
※順不同、敬称略

氏　名 金額（円） 氏　名 金額（円） 氏　名 金額（円）

佐藤　晴彦 氏名のみ 前田　純子 氏名のみ 鎌田　顕司 20,000

長船　昭浩 50,000 岸本　邦子 氏名のみ 古谷　真弓 氏名のみ

中西　俊泰 20,000 伊藤　宏隆 氏名のみ 加藤　良助 20,000

庄子　幹雄 300,000 藤田　高正 50,000 新井　正男 氏名のみ

守屋　春男 氏名のみ 服部　正一 50,000 鶴田　恭平 50,000

高橋　尚志 10,000 庭田　茂 5,000 安藤　肇 20,000

安藤　嘉子 20,000 山村　茂和 氏名のみ 尾之上　晃朗 10,000

毛利　勇男 氏名のみ 平塚　和子 300,000 土井　和彦 50,000

吉原　徹 10,000 加藤　功 氏名のみ 原　和夫 10,000

加藤　實 氏名のみ 佐藤　晶彦 氏名のみ 久保田　佑 50,000

宮本　朋美 氏名のみ 橋爪　功次 120,000 小林　晶 20,000

甲田　宏喜 5,000 春日川　真寛 氏名のみ 西川　貴之 氏名のみ

金澤　亜沙美 20,000 鈴木　広一 100,000 永松　弘充 氏名のみ

樋口　和之 氏名のみ 岡田　雅史 氏名のみ 佐久間　康彰 40,000

椙田　俊幸 20,000 西本　恵 50,000 荒木　猛司 30,000

久保田　祐子 10,000 関口　正也 氏名のみ 庄子　拓郎 5,000

梶原　耕一 氏名のみ 古舘　陽 20,000 武藤　亨次 氏名のみ

木村　英昭 100,000 渡辺　尊紀 10,000 志村　学 氏名のみ

川崎　巌 氏名のみ 藤井　正男 氏名のみ 阿部真 20,000

鹿田　真智子 20,000 福嶋　明 20,000 青木　猛 氏名のみ

原田　尚紀 氏名のみ 石川　純一 氏名のみ 鈴木　孝紀 100,000

黒崎　有希子 氏名のみ 川原　敬浩 氏名のみ 和田　篤郎 氏名のみ

佐々木　千恵 氏名のみ 千葉　一志 氏名のみ 渡部　卓 氏名のみ

木幡　清子 氏名のみ 江原　信雄 100,000 吉田　清 80,000

佐々木　隆史 氏名のみ 佐藤三夫 15,000 小島　康夫 10,000

高橋　健治 氏名のみ 梶原　恵 10,000 平塚　一実 100,000

竹中　陽一 氏名のみ 川口　浩 氏名のみ 宮原　真 30,000

天笠　ひろ美 氏名のみ 小宮路　すえこ 100,000 愛内　実治 20,000

中野　篤史 氏名のみ 春木　康輔 20,000 工藤　尚樹 20,000

川添　茂樹 氏名のみ 中野　謙一 150,000 保坂　秀平 20,000

吉田　くみこ 20,000 糸多　弘子 氏名のみ 福田　都介 30,000

令和２年度女川町ふるさと応援寄附金状況

寄附件数 611 寄附金額 16,056,500円

○寄附をいただいた方（R2.4～R3.3 ※匿名希望者除く）



氏　名 金額（円） 氏　名 金額（円） 氏　名 金額（円）

平　和広 30,000 工藤　隆史 氏名のみ 本多　浩 50,000

高橋　幸聖 氏名のみ 千葉　隆一 氏名のみ 藤井　康史 50,000

西谷　克樹 氏名のみ 小谷　陽 氏名のみ 佐久間　潤 20,000

浦井　耕 氏名のみ 高橋　武一 20,000 山崎　繭加 20,000

福島　寛 20,000 後村　昌和 氏名のみ 高橋　新太郎 氏名のみ

藤井　淳子 氏名のみ 天正　悠樹 10,000 小高　芳久 氏名のみ

尼子　剛志 氏名のみ 金子　俊弘 10,000 宮本　保彦 氏名のみ

山口　卓也 氏名のみ 高橋　伸夫 氏名のみ 寺澤　義勇 氏名のみ

高寺　雅子 20,000 箕浦　裕司 20,000 堀部　京介 氏名のみ

大西　美江 5,000 小関　智宏 20,000 古谷　真弓 氏名のみ

小田　直樹 氏名のみ 浦井　耕 20,000 佐々木　康代 10,000

中村　義之 5,000 高辻　将行 氏名のみ 小田　直樹 氏名のみ

古谷　真弓 氏名のみ 浦井　耕 20,000 外山　雅一 10,000

庄子　幹雄 氏名のみ 古谷　真弓 氏名のみ
東京マイクロ株

式会社
100,000

冨田　道也 10,000 佐藤　晴彦 100,000 三浦　悟 20,000

伊藤　富雄 200,000 有賀　隆志 30,000 大島　喜世 10,000

上谷　麻希 氏名のみ

<<　皆様からの温かいご支援、心より感謝申し上げます。　〉〉


