
平成２７年度　寄附実績
５１４件　１１，４４７，１２６円

（敬称略、順不同）
氏　　名 都道府県 氏　　名 都道府県

波多野　三郎 東京都 中島　美保 埼玉県
下北沢一番街商店街振興組合 東京都 佐藤　勉 東京都
矢代　孝行 東京都 鈴木　清文 東京都
中村　武志 兵庫県 小塚　茂敏 愛知県
菅家　彰宏 東京都 小岩　直樹 宮城県
菱田　哲文 東京都 松村　繁男 埼玉県
西野　雅裕 東京都 八幡　浩通 奈良県
黒木　恵美 大阪府 重井　文博 岡山県
松田　隆弘 福島県 菊地　文夫 神奈川県
熊田　雄司 東京都 田村　清久 埼玉県
田中　正美 埼玉県 奥田　美奈子 東京都
鈴木　治 神奈川県 山口　喜子 東京都
谷村　浩 栃木県 清川　正章 千葉県
高野　玲子 東京都 横山　賢次 東京都
中村　隆之 神奈川県 目黒　信 埼玉県
迫間　幸介 東京都 林　政允 千葉県
西垣　新 静岡県 青木　純 埼玉県
望月　牧 神奈川県 青島　朋子 埼玉県
西田　拓泰 東京都 真野　恭平 愛知県
常田　啓輔 埼玉県 生田　光徳 和歌山県
金田　直樹 千葉県 森下　朝日太郎 千葉県
田中　聡 東京都 松山　哲 北海道
熊田　雄司 東京都 助川　敬太郎 東京都
岩田　憲一 東京都 倉田　省三 福岡県
耕田　瑞穂 東京都 須田　美雅 東京都
大原　晃一 福島県 齋藤　哲男 千葉県
浅井　治輝 神奈川県 菅家　満 福島県
山本　幹太 東京都 奥村　直史 愛知県
奥野　府夫 広島県 山中　正彦 神奈川県
原　明雄 東京都 伊藤　大地 福島県
森川　孝一 愛媛県 豊浦　保子 大阪府
岡原　千夏 神奈川県 横山　勝則 愛知県
新井田　浩 東京都 鈴木　裕司 神奈川県
渡部　浩一 神奈川県 鈴木　喜六 東京都
藤田　謙次 埼玉県 小泉　修 神奈川県
原　邦雄 東京都 胡子　波子 東京都
長嶋　裕介 千葉県 片平　聡 東京都
黒澤　崇 東京都 澤田　康史 奈良県
板坂　克則 愛知県 金子　隆浩 栃木県
海野　隆善 東京都 矢代　孝行 東京都
須山　康男 神奈川県 原島　淳史 埼玉県
荒井　和彦 東京都 横山　彩 神奈川県
辻　磨己 神奈川県 天岡　桂子 東京都
田島　隆徳 東京都 河野　佐和 東京都
酒井　和英 神奈川県 萩原　健司 大阪府
長澤　猛 東京都 鈴木　ひかり 富山県
山崎　友輔 愛知県 田中　辰典 千葉県
渡邉　浩司 愛知県 斎藤  亮一 神奈川県
菅沼　孝之 静岡県 関　清 兵庫県
佐藤　喜十 埼玉県 浅井　三津恵 奈良県

平成２７年度　只見町ふるさと納税　寄附者名の公表について

　平成２７年度の只見町ふるさと納税（「自然首都・只見」応援基金）に対し、多くの方々からご寄附を
いただき、誠にありがとうございました。今後も引き続き只見町への応援をよろしくお願いいたします。



（敬称略、順不同）
氏　　名 都道府県 氏　　名 都道府県

寺西　見春 神奈川県 今田　一央 東京都
粟村　正一 福島県 村田　正彦 東京都
石塚　淳一 神奈川県 長谷川　誠太郎 大阪府
松林　直邦 東京都 大塚　敬太 奈良県
持田　新子 神奈川県 山内　正芳 東京都
佐藤　大地 千葉県 園田　聖奈 東京都
鈴木　裕道 東京都 横山　儀巳 神奈川県
村上　和也 福岡県 齋藤　貴之 神奈川県
川名　健治 東京都 齋藤　祐二 東京都
渡邊　弘孝 福島県 伊藤　得路 大阪府
石川　勤 愛知県 山澤　美緒子 神奈川県
円満堂　由佳子 兵庫県 河井　恭一 東京都
伊藤　勇一 福島県 尾花　美恵子 東京都
高梨　園子 埼玉県 奥村　憲 神奈川県
文野　達也 大阪府 七澤　正和 山梨県
葛西　龍樹 福島県 小林　昌彦 東京都
藏本　晃士 大阪府 鈴木　喜六 東京都
大坪　正佳 埼玉県 宮本　直紀 徳島県
鈴木　隆司 福島県 村田　滋子 千葉県
内山　勇輝 東京都 宮本　新司 大阪府
橋本　健一 埼玉県 大嶋　與 奈良県
伊藤　裕幸 福島県 鈴木　有起 京都府
野中　邦紀 北海道 飯本 寿代 千葉県
野口　国男 東京都 上村　龍文 東京都
吉田　大介 愛媛県 岸原　夏子 東京都
三宅　弘明 広島県 新國　ツギ子 福島県
大北　計二 東京都 猪原　正史 宮城県
田中　聡 東京都 山脇　慶子 大阪府
今井　正 埼玉県 桑原　久子 東京都
土屋　隆司 静岡県 藤澤　貴興 東京都
佐々木　峯夫 東京都 白石　善彦 栃木県
三浦　義孝 愛知県 豊永　晋也 千葉県
山田　怜 東京都 武田　昭 千葉県
竹山　煥一 大阪府 春待ち演芸会　赤塚ミワ 福島県
藤本　尚 滋賀県 菅家　弘美 千葉県
山口　良枝 神奈川県 五十嵐　樹 神奈川県
目黒　義宣 東京都 早川　岳人 福島県
直井　信也 香川県 波多野　三郎 東京都
村上　浩一 千葉県 柳谷　千代 大阪府
小沢　徳政 神奈川県 田村　広和 新潟県
望月　牧 神奈川県 平成２７年厄年男衆　代表　新國真也　 福島県
田村　恵夢 神奈川県 前原　美津雄 東京都
小笠原　伸 北海道 只見町観光まちづくり協会 福島県
高橋　玉樹 東京都 山中　正子 神奈川県
大関　和樹 福島県 弥生会代表　藤倉久男 千葉県
菊池　正寛 東京都 角田　初美 埼玉県
荒川　尚也 千葉県 ＪＲ総連 東京都
西村　孝雄 滋賀県 野村総合研究所 東京都
熊谷　潤二 埼玉県 東日本旅客鉄道労働組合レールクラブ 東京都
奥田　顕 東京都
塩見　元彦 愛知県
梶原　秀実 大分県
高柳　幹矢 茨城県
河崎　邦和 東京都
本多　祐也 埼玉県
木村　毅 東京都
河合　栄蔵 大阪府

　誠にありがとうございました。

※寄附者名については、ご本人の
了承を得た方のみ公表しています。

※以上の皆様を含め、合計５１４件の
ご寄附をいただきました。


