
都道府県 金額 都道府県 金額 都道府県 金額 都道府県 金額

山口　 卓様 北海道 5,000 竹井　 健二様 東京都 5,000 佐々木　 亮様 新潟県 5,000 小林　 康浩様 兵庫県 5,000

山口　 卓様 北海道 5,000 小川　 振一郎様 東京都 5,000 赤羽　 貴行様 長野県 5,000 小林　 由三子様 兵庫県 5,000

箭原　 恭子様 北海道 5,000 横澤　 満樹夫様 東京都 5,000 菊池　 祐子様 長野県 5,000 小林　 康浩様 兵庫県 5,000

西道　 明美様 北海道 10,000 中村　 津一様 東京都 5,000 佐藤　 静香様 静岡県 5,000 小林　 由三子様 兵庫県 5,000

久末　 司様 北海道 10,000 中脇　 啓二様 東京都 5,000 中嶋　 立夫様 静岡県 5,000 小林　 康浩様 兵庫県 5,000

大谷　 岳様 北海道 5,000 中脇　 啓二様 東京都 5,000 鈴木　 智博様 石川県 5,000 別府　 紘一様 兵庫県 5,000

渡部　 亜矢様 北海道 5,000 中脇　 啓二様 東京都 5,000 棚田　 幸夫様 石川県 5,000 羽生　 正二郎様 兵庫県 9,000

高田　 佳奈様 北海道 5,000 山岸　 直美様 東京都 5,000 三上　 徹様 福井県 5,000 中田　 勉様 岡山県 5,000

菊地　 雅彦様 岩手県 5,000 沼知　 俊之様 東京都 5,000 古井　 佳代様 福井県 5,000 鈴江　 克彦様 広島県 5,000

五十嵐　 俊一様 山形県 5,000 川本　 理様 東京都 5,000 テズジャン　 愛様 愛知県 10,000 土井　 啓介様 広島県 5,000

松葉　 徳壽様 宮城県 10,000 野崎　 大輔様 東京都 10,000 鈴木　 康成様 愛知県 5,000 秋山　 倫代様 香川県 5,000

藤宮　 美由紀様 栃木県 5,000 上島　 響様 東京都 10,000 西川　 正人様 愛知県 5,000 福家　 教行様 香川県 67,000

高野　 義則様 埼玉県 5,000 池　 博志様 東京都 5,000 加藤　 博昭様 愛知県 5,000 小松　 務様 高知県 5,000

渡辺　 秀一様 埼玉県 5,000 市川　 博徳様 東京都 9,000 西　 輝枝様 愛知県 5,000 奴田原　 恵美子様 高知県 5,000

遠藤　 隆也様 埼玉県 10,000 鈴木　 邦彦様 神奈川県 5,000 水野　 智様 愛知県 5,000 小松　 務様 高知県 5,000

中村　 毅史様 埼玉県 5,000 片平　 成美様 神奈川県 5,000 浅井　 快春様 愛知県 17,000 小松　 務様 高知県 5,000

福田　 栄次様 埼玉県 5,000 橋本　 弘文様 神奈川県 5,000 柏田　 直昭様 愛知県 5,000 簗瀬　 容次様 高知県 5,000

立島　 惠様 埼玉県 17,000 小金井　 太郎様 神奈川県 5,000 岡田　 聡様 岐阜県 5,000 簗瀬　 容次様 高知県 9,000

平澤　 美砂江様 千葉県 5,000 柏木　 哲様 神奈川県 5,000 中川　 裕子様 滋賀県 5,000 神田　 基信様 福岡県 5,000

増子　 順由様 千葉県 5,000 原田　 拓也様 神奈川県 5,000 山東　 秀和様 和歌山県 5,000 山内　 慎太郎様 長崎県 5,000

舩木　 正文様 千葉県 10,000 渡辺　 直様 神奈川県 5,000 福本　 美樹子様 京都府 5,000 山内　 慎太郎様 長崎県 5,000

齋藤　 由美様 千葉県 5,000 大山　 克美様 神奈川県 20,000 新野　 雅美様 大阪府 5,000

松本　 剛様 千葉県 5,000 大野　 百合子様 神奈川県 15,000 加藤　 樹昭様 大阪府 10,000

笠原　 俊雄様 千葉県 5,000 米田　 英治様 神奈川県 5,000 辻上　 隆様 大阪府 5,000

山田　 信之様 千葉県 5,000 西尾　 和様 神奈川県 5,000 佐々木　 義典様 大阪府 5,000 人数

陳　 干中様 千葉県 5,000 早田　 伸二様 神奈川県 5,000 坪多　 晶子様 大阪府 10,000 合計金額

奥隅　 ひさ枝様 東京都 10,000 梶田　 隆弘様 神奈川県 5,000 花宮　 敏様 大阪府 5,000

秋田　 敬子様 東京都 5,000 常盤　 陽子様 神奈川県 5,000 古賀　 紀子様 大阪府 5,000 人数

石崎　 孝充様 東京都 5,000 丸山　 浩一様 山梨県 5,000 舛行　 信治様 大阪府 9,000 金額

神尾　 孝一郎様 東京都 5,000 長沼　 司様 山梨県 5,000 出崎　 和美様 大阪府 7,000

五十島　 啓人様 東京都 5,000 佐藤　 晴也様 新潟県 5,000 山本　 尚子様 兵庫県 5,000

お名前 お名前 お名前 お名前

平成29年度　ふるさと納税　寄附者の皆様（H30年２月１日～H30年２月28日）

※事前に了承された方々のみ、お名前を公表しています。

2,055名

¥13,624,008

合計人数　 114名

※匿名様によるご寄附

合計金額　 ¥754,000

期間中総合計

1,941名

¥12,870,008

頂戴いたしました皆様のお心に感謝いたします。

誠にありがとうございました。


