
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２５年度
お名前 ご住所
一般財団法人島根県管工事業協会
会長小玉隆夫様 島根県松江市

湯浅忠幸様 神奈川県横浜市
野津陽正様 島根県松江市
野津裕史様 埼玉県入間市
杉原佑来様 佐賀県三養基郡
中村寿一郎様 東京都江戸川区
池田亨様 岡山県倉敷市
千葉暢一様 大阪府豊中市
堀正身様 愛知県北名古屋市
前川峰俊・美岐様 神奈川県横浜市
吾郷俊樹様 東京都目黒区
松原正武様 （非公表）
梶谷由香利様 長崎県佐世保市
漆山孝様 東京都渋谷区
橋本聡様 神奈川県横浜市
舩山夏子様 茨城県つくばみらい市
医療法人ふなやま会ふなやま内科クリニッ
ク理事長舩山夏子様 茨城県つくばみらい市

宮本学様 神奈川県川崎市
正木康彦様 茨城県取手市
尾原秀紀様 神奈川県川崎市
飴井直子様 石川県河北郡
吉永正和様 愛知県名古屋市
藤井靖子様 滋賀県大津市
大越賢治様 東京都荒川区
大矢敬子様 島根県松江市
天野亘様 東京都青梅市
矢澤正次様 東京都杉並区
山下昌樹様 神奈川県横浜市
中澤一良様 北海道札幌市
柳澤丈嗣様 神奈川県横浜市
今村昇様 福岡県福岡市
篠瀬達也様 埼玉県川口市
川原田浩司様 三重県桑名市
高橋和広様 新潟県十日町市
奥垣内博照様 愛知県一宮市
西村庸夫様 広島県安芸郡
安食正人様 東京都三鷹市
井川祐市様 北海道千歳市
堀木優志様 大阪府池田市
山之内亨様 鹿児島県南さつま市
高崎修一様 東京都中野区
小西義夫様 神奈川県鎌倉市
川波数伸様 千葉県浦安市
小原照之様 香川県高松市
大坪慎一郎様 東京都板橋区
田中誠様 神奈川県横浜市
大森龍一郎様 千葉県市原市
渡邊達哉様 神奈川県川崎市
北垣恵太郎様 島根県松江市
山下雅伸様 大阪府堺市

 株式会社一畑百貨店代表取締役社長大谷厚郎様 島根県松江市
油井内科医院油井薫様 長野県中野市
山崎雅裕様 大阪府堺市
小森厚志様 大阪府和泉市
本作芳英様 埼玉県鴻巣市
大越賢一様 福島県郡山市
古林正雄様 愛知県名古屋市
クロースワークス様 千葉県成田市



近藤信行様 広島県広島市
田村春樹様 広島県呉市
齊木哲様 神奈川県川崎市
野口博史様 山口県下関市
高木正彦様 広島県広島市
小谷洋二様 大阪府堺市
山田光徳様 （非公表）

平成２４年度
お名前 　ご住所
前川峰俊　様 神奈川県横浜市
馬庭隆幸　様 神奈川県横浜市
木村英尊　様 千葉県市川市
中村寿一郎　様 東京都江戸川区
宮本学　様 東京都狛江市
湯浅忠幸　様 神奈川県横浜市
丸山廣　様 福岡県福岡市
丸山敏子　様 福岡県福岡市
戸田健一　様 静岡県浜松市
吾郷俊樹　様 東京都目黒区
上田圭介　様 愛知県名古屋市
合成写真工房ふくたろう　様 島根県松江市
服部繁雄　様 三重県四日市市
向井智香　様 岡山県和気町
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
森藤智　様 神奈川県川崎市
宮本一成　様 東京都世田谷区
前川峻徳　様 埼玉県所沢市
エヌ・ディー・アール株式会社　様東京都渋谷区
藤井靖子　様 滋賀県大津市
野津陽正　様 島根県松江市
高木秀人　様 広島県広島市
竹内秀和　様 広島県広島市
福與英明　様 東京都渋谷区
大須賀興介　様 香川県さぬき市
安食雅彦　様 東京都江戸川区
兵藤二蔵　様 兵庫県神戸市

