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平成29年度　ふるさとまつもと寄附金　寄附者一覧

様杉田 真樹              
様杉山 慎太郎           
様須沢 務                 
様鈴木 千佳子           
様鈴木 實                 
様鈴木 吉治              
様瀬尾 祥吾              
様関口 大介              
様関沢 賢                 

お名前 お名前
様久保田 直子           
様久保田 正昭           
様黒崎 達也              
様小岩井 忠              
様小藤 治彦              
様小林 健二              
様小林 大地              
様小林 昇                 
様小林 房江              
様小林 正洋              
様小林 泰之              
様小林 洋一              
様駒瀬 裕子              
様小松 克哉              
様小松 正明              
様斎藤 秀勝              
様坂尾 晃司              
様阪口 浩                 
様阪田 全由              

様髙間 千永              
様滝澤 久嗣              
様田口 雅章              
様田中 良士              
様辻 龍一                 

様芹沢 昇                 
様髙木 純一              
様高田 省吾              

様志賀 寿                 
様柴田 大樹              
様清水 秋雄              
様清水 つかさ            
様新村 純子              
様末並 史年              

様坂田 みどり             
様佐藤 公則              
様佐藤 貞子              
様佐藤 敬                 
様佐藤 博                 
様沢 桂一                 
様澤入 敏治              
様塩田 晴哉              

※お名前の公表についてご同意いただいた方のみ掲載しています。（50音順）

様甘糟 麗子              
様新井 仁                 
様新井 文規              
様荒木 文明              
様荒木 祥雅              
様荒谷 泰三              

様赤羽 隆志              
様味田 健一              
様足助 清雄              
様麻生 淳一              
様阿部 めぐみ            

様井出 清之助           
様伊藤 伸夫              
様稲葉 智洋              
様井上 美由紀           
様今井 洋                 
様岩本 怜央              

様飯塚 康至              
様井澤 賢禄              
様石嶋 秀行              
様磯 久雄                 
様磯尾 彰宣              
様市川 智之              

様大嶋 瑛                 
様太田 智也              
様太田 光憲              
様大湊 潔                 
様岡田 健次              
様岡田 新生              

様上西 康文              
様上野谷 吉禮           
様臼井 宏弥              
様梅村 学利              
様瓜本 禎                 
様大久保 和敏           

様加藤 祐樹              
様兼子 直史              
様上條 美弥子           
様川邊 知明              
様北川 貴章              
様北島 直登              

様岡田 裕介              
様尾原 知行              
様加倉井 真樹           
様笠原 悟史              
様片山 博一              
様加藤 昭一郎           

様木納 敏和              
様清沢 典子              
様久保 晴政              
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様中嶋 隆夫              
様中島 洋志              
様長田 和幸              
様中谷 康司              
様中野 博文              
様中村 文彦              
様中山 文治              
様西田 碧                 
様二村 嘉昭              
様野見山 奈津子        
様蓮見 由紀子           
様秦 弘江                 
様波多腰 正隆           
様花岡 寛                 
様林 茂                    
様原田 厚子              
様原田 守康              
様春成 博                 

様宮脇 信彦              
様百瀬 久清              
様森井 隆夫              

様力示 文雄              
様若山 大介              
様渡辺 金治              
様渡辺 宏                 

様手塚 利明              
様寺嶋 隆浩              
様中尾 信一              
様長沢 武                 

様横澤 淳一              
様横田 元秀              
様吉川 秀夫              
様吉越 悠人              
様吉澤 久雄              
様吉田 保                 

様山中 浩義              
様山本 秀樹              
様山本 眞由美           

様師田 瑞樹              
様矢口 佳克              
様安田 理紗子           

様都筑 弘一              

様森田 仁平              

様山口 功司              
様山崎 秋良              
様山田 祐也              

お名前 お名前

様日び 智之              
様平塚 博路              
様平本 みどり             
様福井 博志              
様福嶋 哲治              
様福島 康弘              

様春山 大                 
様東　晴美                

様穂苅 雄司              
様前田 真一              
様前田 雅美              
様前田 洋一              
様牧野 清子              
様増田 貴                 

様福田 勝幸              
様福田 紀幸              
様藤根 伸也              
様藤本 忠章              
様藤盛 啓成              
様布藤 貴敏              

様宮崎 勝広              

様松浦 麻利子           
様松田 智彰              
様松本 樹明              
様間部 武之              
様丸山 勝治              
様宮入 俊彦              


