
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す。

【令和３年７月１日～３１日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージ

新井　亮祐 様 埼玉県 さいたま市 10,000

藤田　久夫 様 岐阜県 美濃加茂市 16,000

青木　郁美 様 大阪府 東大阪市 13,000

薮本　仁 様 兵庫県 神戸市 14,000

小柳　尚人 様 東京都 墨田区 15,000

上岡　貴士 様 大阪府 吹田市 15,000

佐々木　好一 様 神奈川県 横浜市 30,000

金田　祥次 様 大阪府 大阪市 51,000

小形　敏彦 様 東京都 墨田区 51,000

鈴木　英太郎 様 神奈川県 横浜市 16,000

小柳　雅史 様 佐賀県 唐津市 13,000

黒川　直也 様 東京都 港区 17,000

浅井　康博 様 愛知県 名古屋市 50,000

三好　斉昭 様 埼玉県 春日部市 30,000

横山　大悟 様 大阪府 高槻市 12,000

山下　忠志 様 神奈川県 横浜市 15,000

水谷　真也 様 愛知県 春日井市 60,000

山口　淳 様 和歌山県 橋本市 13,000

山口　敏生 様 兵庫県 神戸市 15,000

三上　香 様 千葉県 船橋市 11,000

中島　篤史 様 群馬県 邑楽郡 15,000

牟田　はるみ 様 北海道 釧路市 8,000

高島　理広 様 埼玉県 さいたま市 13,000

浦野　みすぎ 様 愛知県 豊田市 120,000

吉田　優介 様 東京都 町田市 10,000

神田　勝尾 様 千葉県 習志野市 10,000

ご住所
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遠藤　彰 様 東京都 練馬区 12,000

原　章郎 様 長野県 松本市 12,000

松吉　津蘭紗 様 大阪府 堺市 15,000

IM　CHI KUAN 様 東京都 江東区 13,000

佐藤　芳美 様 茨城県 石岡市 13,000

小林　俊夫 様 茨城県 つくば市 17,000

奥野　高明 様 滋賀県 湖南市 14,000

小栗　太造 様 秋田県 秋田市 15,000

石原　亜紀子 様 鳥取県 米子市 15,000

兎澤　隆一 様 神奈川県 鎌倉市 11,000

草野　浩平 様 北海道 札幌市 15,000

黒澤　進 様 埼玉県 草加市 13,000

神　路追人 様 北海道 釧路市 14,000

PARK　GIWON 様 東京都 板橋区 13,000

佐藤　慧 様 埼玉県 新座市 15,000

太田　空我 様 大分県 玖珠郡 18,000

森山　浩志 様 愛知県 岩倉市 15,000

楠本　弓枝 様 東京都 荒川区 16,000

中代　明美 様 神奈川県 厚木市 13,000

何度かお邪魔しています。毎年リンゴをお礼の品でいただいています。
みずみずしくて美味しいです。他の自治体の返礼品でもリンゴをお願い
したことがありますが、ここのが一番美味しいのでリピートしていま
す。

古本　安奈 様 大阪府 大阪市 13,000

松野　恭子 様 東京都 豊島区 10,000

浅子　陽一 様 埼玉県 さいたま市 78,000

佐賀　広 様 大阪府 大阪市 14,000

渡部　龍 様 東京都 墨田区 13,000

江川　卓男 様 東京都 港区 10,000
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伊藤　香緒里 様 三重県 四日市市 13,000

田村　良一 様 東京都 中央区 15,000

豊田　成 様 大阪府 寝屋川市 31,000

鷲田　康二 様 神奈川県 川崎市 16,000

橋本　雅晶 様 福岡県 小郡市 14,000

藤田　宗英 様 兵庫県 神戸市 14,000

山上　博之 様 東京都 文京区 14,000

川村　大地 様 東京都 品川区 13,000

福岡　正純 様 東京都 江東区 14,000

須永　康夫 様 群馬県 前橋市 15,000 ふるさと納税で応援しています

蒲池　史郎 様 東京都 武蔵野市 120,000 コロナに負けずに、子供たちの未来に役立ててください。

高島　健人 様 埼玉県 ふじみ野市 30,000

叶　欣 様 東京都 中野区 16,000

板倉　俊介 様 広島県 広島市 14,000

鷲津　加寿明 様 愛知県 東海市 12,000

樋田　史朗 様 神奈川県 横浜市 28,000

山本　礼子 様 兵庫県 佐用郡 13,000

岡田　航三 様 東京都 練馬区 13,000

武藤　晃 様 千葉県 千葉市 13,000

藤井　義昭 様 大阪府 八尾市 51,000

川上　健次郎 様 大阪府 堺市 13,000

石田　健太郎 様 東京都 北区 90,000

藤矢　悠馬 様 北海道 旭川市 10,000

白井　豪 様 大阪府 藤井寺市 14,000

古谷　知広 様 山口県 山口市 15,000

篠田　宏史 様 岐阜県 本巣市 15,000
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岡村　一郎 様 兵庫県 西宮市 16,000

