
五所川原市を応援してくださり、誠にありがとうございました。

【令和３年４月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージ

斉藤　匡司 様 神奈川県 川崎市高津区 12,000

小池　弘晃 様 栃木県 小山市 17,000

佐藤　清人 様 愛知県 名古屋市緑区 39,000

内山　尚幸 様 東京都 杉並区 15,000

吉本　圭志 様 東京都 練馬区 5,000

岡山　せつ 様 青森県 上北郡 408,000

南　雅一郎 様 神奈川県 足柄下郡 10,000

田野邉　幸裕 様 東京都 八王子市 16,000

大島　和巳 様 東京都 渋谷区 12,000

相馬　秀行 様 埼玉県 川越市 17,000

佐々木　邦明 様 愛知県
名古屋市名東
区

15,000 がんばれ五所川原市

河田　耕三 様 兵庫県 姫路市網干区 13,000

渡部　久美子 様 愛知県 刈谷市 15,000

嶋田　陽介 様 東京都 杉並区 10,000

植野　元 様 福島県 白河市 15,000

竹田　雅司 様 奈良県 生駒郡 10,000

工藤　葉子 様 東京都 葛飾区 14,000

須田　周次郎 様 新潟県 小千谷市 58,000

鷲田　康二 様 神奈川県 川崎市中原区 13,000 頑張ってください‼

操谷　友弘 様 香川県 高松市 13,000

菅野　直人 様 福岡県 福岡市城南区 20,000

今井　克己 様 沖縄県 国頭郡 13,000

荘司　守 様 東京都 墨田区 16,000

関　崇 様 兵庫県 明石市 10,000

窪田　隆広 様 千葉県 千葉市美浜区 17,000

疋田　博康 様 静岡県 静岡市葵区 10,000

ご住所
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藤本　哲也 様 京都府 向日市 10,000

鳴海　洸紀 様 千葉県 鎌ケ谷市 51,000

東　寛人 様 東京都 江東区 15,000

日暮　格 様 神奈川県 三浦郡 17,000

安藤　由明 様 愛知県
名古屋市瑞穂
区

153,000

安井　睦人 様 大阪府 八尾市 15,000

兎澤　隆一 様 神奈川県 鎌倉市 12,000

山崎　信幸 様 福島県 南相馬市 5,000

佐藤　龍 様 北海道 札幌市東区 15,000

森泉　侑香 様 東京都 江戸川区 14,000

佐原　正浩 様 東京都 中央区 5,000

井芹　愛美 様 千葉県 松戸市 17,000

加久　翔太朗 様 神奈川県 川崎市多摩区 24,000

竹下　英俊 様 福井県 福井市 15,000

仮元　幹雄 様 滋賀県 湖南市 16,000

丸田　靖生 様 神奈川県 横浜市青葉区 13,000

木曽　麻実 様 東京都 文京区 10,000

畠　純也 様 神奈川県 川崎市中原区 10,000

山本　貴彦 様 静岡県 袋井市神長 50,000

佐々木　好一 様 神奈川県 横浜市都筑区 15,000

川田　裕介 様 東京都 国分寺市 10,000

大槻　幸孝 様 東京都 江東区 14,000

岸田　慶子 様 福岡県
北九州市小倉
南区

16,000

山内　裕之 様 東京都 調布市 10,000

佐々木　隆志 様 埼玉県 越谷市 15,000

太田　靖士 様 東京都 港区 10,000
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杉　雄介 様 千葉県 千葉市稲毛区 14,000

