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(株)川島隆太郎建築事務所　様 青森県 芦澤　望　様 東京都 伊藤　幹治　様 広島県

井戸　祥智　様 東京都 井上　博光　様 青森県 宇野　龍一　様 福岡県

羽切　数也　様 千葉県 浦長瀬　昌宏　様 兵庫県 遠藤　一郎　様 千葉県

奥村　和弥　様 滋賀県 岡崎　敏也　様 広島県 岡崎　裕介　様 東京都

岡本　安弘　様 静岡県 岡本　明久　様 東京都 沖田　富士子　様 東京都

下浦　典子　様 兵庫県 下澤　一博　様 埼玉県 加賀　正雄　様 愛知県

河野　好晃　様 静岡県 河野　琢哉　様 兵庫県 花岡　崇文　様 東京都

花山　愛子　様 青森県 株式会社　ショーセイ　様 神奈川県 舘　司　様 千葉県

丸王　敏夫　様 岡山県 岸本　洋子　様 神奈川県 気仙　修子　様 千葉県

紀平　充則　様 京都府 亀山　祐司　様 奈良県 菊池　加代子　様 栃木県

吉川　榮治　様 埼玉県 吉田　美枝子　様 東京都 吉田　柳一郎　様 青森県

宮浦　弘兒　様 神奈川県 宮内　志朗　様 東京都 宮本　久嗣　様 福岡県

宮本　健太郎　様 愛知県 宮本　繁明　様 奈良県 橋爪　博幸　様 群馬県

橋本　新一　様 群馬県 玉村　政博　様 大阪府 近田　雄一　様 青森県

近藤　文彦　様 埼玉県 近藤　佑輔　様 東京都 金森　重樹　様 東京都

金沢　真悟　様 東京都 金澤　貴之　様 東京都 窪倉　美代子　様 神奈川県

熊切　雅規　様 静岡県 栗原　資享　様 大阪府 原田　國夫　様 神奈川県

工藤　俊治　様 東京都 江口　大彦　様 福岡県 高原　康有　様 広島県

高山　寛人　様 東京都 高田　さゆり　様 大阪府 高野　明人　様 新潟県

黒田　忠良　様 茨城県 黒澤　浩樹　様 東京都 今井　博史　様 東京都

佐々木　継男　様 東京都 佐々木　章　様 島根県 佐々木　正人　様 青森県

佐々木　智加子　様 青森県 佐竹　順一　様 宮城県 佐藤　薫　様 千葉県

佐藤　正芳　様 東京都 佐藤　知恵子　様 東京都 佐藤　芳明　様 千葉県

佐藤　裕美子　様 愛知県 座間味　朝之　様 東京都 坂倉　範昭　様 神奈川県

坂本　貴弘　様 青森県 坂本　光　様 福岡県 笹岡　浩司　様 大阪府

三浦　卓磨　様 東京都 三上　孝生　様 青森県 三宅　貴　様 兵庫県

山下　富夫　様 京都府 山岸　美好　様 石川県 山口　信男　様 埼玉県

山口　忠雄　様 千葉県 山根　幸夫　様 大阪府 山田　雅文　様 鳥取県

山田　仁　様 神奈川県 山本　秀美　様 東京都 山本　博丈　様 兵庫県

市場　太朗　様 東京都 市川　博徳　様 東京都 私市　克巳　様 東京都

寺岡　達矢　様 東京都 七海　正克　様 福島県 酒井　義澄　様 愛知県

住田　孝子　様 兵庫県 出縄　幹雄　様 神奈川県 小笠原　清訓　様 青森県

小笠原　静子　様 青森県 小原　直亮　様 神奈川県 小山　昭久　様 東京都

小室　和也　様 埼玉県 小川　硬一郎　様 三重県 小泉　一弘　様 神奈川県

小田倉　晴久　様 埼玉県 小嶋　妙子　様 大阪府 小浜　芳朗　様 愛知県

小野　弘樹　様 千葉県 小林　薫　様 新潟県 小林　礼子　様 奈良県

松岡　聖子　様 三重県 松原　富子　様 東京都 松山　佳司　様 宮城県

松倉　大輔　様 青森県 松田　泰之　様 埼玉県 松田　直樹　様 和歌山

松田　眞好　様 岩手県 松尾　信一　様 埼玉県 松平　照彦　様 神奈川県

松本　剛　様 愛知県 松本　牧途　様 愛知県 松澤　薫　様 千葉県

上田　良浩　様 愛知県 上野　拡子　様 神奈川県 植山　武俊　様 千葉県

触沢　篤司　様 青森県 新井　堅吾　様 埼玉県 森　和彦　様 新潟県

真野　大輔　様 愛知県 仁木　久智　様 徳島県 杉山　裕紀　様 神奈川県

菅野　長一　様 宮城県 星　さない　様 新潟県 星　信一　様 新潟県

星本　宏之　様 大阪府 西口　良三　様 大阪府 西出　眞　様 東京都

西川　理絵　様 三重県 石垣不動産鑑定事務所　様 東京都 石橋　奈美　様 大阪府

石川　光一　様 北海道 石川　達也　様 静岡県 赤石　三千正　様 東京都

赤木　淳　様 埼玉県 川崎　貴弘　様 東京都 川嶋　秀樹　様 千葉県

川副　洋次　様 滋賀県 泉　三省　様 神奈川県 浅井　宏友　様 東京都

浅野　修司　様 愛知県 前川　伸哉　様 東京都 前迫　寛人　様 広島県
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草野　繁　様 大阪府 増田　喜美子　様 広島県 村田　和吉　様 千葉県

