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成瀬　洋二　様 愛知県 木浪　安菜　様 青森県 平澤　郁子　様 兵庫県

戸田　功一　様 愛知県 新井田　浩　様 青森県 飯尾　良司　様 神奈川県

澤野　政樹　様 東京都 山本　豊　様 東京都 伊地知　周吾　様 神奈川県

三宅　康博　様 東京都 高田　賢　様 宮城県 木暮　道夫　様 埼玉県

佐藤　朋樹　様 神奈川県 夏井　千明　様 宮城県 井口　晃　様 東京都

村田　昇　様 大阪府 塩盛　輝夫　様 福岡県 勝　敦史　様 千葉県

北岡　均　様 東京都 髙倉　昭　様 茨城県 鈴木　信男　様 東京都

中谷　裕司　様 兵庫県 葛西　健治　様 東京都 清水　啓子　様 神奈川県

小島　直之　様 千葉県 中島　正美　様 福岡県 手間本　北栄　様 青森県

菊池　匠哉　様 岩手県 舘　春一　様 千葉県 石橋　祐子　様 千葉県

根崎　健吾　様 神奈川県 田中　博悦　様 千葉県 三村　治　様 兵庫県

斎　省吾　様 東京都 渋谷　和　様 山形県 小林　弘樹　様 秋田県

小笠原　清訓　様 千葉県 桑原　恵一　様 神奈川県 渡辺　幸一　様 東京都

相良　浩三　様 東京都 佐々木　晴夫　様 神奈川県 加藤　由美　様 東京都

加藤　美穂　様 千葉県 吉田　陽市　様 東京都 池田　弘　様 埼玉県

浅井　かの子　様 愛知県 三浦　代此政　様 広島県 宮本　正勝　様 徳島県

菅原　義智　様 東京都 大山　茂司　様 新潟県 松橋　公久　様 神奈川県

河村　次郎　様 埼玉県 冬柴　晶菜　様 東京都 玉木　大輔　様 新潟県

鈴木　正樹　様 東京都 木村　健　様 神奈川県 小野　桂之介　様 神奈川県

小田　昭彦　様 茨城県 北村　和樹　様 福岡県 三竹　瑞穂　様 東京都

大須賀　基晃　様 愛知県 木村　誠市　様 石川県 吉川　榮治　様 埼玉県

川島　宏　様 東京都 舘岡　仁　様 宮城県 鈴木　徹　様 神奈川県

澤井　賢　様 千葉県 西原　徹　様 広島県 川本　ひとみ　様 大阪府

廣畑　英治　様 愛知県 吉川　邦治　様 宮城県 松清　博　様 東京都

嶋谷　登久彦　様 滋賀県 横山　明美　様 長野県 吉本　志郎　様 茨城県

中野　秀二　様 茨城県 伊藤　淳　様 宮城県 田口　昭門　様 東京都

松平　照彦　様 神奈川県 福島　祐二　様 埼玉県 佐々木　輝明　様 千葉県

谷口　理丈　様 千葉県 椎名　巌造　様 福島県 野本　哲嗣　様 福岡県

大野　智彦　様 愛知県 小川　清隆　様 愛知県 木戸　利信　様 三重県

坂井　一也　様 東京都 樋口　哲也　様 神奈川県 田原　裕滋　様 千葉県

永井　博典　様 東京都 藤本　郁子　様 群馬県 田中　敏夫　様 大阪府

下澤　一博　様 埼玉県 山内　建夫　様 東京都 佐藤　とし子　様 宮城県

小山　慎治　様 山形県 須藤　利雄　様 埼玉県 小林　茂雄　様 東京都

鈴木　正美　様 東京都 木村　真　様 大阪府 菊地　英夫　様 鳥取県

植田　祐輔　様 東京都 原田　秋秀　様 青森県 市沢　直子　様 和歌山県

工藤　千姫　様 東京都 奈良岡　博　様 青森県 柳谷　太紀　様 千葉県

井越　洋輔　様 東京都 田中　信人　様 佐賀県 齊藤　泰樹　様 愛知県

中嶋　孝　様 千葉県 松岡　貞義　様 神奈川県 宮川　直樹　様 北海道

松本　牧途　様 神奈川県 田村　幸広　様 東京都 木戸　進　様 神奈川県

中川　幸一　様 石川県 吉村　智宏　様 東京都 柿内　孝幸　様 東京都

酒井　勝　様 埼玉県 土門　純子　様 宮城県 三國　誠　様 埼玉県

高橋　幸一　様 神奈川県 福田　高義　様 静岡県 四條　崇弘　様 東京都

市川　淑子　様 埼玉県 多田　大作　様 大阪府 竹原　幸一郎　様 大阪府

高田　恵　様 東京都 松嵜　宏信　様 茨城県 青柳　政子　様 埼玉県

畠山　省一郎　様 神奈川県 廣瀬　智子　様 東京都 武田　彩子　様 東京都

新井　亮祐　様 埼玉県 住元　篤子　様 広島県 齋藤　裕樹　様 埼玉県

八木澤　正道　様 神奈川県 立島　公廉　様 埼玉県 福島　悟史　様 埼玉県

松島　晶子　様 神奈川県 臼倉　孝　様 東京都 野﨑　千尋　様 福岡県

鈴木　康博　様 神奈川県 三木　悠希裕　様 岡山県 池田　雄一　様 栃木県

福元　景子　様 東京都 小向　道明　様 東京都 野宮　英二　様 青森県
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近山　寿博　様 千葉県 泉　三省　様 神奈川県 力石　美の　様 群馬県

