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中矢　憲護　様 兵庫県 大柳　俊一　様 福島県 倉持　公博　様 東京都

川崎　雄介　様 東京都 浅見　和利　様 岡山県 原田　洋　様 兵庫県

大江　満　様 神奈川県 山口　啓次　様 福岡県 川村　哲司　様 神奈川県

大川　健　様 茨城県 日隈　卓也　様 群馬県 釜崎　久男　様 千葉県

市場　正訓　様 三重県 篠崎　雅史　様 山口県 永沢　久美子　様 山形県

神谷　友得　様 愛知県 石川　金伸　様 静岡県 喜多野　章夫　様 奈良県

窪田　綾子　様 東京都 中嶋　健次　様 栃木県 竹川　敦史　様 東京都

齋藤　哲也　様 福島県 北詰　修三　様 大阪府 鷹觜　勇宜　様 埼玉県

菊池　秀樹　様 愛知県 濵田　崇嘉　様 大阪府 久田　洋一　様 大阪府

對馬　淳平　様 北海道 石井　悠太　様 東京都 柳谷　太紀　様 千葉県

伊藤　賢二　様 和歌山県 岡崎　悦也　様 和歌山県 丹羽　賢太　様 愛知県

渡辺　絵美　様 東京都 中西　一彦　様 大阪府 高橋　功　様 東京都

山科　佳弘　様 群馬県 丹家　歩　様 東京都 泉澤　和行　様 東京都

神田　敏夫　様 埼玉県 牟田　由宇子　様 福岡県 菊地　英夫　様 鳥取県

大西　靖子　様 兵庫県 飯尾　良司　様 神奈川県 内田親宏　様 愛知県

熊倉　澄雄　様 栃木県 吾妻　重雄　様 神奈川県 村木　薫　様 青森県

奥野　康之　様 愛知県 鈴木　悠太　様 愛知県 西田　明　様 福岡県

松村　和英　様 大阪府 石井　雅　様 青森県 堀端　浩行　様 岐阜県

勝又　勇　様 愛知県 田中　孝司　様 神奈川県 越地　正則　様 神奈川県

神馬　強志　様 北海道 小郷　拓良　様 東京都 田村　美奈子　様 神奈川県

平野　忍　様 東京都 高下　弘　様 神奈川県 村井　幸博　様 東京都

石川　和行　様 千葉県 氣仙　博文　様 千葉県 後藤　雅美　様 東京都

豊田　達也　様 愛知県 小山　芳徳　様 千葉県 小檜山　美帆　様 東京都

望月　哲也　様 静岡県 末石　繁　様 茨城県 柳沢　真一　様 神奈川県

四條　崇弘　様 東京都 伊藤　勝通　様 新潟県 田沢　敬久　様 埼玉県

寺田　みゆき　様 東京都 清田　恵子　様 東京都 菊地　蔵乃介　様 神奈川県

森山　貴夫　様 埼玉県 小泉　郁夫　様 東京都 泉　三省　様 神奈川県

梅咲　直彦　様 大阪府 齊藤　泰樹　様 愛知県 永山　勝教　様 宮城県

木津川　義雄　様 神奈川県 木下　貴司　様 神奈川県 國松　将也　様 千葉県

伊藤　明男　様 神奈川県 安田　芳樹　様 静岡県 安達　得夫　様 東京都

藤井　達司　様 兵庫県 吉田　弘之　様 兵庫県 福崎　宏　様 新潟県

牧野　信也　様 東京都 土屋　松美　様 神奈川県 上山　美穂　様 愛媛県

齋藤　俊也　様 埼玉県 安部　美科子　様 福岡県 市場　文功　様 滋賀県

山崖　佑一郎　様 石川県 吉田　奈央　様 静岡県 渡邊　敏彦　様 兵庫県

松岡　貞義　様 神奈川県 小林　徹　様 山形県 孤島　立典　様 東京都

高橋　俊夫　様 静岡県 安齊　正興　様 静岡県 伊地知　　周吾　様 神奈川県

浅井　康太　様 東京都 青柳　秀樹　様 埼玉県 栗田　啓史　様 大阪府

上栗　広志　様 大阪府 三枝　夏子　様 山梨県 大谷　樹生　様 千葉県

内田　悦子　様 埼玉県 内田　弘志　様 埼玉県 横堀　礼子　様 埼玉県

若井　晃　様 東京都 松平　照彦　様 神奈川県 本間　博彰　様 宮城県

三木　伸介　様 神奈川県 小林　忍　様 長野県 山田　美貴男　様 岐阜県

鳴海　陽子　様 千葉県 佐野　謙一　様 兵庫県 舘　春一　様 千葉県

木村　規子　様 茨城県 山口　顯　様 埼玉県 大賀　正己　様 京都府

片根　さゆり　様 茨城県 櫻井　悟　様 山形県 斎藤　範夫　様 青森県

大西　基喜　様 青森県 橋本　宣子　様 大阪府 浦見　忠　様 埼玉県

葛西　健治　様 東京都 門脇　良策　様 東京都 島田　宏　様 千葉県

川島　信弘　様 東京都 佐久間　松枝　様 東京都 山田　孝　様 東京都

三好　悟　様 東京都 安齋　誠之進　様 宮城県 鶴谷　和高　様 埼玉県

廣島　孝　様 北海道 久保　誠　様 神奈川県 力丸　智保　様 福岡県

中井　裕登　様 愛知県 武田　竜太郎　様 神奈川県 鹿野　久美　様 東京都

令和元年度にご寄附をいただいた方（公表を了承いただいた方）①



氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所

