村　ゆき　様 北海道 伊藤　大輔　様 東京都

円子　祐喜　様 埼玉県 藤田　秀明　様 兵庫県 七海　正克　様 福島県

清水　啓子　様 神奈川県 石川　博一　様 東京都 稲田　譲嗣　様 東京都

小彼　一美　様 埼玉県 滝澤　恒夫　様 栃木県 伊村　沙織　様 大阪府

佐々木　邦雄　様 長野県 芳本　岳　様 京都府 金森　重樹　様 東京都

山田　夕子　様 東京都 小山　昌英　様 静岡県 泉　三省　様 神奈川県
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野本　たかと　様 東京都 井門　一美　様 滋賀県 新井　勇気　様 東京都

北川　悦司　様 大阪府 角田　統子　様 神奈川県 岡野　浩和　様 兵庫県

石田　二郎　様 東京都 伊井　義雄　様 熊本県 吉田　柳一郎　様 青森県

岩本　政郁　様 宮城県 小浜　芳朗　様 愛知県 齊藤　泰樹　様 愛知県

内田　博司　様 千葉県 山口　信男　様 埼玉県 久保田　力　様 北海道

菅原　海　様 茨城県 澁田　武司　様 神奈川県 河本　順雄　様 奈良県

武井　建次　様 東京都 中川　洋之　様 東京都 疋田　貴之　様 熊本県

石田　正人　様 東京都 伊庭　登喜子　様 東京都 矢島　浩　様 愛知県

福田　康文　様 大阪府 古川　幸　様 東京都 三上　貢　様 岩手県

松本　牧途　様 愛知県 今井　希一　様 北海道 伊東　祐彦　様 東京都

本間　文勝　様 大阪府 西田　武史　様 千葉県 吉田　温　様 東京都

栗木　拓実　様 愛知県 鳥羽　明門　様 東京都 原川　太一　様 静岡県

松橋　公久　様 神奈川県 松田　浩一郎　様 愛知県 宮元　康一　様 東京都

松本　重明　様 新潟県 井田　弘仁　様 大阪府 小岡　利行　様 香川県

清水　恒良　様 千葉県 小田桐　秀一　様 東京都 臼田　勝己　様 神奈川県

牧本　信近　様 神奈川県 本間　紀子　様 埼玉県 矢澤　幸一　様 新潟県

奥村　芳江　様 東京都 松岡　貞義　様 神奈川県 山根　侑子　様 大阪府

大川　真司　様 神奈川県 友寄　喜一郎　様 熊本県 本間　良太郎　様 千葉県

鈴木　由子　様 東京都 小川　庄治　様 神奈川県 塩入　貫氏　様 大阪府

安藤　英昭　様 岡山県 本保　智志　様 神奈川県 矢澤　健一　様 新潟県

田部井　大作　様 埼玉県 山田　正俊　様 東京都 村木　薫　様 青森県

佐藤　淳　様 千葉県 松山　佳司　様 宮城県 吉田　英子　様 青森県

中村　恭雄　様 千葉県 鈴木　義雄　様 東京都 水野　俊道　様 宮崎県

村越　照子　様 千葉県 矢島　陽子　様 東京都 村田　和吉　様 千葉県

竹村　善雄　様 神奈川県 佐藤　隼輔　様 静岡県 福田　秀行　様 東京都

村上　裕一郎　様 愛知県 田中　康彦　様 三重県 花山　愛子　様 青森県

荒木　壯　様 福島県 古澤　忠彦　様 神奈川県 木下　哲也　様 東京都

清野　祐輔　様 青森県 田澤　なほこ　様 千葉県 宇田川　宙　様 東京都

薩田　正司　様 東京都 勝又　勇　様 愛知県 樋口　真一　様 東京都

末松　真央　様 兵庫県 安藤　正純　様 宮城県 安永　幸正　様 愛媛県

萩原　みさを　様 大阪府 平内　洋三　様 宮城県 浜松　恵美子　様 鳥取県

高田　賢　様 宮城県 山下　豊雄　様 宮城県 広瀬　孝行　様 岐阜県