大野　貢嗣 様 埼玉県 川口市 30,000

田村　宣裕 様 大阪府 高槻市 14,000

東山　昌平 様 東京都 昭島市 14,000

蒲野　盛孝 様 大阪府 大阪市 12,000

木村　義熙 様 宮城県 仙台市 14,000

西澤　泰造 様 大阪府 大阪市 15,000

村田　麻子 様 東京都 豊島区 14,000

水畑　健吾 様 広島県 広島市 14,000

岩谷　拓磨 様 東京都 北区 15,000

藤原　茂晴 様 東京都 文京区 15,000

金沢　将久 様 兵庫県 神戸市 17,000

田中　靖志 様 埼玉県 さいたま市 15,000

武富　龍一郎 様 埼玉県 さいたま市 15,000

小川　正徳 様 愛知県 名古屋市 14,000

高田　真乃介 様 静岡県 沼津市 10,000

森田　啓三 様 兵庫県 神戸市 51,000

石澤　宗幸 様 群馬県 佐波郡 13,000

高橋　智之 様 東京都 杉並区 14,000

榮　寛人 様 鹿児島県 薩摩川内市 15,000

松井　淳 様 東京都 渋谷区 16,000

林　俊成 様 埼玉県 北葛飾郡 28,000

佐藤　雄一 様 埼玉県 さいたま市 12,000

渡部　志織 様 神奈川県 海老名市 14,000

今泉　正之 様 愛知県 半田市 15,000

野崎　康仁 様 大分県 中津市 9,000
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尾崎　直人 様 神奈川県 横浜市 42,000

本江　薫 様 大阪府 泉佐野市 13,000

星　光 様 東京都 墨田区 14,000

木村　由紀子 様 東京都 練馬区 10,000

一ノ瀬　康浩 様 神奈川県 伊勢原市 24,000

高齢の祖母をはじめ、五所川原市・青森の皆様の生活に微力ではありま
すが役立てて頂ければ幸いです。
医療・福祉に携わる者として皆様が健康で過ごせる事、それを支えるイ
ンフラ・祭事などにご活用頂きたいかと思います。
幼少期に祖父と訪れたアーケード街、祖母のメガネを買いに行ったエル
ム、息子と楽しんだ立佞武多、五所川原市・青森県の発展を心からお祈
り申し上げます。

今泉　正之 様 愛知県 半田市 11,000

金高　幸代 様 埼玉県 川口市 15,000

荒木　秀治 様 神奈川県 横浜市 15,000

山本　英樹 様 静岡県 静岡市 14,000

小崎　勝生 様 大阪府 高槻市 31,000

五十嵐　耕三 様 神奈川県 横浜市 14,000

岡　裕規 様 岡山県 総社市 12,000

赤瀬　允子 様 岡山県 浅口郡 14,000

沼田　知樹 様 千葉県 千葉県市 16,000

横山　健太郎 様 富山県 黒部市 15,000

大橋　健二 様 福島県 郡山市 12,000

野村　幸男 様 茨城県 水戸市 15,000

坂本　聡 様 東京都 東村山市 9,000 ストーブ列車を残してもらいたい

信太　裕 様 神奈川県 横浜市 14,000

定行　康子 様 福岡県 北九州市 14,000

一瀬　範絵 様 東京都 三鷹市 14,000

大高　弘士 様 神奈川県 横浜市 10,000

金子　武男 様 神奈川県 海老名市 13,000

山崎　健 様 東京都 目黒区 15,000
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川原　祐華 様 京都府 京都市 15,000

中野　秀彦 様 大阪府 東大阪市 15,000

川村　幸嗣 様 神奈川県 川崎市 18,000

川口　栄二 様 大阪府 岸和田市 28,000

松田　祐一 様 神奈川県 横浜市 14,000

中尾　義幸 様 福岡県 久留米市 13,000

赤間　秀 様 宮城県 仙台市 16,000

古川　陽子 様 東京都 江東区 14,000

亀井　智子 様 香川県 高松市 14,000

小泉　哲生 様 神奈川県 三浦郡 10,000

渡邊　広幸 様 東京都 町田市 120,000

永原　佳和 様 東京都 品川区 18,000

大脇　倫晶 様 岐阜県 大垣市 13,000

鷲田　康二 様 神奈川県 川崎市 16,000
頑張ってください❣

星川　吉徳 様 福島県 相馬市 12,000

大西　誠 様 東京都 世田谷区 11,000

小川　哲史 様 大阪府 大阪市 20,000

穂積　克彦 様 福島県 福島市 14,000

橋本　翔平 様 福岡県 朝倉郡 14,000

秋山　誉寛 様 東京都 文京区 10,000

高瀬　章弘 様 福岡県 福岡市 14,000

程　金政 様 新潟県 胎内市 13,000

程　金政 様 新潟県 胎内市 12,000

荒井　雅之 様 群馬県 太田市 17,000

磯部　友志 様 北海道 釧路市 17,000

西本　大輔 様 東京都 東大和市 14,000
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川端　信之 様 東京都 目黒区 15,000

