
氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所

高塚　清治　様 東京都 山火　豊　様 千葉県 名和　修司　様 愛知県

水野　雅之　様 千葉県 寺岡　達矢　様 東京都 川副　洋次　様 滋賀県

玉村　政博　様 大阪府 田中　正代　様 福岡県 金子　恒治　様 熊本県

和田　誠基　様 埼玉県 高野　浩司　様 大阪府 上野　菊江　様 神奈川県

後藤　大輔　様 福岡県 山崎　貴暁　様 鹿児島県 岩橋　尚子　様 東京都

山本　秀美　様 東京都 海老澤　経次　様 東京都 堀　哲　様 北海道

岩田　人美　様 東京都 本間　良太郎　様 千葉県 玉木　淳　様 東京都

齊藤　泰樹　様 愛知県 上田　勉　様 広島県 長井　隆彦　様 大阪府

長井　曜子　様 大阪府 菅原　由恵　様 宮城県 越田　利弘　様 東京都

山本　穰司　様 千葉県 小嶋　友之　様 大阪府 本田　大成　様 福岡県

井戸　祥智　様 東京都 星野　裕之　様 神奈川県 笠井　俊宏　様 京都府

音野　亮一　様 大阪府 池田　真斉　様 東京都 木内　一喜　様 東京都

寺田　敬子　様 静岡県 大崎　榮一　様 東京都 佐藤　貴美　様 青森県

大久保　政美　様 千葉県 大薗　慶太郎　様 東京都 塚田　耕嗣　様 神奈川県

玻名城　太詩　様 沖縄県 中西　達雄　様 奈良県 村木　薫　様 青森県

濱本　智子　様 東京都 山口　信男　様 埼玉県 宮本　一史　様 兵庫県

内田　博司　様 千葉県 笠原　美津子　様 東京都 内野　達男　様 神奈川県

中村　耕作　様 京都府 朝倉　美佳　様 愛知県 村越　照子　様 千葉県

浅沼　伸一　様 東京都 本間　惇　様 東京都 松平　照彦　様 神奈川県

入山　惇一　様 東京都 竹村　信昭　様 千葉県 辻　隆　様 京都府

前田　嘉昭　様 神奈川県 田部井　大作　様 埼玉県 中里　良夫　様 東京都

椎野　広巳　様 千葉県 菅原　功　様 神奈川県 星　信一　様 新潟県

星　さない　様 新潟県 秋谷　昌宏　様 千葉県 河野　恭秀　様 東京都

星野　貴司　様 埼玉県 中村　昌司　様 埼玉県 三上　悦生　様 東京都

黒木　洋子　様 東京都 林　拓二　様 兵庫県 矢島　正男　様 埼玉県

祐川　隆平　様 東京都 今村　利朗　様 神奈川県 水谷　史朗　様 茨城県

津田　資久　様 神奈川県 櫛引　信弘　様 神奈川県 西埜　満寿美　様 大阪府

田端　欣裕　様 大阪府 上野　利弘　様 兵庫県 本田　哲夫　様 北海道

小澤　秀夫　様 東京都 井上　武明　様 神奈川県 南　彰　様 東京都

木之下　誠　様 広島県 鈴木　彰夫　様 青森県 杉山　裕紀　様 神奈川県

須田　淳一　様 福島県 永田　東　様 愛知県 池田　喜紀　様 茨城県

荒井　康之　様 神奈川県 藤田　秀明　様 兵庫県 木内　剛　様 東京都

菊池　孝夫　様 栃木県 松本　牧途　様 神奈川県 佐藤　正芳　様 東京都

市場　太朗　様 東京都 赤尾　譲一　様 兵庫県 石塚　龍太　様 東京都

中森　大記　様 広島県 堂園　歩　様 熊本県 藤田　悟朗　様 栃木県

末石　泰子　様 千葉県 荘司　輝昭　様 東京都 奥居　正道　様 三重県

北村　寿夫　様 大阪府 佐藤　政克　様 宮城県 坂本　勇人　様 東京都

島倉　堅郎　様 東京都 香月　亮　様 佐賀県 近田　雄一　様 青森県

部坂　洋一　様 山口県 秋田　敏宏　様 岩手県 下澤　一博　様 埼玉県

堀　恵子　様 愛知県 堀内　清貴　様 岡山県 津川　浩史　様 東京都

軽石　彦之　様 静岡県 島田　昌建　様 奈良県 大森　潤　様 岡山県

丸本　正嗣　様 千葉県 鈴木　毅　様 群馬県 目時　隆博　様 青森県

浅井　博史　様 神奈川県 木村　政秀　様 東京都 土谷　需　様 東京都

森本　すみ子　様 茨城県 北村　瑞　様 東京都 岸本　大典　様 北海道

作田　浩一　様 大阪府 宮本　和子　様 兵庫県 水谷　光子　様 岐阜県

佐久間　利則　様 新潟県 黒須　秀司　様 神奈川県 成毛　健志　様 神奈川県

佐藤　敏成　様 東京都 矢野　文仁　様 栃木県 逸見　謙年　様 神奈川県

吉田　忠史　様 群馬県 神　賢司　様 神奈川県 金沢　真悟　様 東京都

小野寺　剛　様 東京都 田中　美加子　様 神奈川県 大鶴　史朗　様 大分県

青木　具忠　様 東京都 笠谷　哲郎　様 岡山県 堀内　学　様 長野県

平成２５年度に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

島田　順一　様 京都府 小澤　和彦　様 長野県 宮崎　景　様 三重県

貫田　智也　様 東京都 五十嵐　妙　様 東京都 富山　達大　様 大阪府