平成２３年度
お名前 　ご住所

前川峰俊　様 神奈川県横浜市
飯塚敏夫　様 神奈川県川崎市
竹内康二　様 三重県鈴鹿市
湯浅忠幸　様 神奈川県横浜市
中村寿一郎　様 東京都江戸川区
有限会社ルーツ　様 大阪府大阪市
宮本学　様 東京都狛江市
舩山夏子　様 茨城県守谷市
舩山康則　様 茨城県守谷市
井上和真　様 広島県尾道市
藤井靖子　様 滋賀県大津市
平尾清　様 兵庫県神戸市
大矢敬子　様 島根県松江市
エヌ・ディー・アール株式会社　様東京都渋谷区
吾郷俊樹　様 東京都目黒区
杉原佑来　様 佐賀県鳥栖市
竹内秀和　様 広島県広島市
松川敏大　様 東京都港区



平成22年度
お名前 ご住所

有限会社ワン・ライン　様 出雲市塩冶町
飯塚敏夫　様 神奈川県川崎市
株式会社　ディー・エル・イー 東京都千代田区
松川敏大　様 北海道札幌市
土谷直斗　様 東京都品川区 
神村和夫　様 静岡県浜松市 
中川悦子　様 東京都新宿区 
永井公隆　様 神奈川県川崎市 
岡本榮一　様 広島県広島市 
中村 寿一郎　様 東京都江戸川区
松橋　鐵治郎 様 長野県長野市 
平田　邦夫  様 東京都北区 
大矢　敬子　様 島根県松江市 
塩谷　弘毅　様 大阪府大阪市 
松井　俊洋　様 宮崎県延岡市 
吾郷　俊樹　様  東京都目黒区 
杉原　佑来　様  神奈川県大和市 
青戸　公悦　様  神奈川県横浜市 
合成写真工房　ふくたろう　様 島根県松江市
国際ロータリー第２６９０地区 島根県松江市

平成21年度
お名前 ご住所

岩田克一　様 東京都練馬区 
鈴木成一　様 神奈川県平塚市 
中村寿一郎 様 東京都江戸川区 
中澤伸一　様 広島県広島市 
飯塚敏夫　様  神奈川県川崎市 
安達高之　様  東京都西東京市 
沖俊夫　様  広島県東広島市 
吾郷俊樹　様　　 広島県広島市
永井公隆　様 神奈川県川崎市 
白石真人　様 神奈川県横浜市 
湯浅忠幸　様 神奈川県横浜市 
大久保昇　様 東京都日野市 
大矢敬子　様 島根県松江市 
エヌ・ディー・アール株式会社　様東京都渋谷区 
川村通　様 大阪府豊中市
岸田銀一郎　様 島根県津和野町
中江徳夫　様  大阪府大阪市



平成20年度
お名前 ご住所

飯塚敏夫　様 神奈川県川崎市
奈古屋嘉茂　様 東京都世田谷区
中川彰　様 神奈川県厚木市
泉宏佳　様 千葉県千葉市
（社）島根県建築設計事務所協会　様島根県松江市
植田真友子　様 京都府京都市
富岡ゆみ子　様 神奈川県横浜市
中澤伸一　様 広島県広島市
松田智　様 大阪府守口市
和田亮介　様 大阪府豊中市
景山孝司　様 島根県雲南市
難波明　様 東京都練馬区
大森巌　様 広島県広島市
佐々木淳　様 東京都板橋区
星野宗保　様 東京都昭島市
唯山重夫　様 広島県広島市
若月祐治　様 大阪府三島郡
河端繁　様 神奈川県横浜市
川村通　様 大阪府豊中市


