平成２８年度ひちそうまちづくり寄附金
掲載への同意をいただいた方のみ、ご紹介させていただきます。
加藤 信正 様（愛知県）
服部 正明 様（東京都）
河嶋 智治 様（愛知県）
宮尾 直樹 様（東京都）
奥田 昇 様（東京都）
藤川 晴信 様（徳島県）
藤原 吉宏 様（岡山県）
岡田 容子 様（神奈川県）
花山 寛隆 様（岩手県）
倉持 貴弘 様（東京都）
吉野 貞夫 様（神奈川県）
倉地 秀朋 様（東京都）
榎村 眞一 様（大阪府）
安岡 広明 様（東京都）
清河 宗一朗 様（東京都）
竹田 雅彦 様（埼玉県）
安藤 孝一 様（岐阜県）
齋藤 秀樹 様（東京都）
藤庵 照高 様（東京都）
日野 浩一 様（長野県）
小川 恭弘 様（兵庫県）
桶谷 錦 様（兵庫県）
友國 浩之 様（東京都）
中野 達夫 様（東京都）
坂口 正芳 様（東京都）
谷口 憲二 様（東京都）
恒川 和男 様（愛知県）
廣江 亮 様（東京都）
山本 浩司 様（大阪府）
梯 茂樹 様（東京都）
松井 宏幸 様（三重県）
石原 良太 様（神奈川県）
池田 俊一 様（東京都）
真名瀬 賢吾 様（北海道）
輿水 康次郎 様（東京都）
須藤 哲明 様（福島県）
山根 龍太 様（島根県）
内藤 卓未 様（東京都）
川原 眞澄 様（東京都）
大野 尚之 様（栃木県）
佐藤 龍治 様（東京都）
宮坂 裕之 様（大阪府）
鳥居 八千代 様（愛知県）
落合 寛司 様（東京都）
利根川 仁 様（兵庫県）
野田 勝 様（福島県）
原口 哲 様（長崎県）
野村 芳樹 様（東京都）
林 直己 様（兵庫県）
吉村 典久 様（千葉県）
日比野 暢 様（東京都）
久保 英一郎 様（愛知県）
泉 淳一 様（千葉県）
木村 吉伸 様（愛知県）
菊池 秀樹 様（愛知県）
鈴木 裕之 様（東京都）
林 照久 様（愛知県）
髙橋 大佑 様（東京都）
長畑 隆也 様（京都府）
白石 克寛 様（福島県）
鍵本 ハル子 様（大阪府）

石川 貴洋 様（愛知県）
稲田 陽介 様（宮崎県）
櫻井 直樹 様（埼玉県）
高木 誠治 様（東京都）
新井 千昭 様（東京都）
宇野 聡浩 様（東京都）
井関 裕貴 様（埼玉県）
中村 幸央 様（神奈川県）
牧野 新一郎 様（東京都）
大嶽 恵 様（静岡県）
豊原 伸行 様（兵庫県）
豊島 達規 様（神奈川県）
千 康浩 様（東京都）
小川 孝史 様（滋賀県）
植松 みずえ 様（東京都）
十川 利男 様（大阪府）
松浦 洋幸 様（兵庫県）
枝川 淳一 様（千葉県）
長谷川 昌徳 様（大阪府）
守屋 史明 様（東京都）
眞鍋 裕亮 様（東京都）
政野 俊和 様（東京都）
味戸 務 様（大阪府）
宇那木 秀俊 様（東京都）
島崎 雄平 様（千葉県）
伊藤 雄一 様（東京都）
前田 剛 様（東京都）
花房 穣 様（東京都）
中島 真幸 様（愛知県）
天神 悠 様（埼玉県）
小倉 正崇 様（群馬県）
吉良 孔子 様（東京都）
久保 明宏 様（東京都）
速水 孝智 様（埼玉県）
萩原 直也 様（埼玉県）
森 裕治 様（福岡県）
岡部 洋一 様（東京都）
水野 鐘治 様（愛知県）
磯部 榮子 様（愛知県）
堀尾 宝 様（熊本県）
宇田 武弘 様（大阪府）
渡辺 克已 様（富山県）
牧野 吉勝 様（埼玉県）
村田 博司 様（東京都）
柴田 初美 様（愛知県）
安中 武司 様（大阪府）
吉田 真璃子 様（東京都）
松宮 史郎 様（京都府）
岩橋 尚幸 様（和歌山県）
小林 真弓 様（大阪府）
片岡 親志 様（東京都）
井隼 康博 様（岐阜県）
喜久生 隆太 様（愛知県）
野平 昇 様（千葉県）
花房 俊哉 様（大阪府）
佐野 亙 様（兵庫県）
吉田 泰章 様（愛知県）
長谷部 周平 様（東京都）
荒川 英輔 様（宮城県）
仲田 辰美 様（大分県）
小川 浩太郎 様（愛知県）

