
ふるさと島根寄附金

ご寄附いただいた方のご紹介

※お名前等の掲載については、ご了承いただいた方のみご紹介しています。

平成２６年度

お名前 ご住所

平丸幸輝様 千葉県船橋市

後藤大輔様 福岡県北九州市

井上洋子様 神奈川県高座郡

新倉栄一郎様 東京都八王子市

仲村成志様 千葉県成田市

長谷川正興様 大阪府高槻市

勝田哲司様 東京都目黒区

大橋博様 大阪府箕面市

渡辺選彦様 兵庫県西宮市

多和田満様 岐阜県多治見市

一般社団法人島根県舗装協会会長常松則義様 島根県松江市

大澤登様 東京都東久留米市

鈴木弘三様 神奈川県平塚市

大城戸義裕様 神奈川県横浜市

浜野浩司様 秋田県能代市

増田勝義様 岐阜県各務原市

清家曉様 福岡県北九州市

小倉正幸様 岡山県岡山市

森岡敏眞様 兵庫県明石市

山中淳様 東京都中野区

河井幸子様 埼玉県新座市

伊藤美恵様 愛知県碧南市

永峯伸也様 千葉県君津市

前川峰俊様 神奈川県横浜市

中山訓宏様 大阪府大阪市

横井健太郎様 東京都世田谷区

崎原大輔様 東京都千代田区

宮本学様 神奈川県川崎市

湯浅忠幸様 神奈川県横浜市

内野正昭様 東京都練馬区

矢口高基様 千葉県船橋市

森脇宏文様 鳥取県米子市

井上博道様 愛媛県新居浜市

山中隆司様 兵庫県伊丹市

五島孝様 愛知県名古屋市

石川茂様 新潟県新潟市



牛山貴文様 香川県高松市

野口裕子様 山口県下関市

安岡優造様 大阪府藤井寺市

岡本照光様 大阪府吹田市

中村寿一郎様 東京都江戸川区

佐々木澄子様 東京都大田区

鈴木健様 福島県白河市

鈴木順一様 東京都千代田区

出口清様 北海道江別市

平井宏治様 東京都江東区

清水武様 愛知県知多市

高森大介様 兵庫県伊丹市

河村誠様 岐阜県各務原市

木村愼一様 大阪府大阪市

高田直利様 大阪府藤井寺市

天野豊子様 埼玉県三郷市

梶谷紀子様 神奈川県厚木市

千々和龍美様 高知県高知市

長富力雄様 東京都大田区

篠原政幸様 愛知県豊田市

蔵本靖典様 東京都板橋区

中田典昭様 大阪府門真市

松澤仁様 神奈川県横浜市

永井敬裕様 兵庫県姫路市

坂根健志様 東京都狛江市

太田正美様 香川県三豊市

勝田友治様 千葉県白井市

影山紀彦様 神奈川県川崎市

安田悦子様 大阪府大阪市

小手川直史様 長野県松本市

曽我譲様 東京都江東区

小谷真一様 兵庫県尼崎市

栗栖和宏様 福岡県北九州市

小谷真一様 兵庫県尼崎市

大原弘美様 大阪府大阪市

大原寛子様 大阪府大阪市

石川世菜様 大阪府大阪市

吉松兼一様 広島県広島市

安達眞五様 千葉県市川市

田代俊明様 神奈川県川崎市



岡本敦志様 茨城県土浦市

青田浩之様 東京都大田区

山川穣亙様 福岡県久留米市

高見和徳様 広島県広島市

武田英世様 千葉県柏市

奥田由季様 京都府

大谷洋司様 東京都目黒区

稲野裕介様 岩手県北上市

柴田雅子様 東京都港区

笠原史朗様 神奈川県横浜市

佐藤光子様 兵庫県神戸市

飯石武史様 東京都世田谷区

久保田晴也様 神奈川県横浜市

森下竜一様 大阪府吹田市

宮川英雄様 兵庫県明石市