小林　大 様 神奈川県 横浜市港北区 17,000

川上　花梨 様 東京都 江戸川区 10,000

内野　史也 様 大阪府 吹田市 10,000 コロナに負けずに頑張ってください。

松井　淳 様 東京都 渋谷区 18,000

米田　恵子 様 富山県 射水市 18,000

浜田　恵 様 佐賀県 佐賀市 15,000

木村　賢 様 埼玉県 川口市 10,000

湯川　真彰 様 千葉県 印西市 5,000

手塚　矢一 様 茨城県 水戸市 17,000

清水　保臣 様 大阪府 大阪市港区 10,000

高橋　久義 様 宮城県
仙台市宮城野
区

16,000

星野　健大 様 神奈川県 小田原市 51,000

渡部　久美子 様 愛知県 刈谷市 22,000

矢部　利治 様 長崎県 長崎市 15,000
コロナで公共交通機関は大変だと思いますので、こんな形で応援させ
てください！

天野　祐一郎 様 東京都 品川区 16,000

松村　泰樹 様 大阪府 吹田市 5,000

森田　直美 様 広島県 広島市佐伯区 18,000

山科　勝貴 様 京都府 京都市上京区 14,000

石黒　秀一 様 愛知県 豊明市 10,000

松岡　一雄 様 埼玉県 草加市 30,000

大野　武文 様 栃木県 宇都宮市 16,000

高田　永清 様 埼玉県
さいたま市浦
和区

90,000

石倉　利康 様 千葉県 松戸市 31,000

木村　茂 様 東京都 江東区 14,000

堀江　勇一 様 千葉県 旭市ニ 10,000
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菅原　勇二 様 東京都 八王子市 16,000

竹越　康治 様 神奈川県 藤沢市 30,000

知久　明義 様 茨城県 つくば市 12,000

有川　徹 様 千葉県 習志野市 16,000

松尾　洋 様 熊本県 熊本市東区 15,000

江川　美帆 様 大阪府 大阪市福島区 14,000

江川　美帆 様 大阪府 大阪市福島区 5,000

山田　春雄 様 東京都 世田谷区 1,000,000

藤條　紀男 様 大阪府 松原市三宅中 10,000 町の特色を出して発展を祈ります。

金子　剛 様 北海道 札幌市北区 17,000

山川　耕平 様 大阪府 和泉市 10,000

上林　いづみ 様 滋賀県 長浜市 16,000

花塚　直人 様 東京都 足立区 17,000

亀山　敏靖 様 愛知県 名古屋市東区 16,000

豊田　一郎 様 栃木県 那須塩原市 16,000

谷口　敏男 様 兵庫県 宍粟市 16,000

白石　陽子 様 大阪府 東大阪市 16,000

菊池　南帆 様 神奈川県 茅ヶ崎市 10,000

長　正治 様 東京都 杉並区 15,000

高田　洋平 様 静岡県 浜松市中区 15,000

草刈　佳祐 様 東京都 港区 13,000

石川　貴志 様 静岡県 三島市 15,000

中村　貴史 様 大阪府 茨木市 39,000

河合　美彦 様 岐阜県 加茂郡 15,000

米田　俊之 様 兵庫県 神戸市北区 13,000

篠田　裕太 様 東京都 国分寺市 17,000
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瀬戸　賢市 様 埼玉県 深谷市 14,000

實田　健 様 兵庫県 尼崎市 50,000

中村　英雄 様 宮城県 仙台市太白区 10,000

福田　春樹 様 神奈川県 横浜市港南区 10,000

大浜　英昭 様 広島県 福山市 15,000

篠崎　侑一 様 宮城県 仙台市青葉区 15,000

早川　有希子 様 兵庫県 明石市 15,000

宮尾　亜樹 様 東京都 武蔵野市 17,000

土井　貴志 様 兵庫県 西宮市 50,000

外処　一記 様 大阪府 豊中市 15,000

野宮　洋介 様 茨城県 土浦市 10,000

竹本　充志 様 静岡県 沼津市 14,000

Penkov　Michael 様 北海道 札幌市西区 18,000

芝田　隆宏 様 愛知県
名古屋市名東
区

17,000

金城　美津子 様 滋賀県 大津市穴太 10,000

篠田　裕太 様 東京都 国分寺市 17,000

中野　大輔 様 東京都 品川区 10,000

村田　憲一 様 山梨県 甲府市 14,000

山口　将武 様 東京都 台東区 13,000
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松本　浚嗣 様 愛知県
名古屋市昭和
区