梅澤　明弘　様 北海道 平野　征人　様 兵庫県 大石　展弘　様 静岡県

青田　駿　様 大阪府 森岡　勉　様 兵庫県 石盛　裕規　様 石川県

石田　行司　様 大阪府 半田　充弘　様 千葉県 嶋田　泰介　様 東京都

新谷　秋広　様 東京都 辻野　雅士　様 大阪府 小笠原　竜二　様 青森県

池本　秀昭　様 広島県 神戸　庄二　様 静岡県 竹中　宏匡　様 大阪府

奥田　良三　様 大阪府 松永　直樹　様 愛知県 齊藤　良平　様 東京都

土田　逸人　様 京都府 菊田　晃二　様 茨城県 藤田　健　様 東京都

小山　政則　様 千葉県 小角　幸人　様 大阪府 高橋　俊之　様 京都府

小林　千春　様 東京都 加藤　敏也　様 千葉県 針生　二三男　様 神奈川県

藤田　嘉久　様 北海道 船橋　稔　様 愛知県 関谷　愼二　様 東京都

大内　裕子　様 東京都 佐古田　一穂　様 兵庫県 冨谷　勇太　様 宮城県

貝森　松夫　様 埼玉県 近藤　幸治　様 千葉県 田中　茉莉亜　様 神奈川県

菊地　直也　様 埼玉県 笠井　美貴子　様 東京都 滝本　裕之　様 茨城県

魚田　明男　様 千葉県 Fujikawa　Motozo　様 神奈川県 北澤　冬子　様 兵庫県

宮下　啓司　様 東京都 金井　英樹　様 宮城県 矢野　賢二　様 大阪府

近田　雄一　様 青森県 船城　孝樹　様 北海道 大谷　正明　様 大阪府

深澤　充　様 北海道 三宅　譲　様 京都府 木村　淳一　様 東京都

原　一元　様 千葉県 梅津　優樹　様 宮城県 浅利　佳名　様 愛知県

井上　美佳　様 東京都 加藤　節雄　様 東京都 佐藤　賢上　様 東京都

新開　基師　様 広島県 浅川　正子　様 東京都 杉岡　剛　様 奈良県

内間　安邦　様 沖縄県 行方　一也　様 三重県 有山　泰代　様 群馬県

櫻本　武志　様 滋賀県 山下　潔子　様 宮城県 山下　豊雄　様 宮城県

青柳　政子　様 埼玉県 坂東　毅　様 富山県 松木　海奈　様 大阪府

新田　みき　様 兵庫県 葛西　信二　様 青森県 関　弘　様 神奈川県

山﨑　秀清　様 東京都 坂本　美穂　様 東京都 岸本　信也　様 高知県

植田　康夫　様 奈良県 吉田　柳一郎　様 青森県 酒井　勝　様 埼玉県

松田　晴基　様 東京都 佐藤　正幸　様 石川県 松岡　康雄　様 神奈川県

山上　博史　様 神奈川県 蛭名　美樹　様 東京都 熊倉　雪光　様 東京都

薮下　和久　様 富山県 山田　栄一　様 千葉県 笠原　香織　様 東京都

西山　巧　様 神奈川県 寺西　大地　様 東京都 吉島　稔　様 滋賀県

堀江　彰久　様 東京都 加藤　隆弘　様 静岡県 草ヶ谷　太一郎　様 東京都

吉田　瑞穂　様 千葉県 渡邊　正　様 宮城県 兼松　徹　様 東京都

広瀬　仁宏　様 岐阜県 JAO　ALBERT FANG SHUOH　様 東京都 浅野　敏之　様 鹿児島県

野里　望美　様 宮城県 西　良和　様 岐阜県 倉田　修作　様 大阪府

今井　信之　様 東京都 中島　寛　様 東京都 松本　敏弘　様 千葉県

金澤　真悟　様 東京都 橋本　新一　様 群馬県 水野　絵真　様 東京都

髙橋　力也　様 神奈川県 藤堂　愛子　様 北海道 木村　久実　様 群馬県

北村　雅樹　様 東京都 武村　弘子　様 福岡県 竹内　賢太　様 千葉県

小川　裕太郎　様 千葉県 高橋　諒　様 大阪府 山北　夏子　様 大阪府

高橋　陽子　様 埼玉県 高橋　肇　様 千葉県 神原　啓輔　様 北海道

菊地　貴之　様 東京都 田嶌　健　様 埼玉県 小林　直子　様 千葉県

佐々木　智雄　様 岩手県 市川　真弓　様 神奈川県 垂井　磨人　様 広島県

吉井　崇　様 大阪府 三浦　義裕　様 愛知県 粕川　佳史　様 東京都

  吉永　義隆　様 愛知県 北村　広基　様 兵庫県 八幡　兼成　様 京都府

重松　道夫　様 神奈川県 佐々木　康洋　様 広島県 佐々木　裕　様 東京都

川井　則和　様 千葉県 北　曉　様 東京都 藤井　美津代　様 大阪府

加藤　雄二　様 神奈川県 河村　博務　様 愛知県 松田　浩二　様 静岡県

岡本　奈美　様 東京都 岩谷　仁　様 北海道 小川　浩　様 東京都

小川　俊祐　様 東京都 西　誠　様 神奈川県 近藤　能之　様 福島県

長岡　香子　様 千葉県 佐藤　峰一　様 神奈川県 桑原　基宏　様 大阪府
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岩間　美典　様 愛知県 高峯　秀馬　様 埼玉県 春日　和明　様 東京都