大谷　和仁　様 千葉県 玉川　大樹　様 東京都 日比　武雄　様 岐阜県

長谷川　朋也　様 神奈川県 比嘉　薫　様 東京都 澤野　純一　様 千葉県

鈴木　盛隆　様 愛知県 吉田　司　様 埼玉県 大樂　秀俊　様 埼玉県

大金　弘　様 埼玉県 池田　清　様 栃木県 村田　紘一　様 大阪府

前濱　勝二　様 山梨県 佐々木　由美子　様 愛知県 神田　渉　様 新潟県

星野　忠彦　様 神奈川県 小島　和也　様 東京都 宮崎　晃伸　様 東京都

佐藤　知子　様 東京都 清水　文彦　様 福島県 佐々木　智加子　様 青森県

佐々木　正人　様 青森県 川畑　邦男　様 埼玉県 松田　泰之　様 埼玉県

金澤　麻紀子　様 東京都 藤﨑　卓　様 滋賀県 下澤　一博　様 埼玉県

田村　幸広　様 東京都 小川　光世　様 三重県 山崎　暢　様 岐阜県

田名網　宏彰　様 栃木県 林　昌宣　様 千葉県 岡崎　裕子　様 広島県

桑原　敏行　様 神奈川県 齋藤　秀夫　様 福島県 鈴木　修子　様 東京都

野村　哲也　様 東京都 橋爪　博幸　様 群馬県 柴田　恒彦　様 東京都

池田　雄一　様 栃木県 後藤田　雅之　様 奈良県 花　昭博　様 千葉県

向江脇　勉　様 茨城県 松本　光司　様 東京都 鈴木　理恵　様 愛知県

仲山　博史　様 栃木県 井上　正　様 福岡県 杢屋　昌寿　様 東京都

杉山　守弘　様 東京都 浅野　一正　様 愛知県 石津　由紀子　様 茨城県

玉村　政博　様 大阪府 服部　正　　 様 愛知県 山本　春彦　様 東京都
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加野　まきみ　様 京都府 尾関　茂　様 長野県 津田　芳則　様 兵庫県

島津　健生　様 福岡県 白澤　正美　様 東京都 西出　眞　様 東京都

牧野　武志　様 東京都 鈴木　昭宏　様 宮城県 金沢　真悟　様 東京都

井原　武人　様 東京都 弓　信幸　様 岩手県 落合　壽隆　様 東京都

大内　裕子　様 東京都 伊沢　啓之　様 神奈川県 薬師神　哲夫　様 東京都

赤谷　和紀　様 福島県 渡邊　ひろ子　様 千葉県 寺岡　達矢　様 東京都

古川　研吾　様 東京都 石川　賢治　様 東京都 三浦　哲雄　様 島根県

鈴木　浩之　様 神奈川県 清水　諭　様 東京都 吉村　強　様 千葉県

山田　正男　様 愛知県 原田　則雄　様 千葉県 嶋田　貴志　様 三重県

続麻　貴士　様 神奈川 新谷　宏介　様 愛知県 橋野　隆史　様 埼玉県

鄧　嘉堂　様 東京都 榛澤　修三　様 東京都 江見　信之　様 兵庫県

山村　佳央　様 兵庫県 岩瀬　由紀子　様 埼玉県 青柳　忠雄　様 埼玉県

辻　智彰　様 北海道 高橋　和美　様 埼玉県 石川　栄三　様 大阪府

向　美鈴　様 広島県 井上　和弘　様 埼玉県 櫻井　伸彰　様 栃木県

佐々木　保正　様 神奈川県 田中　正弘　様 東京都 田中　孝史　様 東京都

小柴　博人　様 神奈川県 松平　照彦　様 神奈川県 菅原　直実　様 愛知県

藤澤　諒　様 埼玉県 栃木県

滋賀県

平成２７年度に寄附をいただいた方（公表を了承いただいた方）③

平成２７年度は公表を了承していただいた３５１名の方々のほか２，１２５名の方々から、
合計で４８，４２５，０００円のご寄附をいただきました。
ここで皆様には改めてお礼申し上げます。