16,000

松本　浚嗣 様 愛知県
名古屋市昭和
区

14,000

畠山　大樹 様 愛知県 名古屋市南区 17,000

松本　幸成 様 愛知県 豊川市 14,000

菊池　忍 様 青森県 青森市 10,000

島崎　敏 様 愛知県
名古屋市名東
区

120,000

松田　宏子 様 兵庫県 神戸市兵庫区 16,000

小林　弘明 様 東京都 板橋区 16,000

工藤　晶宣 様 千葉県 船橋市 31,000

山野内　穂高 様 広島県 広島市西区 10,000

奥田　卓司 様 兵庫県 姫路市 16,000

尾坂　匡隆 様 大阪府
大阪市阿倍野
区

10,000

石井　潤一 様 東京都 足立区 16,000

外川　良 様 東京都 港区 16,000

RATHORE　ARVINDKUMAR 様 東京都 江戸川区 16,000

伊藤　賢三 様 山口県 下関市 16,000

嶋田　和子 様 埼玉県 行田市 16,000

河杉　将志 様 兵庫県 神戸市灘区 10,000

渋谷　正 様 神奈川県 相模原市南区 16,000

堀木　義教 様 三重県 四日市市 16,000 青森のりんご大好きです！これからも応援します！

猿山　史朗 様 東京都 三鷹市 100,000

齋藤　善久 様 神奈川県 茅ヶ崎市 16,000

山口　一道 様 兵庫県 明石市 20,000

松橋　渉 様 神奈川県 横浜市旭区 17,000

下畑　翔 様 東京都 豊島区 14,000

下畑　翔 様 東京都 豊島区 17,000

ご住所
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江川　卓男 様 東京都 港区 10,000

川口　圭介 様 神奈川県
横浜市保土ケ
谷区

60,000

森　建太 様 千葉県 千葉市 17,000

荒木田　峻 様 埼玉県 志木市 30,000

大島　光雄 様 栃木県 佐野市 10,000

尾崎　大地 様 神奈川県 川崎市宮前区 12,000

浜田　洋次 様 埼玉県
さいたま市北
区

10,000

荒井　進 様 静岡県 静岡市葵区 15,000

荒井　進 様 静岡県 静岡市葵区 15,000

荒井　進 様 静岡県 静岡市葵区 15,000

保永　利彦 様 埼玉県 川口市 15,000 コロナに負けず頑張れ

児島　好夫 様 岡山県 倉敷市 13,000

木村　敏治 様 埼玉県
さいたま市西
区

204,000

大村　彬 様 東京都 町田市 17,000

櫛引　大介 様 東京都 三鷹市 20,000

萩原　和典 様 千葉県 市川市 14,000

近藤　晶 様 愛知県 岡崎市 5,000

柄澤　健一 様 東京都 立川市 14,000

其田　紳 様 神奈川県 川崎市中原区 8,000

金野　雄紀 様 神奈川県 横浜市鶴見区 22,000

西山　千春 様 兵庫県 尼崎市 15,000

今井　宏子 様 東京都 港区 13,000

木本　卓也 様 神奈川県 横浜市鶴見区 14,000

梅山　良介 様 東京都 福生市 48,000

杉山　正己 様 東京都 杉並区 16,000

坂本　光 様 静岡県 御殿場市 16,000
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松井　淳 様 東京都 渋谷区 13,000

綿引　守 様 兵庫県 姫路市 20,000

藤井　一憲 様 兵庫県 加東市 12,000

露木　隆夫 様 神奈川県 横浜市金沢区 14,000

青嶋　香奈子 様 愛知県 北名古屋市 15,000

武田　康宏 様 千葉県 船橋市 50,000

渡部　久美子 様 愛知県 刈谷市 20,000

藤田　久夫 様 岐阜県 美濃加茂市 16,000

金子　英之 様 愛知県
名古屋市千種
区

5,000

大平　孝道 様 愛知県 岡崎市 50,000

高瀬　俊雄 様 東京都 江東区 5,000

佐々木　宏之 様 千葉県 船橋市 16,000

金室　貴久 様 東京都 板橋区 5,000

河合　祐樹 様 東京都 小平市 10,000

長尾　典生 様 北海道 札幌市北区 10,000

木村　公宣 様 埼玉県
さいたま市中
央区

12,000

渡辺　剛 様 東京都 墨田区 10,000

小川名　駿 様 神奈川県 横浜市旭区 5,000

谷口　慎二 様 岡山県 倉敷市 50,000

後藤　邦彦 様 熊本県 熊本市南区 10,000

五十嵐　秀男 様 東京都 江戸川区 14,000

長井　将夫 様 大阪府 大阪市西区 17,000

万井　真理子 様 大阪府
大阪市東淀川
区

16,000 いつも美味しいりんご楽しみです

依田　祐輔 様 栃木県 宇都宮市 12,000

小俣　仁宰 様 神奈川県 横浜市港南区 156,000

松岡　聡 様 兵庫県 西宮市 14,000
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水口　麻衣子 様 東京都 中央区 17,000