山崎　守邦　様 東京都 齋藤　研　様 東京都 池田　克広　様 熊本県

藤原　妃奈子　様 東京都 志村　彰洋　様 埼玉県 江口　学　様 東京都

木川　陽太郎　様 茨城県 澤畑　進　様 東京都 松﨑　圭　様 東京都

石井　孝典　様 兵庫県 葉栗　翼　様 東京都 宮本　政明　様 茨城県

石谷　拓哉　様 神奈川県 野田　直希　様 東京都 宮田　明子　様 愛知県

川島　康太郎　様 東京都 藤原　裕子　様 兵庫県 遠藤　眞理子　様 東京都

小林　幸彦　様 兵庫県 五十嵐　敏彦　様 兵庫県 小林　靖尚　様 京都府

野上　敏弘　様 大阪府 亀田　真吾　様 大阪府 鈴木　成則　様 東京都

森勢　諭　様 大阪府 重留　義明　様 千葉県 可兒　直基　様 岐阜県

吉田　豊一朗　様 大阪府 有馬　伸明　様 神奈川県 鈴木　尚正　様 北海道

田栗　くるみ　様 福岡県 吉浜　美代子　様 神奈川県 貝本　恭江　様 大阪府

品川　卓也　様 静岡県 佐古田　美佳　様 兵庫県 福山　浩一　様 滋賀県

荻野　昌之　様 群馬県 木本　由美　様 神奈川県 諸江　将太　様 神奈川県

佐藤　久美子　様 秋田県 市川　圭佑　様 東京都 井上　毅彦　様 福岡県

内山　昭子　様 神奈川県 鈴木　幸　様 埼玉県 橋本　祐弥　様 兵庫県

大可　二郎　様 広島県 斉藤　了英　様 東京都 佐藤　靖　様 東京都

豊田　明美　様 埼玉県 堀地　直博　様 群馬県 笠原　忍　様 東京都

一石　英一郎　様 栃木県 潟ヶ谷　巖　様 神奈川県 長尾　吉訓　様 大阪府

武井　麗子　様 神奈川県 大槻　重保　様 宮城県 石本　好成　様 大阪府

工藤　啓介　様 埼玉県 笠原　三義　様 埼玉県 今　弘幸　様 神奈川県

山口　優子　様 東京都 岸野　裕太　様 東京都 木川　保法　様 東京都

林　絵美　様 東京都 木村　高志　様 群馬県 有澤　美保子　様 大阪府

内藤　大介　様 東京都 山口　佳之　様 岡山県 土屋　昌平　様 福岡県

恩田　裕之　様 埼玉県 星野　智秋　様 東京都 田川　高行　様 京都府

野畑　ルミ　様 東京都 谷口　薫　様 石川県 伊藤　竜成　様 神奈川県

吉川　榮治　様 埼玉県 鈴木　祐輔　様 山形県 田中　美幸　様 東京都

高橋　安朗　様 千葉県 松井　和子　様 静岡県 堀　直宏　様 兵庫県

大林　均　様 茨城県 山田　武史　様 滋賀県 日比　良介　様 東京都

市川　長幸　様 東京都 岡上　久子　様 宮崎県 根本　雄弘　様 東京都

鎌田　剛　様 北海道 酒井　哲也　様 岐阜県 伝法　一寿　様 埼玉県

中村　雅彦　様 神奈川県 北本　恭代　様 大阪府 渡辺　大　様 東京都

原田　和夫　様 埼玉県 阿部　幸恵　様 東京都 田中　正弘　様 東京都

佐藤　かおり　様 北海道 坂本　容子　様 北海道 西原　毅　様 京都府

渡邊　友弥　様 東京都 山崎　翔一　様 東京都 島崎　栄治　様 東京都

古谷野　妙子　様 千葉県 對馬　五禮　様 青森県 吉田　広子　様 福島県

肥田野　千里　様 新潟県 美馬　文香　様 神奈川県 木村　一雄　様 愛知県

島本　海斗　様 兵庫県 皆川　真由美　様 新潟県 田村　俊哉　様 神奈川県

仲沢　秀行　様 東京都 島崎　隆英　様 埼玉県 坂田　明日香　様 東京都

冨士谷　洋三　様 広島県 五十嵐　敬一　様 神奈川県