(株)相馬電気工業　代表取締役　相馬哲也　様

一般社団法人　日本ご当地キャラクター協会　代表理事　荒川　深冊　様



〇大好きなサーモンにひかれての事がきっかけですが、これから、興味をもって、むつ市を見ていきたいと思います。

〇ふるさと納税を検索していて、ジオパークを知りました。素敵な所ですね。是非訪れてみたいし知り合いにも教えてあげたいと
思います。知らなかった街の知らなかった特産品や土地を知る、良い機会になりました。今後は、むつ市の名前を聞くと気にかか
ると思います。

〇美味しいもの、温泉、観光と良いところがたくさんあります。その良さを県外に発信させてほしいと思います。

〇ムチュラン・ファミリーの活動の一助にしていただきたく、大変些少で恐縮ではございますが寄附のお申込をさせていただきま
した。ご当地キャラクターを活用したまちおこしや、産業振興の取り組みを応援しておりますので今後ともどうぞよろしくお願いい
たします。

〇70歳になります。40年前の事ですが、長兄夫婦、次兄が大湊町に住んでおり、千葉県から一昼夜かけて汽車に乗り、ほたてや
いかずしを食べた思い出が心に強く残っています。言葉が方言のためうまく伝わらなかったのですが、温かさがとても嬉しかった
気がします。むつ市大湊の方々の発展を心から願い、ほんの少しですが納税させて頂きました。

〇以前青森のホタテをいただいたことがあり、とても美味しかったです。これからも美味しいホタテを育てて下さい。

〇海上自衛隊勤務時代に地元の皆さんに大変お世話になりました。むつ市の一層の発展を祈っています。

〇GWににっぽん丸日本一周クルーズで5月3日（日）、大湊初寄港で宮下市長の挨拶を聞き若い情熱と地域の発展の努力を聞
きました。昼食をうえの鮨店にて新市長の誕生の話しを聞き今日申し込みを決意しました。

上記以外にも「むつ市への応援メッセージ」をいただきまして、ありがとうございました。

〇むつを離れて54年です。在仙下北会を結成して39年になります。今年の総会には宮下市長さんに出席していただきました。東
北一の若い宮下市長をリーダーとしてむつ・下北のますますのご発展を祈っております。

〇本州最北の地は、それ自体が個性。住民が当たり前と思っているものやデメリットと感じてるものが他県や外国人からすれば
魅力になる可能性を秘めていると思います。応援しています。

〇本日（6/28）に神宮球場に於いてのPR活動に触れ、また、球場スタンドでのPRを偶然にも隣席で拝見させて頂きました。市長
さんを始め、引率の方や野球少年達の地元PRへの一所懸命さを感じ、寄付をさせて頂きたいと思います。また、個人的にも青森
県内に住んでいた時期が有り、親近感を感じた事が寄付をさせて頂く一因となりました事も付け加えさせて頂きます。

〇水源地公園や釜伏山展望台など、豊かな自然を残しつつ、住みやすい町づくりに務めて下さい。

〇むつ市出身です。産業活性化・交通の整備を期待しています。

〇むつ市スキー協会東京支部会員として、毎年１月下旬スキーツアーに参加し、楽しませていただいております。いつまでも元気
なむつ市でいてください。

寄附者からいただいた「むつ市への応援メッセージ」

〇地元の方が豊かに暮らせるまちづくりを引き続きお願いします。帰省した時に、変わらない街並みがそこにありますように。

〇ふるさと納税ではじめてこの街のことを知りました。青森県を訪れたことはまだありませんが、いつか行ってみたいと思います。
このふるさと納税を機会に、むつ市に親近感が湧きそうです。

〇弊社に青森県むつ市出身者がいるので、むつ市の振興のためにふるさと納税させて頂きます。以前ねぶた祭にも行った事が
あります。青森は人々も優しく、食べ物もおいしく素敵な県だと思います。もっともっと青森を宣伝して盛り上げていってください。
青森大好きです。

〇在京のむつかわうち会には、種々ご支援を賜りありがとうございます。郷里の発展を祈っております。

〇地方創生の波に乗って大いに活性化されることをお祈りします。

〇「陸奥との遭遇」今年も楽しみにしています。


