
ふるさと島根寄附金

ご寄附いただいた方のご紹介

平成29年度

お名前 ご住所 お名前 ご住所

山下友子様 神奈川県横浜市 岩井健様 神奈川県横浜市

藤﨑卓様       滋賀県蒲生郡
サントリー酒類株式会

社中国・四国支社様
広島県広島市

松原正武様 兵庫県三田市 橋爪次郎様 神奈川県横浜市

安田悦子様 大阪府大阪市 柳澤慎太郎様 千葉県柏市

横野敦子様 京都府京都市 金子真紀子様 鳥取県米子市

増喜太一様 東京都目黒区 池田和男様 富山県富山市

吉岡寿治様 広島県福山市 中山泰徳様 大阪府松原市

辻野元祥様 大阪府柏原市 前島健作様 神奈川県川崎市

横山忠正様 東京都中野区 高野尚様 石川県輪島市

原田博至様 京都府宇治市 喜多村晃子様 東京都世田谷区

高垣俊郎様 茨城県つくば市 渡辺英裕様 福島県須賀川市

馬庭隆幸様 東京都世田谷区 松島昌和様 大阪府東大阪市

塚本晴彦様 兵庫県姫路市 荒木修様 京都府京都市

高野光也様 東京都江東区 桑野正様 福岡県福岡市

山本哲也様 東京都世田谷区 有田圭介様 茨城県つくば市

塩塚俊秀様 東京都世田谷区 松村光雄様 東京都世田谷区

渡邊章範様 大阪府大阪市 宮﨑哲也様 佐賀県杵島郡

小宮光雄様 東京都足立区 永井清之様 神奈川県川崎市

前川峰俊様 神奈川県横浜市 森岡敏眞様 兵庫県明石市

尾山聰様 大阪府茨木市 大鷹泰典様 大阪府茨木市

六川慎吾様 長野県上田市 須山昇様 島根県安来市

田中邦剛様 山口県下関市 永井純子様 大阪府羽曳野市

谷口茂様 大阪府大阪市 道畑昇様 千葉県松戸市

狩野満様 埼玉県さいたま市 原靖雄様 東京都江戸川区

新保浩一様 神奈川県川崎市 柴田将志様 愛知県田原市

吉田知司様 神奈川県足柄下郡 竹森健 様 岩手県盛岡市

伊藤政章様 愛知県一宮市 渡辺憲一様 東京都中央区

湯浅忠幸様 神奈川県横浜市 柳澤丈嗣様 神奈川県横浜市

宮本学様 神奈川県川崎市 奥田純一郎様 東京都港区

長澤誠様 神奈川県横浜市 小泉忠雄様 東京都八王子市

黒瀬亙行様 栃木県宇都宮市 丸山正晃様 東京都港区

浅野良輔様 福岡県久留米市 岡村久也様 大阪府枚方市

高宮壮哲様 栃木県宇都宮市 小林昌彦様 東京都豊島区

松下紀嗣様 北海道札幌市 鳥谷泰文様 埼玉県戸田市

※複数回ご寄附いただいている方は一回の表記とさせていただいております。



清川竜之進様 神奈川県川崎市 中村寿一郎様 東京都江戸川区

早内髙士様 京都府京都市 小林千晶様 愛知県岡崎市

山川穣亙様 福岡県久留米市 松本昌道様 東京都江戸川区

真部信毅様 愛媛県今治市 山本貞子様 大阪府大阪市

藤原巧様 大阪府大阪市 植野紗緒里様 大阪府茨木市

内村直生様 東京都大田区 紋谷恵様 群馬県高崎市

榎木順哉様 東京都江東区 van der Ploeg　Christian様 東京都品川区

饒平名千枝子様 沖縄県島尻郡 上野賢一様 埼玉県春日部市

平本修二様 広島県広島市 水野祥子様 愛知県名古屋市

加納稚敏様 愛知県知立市 出口剛様 神奈川県横浜市

加納千恵子様 愛知県知立市 藤井靖子様 滋賀県大津市

大原博様 沖縄県宜野湾市 加藤宏子様 愛知県豊田市

小谷洋二様 大阪府堺市 志関孝夫様 群馬県太田市

上定昭仁様 東京都杉並区 佐澤陽様 北海道札幌市

南憲司様 大阪府枚方市 南博様 兵庫県高砂市

露木孝子様 神奈川県横浜市 吾郷俊樹様 東京都目黒区

高木恒冶様 東京都豊島区 松田和幸様 奈良県奈良市

中地直樹様 東京都中野区 野原彰一様 大阪府堺市

米谷雍様 奈良県奈良市 合田久輝様 東京都千代田区

松尾仁様 群馬県高崎市 外川直美様 山梨県甲斐市

横井香菜重様 愛知県名古屋市 久我貴洋様 千葉県松戸市

井上真司様 東京都港区 石倉一也様 東京都杉並区

永井健太郎様 埼玉県さいたま市 加藤健祐様 東京都新宿区

植野栄治様 東京都目黒区 江口美奈子様 東京都江東区

大澤登様 東京都東久留米市 飯島明生様 大阪府八尾市

深川拓様 東京都台東区 突合淳様 高知県南国市

安達庸様 鳥取県境港市 斉藤健司様 大阪府大阪市

平木克弘様 神奈川県藤沢市 山下友子様 神奈川県横浜市

柳井俊信様 大分県大分市 藤木義昭様 大阪府大阪市

土井貴明様 兵庫県神戸市 大﨑能永様 北海道恵庭市

宮塚豊三様 東京都小平市 皆川渡様 埼玉県比企郡

松崎寛志様 東京都武蔵野市 蒲生鐵男様 大阪府吹田市

藤枝修子様 東京都立川市 田中邦剛様 山口県下関市

伊藤一巳様 島根県雲南市 松原光明様 高知県安芸郡

伊藤宏治様 愛知県弥富市 土井貴明様 兵庫県神戸市

黒田美樹様 東京都品川区 今野陽介様 山形県鶴岡市

福地可奈様 東京都西東京市 高松仁様 愛知県東海市

浅野雅大様 岐阜県本巣郡 小村昭弘様 神奈川県足柄下郡



亀井大二郎様 愛知県江南市 水川英明様 千葉県船橋市

志村知則様 東京都港区 水谷ひろみ様 東京都新宿区

牧野良昭様 大阪府池田市

岩井健様 神奈川県横浜市