荒牧　卓磨 様 埼玉県 和光市 17,000

森本　健一 様 東京都 東久留米市 14,000

阪上　光弘 様 兵庫県 宝塚市 13,000

菊地　祐貴 様 青森県 弘前市 17,000

大崎　雄太 様 東京都 世田谷区 13,000

高橋　秀太 様 神奈川県 川崎市 17,000

大澤　崇生 様 東京都 江東区 16,000

浅井　枝利果 様 長野県 千曲市 10,000

西　洋三 様 神奈川県 平塚市 16,000

原田　直美 様 愛知県 岩倉市 13,000

羽田　智則 様 岡山県 倉敷市 12,000

矢田　浩二 様 静岡県 伊豆の国市 13,000

清水　啓見 様 千葉県 市川市 14,000

橋本　雅晶 様 福岡県 小郡市 14,000

有澤　文夫 様 群馬県 高崎市 17,000

齋藤　拓巳 様 東京都 墨田区 30,000

阿久津　聡 様 神奈川県 横浜市 12,000

佐々木　和也 様 埼玉県 北葛飾郡 14,000

小田桐　隆司 様 神奈川県 横浜市 51,000

渡部　健 様 秋田県 秋田市 17,000

山内　茂 様 東京都 世田谷区 14,000

中川　秀一 様 山口県 下関市 14,000

皆川　洋美 様 北海道 札幌市 11,000

篠崎　聡 様 栃木県 宇都宮市 17,000

黒石　学 様 埼玉県 三郷市 15,000
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山脇　俊輔 様 神奈川県 横浜市 15,000

山崎　由紀 様 東京都 新宿区 15,000

鷲田　康二 様 神奈川県 川崎市 16,000 頑張ってください！

田中　聡一郎 様 東京都 品川区 17,000

河田　耕三 様 兵庫県 姫路市 12,000

荒井　真樹 様 宮城県 仙台市 14,000

有賀　達也 様 宮城県 仙台市 10,000

片山　麻人 様 千葉県 松戸市 14,000

秋田　和巳 様 大分県 豊後大野市 15,000

青野　正弘 様 大阪府 堺市 13,000

中森　賢治 様 大阪府 大阪市 14,000

冨田　健 様 大阪府 大阪市 14,000

市谷　日和 様 富山県 富山市 14,000

草野　浩平 様 北海道 札幌市 15,000

山田　敏裕 様 愛知県 豊橋市 12,000

石澤　映美 様 青森県 つがる市 12,000

田中　道雄 様 愛知県 名古屋市 14,000

伊佐地　由崇 様 愛知県 稲沢市 13,000

坂口　洋雄 様 神奈川県 相模原市 13,000

坂井　未和 様 福島県 福島市 17,000

吉村　友子 様 兵庫県 西宮市 14,000

王　惠民 様 神奈川県 川崎市 14,000

原　幸弘 様 北海道 日高郡 12,000

増井　真実 様 愛知県 豊明市 10,000

間宮　泰司 様 東京都 立川市 60,000

小山　和彦 様 埼玉県 蓮田市 10,000
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二瓶　義道 様 福島県 須賀川市 14,000

兎澤　隆一 様 神奈川県 鎌倉市 14,000

小関　和彦 様 宮城県 仙台市 14,000

浅井　剛 様 神奈川県 秦野市 50,000

林　一秋 様 神奈川県 川崎市 15,000

井口　徹 様 神奈川県 川崎市 15,000

森住　亮太 様 静岡県 富士宮市 10,000

佐野　由太郎 様 北海道 札幌市 9,000

白旗　秀紀 様 北海道 札幌市 10,000

片山　綾 様 兵庫県 神戸市 11,000

高土居　克博 様 富山県 南砺市 13,000

武隈　那美加 様 東京都 千代田区 10,000

森　修平 様 大阪府 豊中市 17,000

加久　翔太朗 様 神奈川県 川崎市 24,000

小堺　泉二 様 愛知県 西尾市 15,000

宮田　涼 様 東京都 国分寺市 10,000

井上　晴貴 様 京都府 京都市 15,000

谷川　聖治 様 兵庫県 神戸市 10,000

白旗　秀紀 様 北海道 札幌市 13,000

佐藤　暢彦 様 大分県 大分市 15,000

平岡　千寛 様 愛媛県 新居浜市 10,000

仲島　淳子 様 大阪府 八尾市 13,000

黒田　千波 様 埼玉県 越谷市 12,000

大久保　順司 様 東京都 北区 13,000

増田　隆穂 様 奈良県 生駒郡 13,000

太田　律子 様 徳島県 三好郡 13,000
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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す。