石黒　祥子 様 茨城県 稲敷郡 15,000

鷲田　康二 様 神奈川県 川崎市中原区 16,000 頑張ってください！

寺沢　愛 様 神奈川県 藤沢市 14,000

楢井　康則 様 三重県 松阪市 15,000 コロナ終息後、また行きたい！

問田　宗寿 様 岡山県 浅口市 18,000

綿引　守 様 兵庫県 姫路市 18,000

胡　景宇 様 東京都 足立区 16,000

福田　和代 様 東京都 足立区 16,000

荒川　孝之 様 愛知県 名古屋市港区 14,000

粂川　貴史 様 埼玉県
さいたま市大
宮区

50,000

畑　正也 様 神奈川県 横浜市港南区 15,000

竹内　泰子 様 千葉県 浦安市 30,000

土岐　松雄 様 東京都 杉並区 13,000

佐藤　武則 様 神奈川県 横須賀市 11,000

藤本　豊久 様 大阪府 大阪市東成区 10,000

柳川　美樹 様 埼玉県 春日部市 17,000

山本　善之 様 東京都 八王子市 15,000

横手　南海 様 東京都 杉並区 10,000

池之上　貴志 様 京都府 京都市北区 50,000

日暮　格 様 神奈川県 三浦郡 17,000

南　勝芳 様 富山県 射水市 15,000

坂口　弘訓 様 千葉県 船橋市 13,000

小川　哲史 様 大阪府 大阪市中央区 10,000

塩崎　健造 様 埼玉県 鶴ヶ島市 10,000

西口　哲矢 様 愛知県 日進市 30,000

※ふるさと納税をお申込みいただく際に、公表に同意していただいた情報を掲載しています。 9/18



五所川原市を応援してくださり、誠にありがとうございました。

【令和３年５月１日～３１日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

工藤　紀久雄 様 岩手県 盛岡市 17,000

持田　安行 様 島根県 松江市 17,000

天野　祐一郎 様 東京都 品川区 16,000

松田　邦彦 様 兵庫県 神戸市東灘区 10,000

飯沼　雅和 様 埼玉県 富士見市 10,000

葛西　敬子 様 福岡県 福岡市中央区 14,000

益田　伸一 様 大阪府 摂津市 18,000

長谷井　慎也 様 東京都 三鷹市 12,000

飯野　好明 様 埼玉県 川越市 14,000

常松　泰久 様 島根県 出雲市 12,000

岸　正和 様 奈良県 香芝市 11,000

中村　元丸 様 埼玉県 飯能市 10,000

大城戸　雅裕 様 愛知県 名古屋市中区 50,000

大畠　卓 様 北海道 札幌市清田区 12,000

小川　郁弥 様 東京都 大田区 10,000

鷲田　康二 様 神奈川県 川崎市中原区 13,000 頑張ってください！

下重　利雄 様 埼玉県 加須市 13,000

西村　直彦 様 千葉県 木更津市 16,000

松井　淳 様 東京都 渋谷区 13,000

中嶋　健志 様 神奈川県 小田原市 15,000

浦田　沢美 様 京都府 亀岡市 10,000

木村　将章 様 大阪府 堺市北区 17,000

松本　進太郎 様 大阪府
大阪市阿倍野
区

10,000

増田　秀穂 様 埼玉県 吉川市 17,000

井上　香織 様 東京都 世田谷区 17,000

武尾　淳 様 神奈川県 横須賀市 18,000

※ふるさと納税をお申込みいただく際に、公表に同意していただいた情報を掲載しています。 10/18



五所川原市を応援してくださり、誠にありがとうございました。

【令和３年６月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージ

田崎　輝代 様 東京都 足立区 14,000

山野　博覧 様 東京都 大田区 12,000

宮崎　利光 様 静岡県 下田市 102,000

荒井　雅之 様 群馬県 太田市 17,000

山本　博一 様 東京都 大田区 14,000

松本　大輔 様 福岡県 福岡市南区 20,000

坂本　光 様 静岡県 御殿場市 16,000

佐藤　智道 様 千葉県 船橋市藤原 78,000

小川　一成 様 長崎県 対馬市 20,000

古川　浩三 様 大阪府
大阪市天王寺
区

11,000

木戸　円 様 東京都 練馬区 5,000

樫　亮也 様 東京都 江東区 17,000

米田　俊之 様 兵庫県 神戸市北区 13,000

石井　完 様 青森県 青森市 39,000

川村　晃大 様 和歌山県 新宮市 17,000

米山　晴貴 様 山梨県 上野原市 10,000

朝日藤　寿一 様 新潟県 新潟市中央区 5,000

西田　歩美 様 東京都 中央区 10,000

齋藤　憲吾 様 北海道 函館市 11,000

山下　裕二 様 大阪府 堺市堺区 30,000

白川　節子 様 大阪府 大阪市福島区 13,000

明賀　伊織 様 東京都 文京区 16,000

川口　明彦 様 神奈川県 横浜市瀬谷区 17,000

木本　卓也 様 神奈川県 横浜市鶴見区 13,000

立根　圭祐 様 山口県 周南市 11,000

西村　あゆみ 様 山形県 長井市 10,000

ご住所
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五所川原市を応援してくださり、誠にありがとうございました。

