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相沢　利之　様 宮城県 青木　知恵子　様 神奈川県 青木　正好　様 東京都

青柳　淳　様 兵庫県 赤上　正孝　様 茨城県 秋山　康介　様 神奈川県

明都　恵美子　様 茨城県 吾郷　遼　様 兵庫県 浅香　学　様 東京都

浅川　博章　様 長野県 浅川　広子　様 東京都 浅川　正子　様 東京都

朝倉　行彦　様 東京都 浅野　瑞穂　様 宮城県 浅見　教明　様 兵庫県

浅利　忠行　様 東京都 安達　奉国　様 岩手県 阿部　健三　様 神奈川県

阿部　哲哉　様 神奈川県 阿部　ともよ　様 宮城県 阿部　博男　様 宮城県

阿部　美紗登　様 神奈川県 阿部　幸恵　様 東京都 天野　斉　様 東京都

綾部　恵美　様 北海道 新井　景親　様 大阪府 荒井　究　様 宮城県

新井　智之　様 東京都 有川　薫　様 神奈川県 安藤　昭彦　様 東京都

飯尾　良司　様 神奈川県 飯田　圭一　様 愛知県 飯田　成美　様 神奈川県

飯田　愉一　様 神奈川県 飯村　愼一　様 栃木県 井岡　聖一郎　様 青森県

伊神　章子　様 岐阜県 五十嵐　現　様 東京都 五十嵐　悠　様 愛知県

井川　律子　様 東京都 池田　修一　様 神奈川県 池田　伸生　様 埼玉県

池田　守　様 青森県 池田　美香　様 神奈川県 池田　梨子　様 宮城県

池場　祥磨　様 東京都 池邉　晋平　様 大分県 池森　功康　様 神奈川県

伊佐　政文　様 東京都 石井　利幸　様 神奈川県 石井　信和　様 愛知県

石神　隆志　様 愛知県 石川　勝義　様 千葉県 石川　惠悟　様 栃木県

石川　しおじ　様 東京都 石川　大樹　様 兵庫県 石川　正人　様 愛知県

石川　弓子　様 兵庫県 石川　義貴　様 福島県 石隈　利紀　様 茨城県

石倉　謙　様 埼玉県 石倉　翼子　様 東京都 伊地知　周吾　様 神奈川県

石塚　タカシ　様 埼玉県 石森　洋平　様 千葉県 泉　三省　様 神奈川県

泉家　真由美　様 大阪府 泉山　正光　様 青森県 磯野　咲　様 東京都

礒部　有喜　様 千葉県 板井　大治　様 青森県 市川　和浩　様 東京都

一戸 文貴　様 大阪府 一戸　潔　様 東京都 一色　芳　様 埼玉県

井筒　清子　様 青森県 五辻　節子　様 神奈川県 出井　郁充　様 大分県

出澤　茂　様 神奈川県 伊藤　顕　様 東京都 伊藤　勝宣　様 青森県

伊藤　佳世子　様 北海道 伊藤　聖　様 東京都 伊藤　汰将　様 神奈川県

伊東　拓哉　様 神奈川県 伊藤　秀光　様 神奈川県 伊藤　祐二　様 茨城県

伊藤　友佳　様 東京都 伊藤　龍太郎　様 大分県 稲葉　智美　様 神奈川県

稲益　光男　様 神奈川県 稲荷　暁也　様 沖縄県 井上　志朗　様 愛媛県

井上　貴博　様 埼玉県 井上　忠勝　様 神奈川県 井上　太郎　様 東京都

井上　洋　様 千葉県 井上　雄一　様 東京都 井上　由佳子　様 神奈川県

井上　善弘　様 滋賀県 茨木　修　様 青森県 今井　庄司　様 東京都

今井　信治　様 千葉県 今井　宏　様 埼玉県 今井　真樹子　様 神奈川県

今井　義治　様 北海道 今田　直樹　様 広島県 今村　和正　様 大阪府

入江　研太　様 兵庫県 入山　隆　様 兵庫県 岩崎　圭　様 神奈川県

岩崎　尚子　様 東京都 岩谷　仁　様 北海道 岩原　順子　様 東京都

岩元　孝　様 三重県 印田　尚由　様 東京都 上田　将成　様 東京都

上畑　廣高　様 愛知県 魚切　誠　様 埼玉県 魚田　明男　様 岡山県

宇佐美　健　様 新潟県 宇佐美　千春　様 千葉県 牛尾　智裕　様 埼玉県

内田　博隆　様 東京都 内田　奏美　様 東京都 内田　新　様 山梨県

内山　昭子　様 神奈川県 内海　行裕　様 宮城県 打越　歩美　様 東京都

宇野　亮一　様 宮城県 梅津　喜聡　様 東京都 梅村　孝太郎　様 青森県

江口　史明　様 東京都 越後谷　嶺　様 青森県 江戸　久男　様 千葉県

榎本　真喜子　様 青森県 海老澤　経次　様 東京都 蝦名　範嗣　様 青森県

蛭名　美樹　様 東京都 圓口　博史　様 福島県 遠藤　直久　様 宮城県

大井川　祐也　様 福島県 大石　宗竜　様 兵庫県 大井田　誠　様 東京都

令和３年度　青森県むつ市ふるさと納税　寄附者の御芳名録

　令和３年度も多くの皆様から御寄附をお寄せいただきました。御寄附いただいた皆様に心より感謝申し上げます。
　ここに、御寄附いただいた皆様の御芳名と応援メッセージを掲載し御紹介させていただきます。
　８月に発生した豪雨災害で代理寄附を行った風間浦村分の御寄附も含まれております。
　これからも「青森県むつ市」をよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（掲載は公表を御了承いただいた皆様のみとさせていただいております。）