【令和３年７月１日～３１日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

林　一光 様 千葉県 船橋市 17,000

中村　哲也 様 北海道 札幌市 13,000

山田　清貴 様 兵庫県 神戸市 11,000 美しい五所川原市の自然を後世に伝える事。

渡邉　浩光 様 宮城県 仙台市 13,000

平井　崇 様 大阪府 大阪市 12,000

村田　道子 様 埼玉県 さいたま市 22,000

古庄　文子 様 熊本県 熊本市 13,000

滝沢　克秀 様 新潟県 長岡市 27,000

佐藤　雅一 様 茨城県 ひたちなか市 15,000

守矢　知世 様 愛知県 清須市 15,000

福島　崇志 様 神奈川県 横浜市 15,000

加藤　秀明 様 神奈川県 伊勢原市 13,000

恒松　幸二 様 熊本県 熊本市 15,000

恒松　幸二 様 熊本県 熊本市 13,000

青山　準 様 神奈川県 横浜市 17,000

井上　英明 様 千葉県 千葉市 12,000

藤村　頼子 様 東京都 文京区 15,000

上田　雅夫 様 大阪府 豊中市 15,000

出山　貴志 様 愛知県 豊川市 9,000

須合　隆志 様 神奈川県 相模原市 15,000

岡野　敬 様 神奈川県 横浜市 14,000

上領　亜代 様 大阪府 大阪市 17,000

鷲田　康二 様 神奈川県 川崎市 16,000 頑張ってください！

福田　真一 様 東京都 東村山市 12,000

大原　智成 様 宮城県 仙台市 15,000

高橋　義彦 様 北海道 函館市 12,000
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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す。

【令和３年７月１日～３１日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

豊岡　真菜 様 青森県 青森市 10,000

森岡　崇 様 奈良県 北葛城郡 14,000

村松　美代子 様 静岡県 藤枝市 13,000
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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す。

【令和３年８月１日～３１日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージ

木村　将章 様 大阪府 堺市 17,000

木村　将章 様 大阪府 堺市 10,000

木村　将章 様 大阪府 堺市 10,000

村岡　千秋 様 東京都 練馬区 10,000

新歩一　正己 様 埼玉県 新座市 14,000

岩城　政秋 様 鹿児島県 霧島市 30,000

大井　洋二 様 神奈川県 横浜市 33,000

桝田　高志 様 東京都 江戸川区 15,000

小林　哲郎 様 埼玉県 蓮田市 18,000

内山　薫 様 福岡県 太宰府市 14,000

和氣　勇 様 岡山県 倉敷市 12,000

利根川　慎一 様 愛知県 蒲郡市 10,000

唐牛　辰徳 様 東京都 立川市 10,000

荒川　孝之 様 愛知県 名古屋市 14,000

北嶋　智 様 神奈川県 横浜市 14,000

豊田　一郎 様 栃木県 那須塩原市 13,000

菅原　広行 様 埼玉県 富士見市 7,000

太田　晶 様 大阪府 枚方市 15,000

石橋　純 様 神奈川県 川崎市 13,000

石橋　純 様 神奈川県 川崎市 13,000

田上　博明 様 神奈川県 横須賀市 50,000

香取　純一 様 東京都 中央区 11,000

向中野　慎吾 様 神奈川県 高座郡 10,000

川口　明彦 様 神奈川県 横浜市 17,000

西田　洋子 様 愛媛県 松山市 14,000

星　仁敏 様 宮城県 仙台市 18,000

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す。

【令和３年８月１日～３１日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

日暮　格 様 神奈川県 三浦郡 17,000

岩壁　美莉 様 東京都 港区 12,000

木村　弘行 様 大阪府 吹田市 15,000

竹下　菜都美 様 大阪府 大阪市 17,000

永野　剛志 様 東京都 港区 12,000

蛯名　宏次 様 千葉県 柏市 51,000

塚越　正巳 様 埼玉県 越谷市 13,000

橋本　和子 様 熊本県 八代市 13,000

岩田　登喜夫 様 埼玉県 狭山市 9,000

山下　正貴 様 大阪府 大阪市 15,000

松尾　浩 様 埼玉県 八潮市 13,000

小林　将 様 東京都 港区 17,000

羽根田　知幸 様 東京都 江戸川区 12,000

天池　純一 様 愛知県 名古屋市 17,000

伊藤　高明 様 富山県 富山市 11,000

大久保　順司 様 東京都 北区 15,000

山田　正夫 様 岐阜県 岐阜市 10,000

羽田　智則 様 岡山県 倉敷市 12,000

山本　大夢 様 東京都 葛飾区 10,000

生島　英夫 様 東京都 豊島区 14,000

岡　寛章 様 兵庫県 姫路市 15,000

尾関　義史 様 千葉県 千葉市 15,000

辻本　和哉 様 兵庫県 神戸市 15,000

片野　淳 様 千葉県 松戸市 12,000

永松　李奈 様 埼玉県 川越市 12,000

石川　義人 様 千葉県 船橋市 18,000
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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す。