小林 尚史 様（大阪府）
今西 伸之 様（奈良県）
菊池 卓 様（静岡県）
野田 明雄 様（三重県）
石本 有佳 様（兵庫県）
寺農 和正 様（大阪府）
辻本 浩貴 様（大阪府）
足立 英基 様（岐阜県）
中村 典子 様（愛知県）
松村 遼 様（京都府）
星野 裕信 様（静岡県）
齋藤 祐史 様（東京都）
山本 資樹 様（兵庫県）
山﨑 裕美 様（東京都）
名取 幸二 様（埼玉県）
那須 準子 様（滋賀県）
小菅 幸雄 様（三重県）
鈴木 秀樹 様（愛知県）
小竹 若雄 様（大阪府）
中村 礼二 様（東京都）
千田 圭二 様（岩手県）
杉山 淑子 様（愛知県）
深堀 あすみ 様（千葉県）
土岐 晶 様（愛知県）
増田 多栄子 様（滋賀県）
東 純代 様（三重県）
鈴木 広美 様（埼玉県）
福田 善之 様（兵庫県）
木内 寿 様（千葉県）
若尾 雄彦 様（愛知県）
三浦 哲雄 様（長野県）
橋本 敏 様（神奈川県）
折戸 大八郎 様（愛知県）
杉山 勇太 様（東京都）
中里 哲也 様（群馬県）
田中 淳 様（福井県）
向 哲男 様（埼玉県）
竹下 千亜子 様（東京都）
浅野 貴紀 様（兵庫県）
弘田 昌文 様（大阪府）
納塚 善宏 様（大阪府）
内山 直之 様（東京都）
神尾 純一 様（東京都）
細 慶行 様（大阪府）
中村 健一郎 様（東京都）
遠藤 徹 様（埼玉県）
木本 貴士 様（奈良県）
三嶋 一慈 様（広島県）
浦部 修治 様（福岡県）
竹村 洋典 様（三重県）
柳田 洋介 様（新潟県）
松尾 直樹 様（東京都）
伊澤 僚子 様（東京都）
井上 栄治 様（福井県）
平澤 雄二 様（長野県）
松本 考宏 様（福岡県）
堀 幸子 様（三重県）
仲松 寿浩 様（沖縄県）
高崎 和夫 様（石川県）
麓 尚美 様（北海道）
ｻﾘﾌﾞ ｱﾝﾄﾞﾚ 様（東京都）