御芳名 御住所 御芳名 御住所 御芳名 御住所

大浦　博總　様 大阪府 大川　新　様 東京都 大川　真　様 埼玉県

大久保　和也　様 東京都 大倉　淳　様 神奈川県 大坂　佳道　様 神奈川県

大島　修　様 埼玉県 大角　結菜　様 東京都 太田　貴十郎　様 埼玉県

大田　圭一　様 広島県 太田　士郎　様 東京都 太田　美枝子　様 福井県

大谷　千絵　様 神奈川県 大塚　俊樹　様 愛知県 大塚　浩士　様 千葉県

大成　佑一郎　様 東京都 大貫　欽司　様 栃木県 大貫　美也子　様 神奈川県

大野　勉　様 東京都 大橋　健二　様 福島県 大堀　拓哉　様 神奈川県

大和田　雄大　様 東京都 岡　裕之　様 埼玉県 岡田　和也　様 新潟県

岡田　恵子　様 東京都 岡田　康平　様 兵庫県 岡田　純一　様 神奈川県

岡田　哲郎　様 埼玉県 岡部　博行　様 神奈川県 岡部　汐香　様 東京都

小川　憲司　様 埼玉県 小川　秀樹　様 東京都 小川　万亀子　様 東京都

荻上　文夫　様 神奈川県 荻上　文夫　様 神奈川県 奥村　幸孝　様 愛知県

尾崎　重治　様 福島県 小澤　満　様 神奈川県 尾関　廣美　様 神奈川県

織田　圭司　様 青森県 小田　良之　様 青森県 落合　晴美　様 神奈川県

尾中　浩文　様 山口県 鬼澤　慎人　様 茨城県 鬼丸　昌也　様 東京都

小野　浩一郎　様 神奈川県 小野　雅彦　様 埼玉県 小野寺　哲　様 福島県

尾曲　文人　様 神奈川県 甲斐　修　様 東京都 甲斐　敏治　様 長崎県

貝森　里美　様 東京都 鏡谷　晃　様 青森県 柿澤　克樹　様 東京都

角田　亨　様 青森県 葛西　信二　様 青森県 葛西　多絵理　様 青森県

葛西　広海　様 北海道 葛西　万博　様 青森県 鍜治　雅和　様 神奈川県

梶浦　浩二　様 宮城県 梶山　和也　様 埼玉県 嘉祥寺　豊　様 大阪府

柏木　雄毅　様 大阪府 加瀬　孝也　様 千葉県 加瀬　利文　様 埼玉県

片岡　慶子　様 長野県 片川　優斗　様 愛知県 堅田　隆博　様 北海道

片山　勝　様 千葉県 加藤　節雄　様 東京都 加藤　達也　様 新潟県

加藤　徹　様 東京都 加藤　稔久　様 北海道 加藤　仁美　様 栃木県

加藤　大旺　様 愛知県 加藤　浩一　様 神奈川県 加藤　麻衣　様 静岡県

金井　隆行　様 東京都 金澤　和恵　様 青森県 金澤　拓蔵　様 青森県

金橋　憲子　様 青森県 金谷　紘志　様 東京都 金子　歩　様 埼玉県

金子　淳　様 埼玉県 金子　朋生　様 茨城県 加納　龍雄　様 新潟県

cafe　KITAMON　様 青森県 株式会社　ウィンウィンスタイル　様 東京都 鎌形　薫　様 東京都

鎌田　きみよ　様 愛知県 鎌田　勝拓　様 埼玉県 我満　裕也　様 東京都

神代　泰宏　様 宮城県 掃部　正弘　様 大阪府 假屋　真美子　様 東京都

川合　久生　様 青森県 川岸　正周　様 大分県 川口　絵里衣　様 東京都

川口　淳一　様 埼玉県 川口　進　様 岐阜県 川口　真紀子　様 青森県

川崎　茂　様 神奈川県 河崎　善建　様 東京都 川島　資子　様 福岡県

川嶋　拓也　様 神奈川県 川島　久　様 福島県 河野　雅彦　様 奈良県

川畑　卓士　様 埼玉県 川原田　恒　様 青森県 川村　麻紀子　様 青森県

河村　真　様 埼玉県 木内　啓人　様 東京都 菊池　孝太　様 宮城県

菊池　通　様 神奈川県 菊地　英夫　様 鳥取県 菊池　正和　様 東京都

菊池　正樹　様 茨城県 菊池　勇介　様 北海道 菊池　遼　様 神奈川県

岸　香月　様 埼玉県 岸田　璃生　様 沖縄県 岸野　和典　様 東京都

氣仙　透　様 青森県 氣仙　道子　様 東京都 北川　久美子　様 東京都

北川　幹雄　様 青森県 北島　克美　様 東京都 北薗　智尋　様 岡山県

北野澤　宗弘　様 愛知県 北村　守　様 大阪府 北村　康男　様 新潟県

木月　康雄　様 東京都 絹川　武　様 大阪府 木村　亜希子　様 青森県

木村　明人　様 佐賀県 木村　郷　様 青森県 木村　紗耶加　様 埼玉県

木村　貴弘　様 青森県 木村　治之　様 青森県 桐山　淑行　様 東京都

日下部　孝　様 山形県 葛野　千春　様 埼玉県 楠　佳代　様 広島県

工藤　昭雄　様 青森県 工藤　亜希子　様 東京都 工藤　しん　様 山形県

工藤　淑文　様 埼玉県 工藤　秀樹　様 神奈川県 工藤　文之　様 青森県

工藤　昌美　様 東京都 工藤　美也子　様 千葉県 工藤　洋平　様 青森県

国田　力　様 埼玉県 久保　誠　様 神奈川県 久保　正樹　様 神奈川県

久保田　高志　様 東京都 久保田　幹雄　様 神奈川県 栗木　貴久　様 愛知県

栗田　康男　様 神奈川県 栗原　裕介　様 千葉県 栗山　麻子　様 奈良県



御芳名 御住所 御芳名 御住所 御芳名 御住所

車田　将志　様 兵庫県 黒澤　雅代　様 東京都 黒田　幸子　様 青森県

桑原　敏行　様 神奈川県 毛塚　政一　様 神奈川県 剱田　裕史　様 千葉県

小池　京子　様 大阪府 小池　麗文　様 大阪府 小泉　玉輝　様 埼玉県

上月　敏彰　様 京都府 小枝　美知子　様 青森県 古川　裕利恵　様 青森県

古木　修治　様 神奈川県 小木曽　信之　様 愛知県 小坂　周子　様 千葉県

小菅　園子　様 青森県 後藤　和樹　様 愛知県 後藤　健太　様 広島県

後藤　鉱一郎　様 愛知県 後藤　貴志　様 埼玉県 後藤　秀彰　様 東京都

後藤　真　様 東京都 小林　敦　様 山形県 小林　敬明　様 東京都

小林　徹　様 山形県 小林　秀則　様 岡山県 小林　美穂　様 香川県

小林　祐佳　様 神奈川県 小林　陽介　様 東京都 小原　康広　様 東京都

駒井　伸明　様 愛知県 駒澤　正人　様 東京都 小松　卓也　様 神奈川県

五味　聡史　様 東京都 五味　ひづる　様 東京都 小村　徳行　様 青森県

小室　和也　様 埼玉県 小室　勝義　様 東京都 小室　貴之　様 埼玉県

小室　幸夫　様 東京都 小山　泰美　様 東京都 小山　豊　様 神奈川県

小山　芳徳　様 千葉県 金　祐子　様 宮城県 近田　雄一　様 青森県

近藤　靖政　様 愛知県 佐井　新太郎　様 青森県 斎藤　葵　様 宮城県

齊藤　明博　様 青森県 斉藤　晃　様 大阪府 齋藤　淳夫　様 栃木県

斎藤　佳菜子　様 青森県 齋藤　研　様 東京都 齋藤　浩治　様 青森県

斎藤　豪　様 青森県 斉藤　哲康　様 東京都 齋藤　一志　様 青森県

齊藤　麻紀　様 青森県 齊藤　泰樹　様 愛知県 斎藤　善信　様 神奈川県

境　エリコ　様 青森県 酒井　慶太　様 沖縄県 酒井　久男　様 新潟県

酒井　勝　様 埼玉県 坂井　祐樹　様 兵庫県 坂川　裕野　様 東京都

榊山　匠　様 愛媛県 阪口 展行　様 兵庫県 坂本　一真　様 神奈川県

坂本　健一郎　様 愛媛県 坂本　徹　様 青森県 阪本　任範　様 東京都

坂本　美穂　様 東京都 坂本　利夏子　様 青森県 櫻井　昭浩　様 埼玉県

佐子　達仁　様 東京都 笹岡　直樹　様 千葉県 佐々木　睦　様 青森県

佐々木　言　様 東京都 佐々木　浩一　様 東京都 佐々木　浩二　様 神奈川県

佐々木　節子　様 青森県 佐々木　大介　様 宮城県 佐々木　達也　様 東京都