【令和３年８月１日～３１日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

布施　実 様 埼玉県 所沢市 14,000

中村　木綿子 様 茨城県 つくば市 17,000

棟近　文恵 様 山口県 柳井市 15,000

山崎　竜司 様 東京都 文京区 30,000

石川　雄生 様 埼玉県 川口市 10,000

河上　邦廣 様 兵庫県 宝塚市 13,000

木曽　麻実 様 東京都 文京区 10,000

寺出　俊也 様 東京都 世田谷区 15,000

金子　忠弘 様 神奈川県 横浜市 10,000

中村　真弓 様 東京都 府中市 9,000

手塚　矢一 様 茨城県 水戸市 17,000

阿部　順一 様 埼玉県 比企郡 13,000

藤崎　泰三 様 大阪府 茨木市 15,000

広瀬　和芳 様 愛知県 名古屋市 9,000

柴田　義和 様 群馬県 太田市 60,000

清水　啓見 様 千葉県 市川市 14,000

中村　佳示 様 三重県 鈴鹿市 15,000

中村　佳示 様 三重県 鈴鹿市 13,000

曙　雅子 様 北海道 千歳市 15,000

金子　剛 様 北海道 札幌市 17,000

中村　聡子 様 東京都 武蔵野市 13,000

孔　仁淑 様 東京都 中央区 13,000

加藤　愛理 様 北海道 札幌市 12,000

渡邊　弘人 様 東京都 墨田区 15,000

川島　和也 様 東京都 福生市 15,000

石井　幸男 様 神奈川県 川崎市 13,000
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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す。

【令和３年８月１日～３１日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

渡辺　正幸 様 岐阜県 岐阜市 14,000

渡辺　浩基 様 東京都 中野区 12,000

東　秀晃 様 東京都 世田谷区 14,000

吉村　祐児 様 東京都 中野区 10,000

永田　正喜 様 千葉県 佐倉市 17,000

岸裏　勝治 様 大阪府 堺市 13,000

松田　公利 様 宮崎県 宮崎市 13,000

久保　大輝 様 山口県 岩国市 30,000

岩井　詔彦 様 岐阜県 多治見市 17,000

小川　正文 様 神奈川県 小田原市 10,000

仲野　智之 様 岐阜県 岐阜市 17,000

根岸　智志 様 千葉県 千葉市 10,000

伊藤　典子 様 埼玉県 さいたま市 10,000

宮本　二美世 様 東京都 墨田区 14,000

竹越　康治 様 神奈川県 藤沢市 50,000

宍戸　秀聡 様 長野県 松本市 15,000

上仲　良幸 様 東京都 中央区 17,000

小先　隆三 様 神奈川県 横浜市 10,000

河連　俊英 様 東京都 練馬区 13,000

永野　潤一 様 大阪府 大阪市 10,000

渡辺　幸夫 様 千葉県 木更津市 17,000

清水　裕之 様 神奈川県 横浜市 17,000

後藤　和義 様 大阪府 大阪市 11,000

高橋　浩二 様 愛媛県 今治市 15,000

千葉　泰之 様 東京都 葛飾区 10,000

金子　久雄 様 東京都 町田市 13,000
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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す。

【令和３年８月１日～３１日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

北原　友子 様 東京都 台東区 10,000

成田　安弘 様 北海道 帯広市 13,000

飯田　勇 様 東京都 荒川区 17,000

下村　黄竜 様 埼玉県 富士見市 11,000

林　斌 様 東京都 練馬区 15,000

水村　裕治 様 石川県 金沢市 13,000

井澤　集 様 東京都 中央区 15,000

堀場　薫 様 神奈川県 横浜市 15,000

重野　美里 様 鹿児島県 霧島市 17,000

安藤　英祐 様 神奈川県 大和市 14,000

名倉　功 様 石川県 金沢市 15,000

岡角　飛乃生 様 三重県 伊賀市 13,000

高木　元気 様 東京都 板橋区 15,000

中俣　恵一 様 東京都 杉並区 13,000
毎年美味しいリンゴを届けて頂きありがとうございます。
楽しみにしています。

今西　光太郎 様 東京都 渋谷区 15,000

小林　史尚 様 東京都 目黒区 17,000

増田　理絵 様 愛知県 小牧市 10,000

沓野　真由美 様 神奈川県 川崎市 33,000

向田　敦史 様 福岡県 福岡市 10,000

古賀　由紀子 様 東京都 渋谷区 15,000

池田　太久 様 東京都 板橋区 9,000
いつもありがとうございます。私の健康増進に役立てています；
引き続きよろしくお願いします。

恩田　絵未 様 東京都 世田谷区 17,000

Lehai　Son 様 兵庫県 神戸市 15,000

植野　塁 様 北海道 札幌市 15,000

岡　智宏 様 東京都 葛飾区 15,000

北村　敦 様 兵庫県 川西市 13,000
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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す。