小川　斉　様 愛知県 君島　裕　様 埼玉県 古田　賢一　様 福井県

高木　富美　様 京都府 谷口　昌道　様 愛知県 大村　文秀　様 兵庫県

長崎　嘉徳　様 神奈川県 今泉　真里加　様 埼玉県 野崎　千尋　様 福岡県

小林　聡　様 東京都 市川　芳明　様 東京都 河村　晋平　様 静岡県

福井　利一　様 東京都 亀山　祐之　様 埼玉県 田中　恵美子　様 埼玉県

清水　宏行　様 東京都 森　光太郎　様 滋賀県 大森　愛　様 大阪府

杉浦　健次　様 神奈川県 千賀　一孝　様 神奈川県 森　敏昭　様 愛知県

越野　正雄　様 埼玉県 山本　綾子　様 東京都 油井　薫　様 長野県

池田　清美　様 神奈川県 星野　太　様 東京都 細川　和彦　様 京都府

森崎　和貴　様 北海道 白井　勲　様 東京都 井川　祐市　様 北海道

駄賃場　和　様 埼玉県 林　智也　様 徳島県 久保　健太郎　様 東京都

吉田　伸司　様 滋賀県 松橋　良成　様 東京都 渡辺　庄一郎　様 奈良県

水落　俊治　様 福岡県 伊藤　隆幸　様 神奈川県 岩見　聖三　様 兵庫県

伊藤　啓真　様 東京都 鈴木　成一　様 東京都 塚田　耕嗣　様 神奈川県

鈴木　聡　様 神奈川県 日向建設　株式会社　様 神奈川県 國安　宏哉　様 北海道

長谷川　重忠　様 東京都 関根　直也　様 千葉県 伊村　郁夫　様 広島県

山田　光徳　様 愛知県 橋本　新一　様 群馬県 上條　金寿　様 長野県

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。

平成２５年度は公表を了承していただいた２０７名の方々のほか７９９名の方々から、
合計で１７，９６４，０００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。

○かつて御地を旅行したことがあり、住民の方の御親切が記憶に残っております。過疎に悩んでおられるかも知れませんが、日
本の元気は地方からと思います。このわずかな寄附金が次世代を担う子どもに少しでも役立てば嬉しいです。

○本州の北端の下北半島で日本初のひらがな市として市政50周年を迎えられ、これからの50年100年に向けて次世代を担う子
供たちの育成に少しでもお役に立てれば幸いです。

○以前、旅行で訪れたことがありますが、人も穏やかで、景色も空気もきれいでとても素敵なところでした。日本は少子高齢化が
危機的な状況です。高齢者優先も大切かもしれませんが、将来の日本を担う子供に対する事業に寄附金を使用して欲しいです。

○観光でお邪魔させていただきました。雄大な自然と海の幸は素晴らしく、とても楽しませていただきました。人口減少や財政の
厳しい中ではあるかと思いますが、むつ市にしかない魅力をアピールし、よりよい市政を行なって行っていただけたらと思いま
す。

○かつて青森県内で勤務したことがあり、そのあとは青森県を第二のふるさとだと思っています。むつ市にもいったことがありま
す。私の納税したお金でむつ市の子どもの育成につながることはすばらしいことだと思っています。効果的に使ってください。

○若かりし頃、ご当地に旅行の際、宮下市長ご夫妻の温かなお世話になったことが忘れられない思い出です。お陰様で東京で
第二の人生を過ごさせていただいております。陰ながらむつ市のご繁栄と宮下市長のご健勝を応援いたしております。

寄附者からいただいた「むつ市への応援メッセージ」

○三年前に大湊からレンタカーで下北半島を一周しました。恐山の一種独特な景観、青森ひばの美林、下風呂温泉の風情等、
二日間では回りきれませんでした。また、貝焼き、まぐろ、しし鍋を食べに行きます。

○15年頃に3年続けて夏に、横浜から車でドライブに行きました。青森は暗い雪国ではなく、青い森だと知りました。今はなかなか
時間がありませんが、また行きたいと思います。それまであの自然が残っていることを祈ります。

○学生の時に恐山に数回行きました。むつ市の海軍コロッケが印象に残っています。これからも応援しています。

○小学生の息子が日本の中で一番行きたい場所は青森！といい、連れて行きたいのですが、まだ機会がなく、将来むつ市を訪
れることを望んで。

○数度青森を観光で出かけました。その折には友人等にうまいほたてを送っています。友人からも感謝されています。うまい日
本一!!めざして頑張ってください。

平成２５年度にご寄附をいただいた方（公表を了承いただいた方）②

○むつ市を出て５５年になります。大湊中昭和３３年度卒の同期会も昨夏でとりあえず終わりになりました。訪ねる機会も少なくな
り残念に思います。義務教育時代にお世話になった少しばかりの気持ちです。故郷の思いは同じです。