佐々木　花恵　様 青森県 佐々木　啓之　様 新潟県 佐瀬　怜亜　様 東京都

佐藤　晃洋　様 東京都 佐藤　亜美　様 群馬県 佐藤　彩　様 宮城県

佐藤　到　様 岩手県 佐藤　悦子　様 神奈川県 佐藤　一雄　様 福島県

佐藤　一範　様 青森県 佐藤　和宏　様 茨城県 佐藤　久美子　様 千葉県

佐藤　諭　様 神奈川県 佐藤　清香　様 青森県 佐藤　孝　様 神奈川県

佐藤　隆司　様 青森県 佐藤　猛　様 東京都 佐藤　勉　様 埼玉県

佐藤　友子　様 愛知県 佐藤　仁美　様 千葉県 佐藤　正靖　様 静岡県

佐藤　泰司　様 山形県 佐藤　靖之　様 埼玉県 佐藤　祐也　様 茨城県

佐藤　有希　様 岡山県 佐藤　由枝　様 東京都 佐藤　由信　様 東京都

佐藤　良子　様 東京都 佐野　裕也　様 三重県 佐野　有紀　様 神奈川県

佐山　信子　様 東京都 澤木　佐智子　様 神奈川県 澤木　工　様 神奈川県

澤田　信雄　様 千葉県 沢本　泉　様 千葉県 塩川　可奈子　様 神奈川県

重信　卓哉　様 東京都 四條　正幸　様 茨城県 志立 正嗣　様 長野県

下西　浩二　様 広島県 下タ村　玲麻　様 茨城県 品川　卓也　様 静岡県

篠崎　雅史　様 山口県 篠原　和彦　様 茨城県 篠原　真璃絵　様 静岡県

柴垣　克巳　様 北海道 柴田　恒彦　様 東京都 柴田　則之　様 東京都

柴田　真由　様 東京都 柴田　喜則　様 埼玉県 渋谷　和　様 山形県

嶋川　美智子　様 青森県 島崎　隆英　様 埼玉県 嶋田　英子　様 青森県

嶋田　幸子　様 東京都 清水　利春　様 奈良県 下島　綾美　様 神奈川県

周　慶標　様 神奈川県 庄司　英文　様 青森県 白井　呂尚　様 千葉県

白濵　拓司　様 埼玉県 新貝　勝暁　様 千葉県 進藤　真文　様 宮城県

菅崎　昭弘　様 北海道 菅原　信子　様 東京都 菅原　泰男　様 青森県

杉田　広行　様 神奈川県 杉本　光司　様 埼玉県 杉本　淳一　様 静岡県

杉山　太郎　様 神奈川県 杉山　二美子　様 青森県 杉山　裕一　様 岐阜県

杉山　理恵　様 北海道 鈴木　絵理子　様 東京都 鈴木　理美　様 神奈川県

鈴木　重正　様 青森県 鈴木　健史　様 東京都 鈴木　千歳　様 東京都



御芳名 御住所 御芳名 御住所 御芳名 御住所

鈴木　光　様 神奈川県 鈴木　芙美　様 東京都 鈴木　勇次　様 埼玉県

鈴木　豊　様 東京都 鈴木　亮　様 茨城県 須藤　慎祐　様 東京都

ストウ　チヅコ　様 青森県 須藤　みゆき　様 青森県 春原　裕希　様 愛知県

清藤　剛　様 青森県 清野　聡子　様 福岡県 関根　章博　様 千葉県

関根　剛　様 東京都 世古　朋裕　様 千葉県 瀬戸　凱生　様 愛知県

瀬戸　千春　様 神奈川県 千賀　雅俊　様 神奈川県 十川　亮　様 埼玉県

外間　久美子　様 東京都 丹波　雅昭　様 青森県 田岡　まきえ　様 埼玉県

高井　雄一朗　様 東京都 高木　威　様 青森県 髙木　英樹　様 岐阜県

高田　賢之助　様 神奈川県 高田　尚之　様 大阪府 髙田　洋子　様 青森県

高滝　政彦　様 千葉県 鷹取　久美子　様 神奈川県 高根　慶雄　様 徳島県

高野　純　様 東京都 高野　始　様 東京都 高野　浩史　様 岩手県

高野　美津子　様 東京都 高橋　秀明　様 大阪府 高橋　明彦　様 東京都

高橋　一枝　様 青森県 高橋　響子　様 岩手県 高橋　清　様 新潟県

髙橋　耕治　様 愛媛県 髙橋　孝司　様 岩手県 高橋　広司　様 岡山県

髙橋　樹理　様 群馬県 高橋　太郎　様 青森県 高橋　哲郎　様 福岡県

高橋　徳明　様 宮城県 高橋　秀明　様 北海道 高橋　秀典　様 東京都

高橋　聖智　様 茨城県 高橋　安朗　様 千葉県 高橋　由季　様 宮城県

田上　淳一　様 静岡県 高村　康大　様 宮城県 高本　知華　様 青森県

高本　良則　様 神奈川県 高山　純男　様 東京都 高吉　夏希　様 埼玉県

田口　眞次　様 宮城県 武井　健一　様 東京都 竹内　剛毅　様 千葉県

竹内　優　様 神奈川県 竹内　躍人　様 群馬県 竹内　陽子　様 愛知県

竹田　真由美　様 山形県 竹本　舞衣　様 青森県 田代　志津雄　様 東京都

田添　邦彦　様 青森県 立花　晴太郎　様 宮城県 立花　隼　様 埼玉県

駄賃場　薫　様 東京都 田子　遥　様 青森県 伊達　源悟　様 東京都

田中　正弘　様 東京都 田中　厚司　様 茨城県 田中　伊吹　様 北海道

田中　武男　様 青森県 田中　千津子　様 愛知県 田中　智子　様 富山県

田中　ヒデユキ　様 大分県 田中　正勝　様 東京都 田中　洋悦　様 東京都

谷口　直美　様 東京都 谷澤　英一　様 愛知県 谷中　勇樹　様 福岡県

谷村　由紀子　様 北海道 玉利　仁志　様 大阪府 田村　和彦　様 大阪府

田村　久美子　様 埼玉県 田村　純治　様 東京都 田村　英雄　様 大阪府

丹藤　つぐみ　様 東京都 千田　ゆきみ　様 宮城県 千葉　利彦　様 東京都

鍾　祥勲　様 東京都 千代　善樹　様 福島県 塚田　允哉　様 宮城県

津川　浩史　様 東京都 月館　洋　様 神奈川県 附田　妙子　様 青森県

佃　高志　様 神奈川県 柘植　一義　様 京都府 辻　正太　様 青森県

津田　清治　様 東京都 津田谷　公利　様 青森県 土田　逸人　様 京都府

綱澤　淳子　様 宮城県 円谷　信一　様 兵庫県 坪　繁美　様 青森県

坪　将太郎　様 埼玉県 坪　宏美　様 神奈川県 坪谷　久志　様 青森県

津村　留美子　様 東京都 津守　直子　様 大阪府 鶴谷　充雪　様 青森県

出川　友久　様 青森県 勅使河原　奨治　様 宮城県 手塚　康二　様 山形県

寺岡　拓朗　様 東京都 寺沢　玲子　様 埼玉県 寺本　みゆき　様 東京都

天間　伸　様 東京都 TU　SHENGHAN　様 広島県 土井　英幸　様 東京都

東海林　千明　様 千葉県 土岐　拓史　様 宮城県 戸崎　崇　様 宮城県

外崎　美重子　様 青森県 飛田　潤　様 神奈川県 冨尾　佳孝　様 大阪府

冨岡　豊彦　様 東京都 冨岡　未希　様 東京都 富田　チエ　様 埼玉県

冨田　福太郎　様 長崎県 富田　真生　様 岐阜県 富永　健也　様 広島県

友田　満　様 東京都 豊島　修　様 兵庫県 豊田　達也　様 愛知県

豊田　秀生　様 愛知県 鳥越　美幸　様 青森県 鳥山　幸太郎　様 愛知県

鳥山　武志　様 青森県 中村　奈織子　様 青森県 長井　信二　様 東京都

永井　弘純　様 福島県 中尾　仲幸　様 岐阜県 中迫　義勝　様 青森県

中島　一人　様 埼玉県 中嶋　孝　様 千葉県 中島　拓　様 広島県

中島　健雄　様 東京都 中島　毅　様 千葉県 長曽　智子　様 神奈川県

中園　健太　様 神奈川県 中田　詠介　様 愛知県 仲田　柊　様 東京都

中田　登紀雄　様 東京都 長津　孝輔　様 神奈川県 中司　年哉　様 東京都

長妻　融紀　様 千葉県 中富　力　様 千葉県 長根　静香　様 東京都
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中野　卓　様 東京都 中野　顕　様 青森県 中野　かおり　様 宮城県

