
※順不同、敬称略

氏　名 金額（円） 氏　名 金額（円） 氏　名 金額（円）

長船　昭浩 50,000 庄司　拓郎 10,000 保立　允 氏名のみ

宮内　篤子 氏名のみ 荒木　猛司 20,000 鈴木　英司 20,000

新井　正男 氏名のみ 畠澤　守 氏名のみ 吉田　直史 氏名のみ

尾之上　晃朗 10,000 山本　梓 氏名のみ 小林　綾子 氏名のみ

中村　隆之 氏名のみ 小林　孝 50,000 小松　純 50,000

金澤　定男 氏名のみ 木村　英昭 100,000 貝森　公大 氏名のみ

守屋　春男 氏名のみ 高橋　賢一 50,000 齋藤　茂雄 100,000

柳谷　俊彦 氏名のみ 藤井　正男 60,000 箕浦　裕司 10,000

鎌田　顕司 20,000 鈴木　広一 100,000 酒井　康智 20,000

安藤　肇 20,000 西本　恵 氏名のみ 永島　真由美 氏名のみ

安藤　嘉子 20,000 佐々木　隆志 氏名のみ 三宅　了太 氏名のみ

高橋　尚志 10,000 三輪　光太郎 氏名のみ 平塚　和子 100,000

船田　剛玄 5,000 高橋　光貴 20,000 柿木　昭彦 10,000

宮崎　理江 氏名のみ 小高　芳久 氏名のみ 木村　綾香 10,000

西本　優花 氏名のみ 西本　恵 氏名のみ 福島　寛 20,000

大塚　憲 氏名のみ 長島　庸至 氏名のみ 平塚　一実 100,000

梅津　憲由 氏名のみ 永井　美穂 氏名のみ 小宮路　すえこ 100,000

小松　正明 50,000 山本　武志 30,000 竹中　陽一 氏名のみ

岡村　萌美 氏名のみ チャート出意人 氏名のみ 松下　弘樹 氏名のみ

阿部　豊 氏名のみ 船越　華江 氏名のみ 滝浦　和幸 氏名のみ

平山　善之 5,000 若林　利明 80,000 本多　浩 50,000

庭田　茂 5,000 村上　肇 氏名のみ 佐藤　秀一 100,000

原　和夫 10,000 荻原　健一郎 氏名のみ 千葉　一志 氏名のみ

阿部　正信 氏名のみ 高橋　良弘 20,000 西澤　陽子 氏名のみ

吉田　くみ子 氏名のみ 春日川　真寛 氏名のみ 長沼　宏介 50,000

橋爪　功次 氏名のみ 佐藤　晶彦 氏名のみ 秋山　敬輔 60,000

月野　典子 氏名のみ 梶原　耕一 60,000 松川　浩子 100,000

加藤　實 氏名のみ 山内　岳洋 100,000 山田　邦彦 100,000

西川　貴之 氏名のみ 金子　俊弘 5,000 鈴木　慎平 氏名のみ

松下　幸治郎 氏名のみ 阿部　真 氏名のみ 渡辺　信 50,000

徳田　博 50,000 神戸　正守 30,000 福田　都介 40,000

山本　琢人 20,000 瀧　康博 氏名のみ 林　智広 50,000

樋口　和之 氏名のみ 青木　裕司 氏名のみ 能登　信尚 氏名のみ

令和3年度女川町ふるさと応援寄附金状況

寄附件数 1,181件 寄附金額 19,679,000円

○寄附をいただいた方（R3.4～R4.3 ※匿名希望者除く）



氏　名 金額（円） 氏　名 金額（円） 氏　名 金額（円）

糸多　弘子 氏名のみ 斎藤　有紀子 氏名のみ 佐々木　千恵 20,000

宮本　保彦 氏名のみ
東京マイクロ㈱

久保　浩嗣 100,000 中村　剛 氏名のみ

木村　隆夫 50,000 長船　昭浩 50,000 齋藤　実 氏名のみ

高橋　伸夫 10,000
㈱星機械設計

星　照幸 250,000 堀部　京介 氏名のみ

春日川　覚 氏名のみ 村井　善郎 氏名のみ 大西　美江 5,000

千葉　隆一 100,000 福嶋　明 氏名のみ 高橋　正和 氏名のみ

浦井　耕 40,000 久枝　良雄 20,000 月村　修 20,000

後村　昌和 氏名のみ 千葉　大輔 100,000 本多　彰 氏名のみ

渡辺　勇 50,000 秋山　完幸 20,000 佐藤　晴彦 100,000

佐藤　正直 20,000 高橋　健治 氏名のみ 関口　正也 氏名のみ

東　利恵 氏名のみ 武藤　亨次 氏名のみ 川口　浩 氏名のみ

國枝　美佳 氏名のみ 田中　利恵子 氏名のみ 木幡　清子 氏名のみ

佐々木　潤 30,000 西山　玲央奈 氏名のみ 加藤　博己 氏名のみ

宮崎　佑一 5,000 春木　康輔 20,000 西口　健太郎 20,000

山口　卓也 5,000

<<　皆様からの温かいご支援、心より感謝申し上げます。　〉〉