照井慎平様 東京都豊島区

古森昌代様 奈良県磯城郡

久留浩一郎様 大分県大分市

藤原巧様 大阪府大阪市

松原正武様 (非公表）

江島不動産株式会社代表取締役千代延博様 東京都杉並区

岡村崇様 東京都世田谷区

豊泉正雄様 東京都板橋区

長谷川正興様 大阪府高槻市

加藤康宏様 千葉県茂原市

平野和彦様 東京都三鷹市

大久保由紀夫様 東京都港区

岡田健様 東京都武蔵野市

牛久保剣様 東京都世田谷区

原野利江様 愛知県豊橋市

池田直子様 静岡県静岡市

大越賢治様 東京都荒川区

小林昌彦様 東京都豊島区

八代峰樹様 神奈川県横浜市

小川隆平様 大阪府大阪市

福島さやか様 福岡県福岡市

武田章裕様 東京都世田谷区

黒岩顕太郎様 福岡県福岡市

白神修己様 岡山県倉敷市

坂本新太郎様 東京都豊島区



山中宏紀様 神奈川県横浜市

鈴木伸宜様 静岡県熱海市

清水信哉様 神奈川県足柄上郡

舩山夏子様 茨城県つくばみらい市

舩山康則様 茨城県守谷市

成毛康雄様 東京都大田区

久野孝之様 千葉県浦安市

竹下武吉様 大阪府寝屋川市

渋市恵美子様 東京都多摩市

福本康幸様 大阪府大阪市

大國清様 愛知県知多市

窪田淳様 東京都江東区

工藤文也様 岩手県胆沢郡

久松憲明様 鹿児島県鹿児島市

横山秀樹様 東京都大田区

清水伸二様 埼玉県さいたま市

伊藤二郎様 福島県喜多方市

坂本泰樹様 福岡県福岡市

長岡広和様 東京都港区

松本康枝様 東京都品川区

柴田誠様 東京都渋谷区

小林正樹様 栃木県小山市

菊池智子様 神奈川県藤沢市

渡辺魁次郎様 東京都杉並区

岡部金久様 愛知県名古屋市

青砥千佳子様 神奈川県横浜市

松原大輔様 愛知県名古屋市

田中一志様 千葉県浦安市

勝祐美子様 愛知県名古屋市

青砥愛様 神奈川県横浜市

田邊太郎様 東京都品川区

西村元秀様 兵庫県神戸市

金津潮美様 奈良県生駒郡

大矢敬子様 島根県松江市

吾郷俊樹様 東京都目黒区

岩本啓様 大阪府大阪市

株式会社入澤事務所代表取締役入澤そよ様 東京都港区

吉岡睦枝様 静岡県掛川市

吉岡孝之様 静岡県掛川市

吉岡邦晃様 静岡県掛川市



藤井靖子様 滋賀県大津市

先本賢司様 広島県広島市

岩崎康孝様 兵庫県宝塚市

石原勉様 東京都江東区

王海陶様 東京都港区

羽藤敏子様 岩手県盛岡市

上田淳様 福岡県大牟田市

妹尾直人様 岡山県岡山市

外山明博様 東京都世田谷区

伊藤讓一様 愛知県北名古屋市

矢澤正次様 東京都杉並区

塩野寛次様 兵庫県西宮市

是松義則様 岡山県岡山市

油井薫様 長野県長野市

土井貴明様 兵庫県神戸市

青山典広様 埼玉県所沢市

佐野義一様 愛媛県松山市

中島敏夫様 千葉県松戸市

荒木弥三郎様 石川県金沢市

平田晶様 三重県名張市

下山正和様 東京都港区

金井明様 東京都大田区

伊藤隆様 福岡県北九州市

高宮壮哲様 栃木県宇都宮市

山本賀奈子様 大阪府大阪市

福永晶彦様 東京都世田谷区

油井薫様 長野県長野市

松川敏大様 北海道札幌市

酒井和正様 新潟県長岡市

大石天平様 千葉県千葉市

安田悦子様 大阪府大阪市