河野 真也 様（神奈川県）
安藤 弘道 様（岐阜県）
山口 才智 様（兵庫県）
副島 之彦 様（大阪府）
白鳥 隆 様（静岡県）
加藤 和裕 様（愛知県）
三浦 宏明 様（北海道）
田村 勝 様（大阪府）
生天目 重毅 様（東京都）
東 武 様（愛媛県）
中野 秀樹 様（大阪府）
小野 悠飛 様（東京都）
谷口 英喜 様（神奈川県）
能勢 佳典 様（東京都）
小山 徹 様（広島県）
藤 喜久雄 様（大阪府）
増冨 栄子 様（山口県）
龍 道夫 様（神奈川県）
長尾 寿一 様（北海道）
濱野 充 様（神奈川県）
会田 喜弘 様（東京都）
波多野 晴康 様（愛知県）
滑川 治男 様（東京都）
中本 正二 様（愛知県）
田島 華陽 様（東京都）
浜田 純子 様（千葉県）
松浦 正二 様（東京都）
高橋 茂人 様（大阪府）
成山 雅昭 様（大阪府）
田畑 剛 様（東京都）
村上 直樹 様（東京都）
今井 利憲 様（兵庫県）
香山 哲徳 様（静岡県）
平藤 耕一郎 様（兵庫県）
畑 裕哉 様（東京都）
瀧山 芳正 様（神奈川県）
田村 将樹 様（京都府）
伊勢谷 英樹 様（東京都）
前田 嘉信 様（岡山県）
栗山 紀子 様（大阪府）
今井 崇博 様（北海道）
能沢 日世志 様（神奈川県）
石川 廣直 様（神奈川県）
月生 康一 様（大阪府）
鈴木 正人 様（東京都）
玉城 哲雄 様（東京都）
髙見澤 正博 様（長野県）
伊藤 康伸 様（愛知県）
松本 清子 様（埼玉県）
福田 哲也 様（千葉県）
村井 啓益 様（愛知県）
田邉 勇 様（山口県）
後藤 学 様（大阪府）
竹田 啓介 様（東京都）
杉藤 ありさ 様（愛知県）
加藤 裕二 様（神奈川県）
森 初美 様（京都府）
中静 隆之 様（東京都）
原田 恵子 様（静岡県）
本多 泰夫 様（神奈川県）
前田 真一 様（大阪府）
巽 正志 様（三重県）
中村 好晴 様（兵庫県）
山内 吉彦 様（埼玉県）
名倉 英紀 様（埼玉県）
野村 明夫 様（愛知県）

川村 北斗 様（千葉県）
高橋 雅美 様（沖縄県）
井出 陽一 様（神奈川県）
伊藤 真 様（愛知県）
松崎 泰士 様（神奈川県）
石附 将武 様（東京都）
加藤 朝子 様（神奈川県）
尾﨑 紘暉 様（大阪府）
中村 創一郎 様（東京都）
関 貴美 様（神奈川県）
大山 弘和 様（鹿児島県）
渡邉 雄一 様（東京都）
矢尾 淳 様（神奈川県）
大久保 利夫 様（東京都）
兼村 峻輔 様（埼玉県）
内野 雄一 様（埼玉県）
廣田 和也 様（福岡県）
栗原 慧 様（神奈川県）
井関 愛 様（東京都）
南出 浩希 様（東京都）
渡邉 智仁 様（東京都）
渡部 智行 様（大阪府）
平賀 新也 様（山梨県）
臼田 千代美 様（岐阜県）
木村 弘子 様（徳島県）
大熊 一之 様（三重県）
今野 宏之 様（宮城県）
横村 博之 様（千葉県）
後藤 悠平 様（東京都）
藤井 和也 様（大阪府）
石尾 健一 様（東京都）
木村 彰男 様（大阪府）
森 健一 様（愛知県）
吉岡 幸一郎 様（神奈川県）
山崎 淳 様（神奈川県）
丹羽 真佐夫 様（岐阜県）
岡崎 秀俊 様（大阪府）
清水 秀樹 様（北海道）
山本 隆史 様（神奈川県）
菊池 真一 様（北海道）
藤林 勉 様（神奈川県）
水野 昌典 様（広島県）
松本 二朗 様（大阪府）
吉本 美智子 様（千葉県）
吉本 彰宏 様（千葉県）
山添 信一 様（広島県）
角田 始也 様（東京都）
髙松 伸一 様（東京都）
村田 雄亮 様（北海道）
米谷 政己 様（大阪府）
吉田 康雄 様（東京都）
近藤 章子 様（岐阜県）
中野 貴彦 様（千葉県）
高田 剛志 様（東京都）
大野 勇人 様（東京都）
森脇 恭一 様（奈良県）
松嵜 康誉 様（千葉県）
澤村 浩 様（神奈川県）
榊 康裕 様（東京都）
日向野 史崇 様（神奈川県）
米内山 真之介 様（青森県）
齋藤 真治 様（神奈川県）
望月 育代 様（静岡県）
吉田 尚平 様（福岡県）
藤井 雅宣 様（静岡県）
齊藤 啓 様（東京都）