坂尾　晃司　様 東京都 橋本　玲子　様 石川県 久保　光人　様 愛知県

石川　有平　様 青森県 飯島　武則　様 茨城県 大内　裕子　様 東京都

井上　詩織　様 北海道 丹澤　信夫　様 東京都 中川　直美　様 神奈川県

名倉　純子　様 東京都 柴田　憲助　様 福岡県 横尾　整司　様 大分県

鈴木　和夫　様 宮城県 岡本　忠行　様 茨城県 田村　正行　様 山梨県

島村　直志　様 埼玉県 葛西　信二　様 青森県 新垣　航　様 神奈川県

小浜　芳朗　様 愛知県 管野　雄介　様 岩手県 北島　慶介　様 東京都

三好　悟　様 東京都 飯田　愉一　様 東京都 佐々木　雄斗　様 神奈川県

由谷　邦雄　様 栃木県 藤井　昭弘　様 千葉県 今松　孝一　様 茨城県

吉田　柳一郎　様 青森県 五十嵐　奈美子　様 愛知県 鶴谷　充雪　様 青森県

鈴木　美智子　様 愛知県 谷本　護　様 北海道 倉島　昭　様 長野県

西田　裕典　様 滋賀県 畑山　広樹　様 東京都 長井　信二　様 東京都

星　亨　様 福島県 岩橋　利彦　様 大阪府 金近　良美　様 東京都

加藤　節雄　様 東京都 金子　公一　様 神奈川県 飯島　みかげ　様 神奈川県

岡本　雄二　様 兵庫県 野田　雅子　様 東京都 松本　敏弘　様 千葉県

澁谷　明子　様 東京都 辻内　裕介　様 千葉県 牧本　信近　様 神奈川県

吉澤　忠勝　様 北海道 高田　聡　様 京都府 守屋　喜一郎　様 東京都

日隈　卓也　様 熊本県 近田　雄一　様 青森県 松永　清武　様 佐賀県

新村　義章　様 神奈川県 三輪　憲治　様 愛知県 難波　孝一　様 東京都

伊藤　益義　様 東京都 坂東　毅　様 富山県 工藤　勝巳　様 埼玉県

高松　良平　様 千葉県 橋本　正樹　様 福島県 下妻　久司　様 兵庫県

萬　信之　様 大阪府 神谷　友輔　様 千葉県 五十嵐　道雄　様 新潟県

猪野　聡　様 千葉県 田中　興一　様 長野県 森山　進　様 東京都

越智　聡一郎　様 奈良県 森川　由香里　様 東京都 北城　武司　様 沖縄県

竹中　裕人　様 東京都 西村　久　様 埼玉県 馬場　竜士　様 滋賀県

相田　龍三　様 東京都 久保　誠　様 神奈川県 大谷　進　様 東京都

野村　和夫　様 青森県 金子　静江　様 東京都 立花　歩理　様 三重県

宮崎　充治　様 青森県 魚田　明男　様 千葉県 竹林　健二　様 愛媛県

青木　キク江　様 東京都 立川　修一郎　様 東京都 北村　常夫　様 東京都

倉林　美子　様 東京都 倉林　秀雄　様 東京都 小林　俊　様 千葉県

中谷　実　様 東京都 原田　政彦　様 北海道 竹内　春樹　様 青森県

緑川　和代　様 東京都 関口　雄子　様 東京都 髙倉　百合子　様 茨城県

桑原　裕子　様 東京都 大野　剛　様 福岡県 神　慎太郎　様 静岡県

桑原　徹　様 新潟県 宮坂　重毅　様 東京都 岩崎　晋　様 東京都

葛岡　義和　様 青森県 村上　豊　様 京都府 川田　顕　様 三重県

鷲尾　和宏　様 東京都 吉川　健　様 神奈川県 赤尾　修一　様 千葉県

石山　晋　様 埼玉県 上住　芳史　様 神奈川県 鈴木　秀秋　様 秋田県

田中　慎哉　様 東京都 栗原　章代　様 愛知県 植西　葵　様 東京都

関　浩治　様 神奈川県 河合　潤吉　様 三重県 阿部　昌治　様 東京都

三保　友賀　様 東京都 高村　孝史　様 兵庫県 深井　順治　様 大阪府

村山　綾子　様 東京都 阿部　雅浩　様 東京都 山崎　守邦　様 東京都

成島　敏恭　様 千葉県 上野　雄也　様 大阪府 成島　共子　様 千葉県

鈴木　彰夫　様 青森県 丹野　正之　様 神奈川県 森内　木綿子　様 東京都

米本　昌平　様 福岡県 高清水　教信　様 千葉県 馬場　弘　様 神奈川県

八木　武寛　様 東京都 斉藤　ひろみ　様 長野県 安倍　姜子　様 千葉県

武田　廉　様 東京都 八馬　茂志穂　様 東京都 川上　修夫　様 神奈川県

松下　祐子　様 東京都 針生　二三男　様 神奈川県 山本　渉　様 東京都

小松　貴子　様 静岡県 森　和彦　様 新潟県 波岡　穣　様 千葉県

髙村　智　様 神奈川県 山田　光則　様 千葉県 小林　千春　様 東京都
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佐藤　賢　様 岐阜県 小川　雄一　様 東京都 羽富　修　様 千葉県