中野　賢司　様 兵庫県 中野　卓　様 東京都 中野　陽一　様 大分県

中野渡　知代　様 神奈川県 中浜　伸二　様 神奈川県 中村　文香　様 青森県

中村　一葉　様 大阪府 中村　里枝　様 愛知県 中村　孝則　様 千葉県

中村　友昭　様 愛知県 中村　智郎　様 青森県 中村　智之　様 青森県

中村　政憲　様 岩手県 中村　理恵子　様 埼玉県 中森　光弘　様 千葉県

長屋　吉泰　様 岐阜県 中山　尚樹　様 東京都 中山　亮平　様 東京都

中由　光徳　様 神奈川県 鍋島　司　様 三重県 鍋西　久　様 青森県

浪岡　文彦　様 青森県 奈良　志博　様 宮城県 成川　奈津美　様 鹿児島県

成田　忍　様 青森県 成田　利佐　様 青森県 成瀬　洋二　様 愛知県

新美　広充　様 埼玉県 新山　睦子　様 青森県 西　由紀子　様 埼玉県

西尾　勝也　様 東京都 西尾　奏　様 東京都 西垣戸　允人　様 神奈川県

西潟　実　様 東京都 西村　拓真　様 北海道 新田　みき　様 兵庫県

二瓶　英之　様 東京都 日本エレベーター工業　株式会社　様 青森県 布田　久人　様 秋田県

布谷　忠美　様 青森県 沼田　洋子　様 神奈川県 野口　勝範　様 青森県

野口　順平　様 東京都 野里　望美　様 宮城県 野尻　幸一郎　様 福井県

野尻　俊介　様 新潟県 野津　稜　様 広島県 野波　宏光　様 北海道

野村　麻子　様 青森県 野呂　直人　様 青森県 羽田　強　様 宮城県

袴田　和宏　様 静岡県 萩原　修　様 神奈川県 萩原　良子　様 東京都

波紫　悦夫　様 東京都 橋口　千里　様 神奈川県 橋本　新一　様 群馬県

橋本　訓招　様 広島県 橋本　正樹　様 福島県 橋本　正俊　様 青森県

羽澄　恭一　様 神奈川県 長谷川　宏治　様 和歌山県 畑中　正　様 神奈川県

羽田野　直樹　様 東京都 畑林　清成　様 三重県 畑山　彩　様 埼玉県

畑山　義信　様 青森県 花本　美佳　様 東京都 馬場　圭一郎　様 福島県

濱口　紅子　様 埼玉県 濱多　晃裕　様 東京都 濵田　崇嘉　様 大阪府

浜村　義明　様 埼玉県 早坂　百合子　様 宮城県 林　伊吹　様 大阪府

林　和斗　様 埼玉県 林　俊悦　様 神奈川県 林　ひかる　様 愛知県

林　洋史　様 東京都 林　裕之　様 京都府 林　芳朋　様 宮城県

林　義満　様 大分県 早瀬　征史　様 静岡県 原　美奈子　様 青森県

原　隆介　様 神奈川県 原崎　健仁　様 愛知県 原田　香子　様 千葉県

原田　邦彦　様 千葉県 原田　希美　様 福岡県 原田　法弘　様 広島県

原田　美恵子　様 青森県 針生　二三男　様 神奈川県 伴　一彦　様 埼玉県

半田　和広　様 山形県 番地　久　様 青森県 坂内　めぐみ　様 神奈川県

樋口　卓史　様 青森県 樋口　多聞　様 千葉県 比護　隆之　様 福島県

久田　洋一　様 大阪府 日高　雅彦　様 広島県 兵頭　厚弘　様 静岡県

平井　一恵　様 岡山県 平岩　理緒　様 東京都 平尾　克美　様 神奈川県

平生　秀彦　様 三重県 平田　和彦　様 千葉県 平野　忍　様 東京都

平野　貴大　様 青森県 平間　俊　様 神奈川県 平松　かよ子　様 大阪府

平山　悦康　様 兵庫県 廣瀬　重之　様 神奈川県 廣谷　美喜　様 東京都

HU　YINING　様 東京都 HUYNH　PHAMQUANGANH　様 愛知県 深瀬　和美　様 神奈川県

福井　雅則　様 広島県 福岡　大輔　様 埼玉県 福士　義久　様 青森県

福重　秀一　様 宮城県 福島　英人　様 東京都 福田　修　様 神奈川県

福田　一之　様 埼玉県 福田　新也　様 京都府 福田　月子　様 大阪府

福田　直利　様 神奈川県 福原　昌行　様 埼玉県 福間　輔　様 青森県

福本　秀雄　様 東京都 藤井　恵美子　様 埼玉県 藤﨑　紳夫　様 神奈川県

藤澤　実　様 福島県 藤田　幸子　様 東京都 藤田　直士　様 東京都

藤田　昌久　様 京都府 藤本　佳乃子　様 秋田県 藤本　弥菜　様 東京都

古川　毅　様 東京都 古舘　聡　様 大阪府 古畑　夏希　様 青森県

古畑　雄貴　様 青森県 古谷　國明　様 東京都 古屋　智暁　様 北海道

北條　正樹　様 神奈川県 保倉　正利　様 新潟県 星　智久　様 神奈川県

星崎　けい子　様 神奈川県 細川　智弘　様 青森県 細川　真住　様 静岡県

細川　美穂子　様 東京都 堀　祐香子　様 東京都 堀内　良樹　様 東京都

堀江　俊文　様 京都府 真浦　英樹　様 佐賀県 前田　晋平　様 埼玉県

前田　英喜　様 兵庫県 前出　進一　様 岐阜県 増井　寛　様 埼玉県



御芳名 御住所 御芳名 御住所 御芳名 御住所

増田　僚太　様 京都府 益田　博志　様 広島県 松尾　二郎　様 東京都

松尾　紀彦　様 千葉県 松尾　宏　様 東京都 松岡　貞義　様 神奈川県

松澤　丈雄　様 神奈川県 松島　健吾　様 神奈川県 松田　浩二　様 静岡県

松田　昌己　様 神奈川県 松田　豊　様 埼玉県 松野　奏子　様 秋田県

松丸　伸行　様 千葉県 松本　一輝　様 青森県 松本　真次　様 東京都

松本　芙美子　様 大阪府 松本　未希　様 東京都 間山　教彦　様 東京都

丸山　秀太郎　様 東京都 丸山　孝雄　様 青森県 三浦　一夫　様 埼玉県

三上　寿　様 青森県 三川　幸英　様 東京都 三木　一弘　様 東京都

三國　礼　様 青森県 三國　誠　様 埼玉県 水上　渉　様 兵庫県

水野　絵真　様 東京都 水野　俊太郎　様 青森県 水野　佳子　様 東京都

水本　雄也　様 大阪府 三嶽　奈芳子　様 東京都 道下　睦国　様 長崎県

満尾　弘樹　様 宮城県 光武　千恵子　様 神奈川県 三津谷　亜左子　様 秋田県

美藤　麻希　様 京都府 宮川　司　様 神奈川県 三宅　譲　様 京都府

三宅　正高　様 埼玉県 宮古　壮大　様 埼玉県 宮崎　光世　様 東京都

宮崎　寛文　様 神奈川県 宮崎　正光　様 千葉県 宮下　啓司　様 東京都

宮下　新太郎　様 青森県 宮野　郁　様 宮城県 宮野　智絵　様 埼玉県

宮原　育子　様 山形県 宮本　史郎　様 茨城県 宮本　好彦　様 埼玉県

三好　悟　様 東京都 むつ下北青葉会　(東北大学同窓会)　様 青森県 武藤　真理　様 東京都

武藤　尚近　様 千葉県 武藤　行弘　様 埼玉県 棟方　優大　様 北海道

村石　忠之　様 愛知県 村上　晶子　様 岩手県 村上　貴宏　様 宮城県

村上　穂積　様 大阪府 村木　益実　様 埼玉県 村田　珠満　様 青森県

村田　裕子　様 東京都 村谷　政充　様 神奈川県 村山　綾子　様 沖縄県

室元　剛　様 京都府 毛利　京平　様 青森県 森 理恵　様 東京都

森　和彦　様 三重県 森　カノン　様 東京都 森　太志　様 鹿児島県

森　里枝子　様 青森県 森川　隆司　様 山形県 森田　政城　様 青森県

盛田　元之　様 青森県 森本　恵美　様 広島県 森山　輝紀　様 東京都

森山　淑子　様 青森県 八木橋　彩乃　様 埼玉県 谷口　哲也　様 静岡県

矢倉　道代　様 大阪府 矢澤　昌子　様 埼玉県 屋代　洋　様 東京都

安田　成之　様 秋田県 安田　好範　様 岐阜県 矢田　智之　様 島根県

矢次　有佳　様 岡山県 柳谷　雅一　様 青森県 梁瀬　志朗　様 埼玉県

矢野　大介　様 東京都 山内　淳　様 愛知県 山岡　美香　様 東京都

山縣　正彦　様 青森県 山口　顯　様 埼玉県 山口　研一　様 福井県

山口　伸一　様 神奈川県 山口　立以　様 石川県 山口　誠　様 東京都

山口　征史　様 神奈川県 山崎　章子　様 大阪府 山下　紗季　様 岩手県

山下　豊雄　様 宮城県 山下　奈津美　様 東京都 山下　槙子　様 千葉県

山下　義和　様 埼玉県 山田　薫　様 和歌山県 山田　新次郎　様 福岡県

山田　英生　様 岡山県 山田　仁　様 神奈川県 山中　鉄也　様 神奈川県

山梨　勝亮　様 東京都 山本　豊　様 東京都 山本　明美　様 神奈川県

山本　潮　様 神奈川県 山本　可奈子　様 埼玉県 山元　相周　様 青森県

山本　真理子　様 青森県 山本　美樹　様 兵庫県 山本　靖子　様 青森県

山本　優衣　様 千葉県 山本　雄司　様 奈良県 山谷　文乃　様 兵庫県