ｻﾊﾗﾜｯﾄ ｳﾞｨｼﾞｪｰ 様（東京都）
手島 久文 様（福岡県）
高橋 弘毅 様（大阪府）
嶋 一弘 様（大阪府）
茶木 文太 様（滋賀県）
石橋 義雅 様（大阪府）
田崎 雅三 様（愛知県）
吉川 洋二 様（奈良県）
渡邉 瑠美 様（東京都）
三宮 将樹 様（福岡県）
和田 圭一郎 様（東京都）
松村 崇史 様（静岡県）
久保田 正治 様（神奈川県）
新田 輝 様（愛知県）
中川 文雄 様（東京都）
平野 利子 様（兵庫県）
岸 慎一郎 様（愛媛県）
田中 洋 様（東京都）
島田 和典 様（大阪府）
濱名 博子 様（兵庫県）
田中 美知男 様（神奈川県）
川端 和男 様（東京都）
須田 哲也 様（埼玉県）
内藤 秀文 様（神奈川県）
高田 智雄 様（滋賀県）
川瀬 峰人 様（東京都）
竹内 淳 様（愛知県）
八巻 亨 様（東京都）
荒木 雅人 様（大阪府）
中田 秀二 様（東京都）
大関 浩二 様（埼玉県）
横塚 嘉人 様（神奈川県）
田中 清惠 様（東京都）
土性 佳晴 様（埼玉県）
武藤 久美子 様（愛知県）
小島 諭 様（東京都）
清田 和智 様（福岡県）
波場 信一 様（長野県）
酒井 康弘 様（長野県）
中野 智也 様（東京都）
増田 克行 様（千葉県）
湯川 充人 様（東京都）
木佐美 宏介 様（愛知県）
川野 毅 様（神奈川県）
岩瀬 洋一郎 様（神奈川県）
波多江 貴志 様（福岡県）
西川 拓朗 様（鹿児島県）
山口 敏昭 様（山梨県）
瀬戸口 大介 様（福岡県）
深谷 浩一 様（茨城県）
安藤 忠夫 様（愛知県）
福田 大希 様（愛知県）
福島 和政 様（熊本県）
金苗 幹典 様（福岡県）
久保 貴昭 様（神奈川県）
山崎 忠男 様（神奈川県）
中村 大介 様（大阪府）
杉岡 慎一 様（神奈川県）
諸麦 紀幸 様（埼玉県）
柴山 真一 様（京都府）
久次 順郎 様（千葉県）
河合 泰幸 様（東京都）
髙橋 牧子 様（東京都）
大西 純二 様（大阪府）
平田 雅信 様（岐阜県）
上田 博之 様（愛知県）