【令和３年８月１日～３１日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

栗原　將光 様 宮城県 仙台市 13,000

菊地　俊介 様 埼玉県 さいたま市 12,000

大久保　一弘 様 兵庫県 尼崎市 14,000

石井　義人 様 埼玉県 和光市 62,000

新井　絵梨 様 愛媛県 八幡浜市 15,000

齋藤　讓 様 神奈川県 横浜市 10,000

小林　真美 様 東京都 墨田区 15,000

安藤　敦 様 神奈川県 海老名市 15,000

捧　圭 様 京都府 京都市 15,000

木暮　道夫 様 埼玉県 さいたま市 15,000

豊福　徹 様 福岡県 福岡市 15,000

中村　英雄 様 宮城県 仙台市 10,000

泉　義隆 様 福岡県 北九州市 10,000

佐藤　秀一 様 神奈川県 相模原市 30,000

市川　裕允 様 青森県 弘前市 17,000

山崎　敬正 様 北海道 札幌市 17,000

黒田　浩史 様 茨城県 神栖市 15,000

佐藤　穣 様 兵庫県 神戸市 15,000

小川　善信 様 東京都 東久留米市 18,000

山中　れい子 様 北海道 北見市 14,000

正岡　照智 様 愛媛県 今治市 16,000

大川　翠 様 東京都 世田谷 10,000

南　誠 様 群馬県 高崎市 15,000 ふるさと納税事業が成功する事を願っております。

秋川　知義 様 愛知県 日進市 10,000

廣村　大輔 様 兵庫県 芦屋市 17,000

渡部　峻 様 新潟県 長岡市 18,000
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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す。

【令和３年８月１日～３１日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

藏屋　輝幸 様 愛知県 名古屋市 15,000

濱崎　健司 様 大阪府 大阪市 15,000

小島　雅之 様 福岡県 福岡市 10,000 応援しています。

山縣　俊之 様 和歌山県 和歌山市 13,000
今年5月に旅行で斜陽館に行きました。展示内容もとても興味深いもの
でした。五所川原市の発展をお祈りいたします。

柴田　道男 様 千葉県 市川市 16,000

名倉　功 様 石川県 金沢市 15,000

片倉　誠二 様 大分県 大分市 13,000

小澤　知亨 様 神奈川県 横浜市 13,000

吉岡　賢俊 様 東京都 江東区 50,000

加藤　駿介 様 東京都 中央区 17,000

新井　俊宏 様 東京都 昭島市 15,000

垣脇　寛 様 東京都 世田谷区 30,000

岡野　和枝 様 北海道 室蘭市 17,000

久冨　寿夫 様 福島県 いわき市 15,000

野口　純子 様 東京都 立川市 15,000

小野　泰弘 様 静岡県 駿東郡 15,000

吉田　靖史 様 京都府 京都市 17,000

三浦　耕大 様 埼玉県 さいたま市 10,000

HUAN　QINGYUN 様 千葉県 木更津市 9,000

程　金政 様 新潟県 胎内市 30,000

並木　浩 様 神奈川県 足柄下郡 15,000

大場　はるな 様 東京都 板橋区 15,000 コロナが収束したら、遊びに行きます❗️

沼田　雅好 様 神奈川県 横浜市 51,000
コロナで大変な時期ですが、落ち着いたら旅行に行きたいと思ってま
す。

川口　圭介 様 神奈川県 横浜市 60,000

大道　和男 様 神奈川県 相模原市 10,000

灘　桂子 様 奈良県 橿原市 13,000
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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す。

【令和３年８月１日～３１日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

白井　豪 様 大阪府 藤井寺市 15,000

小池　豊美 様 和歌山県 和歌山市 15,000

井上　香織 様 東京都 世田谷区 17,000

松本　昌和 様 東京都 港区 15,000

鈴木　夏帆 様 静岡県 静岡市 10,000

志村　祐佳子 様 東京都 文京区 10,000

西尾　好勝 様 高知県 四万十市 36,000

西尾　美紀 様 高知県 四万十市 138,000

西尾　千鶴 様 高知県 四万十市 51,000

篠瀬　充紀 様 東京都 北区 15,000

江川　卓男 様 東京都 港区 10,000

及川　龍之介 様 大阪府 大阪市 15,000

守矢　知世 様 愛知県 清須市 13,000

細田　亜紀子 様 愛知県 知立市 13,000

堀越　実 様 東京都 中央区 15,000

神崎　直志 様 神奈川県 川崎市 13,000

新井　祐助 様 静岡県 磐田市 13,000

佐藤　宏人 様 静岡県 浜松市 60,000

高尾　祐房 様 大阪府 大阪市 11,000

水野　義之 様 兵庫県 川西市 15,000

橋本　忠雄 様 東京都 日野市 13,000

前田　泰 様 三重県 鈴鹿市 15,000

広瀬　健一 様 宮崎県 延岡市 9,000

深谷　武志 様 神奈川県 川崎市 18,000

深谷　武志 様 神奈川県 川崎市 9,000

山田　雅子 様 兵庫県 神戸市 51,000
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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す。