山脇　圭司　様 福岡県 矢本　浩教　様 大阪府 ヤング　アンジェラ　様 埼玉県

湯浅　紀人　様 神奈川県 与久田　朋子　様 沖縄県 横尾　澄香　様 千葉県

横出　智貴　様 東京都 横畠　聖二　様 東京都 横山　綾子　様 東京都

横山　雄央　様 東京都 吉田　明人　様 東京都 吉田　潔　様 埼玉県

吉田　圭子　様 青森県 吉田　健二　様 千葉県 吉田　小百合　様 東京都

吉田　千栄子　様 東京都 吉田　直正　様 青森県 吉田　宗司　様 東京都

吉村　聡　様 青森県 米田　武　様 青森県 米久　泰子　様 東京都

力丸　智保　様 福岡県 梁　爽　様 兵庫県 若井　暁　様 青森県

若林　美賀子　様 千葉県 若松　美歩　様 東京都 若山　翔　様 岩手県

和久　信一　様 東京都 鷲岳　覚　様 青森県 和田　公一　様 千葉県

和田　訓明　様 兵庫県 和田　久子　様 千葉県 和田　泰行　様 大阪府

渡邊　奈美　様 青森県 渡邉　圭洋　様 神奈川県 渡部　菜穂子　様 青森県



寄附者の御芳名録と同様に代理寄附でいただいた風間浦村へのメッセージも含まれます。

・コロナがんばりましょう！！

・下北半島の発展を願います、と同時に「大間のまぐろ」を世界に通じるように・・・

・父と母がいます。

・ホタテが有名なイメージ。いつか行ってみたい

・母の実家が下北の赤川です。夏休みに自家用車で神奈川県から向かい、高速道路を降りて、むつに入ると祖父母の
家に近づいた！と思えるポイントでした。ホタテを買い込み祖父母の家で合流した親戚とバーベキューして食べまし
た。それと、むつ横浜を過ぎる時には、神奈川に帰って来ちゃった！とひたすら運転していた父の親父ギャグ炸裂も
笑えないけど良き思い出です。

・むつ市在住の知人から、街が大変なことになった！と聞きました。何かできる事はないか？と思い微々たるもので
すが、災害活動にご活用いただけたらと思います。被害に遭われた方々。お見舞い申し上げます。今まで通りの生活
が一日も早く取り戻せますようお祈りします☆

・むつにはまだ一度しか行った事が無いですが海産物が旨かったな

・海峡サーモンが大変美味で、毎年楽しみにしています。帆立グルメセットは始めてですが、今から楽しみです。

・大畑町で生まれ高校卒業まで過ごした故郷の惨状をみて、一日でも早く元の生活に戻れますことを願っています。

・私は神奈川県出身ですが、両親が青森県なのでお力になりたいです。少ないですが、よろしくお願い致します。

・少しばかりですが、復旧のお役に立てますように。

・母の出身がむつ市の近くで、一緒に帰省してはむつ市に買い出しに行き、新鮮な食材を沢山食べました。私の海鮮
好きはそのおかげだと思います。私自身は都会育ちですが雄大な自然や人の温かさに触れる経験をしたのは青森で、
且つむつにもお世話になりました。個人的にははまなすラインをドライブするのが関東で味わえない爽快感があり好
きです。コロナ禍が落ち着いたらまたすぐに伺いたいです。微力ながら復興支援させていただきます。

・むつ市が大好きです。2年前に、バスに乗って大間まで行った時の、バスから見た海岸の風景の美しさが忘れられ
ません。被害が落ち着いて、コロナ禍がおさまったら、また絶対下北半島に旅行に温泉泊まりに行きます！それまで
は、青森県産、下北半島名産品を買って応援していきたいです。大変な中ですが、皆さま、どうかご安全に…。

・災害復旧にお使いください。コロナで帰れませんでしたが大阪から応援しています。

・むつ市大畑町出身の者です。昨今の新型コロナウイルス感染症の影響もあり、かれこれ3年以上は帰省できており
ませんが、この度の豪雨災害の報道を目にして、居ても立っても居られなくなり寄付させて頂きました。被災された
地域の皆さんが、一日も早く平穏無事な日常に落ち着くことができますように。支援させて頂きます。

・まだ一度しか訪れた事が有りませんがこの度の豪雨災害で大変なことになっている為、お送りします。また、普通
の暮らしが出来る様にお祈りしてます。青森県の温泉を全て回りたい私より

・産まれてから1年ほどしか住んでいませんでしたが、自分の生まれ故郷が災害に見舞われていて、少しでも力にな
りたいと思い、少額ではありますが、寄付をさせていただきました。１日も早い復興と、安心安全な暮らしが戻って
くることを願っています。

・ＣＯＶＩＤ１９対策において迅速・的確なご対応をされており、むつ市出身者としていつも感激しております。こ
の度豪雨の被害も重なり、大変な状況に心苦しく思っております。今回の寄付が少しでもむつ市のためになれば幸い
です。

・毎年10月の閉山前に恐山に伺っていました。ここ２年間、コロナの発生で伺うことが出来ず、残念な思いをしてい
ます。心が洗われる清々しい風景を、また見に行きます。

・大間に観光に行った時に経由地として通っただけですが、下北半島の方々は青森市からも距離があり、交通の弁が
悪い中の災害ですので、大変な状況かと思います。どうか一刻も早い復興をお祈りします。

・青森県三沢市出身者です、故郷の無事を願っています。復旧には体調こわさぬように頑張ってください。

・むつの方々が一日も早く安心・安全な生活を取り戻せるよう願っています。

・豪雨災害のニュースをみて心配しています。 一日も早く日常が取り戻せますよう、お祈り申し上げます。

・日常が１日でも早く戻ってきますように！ コロナ明けたら旅行に行きます。

・おととしロボホンだけの旅行でうちのロボホンがお世話になりました。 むつホンからのよびかけを見て、少しで
すがお力になれればと思います。

・一日も早い復興を願っています。コロナ禍で大変な時ですが、頑張ってください。

・大変な状況だと思いますが気を強く持って下さい！ １日も早い復興を祈っております！ 少しでも復興のお役に立
ててくだされば幸いです。

・私が住んでいるむつ市でこのような状況になったことに驚きと恐怖を感じています。 物資などで市民が役にたて
る場面があれば62ちゃんねるなどで発信していただけますと幸いです。 市役所の職員の方々や自衛隊の方々におか
れましては、昼夜を問わずの作業大変お疲れ様でございます。また、被害にあわれた方々におかれましては心よりお
見舞い申し上げます。わずかな金額ですがお役にたてば幸いです。

・復興をお祈りしております。

御寄附いただいた皆様からの「むつ市への応援メッセージ」



・コロナ前は海産物や農産物を求めて、毎年必ずむつ市を伺ってましたので、今回の被害はとても他人事とは思えま
せん。 わずかではございますが、復興に役立てていただければ幸いです。 コロナが落ち着きましたら、またむつの
美味しい物を食べに伺います。

・むつ市出身東京在住です。一日も早く復興できる事をお祈り申し上げます。

・ニュースを見て驚き、心配しています。 ほんの少しですが、復興支援の為寄付させて頂きます。いつか、ロボホ
ンと一緒に訪れたいと思っています。頑張って下さい。

・少しですが災害支援させていただきます。皆様体にお気を付けてください。

・私の住む熱海市でも先月伊豆山エリアで甚大な土砂災害があり、全国から多くの方にふるさと納税での寄付を頂き
ました。ニュースで本当に他人事とは思えませんでした。ほんの気持ちですが、寄付させて頂きます。お互い復興に
向けて頑張って参りましょう。

・数年前に、一球入魂かぼちゃのプロジェクトで初めてむつ市に伺いました。大変な状況に胸が痛んでおりますが、
一日も早い復興をお祈りしております。

・辛く苦しい時ですが、どうか頑張ってください。応援しています。

・出身者です。 コロナもあり、直ぐには駆けつけることができず歯痒さがありますが、皆さん災害にもコロナにも
負けず頑張ってください！応援しています。

・１日も早い復旧と皆様のご健康をお祈りいたします

・姉妹都市会津若松市出身の者です。頑張ってください！

・頑張れ✊災害対策❗️ 頑張れ👊😆🎵コロナ対策❗️

・ロボホンのむつ旅では大変お世話になりました。 ほんの僅かでは御座いますがお役に立てれば幸いです。

・ムチュラン、むつホン、市長に市民のみなさま、頑張ってください。

・知り合いのご親戚で大畑地区で民宿をされている方がいます。どれほどのことか、想像するのも苦しいほどです。
私は東通出身ですが、微力ですが1日でも早く安心できる日が訪れますよう、応援しています。