柳沢　晃治　様 神奈川県 原田　潤　様 東京都 山野　裕司　様 山口県

森　雅彦　様 千葉県 佐藤　美代子　様 千葉県 倉方　一男　様 東京都

水野　公子　様 愛知県 宝田　英郎　様 東京都 金子　孝　様 埼玉県

後藤　雅美　様 東京都 松﨑　圭　様 東京都 浅井　正博　様 愛知県

櫻井　康史　様 神奈川県 宮嶋　年宏　様 埼玉県 小杉　勉　様 埼玉県

工藤　俊治　様 東京都 川名　隆司　様 宮崎県 竹内　宣夫　様 神奈川県

藤田　賀津彦　様 青森県 田中　章雄　様 東京都 黒沼　幸雄　様 埼玉県

山田　さと子　様 神奈川県 山田　仁　様 神奈川県 西田　貞明　様 埼玉県

岸田　昌信　様 青森県 澤田　典子　様 大阪府 葛和　フクエ　様 東京都

宮下　啓司　様 東京都 松下　定一　様 大阪府 川島　芳正　様 青森県

野口　安弘　様 三重県 橋井　雅子　様 東京都 蛭名　美樹　様 東京都

倉地　裕次　様 愛知県 松本　亮　様 埼玉県 松下　尚雄　様 神奈川県

荻野　美紀子　様 神奈川県 荻野　公彦　様 神奈川県 二宮　啓輔　様 静岡県

maekawa　tsukasa　様 神奈川県 西山　巧　様 神奈川県 品川　卓也　様 静岡県

太田　善夫　様 神奈川県 松下　彰利　様 東京都 冨樫　俊一　様 東京都

近藤　康男　様 愛知県 和田　大樹　様 神奈川県 岸　由香　様 兵庫県

西田　武史　様 千葉県 大槻　重保　様 宮城県 橋本　新一　様 群馬県

鈴木　洋光　様 東京都 達　庄一　様 奈良県 淺井　美朱　様 大阪府

吉川　尚孝　様 愛知県 竹内　真一　様 石川県 大薮　泰昭　様 三重県

竹内　浩平　様 神奈川県 高橋　隆治　様 青森県 田中　千亜紀　様 東京都

田地　豪　様 広島県 猪本　康博　様 神奈川県 内山　昭子　様 神奈川県

市南　毅　様 大阪府 髙橋　敬　様 埼玉県 斉木　将志　様 京都府

三浦　正人　様 埼玉県 佐藤　正實　様 兵庫県 小島　昌夫　様 東京都

高野　りか　様 東京都 宇多　秀樹　様 宮城県 前田　晋　様 埼玉県

中澤　一陽　様 東京都 大久保　幸彦　様 埼玉県 佐藤　誠　様 宮城県

野上　喜代　様 青森県 市瀬　一浩　様 東京都 伊藤　幸子　様 愛知県

小窪　悠　様 東京都 松村　泰宜　様 千葉県 伊藤　勝宣　様 青森県

橋口　信吾　様 東京都 秋山　力生　様 岡山県 佐々木　ひろみ　様 愛知県

小林　克男　様 栃木県 熊谷　清一　様 青森県 佐藤　初枝　様 東京都

松田　隆史　様 兵庫県 小日向　美保　様 茨城県 三浦　賢一　様 東京都

上田　哲　様 千葉県 佐々木　仁士　様 大阪府 長根　静香　様 東京都

橘　菫　様 愛知県 新谷　美智　様 大阪府 加藤　潤児　様 東京都

尾納　宗仁　様 東京都 吉田　学立　様 大阪府 松永　啓佑　様 千葉県

新田　克比古　様 山形県 萬谷　祥平　様 佐賀県 木俣　暁美　様 神奈川県

西村　愉紀子　様 三重県 大久　潤　様 福岡県 藤堂　渉　様 千葉県

林　愛海　様 神奈川県 池本　直記　様 大阪府 岡本　直樹　様 奈良県