住田 嘉雄 様（岐阜県）
亀田 雅博 様（神奈川県）
鈴木 基晴 様（愛知県）
岡野 克紀 様（茨城県）
山口 洋 様（大阪府）
高柴 元樹 様（兵庫県）
近藤 智靖 様（岐阜県）
後藤 紘儀 様（東京都）
馬越 雅治 様（広島県）
吉村 貴広 様（三重県）
大塚 信久 様（東京都）
金岡 裕 様（千葉県）
佐藤 尚之 様（大阪府）
栗山 静枝 様（大阪府）
伊藤 信英 様（愛知県）
松岡 高博 様（北海道）
笠原 孝一 様（岐阜県）
今井 浩達 様（愛知県）
釣見 和正 様（東京都）
岩本 浩 様（山口県）
椎橋 良三 様（神奈川県）
藤原 誠 様（東京都）
神﨑 公美 様（福岡県）
高橋 かづ江 様（長野県）
花房 桂二郎 様（広島県）
田中 佳江 様（福岡県）
谷川 良謙 様（岐阜県）
高崎 実千代 様（岐阜県）
渡邉 修 様（千葉県）
大田 嘉仁 様（滋賀県）
石原 教行 様（愛知県）
大嶋 研三 様（和歌山県）
新部 洋史 様（新潟県）
吉本 和広 様（愛知県）
湯木 正史 様（愛知県）
絹谷 正之 様（広島県）
森 賢子 様（三重県）
小松 典 様（東京都）
江口 徳和 様（埼玉県）
鶴田 孝 様（千葉県）
勅使川原 秀明 様（栃木県）
佐々木 基彰 様（岡山県）
藤谷 幹 様（東京都）
小林 和弘 様（大阪府）
石川 育夫 様（大阪府）
忍 忍 様（東京都）
岩本 孝子 様（長崎県）
足立 王良 様（岐阜県）
松久 高志 様（岐阜県）
中村 隆治 様（広島県）
糸藤 元晶 様（大阪府）
橋本 健司 様（京都府）
水本 しのぶ 様（千葉県）
礒谷 昭利 様（兵庫県）
高橋 賢二郎 様（沖縄県）
原田 義明 様（愛知県）
今井 成美 様（大阪府）
寺島 美則 様（東京都）
神谷 武男 様（愛知県）
樋口 洋 様（兵庫県）
古屋 直人 様（東京都）
川田 裕一 様（大阪府）
山本 圭彦 様（広島県）
渡邊 陽子 様（東京都）
黒田 浩一 様（千葉県）
佐々木 貴志 様（宮城県）

村瀬 武昭 様（岐阜県）
津久井 充広 様（東京都）
栗田 幸一 様（東京都）
末田 雄一郎 様（愛知県）
森園 茂明 様（福岡県）
昆 みゆき 様（北海道）
宍戸 有香 様（神奈川県）
畠山 修司 様（東京都）
奥村 憲昭 様（大阪府）
松下 崇 様（静岡県）
吉田 英紀 様（福岡県）
今井 努 様（岐阜県）
黒澤 直人 様（東京都）
樽家 真人 様（兵庫県）
川原 よしこ 様（福岡県）
岩本 和久 様（埼玉県）
小山 和男 様（東京都）
石田 祐一 様（東京都）
鳥渕 佳寿 様（和歌山県）
佐々木 徳久 様（大阪府）
白石 知子 様（愛知県）
堀場 蔵人 様（神奈川県）
鈴木 里実 様（愛知県）
山崎 健介 様（大阪府）
小林 冨美子 様（大阪府）
竹洞 兼視 様（青森県）
安達 豪 様（埼玉県）
神村 知宏 様（愛知県）
山内 国枝 様（徳島県）
荒屋 潤 様（富山県）
甲斐 功一 様（熊本県）
橋本 圭一郎 様（神奈川県）
竹下 直仁 様（愛知県）
福井 太郎 様（東京都）
岡本 崇 様（三重県）
外山 慎司 様（千葉県）
櫻井 正央 様（大阪府）
脇丸 一孝 様（鹿児島県）
堀 雅尚 様（東京都）
中川 秀樹 様（東京都）
野田 武彦 様（福岡県）
鈴木 也寸志 様（宮城県）
佐藤 直人 様（東京都）
船山 暢子 様（千葉県）
笠間 智樹 様（石川県）
栗原 伸一 様（千葉県）
根岸 弘光 様（埼玉県）
大宮 浩子 様（神奈川県）
西別府 好美 様（神奈川県）
高橋 宏之 様（神奈川県）
古川 昌樹 様（大阪府）
川北 幸節 様（大阪府）
高倉 大輔 様（大分県）
鳥巣 康行 様（東京都）
妹尾 博文 様（広島県）
井芹 りえ 様（神奈川県）
吉岡 昌成 様（愛知県）
鍛治田 剛裕 様（京都府）
大関 行隆 様（東京都）
國分 英一 様（大阪府）
宮川 浩記 様（愛知県）
東 泰弘 様（愛知県）
石原 慶 様（神奈川県）
渡邉 誠治 様（岐阜県）
朝倉 浩之 様（千葉県）
梶原 慶太 様（東京都）