【令和３年６月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

西村　速人 様 山形県 長井市 10,000

木佐木　高士 様 神奈川県 横浜市港南区 14,000

亀田　智弘 様 愛知県
名古屋市中川
区

14,000

服部　正典 様 三重県 四日市市 15,000

菊地　弥栄子 様 北海道 札幌市 14,000

上野　真吾 様 福井県 敦賀市 15,000

越智　加奈子 様 大阪府 松原市 11,000

駒井　智圭 様 埼玉県 入間市 14,000

上田　達郎 様 東京都 墨田区 17,000

小田桐　香菜子 様 宮城県 仙台市青葉区 13,000

加茂　久代 様 北海道 札幌市南区 15,000

荘司　貴一 様 神奈川県 小田原市 100,000

中林　儀光 様 兵庫県 神戸市須磨区 50,000

松本　研吾 様 東京都 西東京市 10,000

山田　理紗 様 千葉県 船橋市 10,000

澤　健男 様 神奈川県 小田原市 10,000

森本　勝也 様 東京都 江戸川区 31,000

竹田　敏博 様 埼玉県 川口市 26,000

清水　浩 様 神奈川県
相模原市中央
区

13,000

北野　光洋 様 千葉県 習志野市 60,000

佐野　裕一 様 沖縄県 那覇市 10,000 お互いコロナに打ち勝ちましょう。

長谷川　晃美 様 栃木県 足利市 15,000

小島　正裕 様 東京都 品川区 14,000

朝比奈　泰邦 様 東京都 新宿区 15,000 コロナ禍で問題山積でしょうが、頑張ってください。

鷲田　康二 様 神奈川県 川崎市中原区 16,000 頑張ってください！

小山　喜康 様 宮城県 仙台市青葉区 17,000

※ふるさと納税をお申込みいただく際に、公表に同意していただいた情報を掲載しています。 12/18



五所川原市を応援してくださり、誠にありがとうございました。

【令和３年６月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

三田　諒 様 東京都 中野区 14,000

大友　彩友美 様 茨城県 高萩市 15,000

西尾　太一 様 大阪府 八尾市 10,000

山口　智行 様 東京都 西東京市 15,000

桶田　貴夫 様 兵庫県 神戸市垂水区 17,000

小山　勇人 様 大阪府 堺市堺区 17,000

朝田　憲二 様 広島県
広島市安佐南
区

36,000

馬渕　昌子 様 北海道 札幌市東区 17,000

原田　悠作 様 東京都 品川区 30,000

高杉　直佑 様 東京都 練馬区 5,000

尾崎　英幸 様 岐阜県 関市 14,000

吉川　嘉彦 様 滋賀県 東近江市 15,000

綿屋　実早樹 様 富山県 滑川市 14,000

池田　壮一郎 様 東京都 豊島区 10,000

高井　俊一 様 石川県 かほく市 15,000

裏　晃 様 埼玉県 越谷市 13,000

坂本　光 様 静岡県 御殿場市 20,000

牧野　新也 様 大分県 大分市 17,000

大久保　聡 様 大阪府 吹田市 15,000

富沢　健二 様 大阪府 堺市美原区 17,000

大石　天平 様 千葉県 千葉市中央区 5,000

廣江　亮 様 東京都 府中市 10,000

青山　薫 様 京都府 京都市伏見区 15,000

米田　康二 様 愛知県
名古屋市名東
区

10,000

南部　美智代 様 大阪府 大阪狭山市 60,000

船場　保志 様 茨城県 つくば市 17,000

※ふるさと納税をお申込みいただく際に、公表に同意していただいた情報を掲載しています。 13/18



五所川原市を応援してくださり、誠にありがとうございました。

【令和３年６月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

桑原　秀樹 様 東京都 杉並区 16,000

高橋　国三 様 福岡県 那珂川市 12,000

金子　善典 様 埼玉県 戸田市 14,000

正村　光市 様 東京都 町田市 50,000

三原　聖子 様 大阪府 富田林市 15,000

髙田　育浩 様 埼玉県 川口市 31,000

松井　淳 様 東京都 渋谷区 13,000

福島　薫 様 東京都 北区 10,000

山本　千尋 様 埼玉県 所沢市 10,000

長崎　明 様 神奈川県 横浜市緑区 5,000
会社の同期に当地出身者がいて、以前より気になっておりました。
立佞武多の迫力を是非目の当たりにしたいと思ってます。