村木　益実　様 埼玉県 村木　薫　様 青森県 大橋　泰子　様 岐阜県

大崎　榮一　様 東京都 大山　克美　様 神奈川県 大沼　文博　様 茨城県

大森　愛　様 大阪府 大塚　和司　様 埼玉県 大藤　宗一　様 東京都

大和　直樹　様 兵庫県 滝澤　恒夫　様 栃木県 池谷　義昭　様 埼玉県

池田　宗弘　様 東京都 池田　清　様 栃木県 池田　博道　様 広島県

池田　猛宏　様 三重県 竹内　俊介　様 三重県 中園　正悟　様 茨城県

中原　正純　様 福岡県 中瀬　克己　様 岡山県 中西　達雄　様 奈良県

中村　昌司　様 埼玉県 中村　宏　様 群馬県 中村　祐太　様 神奈川県

中島　直一　様 東京都 中里　稔　様 山梨県 朝倉　美佳　様 愛知県

長崎　嘉徳　様 神奈川県 長谷部　善太郎　様 東京都 津川　浩史　様 東京都

津田　義憲　様 神奈川県 追良瀬　弘光　様 愛知県 塚越　勝美　様 千葉県

定森　誠　様 東京都 田村　幸広　様 東京都 田村　明生　様 栃木県

田端　欣裕　様 大阪府 田中　正弘　様 青森県 田中　智顕　様 福岡県

田中　美加子　様 神奈川県 田中　利幸　様 東京都 田畑　孝志　様 愛知県

田畑　茂穂　様 埼玉県 田部井　大作　様 埼玉県 田野　喜美夫　様 兵庫県

渡邉　秀和　様 宮城県 渡邉　未希　様 千葉県 島津　健生　様 福岡県

島田　昌建　様 奈良県 東口　和貴　様 兵庫県 東野　俊英　様 埼玉県

湯上　聡　様 神奈川県 藤間　道雄　様 埼玉県 藤橋　幸太　様 千葉県

藤田　佐代子　様 兵庫県 藤田　秀明　様 兵庫県 藤田　靜子　様 埼玉県

藤木　修　様 岡山県 堂園　　歩　様 熊本県 徳田　直人　様 東京都

内田　博司　様 千葉県 入江　　寛　様 奈良県 馬場　和人　様 青森県

畑中　友幸　様 岩手県 半田　敏昭　様 長野県 飯島　武則　様 茨城県

飯尾　良司　様 神奈川県 飛弾　忠司　様 大分県 武山　仁美　様 神奈川県

武地　健太　様 東京都 武藤　儀光　様 茨城県 武藤　直子　様 埼玉県

副島　司　様 東京都 福士　信雄　様 神奈川県 福森　豊和　様 兵庫県

福田　幸人　様 神奈川県 福田　良子　様 神奈川県 平野　明宏　様 大阪府

米田　秀信　様 奈良県 米良　信　様 埼玉県 北折　義孝　様 愛知県

北村　瑞　様 東京都 牧本　信近　様 神奈川県 牧野　武志　様 東京都

堀田　亮　様 東京都 堀内　学　様 長野県 堀内　久美　様 福島県

本間　良太郎　様 千葉県 本田　大成　様 福岡県 麻田　峯男　様 京都府

末広　誠　様 東京都 木下　哲也　様 東京都 木内　光春　様 神奈川県

野口　祐子　様 神奈川県 野﨑　千尋　様 福岡県 有限会社　松田内装　様 神奈川県

立久井　優介　様 東京都 林　欣弥　様 兵庫県 林　重信　様 東京都

林　拓二　様 兵庫県 鈴木　重芳　様 東京都 鈴木　彰夫　様 青森県

鈴木　信光　様 愛知県 鈴木　正光　様 東京都 鈴木　聡　様 神奈川県

鈴木　忠治　様 栃木県 鈴木　由子　様 東京都 鈴木　里香　様 東京都

和田　侑子　様 大阪府 藁谷　恵子　様 茨城県 澤畑　進　様 東京都

濱之上　恵　様 京都府 齊藤　泰樹　様 愛知県 栁原　剛　様 愛知県

髙橋　秀明　様 東京都

平成２６年度に寄附をいただいた方（公表を了承いただいた方）②

平成２６年度は公表を了承していただいた２６８名の方々のほか１，０７３名の方々から、
合計で２３，８３５，０００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。



