
令和２年度 ふるさと島根寄附金

ご寄附いただいた方のご紹介

【敬称略】

西田　正和 兵庫県 神戸市 市川　友里 愛知県 豊田市

長谷川　功 広島県 広島市 児玉　紘幸 大阪府 高槻市

林　真二 大阪府 大阪市 吉田　哲也 千葉県 木更津市

松原　正武 兵庫県 三田市 白井　利行 千葉県 市川市

土井　貴明 兵庫県 神戸市 高塚　真理 京都府 京都市

山口　徹 東京都 品川区 高松　弘貴 東京都 大田区

大内　裕人 東京都 世田谷区 西村　剛 静岡県 藤枝市

山本　優 大阪府 大阪市 小村　昭弘 神奈川県 足柄下郡

馬越　江平 東京都 千代田区 平松　綾子 千葉県 南房総市

岡本　孝義 福岡県 久留米市 梅川　徹 大阪府 大阪市

石川　勉 大阪府 富田林市 松本　貴司 東京都 杉並区

高橋　洋 東京都 中央区 綿引　誠 千葉県 千葉市

下田　大輔 大阪府 茨木市 木田　進太郎 神奈川県 横浜市

天神　雪乃 神奈川県 横浜市 向井　智香 岡山県 和気郡

山口　峻平 愛知県 西尾市 青龍　秀明 福岡県 福岡市

宮本　学 神奈川県 川崎市 三浦　誠吏 大阪府 豊中市

岩崎　武 東京都 練馬区 菱田　早苗 長野県 北佐久郡

布野　敏秋 島根県 出雲市 桐田　恵 広島県 広島市

三宅　正洋 大阪府 豊中市 川田　寛 神奈川県 横浜市

中村　亮 島根県 松江市 武藤　友希 千葉県 柏市

富永　義喜 熊本県 熊本市 松田　久永 鳥取県 米子市

湯浅　祥弘 兵庫県 神戸市 稲野　裕介 岩手県 北上市

駒田　智彦 兵庫県 西宮市 加藤　健祐 東京都 新宿区

川添　彩 東京都 渋谷区 池上　洋行 東京都 港区

高見　和徳 広島県 広島市 南　健太郎 長崎県 長崎市

石田　恒好 埼玉県 上尾市 永井　真弘 神奈川県 川崎市

阿部　克久 岩手県 盛岡市 森藤　哲章 奈良県 橿原市

※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。
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鈴木　善史 神奈川県 川崎市 斉藤　壮矢 宮城県 仙台市

小熊　一路 埼玉県 越谷市 大橋　彰久 岐阜県 各務原市

湯浅　忠幸 神奈川県 横浜市 建部　和則 大阪府 泉大津市

安田　昌弘 東京都 江戸川区 今岡　亮 東京都 江東区

高橋　幸嗣 静岡県 浜松市 植野　栄治 東京都 目黒区

星野　ヒサ 神奈川県 横浜市 冨士　孔太 東京都 江戸川区

粟田　和哉 東京都 世田谷区 大森　孝造 神奈川県 横浜市

金子　美恵子 神奈川県 横浜市 河野　康子 埼玉県 草加市

山崎　洋一郎 東京都 文京区 森田　建 大阪府 大阪市

佐々木　貴史 北海道 滝川市 内藤　伸彦 兵庫県 尼崎市

中村　利美 東京都 大田区 藤田　光武 静岡県 浜松市

前重　光男 広島県 広島市 安江　三幸 東京都 府中市

齋藤　雅俊 埼玉県 川口市 立原　慎太郎 東京都 港区

松原　俊 兵庫県 西宮市 出来尾　格 東京都 新宿区

新井　智志 東京都 渋谷区 菅沼　靖 大阪府 高槻市

遠藤　正雄 神奈川県 横浜市 藤原　吉元 広島県 広島市

亀井　正博 奈良県 大和郡 福島　信正 埼玉県 越谷市

村川　恵三 大阪府 東大阪市 武藤　学 新潟県 三条市

岩田　依里 岡山県 岡山市 山本　眞実 香川県 仲多度郡

出川　敬司 東京都 世田谷 武藤　幸子 東京都 江東区

吉田　耕 東京都 豊島区 中村　正人 大阪府 高石市

遠藤　庸恭 栃木県 宇都宮市 宮崎　優那 東京都 中野区

高宮　壮哲 栃木県 宇都宮市 岡本　靖一 高知県 高知市

米澤　美貴 東京都 足立区 古村　翔一 北海道 札幌市

大賀　修治 京都府 京都市 成田　妙子 愛知県 名古屋市

久保田　太輔 奈良県 生駒郡 井田　恭敬 東京都 武蔵野市

葛西　晋哉 東京都 江戸川区 森脇　寧子 東京都 渋谷区

江尻　仁太郎 福島県 いわき市 福井　泰信 大阪府 大阪市
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田中　勲 兵庫県 神戸市 有元　史明 東京都 練馬区

景山　久義 神奈川県 川崎市 白石　陽子 大阪府 東大阪市

佐藤　裕一 千葉県 松戸市 林　友子 東京都 港区

出川　航太 東京都 港区

阪部　法子 愛知県 清須市

古川　祐司 広島県 広島市

丸山　隆輔 福岡県 福岡市

丸山　敏子 福岡県 福岡市

浅田　健三 大阪府 大阪市