木村 憲治 様（神奈川県）
中野 信治郎 様（愛知県）
山名 秀樹 様（兵庫県）
板橋 勉 様（埼玉県）
森田 賀文 様（大阪府）
遠藤 豊 様（神奈川県）
加藤 宙 様（愛知県）
中島 勉 様（茨城県）
萩谷 和睦 様（神奈川県）
高島 信大 様（東京都）
中西 喜久夫 様（大阪府）
柴田 篤志 様（東京都）
栗原 祥吾 様（神奈川県）
沢井 広明 様（岐阜県）
影山 克史 様（岡山県）
西野 嘉一 様（静岡県）
小川 雅也 様（神奈川県）
高畠 裕司 様（富山県）
沼田 映樹 様（北海道）
塩田 泰三 様（広島県）
原木 彩 様（埼玉県）
水野 信幸 様（香川県）
大畑 裕嗣 様（茨城県）
鶴田 孝文 様（愛知県）
岩渕 翔 様（東京都）
眞島 隆三 様（佐賀県）
松山 晃久 様（東京都）
田村 修志 様（和歌山県）
大野 真樹 様（神奈川県）
西本 幸司 様（静岡県）
中村 尚志 様（東京都）
島村 早苗 様（三重県）
青山 幸平 様（京都府）
浦野 桂司 様（東京都）
中野 正幾 様（東京都）
長野 直之 様（埼玉県）
割貝 伸治 様（東京都）
竹下 和弘 様（東京都）
石川 直人 様（東京都）
井出 敏夫 様（奈良県）
秋山 りつこ 様（東京都）
國次 孝平 様（大阪府）
児玉 敏宏 様（和歌山県）
鈴木 実 様（愛知県）
高野 宗紀 様（埼玉県）
老川 浩司 様（東京都）
源馬 拓 様（神奈川県）
田中 良寛 様（東京都）
土谷 幸弘 様（三重県）
辻 亮輔 様（神奈川県）
牛山 紘郎 様（東京都）
石元 孝治 様（千葉県）
中川 晋一 様（東京都）
茶谷 幸司 様（千葉県）
西田 栄昭 様（大阪府）
松下 定一 様（大阪府）
大野 絵梨 様（東京都）
高見 英成 様（兵庫県）
藤生 みゆき 様（神奈川県）
岩本 充 様（東京都）
小寺 孝幸 様（埼玉県）
福場 美知留 様（神奈川県）
永田 健 様（東京都）
大川 聰 様（東京都）
牛河 孝之 様（東京都）
山下 梓 様（東京都）

四家
増田
上野
竹島
平田
小林
板倉
杉村

孝博
達至
啓一
朋宏
達也
司佳
友美
壮介

様（神奈川県）
様（東京都）
様（佐賀県）
様（東京都）
様（東京都）
様（大阪府）
様（大阪府）
様（東京都）

成瀬 公博 様（熊本県）
中塚 美保 様（福岡県）
田中 啓介 様（東京都）
野老 真子 様（東京都）
三ツ木 雅紀 様（東京都）
髙橋 茂人 様（大阪府）
岡本 優希 様（兵庫県）
丹羽 憲司 様（岐阜県）

森谷 真人 様（神奈川県）
勝田 光久 様（愛知県）
太田 哲士 様（沖縄県）
荒井 隆男 様（神奈川県）
佐藤 正幸 様（岐阜県）
榊原 千枝子 様（愛知県）
榊原 三七一 様（愛知県）
長谷部 浩平 様（岐阜県）

全国から多数のご寄附をいただき、心から感謝申し上げます。
頂戴いたしましたご厚意は、ご意向に沿った事業にて有効適切に使用さ
せていただき、更なる地域の発展につなげてまいります。
平成２８年度寄附実績
(平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日）
七宗町長 井戸 敬二
件数１２，４１７件

金額２９２，７０１，５３２円