竹内　和正 様 兵庫県 神戸市西区 15,000

高田　繕寿 様 埼玉県 蕨市 30,000

千葉　成就 様 東京都 中野区 10,000

章　偉 様 京都府 京都市下京区 50,000

伊藤　亮介 様 京都府 京都市右京区 14,000

森　剛律 様 大阪府 大阪市鶴見区 12,000

花塚　直人 様 東京都 足立区 30,000

石塚　裕子 様 埼玉県 鴻巣市 14,000

青山　郁雄 様 徳島県 徳島市 14,000

梁　恩禎 様 東京都 江戸川区 10,000

河田　耕三 様 兵庫県 姫路市網干区 14,000

齊藤　ひとみ 様 東京都 西東京市 14,000

笠原　芳高 様 群馬県 伊勢崎市 15,000

鷲田　康二 様 神奈川県 川崎市中原区 16,000 頑張ってください！

山田　榮二 様 東京都 世田谷区 15,000

小林　和子 様 東京都 中野区 15,000

※ふるさと納税をお申込みいただく際に、公表に同意していただいた情報を掲載しています。 14/18



五所川原市を応援してくださり、誠にありがとうございました。

【令和３年６月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

重政　地男 様 兵庫県 芦屋市 14,000

金子　拓矢 様 愛知県
富山県 高岡
市

14,000

山内　暢枝 様 千葉県 松戸市 10,000

堀江　実祈也 様 東京都 町田市 14,000

伊藤　治正 様 大阪府
大阪市阿倍野
区

10,000

岩川　佳央理 様 青森県 青森市 17,000

齋藤　善久 様 神奈川県 茅ヶ崎市 16,000

菊地　実 様 千葉県 船橋市 46,000

平野　卓 様 埼玉県 北葛飾郡 15,000

中野　大輔 様 東京都 品川区 10,000

田中　佐和子 様 東京都 中野区 30,000 立ちねぶた楽しみにしています

青木　慎史 様 東京都 港区 10,000

加藤　和義 様 神奈川県 横浜市港北区 13,000

植松　良有 様 北海道 釧路市 14,000

枋木　正 様 青森県 上北郡 17,000

田母神　明子 様 神奈川県 藤沢市 13,000

高田　緑 様 千葉県 流山市 13,000

先城　実 様 広島県 福山市 14,000

大木　聡 様 神奈川県 横浜市泉区 100,000

佐藤　龍 様 北海道 札幌市東区 13,000

前田　佳織 様 愛媛県 松山市 15,000

青山　伸一 様 大阪府
大阪市東住吉
区

14,000

吉田　晃徳 様 東京都 町田市 15,000

真浦　翔 様 長崎県 大村市 17,000

延　康之 様 大阪府 高石市 14,000

小堺　泉二 様 愛知県 西尾市 14,000

※ふるさと納税をお申込みいただく際に、公表に同意していただいた情報を掲載しています。 15/18



五所川原市を応援してくださり、誠にありがとうございました。

【令和３年６月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

佐竹　杏奈 様 東京都 練馬区 14,000
勇壮な立佞武多は感動的でした。その時に食べたメロンもとても美味
しく又食べたいと思って寄付しました。

永田　暖子 様 福岡県
北九州市若松
区

12,000

山内　将司 様 千葉県 印西市 17,000