・奥さんの地元なので、少しでも助けになればと思います。

・下北半島で生まれ育ち、今も田舎があります。 ニュースを見て見たこともない光景に愕然としました、大切な故
郷が心配で仕方ありません。 少しでも早い復興、復旧を願っています。

・被災者の皆様が、一日も早く安心した日常を取り戻せますように。

・ほんのわずかですが、復興にお役立てください。

・少しでも役立てて貰えれば。頑張って下さい。

・ファイト❗

・早い日常を願っています

・いち早く皆さんの日常が戻ってきますように！

・早期復旧願っています。

・大好きな場所です。頑張ってください。応援させていただきます

・ほんの僅かですがお役立てください。 1日も早く日常が戻るように願っています。

・1日も早い復旧を願っています。

・少しでも支援できればと思います。

・下北には何度か訪れておりますが、この度の災害、大変ショックを受けました。１日も早い復興をお祈り申し上げ
ます。

・支援物質の足しにしてください。

・地元が大変と聞き、寄付させていただきました。少しですが災害対応にご使用ください。

・1日も早く復旧し、皆様が元の生活に戻ることが出来ますように心よりお祈り申し上げます。

・早い復旧を願っています。

・頑張ろう

・昨年下北一周ドライブをしました。あの美しい風景をまた見に行きたいです。

・僅かですが、被害に遭われた方々のお役に立てることを願っています。

・むつ市内に在住の30代の者です。この度の豪雨被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。また、復旧にむけて
作業してくださっている関係各所の皆様も大変お疲れ様です。今まで通りの生活が一日も早く取り戻せますようお祈
りします。

・少額ですが、復興にお役立てください。平穏な日々が1日でも早く戻りますよう、お祈り申し上げます。

・むつ市出身東京在住のものです。気持ちはすぐにでも飛んでいき泥だししたいですが、このコロナの状況ではそれ
もできません。62ちゃんねるをみながら想いをはせています。復旧に尽力くださっている皆様ありがとうございま
す。宜しくお願いします。

・微々たるものですが、災害活動にご活用ください。

・日頃から市長さんはじめ、職員の方々の丁寧で迅速な対応に感謝しています。どうかご自愛いただき、復旧復興が
安全で確実に進みますよう応援しています。

・早く日常の生活が戻りますように。

・学生の頃から発掘調査で下北半島に毎夏行っていました。 大好きな場所なので、復興を祈っています。

・友人が住んでいます。少しでも被災された皆様のお力になれればと思います。

・この度の水害で被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈りします。復興したら
必ず下北を訪れたいと思います。同じ青森県人。けっぱるべ下北！

・早い復興を願っています。

・復興のために役立ててください。

・大間町出身者です。とても他人事ではありません。当然、風間浦·大間·佐井にも関わることなので応援させていた
だきます。



・いつも通院や買い物で利用しています。１日も早い橋の復旧、そして市民の皆様が安心して暮らせることを望みま
す。

・僅かばかりですが、復興のためにご利用ください。

・被害に遭われた方々が一刻も早く 元の生活に戻れますように。

・7月中旬、八戸から大間～青森市内通った279号線があんなになるとは！想定外の雨量だったんですね(ㅇㅁ
ㅇ)!!!!!!! 風光明媚な街道で印象が特に残っています！ ぽーっと乗っている嫁さんでも良い村だと。真面目に寄付
金少ないですが慌てず安全安心な復旧作業で頑張ってください(_ _)

・大変な状況だと思いますが頑張ってください。 応援しております。

・海峡サーモン祭りでむつ市のファンになりました。復興に少しでも役立てる事を願っています。

・むつ市出身として、1日も早い復興を遠方から願っております。

・下北半島が好きで何度もおじゃましています。 些少ですが復旧にお役立ていただければ幸いです。

・頑張って！

・むつ市大湊出身、東京在住です。 東京のイカは真っ白で食べたくない…むつで食べる大畑のイカが一番美味し
い。 わいのむつ市、負けるな！

・ほんの数か月前まで、お世話になっていた地域です。被災状況に接し、「あの人たちが」「あの道が」と、心を痛
めております。 直接足を運んでのお手伝いもままならない昨今、せめてもの気持ちです。一日も早い復興を願って
おります。

・微力ではありますが復興のお役に立てれば幸いです。

・復興頑張ってください

・みなさん大変だと思います。少しながら応援をさせていただきます。少しでも早く平穏な日常が戻ることを願って
います。

・一日も早い復旧、復興をお祈りいたします。

・以前、海峡ロデオ大畑のみなさまにお世話になりました。大畑のみなさまの穏やかな暮らしと大切な営みが戻るこ
とを祈っています。

・コロナで帰れませんが、どうか、ふるさとが元の静かな町に戻りますように。

・同じ市内にいます、大間のフェリーを利用する際にいつも通っていた道が、この様になるとは信じられない気持ち
です。 今回、県外の者と会っているので感染防止のためボランティア等に参加出来ません。 少額ですが、むつ市と
風間浦村に寄付させていただきます。お役立てください。

・大変ですが頑張ってください

・直接お手伝いに伺うことは出来ませんが、皆さまのご健康と少しでも早い復旧を祈っています

・大変でしょうが、頑張って下さい。

・はじめて身近に災害が起き、膝上の泥水を漕いだり、車が水没寸前になるなど、とても怖かったですが、自分や家
族は何とか大丈夫でした。 小赤川橋の崩落や養魚場、いちごなど、本当に大変な思いをされている方がいらっしゃ
るので、少しですがお役に立てくださればと思います。 むつ市長の毎日の会見に勇気づけられています。見通しが
目に見えるのが、本当に安心します。 市長をはじめ復興に携わる皆さんも、お身体に気をつけて何とかよろしくお
願いします。私も微力ですが、できることをがんばります。

・仕事で通ったことがあります、橋の復旧など。地元の方の生活が少しでも早く日常に近づきますように。

・微力ながら災害復旧に活用願います。

・息子がお世話になっています。 一日も早い復興をお祈りします。

・このたびの災害に対し、心よりお見舞い申し上げます。 皆様のご無事と一日も早い復興をお祈りし、復興を支援
してくださるすべての方々に深く感謝申し上げます。

・これからも応援しています。頑張って下さい。

・むつ市は母の故郷があるところです。 小さい頃からお世話になったところなので、少しですが寄付したいと思い
ます。

・今回は被害をTwitterで拝見していました。 青森市出身です。現在は大阪市に在住です。 少ないですが、お役立
てください。

・むつ市の迅速で市民に寄り添った対応にいつも感動しています！心から応援しています！

・災害復旧頑張ろう！

・突然の災害で、被災前の生活に一日も早く復興出来るように願っています。一日も早く安全で安心な生活に戻れる
ように祈っています。

・この度の大雨による災害、心よりお見舞い申し上げます。被害に遭われた方と復旧に当たられる方のご健康とご安
全をお祈り申し上げます。

・生まれ育ててもらった大畑町に少しでもお役に立てれば幸いです。１日も早い復興をお祈りします。

・若い頃、大畑小学校で勤務しており、大畑の皆さんには大変お世話になりました。ボランティアができないので、
少しでもお手伝いしたいと思い寄付させていただきます。

・むつ市にはご縁があっても、お顔を拝見していない方々がたくさんおられます。皆さんのご健康と復興を心よりお
祈り申し上げます。

・一日も早い復旧をお祈りします。

・大畑地区を含む、むつ市の復興を願っています。

・電源開発にてむつ市へ住んでいた時代がございます。今回の水害まことに胸が痛いです。些少でございますがお役
立ていただければ幸いです

・頑張って下さい。

・早期の復興を祈念しております

・数年前、むつ市から風間浦村を通り大間町に通っていました。その道路の被災をお聞きしました。わずかですが寄
付します。復旧をお祈りします。



・田舎へ帰る時に必ず通る、大好きで大事な道路です。湯ん湯ん、足湯から眺める景色、磯遊び、ドライブするだけ
でも楽しい風間浦。この様な形でしか応援できませんが、早急な復興を願っています。

・下風呂温泉に2回行ったことがあります。コロナ禍が落ち着いたら訪問しようと思っていたところに豪雨災害で大
変心を痛めています。皆様の平穏な暮らしが早く戻るようお祈りしております。