令和元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

令和元年度は公表を了承していただいた４１９名の方々のほか８，４６４名の方々から、
合計で１５１，０７７，５００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。



〇およそ40年前の大学生のころ むつ市を訪れました また訪問したいと思います。恐山とか・・

寄附者様からいただいた「むつ市への応援メッセージ」

〇かつて、群馬から太平洋岸をドライブして恐山方面に行きました。途中むつ市内を通った記憶があります。地域が、経済がにぎ
やかになる事を願っています。

〇青森県には以前住んでいたこともあり、愛着があります。むつ市といえば、10数年前、駅伝が強かったと記憶しています(今も
強かったらすみません、さすがです)。がんばれ「むつ市!!」

〇むつ市に微力ながら応援させて貰います、頑張って下さい、美味しい帆立貝、待ってます。

〇おいしいシードル届きました。いつか現地で飲みたいと思います。

〇昭和56年から昭和57年にかけて2年間むつ市で暮らしました。津軽海峡に面した大畑など、景勝地を楽しませていただきまし
た。

〇むつ市に少しの間ですが、転居し過ごしました。むつ市の皆さんにお世話になり、特産物をおいしく食べたり、お祭りやスキー
など忘れられない思い出がいっぱいです。これからも応援していきたいです。むつ市、皆さんが暖かくて大好きです。以前はワイ
ン、海峡サーモンを選びましたが、今回は菜種油にしました。楽しみです。遠くながら、微力ながら、これからもむつ市を応援して
いきます。

〇昔、仕事で年に2～3回行っておりました。大間ホテルに泊まったり、むつに泊まったりしましたが、その都度、地元の上手いも
のを食べ、嬉しかったことを思い出しました。又、食べてみたくなり申し込みました。期待していますので、宜しくお願いします。

〇毎年しています。活用して頂き、楽しみと親しさを感じます。

〇地域の活性化に寄与できることを希望しています。

〇東京在住でむつ市出身の者です。市長はじめ、同年代の仲間の活躍に刺激を受けています。医療的ケア児への取り組みなど
全国でも先進的な取り組み素晴らしいです。東京から故郷に想いをはせつつ、自分も動きをと思っています。

〇私が生まれて5歳まで過ごした場所です。自分の原点として、たまに訪れています。自然豊かでとても癒される場所。なぜか安
心感がある場所です。

〇下北半島には未だ行ったことない。是非一度は行ってみたいと日頃思っています。地域の発展を祈っています。

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。

〇何故そう思ったのか覚えていませんが、『恐山に行ってみたい』と子供の頃から思っています。私の住んでいる三島市とは気候
が対照的なイメージもあり、一生のうちに必ずむつ市を訪れたいです。

〇下北半島と大間のマグロを目指して今年はドライブします。東京から700㎞走りではありますが、北海道に比べれば楽かもしれ
ません。今回のふるさと納税でむつグランドホテルが宿泊出来ることになり楽しみにしています。　本州縦断＋九州と日本の大半
を旅することになります。古希を迎え時間縛られることがなくなりのんびり旅ができます。時間があればですがご迷惑でなければ
「むつ市」にも立ち寄らせて頂きたいと思います。