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。

○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。

○10月３連休に恐山にお参りさせていただきました。その際は、むつ市の方々にとても親切にしていただきました。ありがとうござ
いました。

○陸奧湾産のホタテが日本一です！これからも美味しいホタテが食べられる事を期待しています！

○観光で訪れさせていただきました。見どころが多く、美味しいものがたくさんあり、そういう部分をどんどん発信していただきたい
と思います。頑張ってください！

○本州最北端を目指して下北半島を旅行しました。海の幸はもちろん、お土産に買った下北ワインも美味しかったので、応援した
いと思いました。

○先日観光で伺いました。とても素敵な場所なので、寄附するなら是非と思いました。

○産業振興の促進によってむつ市が全国に発信出来れば良いですし、それによって若者の仕事が増えて、若者や子供が増えて
活性化できる事を願っています。

○青森県内はまだまだふるさと納税は未発展ですが、むつ市はがんばっていると感じました。こうやって青森を紹介して行くことは
とても大切と感じます。さまざまな課題があると思いますが、下北の皆さんが安心して暮らせる町作りの推進を応援しています。

○子供たちが誇りを持って、夢と希望をかなえることができるむつ市でありますように応援しています。

○生まれ故郷のむつを遠くからいつも応援しています。亀戸のイベント、楽しみにしています。ムチュラン大好きです。

○以前転勤でむつ市に３年半家族と共に住んでおり、むつ市の方々には本当にお世話になりました。海の幸から山の幸、温泉な
ど素晴らしい自然、下北は今でも私の心の故郷です。

○昨年度も寄付させていただきましたが、今年もさせていただきます。小学１年の子供もふるさと納税をして特産品のほたてを食
べたことで、むつ市を認識するようになりました。今後も地域の活性化に頑張ってください。

○”むつとの遭遇”in亀戸にて、むつ市のことを知りました。また、そこで飲んだボン・サーブが美味しかったです。ふるさと納税を通
して、むつ市の応援を行いたいと思います。お役立てください。また、来年も”むつとの遭遇”を楽しみにしています。

○陸奧湾産ホタテを去年お願いしましたが、すごくおいしかったので、また、寄附させていただくことにしました。地域経済に貢献で
きればと思っています。また、ホタテの発送時期については、また、ご相談させていただければ幸いです。

○むつ市大湊は小学校時代に2年間暮らした私の第二の故郷です。4年前に夫婦で観光に行った際の45年ぶりの大湊の町は、当
時ままの静かな町でした。その懐かしい街並みと周囲のすばらしい景色に感動しました。大湊の発展整備に少しでもお役立て頂け
れば幸いです。

○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。

寄附者からいただいた「むつ市への応援メッセージ」

○仕事柄転勤が多いのですが、むつはそれまで勤務した中で一番住みやすく、可能ならばずっと住みたい土地でした。いつの日
か、また、むつに戻りたいと想っています。むつ市のご発展を祈念しております。

○昨年、旅行で訪れました。思いがけず、ホテルの方に衣装を着させてもらい、皆でねぶたを踊り、大変楽しい思い出を作っていた
だきました。下北の核燃料施設等も窓越しに眺めました。北の地の振興に僅かですがお使いください。

○ふるさと納税を機会にもっとむつ市に関心が湧き、一度、行ってみたくなりました。

○むつ市のホタテは、超美味しい！！頑張って！！