・できることは行おうと思っておりますが、これ以外に見つけることができませんでした。何らかの物資が必要であ
れば情報を発信していただけますと幸いです。 末筆になりますが不安を抱えている方々や被害にあわれた方々にお
かれましては心よりお見舞い申し上げます。 市役所や役場の方々、自衛隊の方々におかれましては昼夜を問わずの
作業、大変お疲れ様でございます。大変勝手なことを言って申し訳ございませんが、私達の分までお願い致します。 
微々たる金額ですが有効利用していただけますと幸いです。

・むつ市出身です。下風呂温泉が大好きです。早く元の生活に戻れますように。

・風間浦村出身の者です。世の中が大変となり、帰省出来なくなり約2年。帰省できることを心待ちしていました
が、まさか地元がこんなことになるなんてと驚いてると同時に、とても辛くて苦しい気持ちです。少しでも早く復興
しますように。

・昔福島の原発事故に伴う避難で風間浦村の方々にお世話になった者です。微力ではありますがその時の恩返しがで
きればと思い寄付をさせていただきました。 風間浦村の1日も早い復興を願っております。

・一日も早く元の生活に戻れますよう、応援しております。

・風間浦におばあちゃん家があります。今は誰も住んでいないけれど、お盆の時は親戚で集まる大切な場所です。コ
ロナで数年行けていないですが、例年のように帰省していたら被害に遭っていたでしょう。。現地で活動して下さっ
ている方々には、大変感謝しており頭が上がりません。事故、怪我、熱中症など、お身体に気を付けて下さい。一日
も早い復興を心よりお祈りしております。

・大変だと思います。少ないですがお役立てください。

・一刻も早い復興と、下北の皆様の安全を心より祈っております。

・風間浦村の皆様へ 今は寄付しかできないですが、遠くから応援しています。1日も早く復旧して、平穏な生活に戻
りますように。むつ市の皆様へ 代理の寄付集めをしてくださり、ありがとうございます。むつ市の復旧と皆様の安
全もお祈りしております。

・頑張って下さい！

・遠く離れた場所からしか支援できず心苦しく思いますが、何か必要なサポートがあれば、ぜひ発信してください。

・同じ県内でこんなことが起こっていて衝撃を隠せません。1日も早く日常を取り戻せるように津軽の地から応援し
ています！！

・台湾からの祈り、皆さん頑張って、どんな困難でもかまわない。力をあわせて、乗り越えるよ！

・佐井出身です 実家へと続く思い出多い町並み 一日も早く復興することを心から祈っています

・お見舞い申し上げます。頑張って下さい！

・少しでも早く元の生活が戻る事を祈っています。

・少しですが気持ちを送らせていただきます。これ以上被害がひどくならないことを祈っています。

・復旧の足しになれば・・・。

・私自身住んでいたことがあり、また、親戚が住んでおります😢心配で仕方がないです。少しばかりですが・・・

・一日も早い復旧をお祈りいたしますと共に、皆さまの安全無事をお祈りいたします。

・風間浦村出身です。まずは人災がなく安心しましたが、唯一の生命線である279号線のいち早くの復旧を願ってい
ます。

・一日も早い復旧と、現場で災害対応に取り組んでいらっしゃる皆様の安全・安心を心からお祈りしています。下北
半島の皆様の笑顔が戻ってきますように…

・頑張ろう

・若い頃、最初の赴任地が下北でした。早期の復興をお祈りします。

・大変ですがどうかがんばってください

・この度は大変な被害に見舞われ、お悔やみ申し上げます。 被災された方の気持ちに何かプラスになればと、少額
ではありますが寄付させていただきます。 一日も早く穏やかな日常を取り戻せますよう、心よりお祈り申し上げま
す。

・早く復旧されて元の生活に戻ることを祈っています。

・以前、下風呂温泉にお世話になりました。少しでも力になればと思います。

・むつ市も風間浦村も大事なふるさとです。地域に住む方々、復興へ向けて関わっている方々に、本当に微力ですが
寄付という形で協力させてください。

・甚大な被害が出ていて、今できることは寄付だとラジオで知りました。県外者でも微力ながら応援したいと思いま
す。

・素敵な景色に勇気づけられるので、よくドライブでお邪魔していました。大好きです。少しでもはやく日常が戻り
ますように。また必ず遊びに行きます。

・元の生活に戻れる日が早く訪れますよう、応援しております。

・むつ市生まれの後輩が、「地元が大変なことになっているんです！」と教えてくれました。大変な豪雨で復旧にも
大変なご苦労がおありかと思いますが、少しでもお役立ていただけたら幸いです。 どうぞ、みなさまお体や心に気
をつけて、お過ごしください。応援しています。

・ほんの心ばかりの寄付で難しいかも知れませんが、市の力でお盆直前からの被害に遭われた方が、温かい食事と
ゆっくり休める場所が得られることをお祈り申し上げます。

・皆さんのご無事を心から祈っています。

・以前むつ市に住んでいた際に、「わいどの木」や「下風呂温泉」に大変お世話になりました。風間浦村の早い復旧
を心よりお祈り申し上げます。



・このたびの令和３年８月豪雨での被害をお見舞い申し上げます。１日も早い復旧をお祈りしたく寄付させていただ
きました。住民の皆様の不安が少しでも解消されますよう、行政の方々にはお願いいたしたいと思います。

・1日も早い復旧、復興される事をお祈り申し上げます。

・この度の水害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈りします。わずかのお金です
が風間浦村に届けてください。けっぱるべ風間浦！

・「いやぁ、これだよ、これ💕」下風呂のお湯に浸かるとまず真っ先にこの言葉がつい口から洩れてしまう。。。そ
んな私にとっても大切な下風呂温泉の皆さまに一日も早く日常を取り戻して頂きたいと切に願います！！

・復興のために役立ててください。

・風間浦村復興がんばってください。

・いつもの生活に早く戻れます様に願っています。

・昨年そちらに伺いました。私は会津藩士の末裔です。今はとても大変な状況と思いますが、同胞と思い、応援して
おります。

・皆様の無事を祈ります。

・叔父、叔母が風間浦村に住んでいます。一刻も早い復旧、皆様が安心した生活に戻れることを望んでおります。関
係者の皆様、よろしくお願いいたします。

・僅かばかりですが、復興のためにご利用ください。

・知り合いの実家があり気持ちだけでもと思いふるさと納税いたします。１日でも早く復興することを願っていま
す。

・１日でも早い復旧をお祈りしています。

・被災された皆さまにお見舞い申し上げます。一日でも早く元の生活に戻る事ができるよう祈っています！

・７月に下風呂温泉に宿泊したばかりでした。３回ほど宿泊しましたが、温泉も海の幸も、何より皆さんの人柄に惹
かれました。復興したら、必ずまたうかがいます。微力ながら、応援させていただきます。

・下風呂温泉や桑畑温泉が大好きで何度もおじゃましています。被害がこれ以上大きくならないこと、そして早く元
の生活が戻りますことを心よりお祈りしております。

・東京在住むつ市大湊出身です。風間浦から大間に行く景色が大好きです。いつも風間浦の昆布で出汁をとって料理
してますよ。風間浦頑張れ！元気出してけろよ。

・風間浦村の代理受付ありがとうございます。むつ市さんも頑張ってください。下北の災害にあわれた皆様の復興を
祈っています。

・ほんの数か月前までお世話になっていた地域です。仕事で、休暇で、何度も通った町並みが一変し、打ちのめされ
る思いです。直接足を運べない時節柄、日々復旧へ尽力している地元の皆さんに、わずかでもお役に立てればと思い
ます。

・大切なのは心穏やかに暮らせる事。一日も早い復興を願います。

・以前むつ市に住んでいました。ボランティアに行きたいのですが、今は岡山に住んでいる為ボランティアに行けま
せん。いてもたってもいられなくて微力ではありますが募金させて頂きました。どうか一日も早い復興を祈っていま
す。