吉田　千恵子 様 岩手県 盛岡市 15,000

大澤　嘉幸 様 愛知県 豊田市 14,000

池田　太久 様 東京都 板橋区 15,000 いつもありがとうございます。よろしくお願いします。

前田　愛 様 兵庫県 尼崎市 17,000

上前　美紀 様 東京都 三鷹市 10,000

藤崎　泰三 様 大阪府 茨木市 16,000

澤　健男 様 神奈川県 小田原市 30,000

羽鳥　敏雄 様 埼玉県 鴻巣市 15,000

恵　勇介 様 宮崎県 宮崎市 14,000

黒岩　創 様 北海道 札幌市中央区 13,000

米田　俊之 様 兵庫県 神戸市北区 13,000

工藤　範子 様 千葉県 千葉市稲毛区 14,000

原子　慶太 様 東京都 江東区 17,000

松原　圭子 様 東京都 品川区 10,000

楯野　陽子 様 千葉県 松戸市 18,000

倉田　愛代 様 福井県 越前市 13,000
中学生のときから太宰治が大好きで、やっとふるさと納税で五所川原
市へ寄付することができました。斜陽館は憧れの場所です。訪れる日
が来るまで、ぜひ大切に維持されることを願っています。

佐藤　元則 様 山梨県 北杜市 14,000

星　龍登 様 埼玉県 志木市 102,000

野村　純 様 東京都 西東京市 13,000

宍戸　弘明 様 神奈川県 川崎市川崎区 13,000

福田　雅祐 様 茨城県 稲敷郡 14,000

加藤　直樹 様 新潟県 新潟市中央区 13,000

※ふるさと納税をお申込みいただく際に、公表に同意していただいた情報を掲載しています。 16/18



五所川原市を応援してくださり、誠にありがとうございました。

【令和３年６月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

松尾　泰和 様 京都府 京都市西京区 18,000

吉野　倫 様 広島県 広島市西区 15,000

※ふるさと納税をお申込みいただく際に、公表に同意していただいた情報を掲載しています。 17/18



五所川原市を応援してくださり、誠にありがとうございました。

【令和３年４月１日～６月３０日】

・ 来年の立佞武多の開催を楽しみにしますので新型コロナ対策に頑張ってください。

・ 美味しいリンゴお願いします。頑張ってください。

・
コロナで全国的に厳しい状況が続きます。市の皆様お元気でお過ごしください。美味しいメロン楽しみにしていま
す。

・ 立佞武多の館に訪問して感動しました！

・ 津軽鉄道の応援をお願いします

・ コロナに負けず頑張りましょう！

・
コロナ禍で私どもも、仕事が激減し無収入になってしまいました。
こんな時こそ、お互いが思いやる心を持ち、助け合いが必要だとおもいます。少額の寄付ですが五所川原町のお役
に立てば幸いです。

・ いつも美味しいリンゴありがとうございます。応援していますので、これからも頑張って下さい。

・ 初めての青天の霹靂、楽しみです。

・ 応援しています。

・ みんなで頑張りましょう！

・ 頑張ってください！

・
美しい五所川原市の自然をそのままに、後世に伝える事。
ふるさと納税で応援します。

・
5月にリンゴ16㎏を送っていただきました。この時期にリンゴを食べられることに感謝です。ありがとうございま
す。

※ふるさと納税をお申し込みいただく際に、メッセージの公表のみに同意していただいた皆様からの応援の言葉を掲載し
ています。 18/18