【令和３年８月１日～３１日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

山口　充史 様 神奈川県 横浜市 10,000

大畑　尚美 様 大阪府 高槻市 12,000

後藤　尚美 様 兵庫県 神戸市 10,000

中村　彰良 様 千葉県 市原市 13,000

高田　裕生 様 京都府 八幡市 15,000

高橋　浩 様 埼玉県 鴻巣市 18,000

山口　宗一郎 様 神奈川県 海老名市 30,000

羽田　正純 様 東京都 大田区 10,000

山下　智大 様 茨城県 つくば市 17,000

秋田　一行 様 東京都 墨田区 15,000

村田　芳夫 様 東京都 八王子市 13,000 コロナ過、貴市の健闘を祈ります。

石井　翔子 様 東京都 新宿区 15,000

中野　大輔 様 東京都 品川区 10,000

中島　茂喜 様 福岡県 大野城市 13,000

杉山　チエ美 様 東京都 大田区 10,000

北岡　美里 様 千葉県 柏市 13,000

鶴岡　俊也 様 東京都 目黒区 18,000

檜山　愛子 様 千葉県 我孫子市 10,000

高橋　かずみ 様 千葉県 市川市 17,000
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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す。

【令和３年９月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージ

中嶋　剛 様 東京都 北区 10,000

濱田　沙織 様 東京都 世田谷区 17,000

高橋　聡 様 神奈川県 平塚市 30,000

川田　由梨亜 様 愛知県 名古屋市 17,000

新井　美紅 様 東京都 調布市 10,000

伊地　博也 様 千葉県 四街道市 100,000

佐藤　勝也 様 大阪府 吹田市 22,000

市園　玄弥 様 宮崎県 宮崎市 17,000

立岩　文夫 様 東京都 杉並区 49,000 立佞武多、来年こそ再開を期待します

山本　久雄 様 栃木県 塩谷郡 9,000

稲津　裕子 様 福岡県 福岡市 13,000

東　秀晃 様 東京都 世田谷区 15,000

権藤　祥 様 香川県 高松市 15,000

田中　しのぶ 様 兵庫県 姫路市 21,000

桑山　善成 様 愛知県 常滑市 49,000

北村　公一 様 北海道 函館市 13,000

高田　緑 様 千葉県 流山市 13,000

堀川　尚美 様 東京都 中野区 10,000

高橋　一彰 様 東京都 多摩市 10,000

高橋　一彰 様 東京都 多摩市 11,000

二羽　孝郎 様 石川県 金沢市 49,000

高砂　修 様 東京都 大田区 15,000

高野　良子 様 千葉県 松戸市 18,000

吉野　俊朗 様 大阪府 河内長野市 13,000

山本　純裕 様 東京都 台東区 18,000

三浦　千草 様 東京都 中央区 12,000

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す。

【令和３年９月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

刀根　隆徳 様 福岡県 福岡市 13,000

太田代　優 様 東京都 世田谷区 49,000 青森のりんご、大好きです！

渡邊　恭平 様 神奈川県 川崎市 10,000

関　隆弘 様 東京都 墨田区 30,000

稲毛　寛美 様 神奈川県 川崎市 10,000

太田原　綾介 様 東京都 北区 17,000

田中　舞 様 東京都 狛江市 17,000

小林　圭太 様 東京都 江戸川区 50,000

櫻庭　彬生 様 愛知県 豊田市 15,000

近江　信孝 様 埼玉県 さいたま市 13,000

白井　豪 様 大阪府 藤井寺市 13,000

岩田　隆 様 石川県 小松市 10,000

土井　庸直 様 福岡県 博多区 9,000

齋藤　憲吾 様 北海道 函館市 13,000

新地　正弘 様 埼玉県 越谷市 66,000

長田　武士 様 鳥取県 米子市 12,000

田平　生樹 様 神奈川県 横浜市 13,000

白川　節子 様 大阪府 大阪市 31,000

高山　奈都子 様 岡山県 岡山市 10,000

古橋　美恵子 様 東京都 杉並区 13,000

岡里　広実 様 神奈川県 横須賀市 50,000

内田　研 様 埼玉県 川口市 15,000

久貝　亨 様 埼玉県 富士見市 10,000

豊田　千牧 様 栃木県 鹿沼市 18,000

猶原　正通 様 兵庫県 宍粟市 13,000

佐藤　哲朗 様 東京都 中央区 10,000

※お申込みの際に、公表に同意していただいた情報を掲載しています。 22/29



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す。

【令和３年９月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

出羽　恭代 様 東京都 江戸川区 60,000

今井　太一 様 神奈川県 川崎市 10,000

山川　未央 様 神奈川県 川崎市 60,000

金岡　大史 様 兵庫県 神戸市 18,000

對馬　由里子 様 東京都 大田区 13,000

小川　あゆ 様 神奈川県 横浜市 13,000

石塚　琢磨 様 三重県 伊勢市 13,000

岡本　萌生 様 千葉県 市川市 17,000

矢根　純子 様 山口県 周南市 13,000

村上　泰司 様 京都府 京田辺市 13,000

細井　和美 様 神奈川県 横浜市 13,000

黒岩　克則 様 群馬県 北群馬郡 14,000

水流　かおる 様 鹿児島県 鹿児島市 13,000

矢部　雄一郎 様 千葉県 浦安市 15,000

足立　剛 様 滋賀県 大津市 10,000

山本　健則 様 東京都 大田区 120,000

村上　知枝美 様 東京都 港区 10,000

尾島　佑治 様 群馬県 桐生市 14,000

坂田　浩 様 千葉県 千葉市 13,000

金子　絵美 様 神奈川県 川崎市 20,000

小林　昌幸 様 山口県 宇部市 13,000

矢部　雄一郎 様 千葉県 浦安市 15,000

斉藤　綾香 様 東京都 小金井市 8,000

蔵ヶ崎　恵美 様 福岡県 福津市 49,000

清水　啓見 様 千葉県 市川市 15,000

山中　英行 様 大阪府 堺市北区 10,000
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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す。