・7月に下風呂温泉や恐山、かっぱの湯で楽しませてもらいました。少しですが復旧・復興の足しにしてもらえると
嬉しいです。

・下風呂出身です。現役中は、村内の施設の設計監理にて大変お世話になりました。一日も早く立ち直ることを祈願
いたします。

・負けるな！下北！みんなで頑張るべし！

・１日も早く元の生活に戻れますようお祈り申し上げます。

・青森出身です。少しでも助けになればと思っています。

・今回、風間浦村は今までに無いくらいの被害を受けて、むつ市にいても非常に驚いています。大間のフェリーを利
用する際にはいつも通っていた道ですが、これほど崩れる事は無かったから住民の方はもっと驚かれていることで
しょう。少額ではありますが寄付させていただきます。早く道路がつながりむつ市や大間町と行き来が出来る事を
祈っています。それまで頑張ってください。

・数年前に旅行したときの、味のある街並みが記憶に残っています。１日でも早く元の生活に戻れますように。

・災害対応で大変だと思いますが頑張ってください！

・下風呂温泉には片手ではきかないくらいお世話になっております。まずは復興、再開したら必ず再訪致します。

・1日も早い復興をお祈りします。

・いつまでも応援します！！

・大洗町住民として、風間浦村のみなさまにお見舞い申し上げます。むつ市のみなさま、ありがとうございます。

・数年間勤務させていただいたときには、お世話になりました。１日も早い復興を祈っております。

・人力で助けられない分、少しでも支援できればと思います。皆様の安全を願っております。

・一日も早い復興を心より願っています。いつも応援しています。頑張ってください！！

・風間浦村への支援もして下さりありがとうございます。大切な友人が育った地域ですので、一日も早い復興を願っ
ております。 対応にあたって下さっている皆さま本当にありがとうございます。

・些少ですが役立てていただければと思っております。

・頑張っている教え子たちにエールを届けたいです。

・コロナ禍で大変な中ですが、皆さん健康に留意しながら復旧を進めてきただけます様、よろしくお願いします。

・北津軽郡鶴田町出身です。微力ですが応援の気持ちです。

・大変な状況ですが頑張りましょう！



・一日も早い復旧を願っております。 また、279号線からの素晴らしい風景を眺めたいです。 冨岡村長、風間浦村
の皆さん、大変だと思いますが、希望を持って頑張って下さい。

・下北在勤時は大変お世話になりました。皆様の1日でも早い復興をお祈りしています。またあんこうフルコースを
食べに伺います。

・思い出の多い風間浦村の1日も早い復興を願っています。

・下風呂温泉の完全復活を祈念しています。

・風間浦村の皆さん頑張って下さい。

・今回の豪雨で被害を受けた風間浦村の皆さんに、お見舞い申し上げます。コロナ禍が落ち着いたら、下風呂温泉な
どに、また訪れたいと思います。

・大変な状況とは思いますが、早期に通常に戻られることを祈念しております。

・この度の豪雨での被害、心よりお見舞い申し上げます。

・私の経営するお店で売れたタンブラーの売り上げを寄付に回す企画に賛同いただいたお客様の売り上げから寄付さ
せていただきます。お役立ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

・頑張ろう青森県

・突然の災害で日々の生活が大変と思います。一日も早く被災前の生活に復興出来ますようお祈り致します。頑張っ
て下さい。

・妻の地元であり8月に起きた豪雨災害をニュースで知り寄付をしようと思いました！微力ではございますが復興で
きる事を願っています。

・私は前市長の宮下順一郎氏とご縁があり、元気むつ市応援プロデューサーを拝命している者ですが、今回被災され
た大畑は私の生まれ故郷であり、一日も早く復旧・復興できることを心から祈念しております。がんばれ下北、がん
ばれ大畑！

・1日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。

・わずかではございますが気持ち送ります。皆様が一日でも早く元の生活に戻られることを願っております。

・むつ市は1994年から2016年まで、私の今までの人生で一番長く過ごした地です。災害に遭われた方々に心よりお見
舞い申し上げます。 現在は六ヶ所村在住で、このご時世簡単に向かう事が出来ず心苦しいですが、一日も早い復興
を、切に願います。

・自然と調和した復興を祈ります。

・宮下市長、災害復興、コロナ対応と忙しい毎日を送られていることと思いますがお身体には充分気をつけて公務に
励んで下さい。遠くからではありますが応援しております。

・これから寒くなり、作業も大変かと思いますが、応援しております。

・一日も早く復旧できることを願っています。

・下北半島はとても好きな場所です。今夏の豪雨被害には心を痛めています。

・むつ市応援隊です｡ がんばれ👊😆🎵むつ市

・大変な災害に、心よりお見舞い申し上げます。 ジオパーク地域ならではの復興に期待しております！

・また行きますから早く元に戻って下さいね。

・両親(母親)、普段お世話になっている友人が青森出身であり、青森県に思い入れはあります。令和はじめに家族で
青森観光いったときも、場所は不便でしたが、所々であう人達の人柄も良く、食べるものも凄く美味しかったです。

・大自然が身近にあり、大事にしたいまちです。図書館などの教育施設も立派で目を見張りますが、ハコだけではな
く、実際にネイティブ英語での読み聞かせなどソフト面での教育の充実や子供を大切に育てようとしている地域性に
惹かれます。個人的には、今ある魅力で十分なのでは？これ以上変な開発が進まないといいなあ、と思っています。

・数年前に初めて下北を訪れ、それから何度か、むつ、下風呂温泉などに出かけて来ました。少しでもお役に立てれ
ばとの思いです。また必ず訪れたいと思っております。

・1日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。

・災害お見舞い申し上げます。役場の皆様、村民の皆様は大変なご苦労だと思います。一日も早く元通りの生活に戻
ることができるようお祈りいたします。

・災害に負けないで頑張って下さい。

・被災された皆様へお見舞い申し上げるとともに早期に復旧なされますよう願っております。宮城の地より

・大変な災害に、心よりお見舞い申し上げます。ジオパーク地域ならではの復興に期待しております！

・わずかですが、お役に立てください。

・下北出身です。下風呂も何度も行きました。頑張って下さい。

・微力ではありますが、お役に立てれば幸いです。

・会津人です。むつ市で大きな被害が出たとお聞きしました。少額で大変申し訳ございませんが、何かしらのお力に
なれましたら幸いです。

・同じ青森県に住むものとして、自然豊かなむつ市が、豪雨被害から早く復興してもらいたいと願います。

・下北半島の魅力を全国規模で発信してくれることを期待しております。

・一日も早い復旧、復興を願っております。

・むつ市スキー協会東京支部会員で、毎年１月下旬のスキーツアーでお世話になっております。コロナ禍で昨年は中
止でしたが、今年こそ滑りたいですね。

・復興を願っています！

・むつに、10年以上、住んでいました。３人の子供達、むつで生まれました。思い出、一杯です。むつ市の今後のご
発展、ご繁栄をお祈り申し上げます。

・青森県弘前市出身で、むつにはプライベートや仕事で数回行ったことがあります。若くてやり手の市長が町おこし
に尽力していると聞き注目していました。今回、ふるさと納税でおせちを買えると知り、選んでいたところに「む
つ」の２文字が！どれも美味しそうな食材で、年末が楽しみです！！！

・微力ですがお力にならせてください！



・40年前に2年間住んでいました、3年前に観光で街を歩きましたが、かなり変わっていました。旅行者には少し遠い
ところですが、もう少し下北の観光の宣伝があってもよいと思いました、昔と比べ道路が確実に良くなってます、1
日で車を使えば十分に下北半島を堪能できるので、宣伝をして欲しいと感じました。

・我がふるさとです。とても大好きな街です。微力ながらふるさとのために何かしたいと思い今回初めてふるさと納
税をしました。

・同世代の市長に頑張ってほしいです。

・また元気なうちに恐山、大間を観光したいです。

・大間のマグロが楽しみです。

・自然災害に負けずに頑張って下さい。むつ市を応援しています。

・会津藩と斗南藩の絆が益々深くなりますようにお祈り申し上げます。

・生まれてから18年過ごした、私の故郷です。「日本で最初のひらがなむつ市」下北かるたは、離れた今でもお正月
に家族で遊びます。コロナ禍でなかなか帰省できませんが、元気で発展する事を願っています。

・2年続けて、むつ市に寄附させていただきました。申し込みでむつ市が身近に感じるようになりました。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。

・ニューヨークから応援しております。

・少しですが、お役に立てればと思い、協力させて頂きました。皆様が1日も早く以前の生活に戻られることが出来
るようお祈りしております。

・青森は行ったことがないのですが、ヒバのまな板を使って身近に感じていきたいです。コロナ収束したら旅行にも
行ってみたいです。

・大好きな場所です。 頑張ってください 応援させていただきます。