石井　浩亮　様 東京都 藤田　洋志　様 東京都 島崎　正外　様 愛知県

田中　稔　様 埼玉県 前田　陽子　様 東京都 植田　安則　様 三重県

増山　美幸　様 福井県 加藤　弘樹　様 宮城県 高見　俊介　様 神奈川県

金子　周平　様 東京都 小野田　誠一　様 愛知県 山根　義英　様 埼玉県

高橋　肇　様 千葉県 吉田　弘之　様 兵庫県 住岡　成恭　様 兵庫県

水野　倫明　様 宮城県 橋本　洋子　様 東京都 岡原　孝博　様 兵庫県

小野　和敬　様 東京都 工藤　大地　様 青森県 万年　昭三　様 愛知県

井関　大雄　様 東京都 原田　元気　様 東京都 吉澤　厚文　様 神奈川県

渡邊　哲男　様 東京都 赤星　吾朗　様 東京都 相場　恵公　様 埼玉県

中谷　政明　様 大阪府 寺田　智大　様 愛知県 平岡　輝彦　様 大阪府

織田　敦夫　様 滋賀県 植田　一也　様 京都府 仲里　栄美子　様 沖縄県

萩原　昌彦　様 山口県 岩谷　仁　様 北海道 菅生　一則　様 愛知県

中村　忠輔　様 埼玉県 大澤　誠一　様 東京都 木村　実　様 愛知県

平成３０年度にご寄附をいただいた方（公表を了承いただいた方）③



氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所

寺尾　覚史　様 愛知県 佐々木　裕　様 東京都 野田　直希　様 東京都

中川　裕一郎　様 東京都 守屋　愛　様 神奈川県 八百原　正倫　様 大阪府

三木　伸介　様 神奈川県 岩城　廣之　様 静岡県 櫻井　成昭　様 千葉県

長洲　孝勝　様 茨城県 野田　康治　様 東京都 田中　正弘　様 東京都

井上　善道　様 兵庫県 平野　雄嗣　様 東京都 三木　猛　様 千葉県

大橋　進　様 滋賀県 古澤　忠彦　様 神奈川県 濵田　崇嘉　様 大阪府

兼松　徹　様 東京都 森川　哲也　様 神奈川県 大野　由紀子　様 埼玉県

中山　貴美子　様 愛知県 磯野　寿育　様 岩手県 内宮　久喜　様 神奈川県

今村　晃　様 静岡県 伊藤　かおり　様 東京都 海老澤　康之　様 東京都

高橋　俊夫　様 静岡県 菊地　蔵乃介　様 神奈川県 下田　宏史　様 千葉県

藤井　崇博　様 東京都 周　慶標　様 神奈川県 鈴木　一美　様 東京都

野口　ゆうき　様 東京都 松本　隆　様 東京都 半田　和広　様 山形県

小林　洋介　様 愛知県 野口　輝夫　様 奈良県 山﨑　智　様 東京都

竹腰　尚幸　様 北海道 安部　佳秀　様 千葉県 高橋　務子　様 宮城県

小井土　大　様 東京都 神谷　立正　様 愛知県 山桐　久美江　様 東京都

狩野　圭子　様 東京都 山﨑　操　様 埼玉県 林　聡　様 神奈川県

高野　達夫　様 愛知県

平成３０年度は公表を了承していただいた４９９名の方々のほか８，３８２名の方々から、
合計で１５７，８１５，４００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。

平成３０年度にご寄附をいただいた方（公表を了承いただいた方）④



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。

〇ふるさと納税に興味がありまして初めて申込ました。下北ジオパークの発展を願っております。

〇下北半島中心都市とし発展していけられればいいな、と思っています。

〇昔、恐山を訪れました。むつ市には、他では得難い貴重な資源が数多くあると考えております。これからも、大切に守られてほ
しいと願っています。

〇祖母が暮らしていたむつ市のますますの発展を願っています!

〇毎年訪問しています。応援しています。

〇青森県を応援しています。とても寒くなっていると思います。皆様身体に気をつけてお過し下さい。

〇豊かな自然、保持し続けてください。

〇むつ市は私の生まれた所です 思い出もたくさんあります むつ市を応援しています

〇離れていても生まれ育ったむつを応援しています

〇転勤で1年、夫婦2人むつで過ごしました。たくさんの楽しい思い出が出来ました。　山菜採り、そば巡り、ねぶた祭り、田名部祭
り、裂織教室、キノコ狩り、釜伏山スキー、など。　むつの暖かい皆様に感謝です。ありがとうございました。　これからも下北ジオ
パーク、子供達の希望ある未来や、むつの産業活性化を応援いたします。　市長さん、役所の皆様、頑張って下さい。　前回も購
入し、おいしかった海峡サーモンをお願いします。

〇四季折々の移り変わり、自然環境に感動しました

〇我がふるさとむつ市。 たくさんの魅力あふれる街なので、むつ市をどんどん盛り上げていってください。 田名部祭り、楽しみに
してます。

〇ふるさとむつ市の発展に貢献したいと思います。地元に働ける企業が増えることを願っています。

〇貴市は新婚旅行先でしたので特別の想いがあります。

〇かつてむつ市で勤務した際に経験した、下北半島の自然風土、人情、山海の味は、忘れることができません。

〇にっぽん丸寄港の際にお世話になりました。ありがとうございました。試食させていただいたサーモンがおいしかったです。タイ
コやおはやしよかったです。

〇母がむつ市で生まれ育ちました。むつのホタテが食べたいというのでプレゼントします。これからも応援しています!

〇ジオパークの進化を期待しています。昨年、恐山に行って温泉にも入ってきました。独特の雰囲気を味わう事が出来て良かっ
たです。

〇むつ市・下北半島の素晴らしい「観光地と食」をあらゆる媒体を使って、もっともっとPRして欲しい。「広報むつ」を毎号PCで見な
がら、古里での思い出に浸っております。

〇今回、初めてむつ市に応募させていただきました。今回の申し込みでむつ市が身近に感じるようになります。海の物が好きな
ので楽しみにしています。私は福祉の仕事をしていますので、福祉に役立てていただきたいと思います。

〇大畑町出身です。田名部祭りも大畑祭りも大好きです。

〇自然が豊かで食べ物も美味しく、いい街です

〇人口減少が少なくそれなりの対策が練られていると思います。地域資源の活性化に期待します。

寄附者様からいただいた「むつ市への応援メッセージ」