【令和３年９月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

澤田　遼介 様 埼玉県 越谷市 60,000

大西　誠 様 東京都 世田谷区 11,000

横澤　真嗣 様 東京都 品川区 17,000

尾上　康則 様 京都府 与謝郡 15,000

清水　厚徳 様 静岡県 浜松市 13,000

小泉　紀之 様 青森県 三戸郡 10,000

近藤　将太 様 神奈川県 大和市 17,000

寺田　昂 様 愛知県 名古屋市 13,000

柴田　佳子 様 兵庫県 川西市 9,000

上田　真菜 様 愛媛県 松山市 9,000

木戸　正史 様 新潟県 長岡市 9,000

原　靖夫 様 大阪府 和泉市 10,000

田邉　節子 様 愛知県 額田郡 10,000

森田　貴文 様 愛知県 名古屋市 13,000

藤本　信也 様 兵庫県 三田市 13,000

吉田　晴香 様 岐阜県 関市 13,000

前田　考廣 様 愛知県 名古屋市 9,000

瀧　翔哉 様 埼玉県 熊谷市 17,000

奥野　裕太郎 様 兵庫県 神戸市 10,000

竹内　浩平 様 神奈川県 横浜市 10,000

内田　優子 様 埼玉県 川口市 13,000

滝　康伸 様 神奈川県 横浜市 13,000

沓野　真由美 様 神奈川県 川崎市 30,000

天野　圭子 様 静岡県 焼津市 26,000

永田　裕司 様 大阪府 大阪市 15,000

孫　海 様 東京都 文京区 13,000
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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す。

【令和３年９月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

河西　通 様 東京都 豊島区 13,000

米丸　洋平 様 愛知県 東海市 9,000

伊藤　亮介 様 岐阜県 岐阜市 10,000

南　勝芳 様 富山県 射水市 18,000

高田　恵吏 様 岐阜県 海津市 13,000

松井　厚郎 様 大阪府 箕面市 17,000

平澤　拓也 様 東京都 大田区 15,000

俵　秀明 様 広島県 広島市 13,000

山内　誠 様 愛知県 刈谷市 17,000

森脇　大輔 様 広島県 広島市 17,000

仁平　務 様 栃木県 芳賀郡 13,000

佐藤　光久 様 愛知県 豊橋市 13,000

藤井　敬太 様 大阪府 寝屋川市 18,000

神　晃誠 様 神奈川県 相模原市 22,000

神　晃誠 様 神奈川県 相模原市 50,000

木村　優 様 千葉県 野田市 17,000

眞々田　亜利沙 様 東京都 台東区 13,000

朝日　大樹 様 東京都 目黒区 10,000

坂口　仁志 様 東京都 小平市 17,000

加藤　圭吾 様 北海道 札幌市 100,000

山本　佐希子 様 愛知県 小牧市 13,000

高山　隼人 様 神奈川県 横浜市 18,000

廿楽　隆行 様 埼玉県 桶川市 13,000 寒くなります。頑張ってください。

田村　幸広 様 東京都 港区 30,000

水尾　加乃子 様 東京都 調布市 13,000

池田　高広 様 東京都 豊島区 9,000
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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す。

【令和３年９月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

大西　道子 様 京都府 宇治市 10,000

杉下　大地 様 三重県 四日市市 10,000

増田　康人 様 北海道 札幌市 10,000

吉井　奎輔 様 群馬県 高崎市 10,000

草野　健太 様 山口県 山口市 10,000

山田　哲美 様 東京都 日野市 10,000 津軽鉄道の車掌さんにがんばれ✊、2年前にうかがいました。

美原　寿之 様 福岡県 福岡市 13,000

本橋　麻衣 様 神奈川県 川崎市 13,000

塩谷　慶太 様 東京都 練馬区 10,000

渡邊　素紀 様 静岡県 菊川市 30,000

小玉　賢二 様 北海道 札幌市 13,000

山口　泰史 様 鳥取県 鳥取市 13,000

大塚　文彦 様 東京都 国分寺市 17,000

木永　朱実 様 長崎県 長崎市 15,000

森部　義裕 様 神奈川県 茅ヶ崎市 18,000
コロナが落ち着けば津軽鉄道に乗りに行きたい。
是非、存続を。

高野　義博 様 千葉県 船橋市 49,000

津川　信彦 様 青森県 弘前市 59,000

廣田　穣 様 茨城県 古河市 15,000

津川　信彦 様 青森県 弘前市 111,000

外崎　拓郎 様 神奈川県 川崎市 42,000

中田　均 様 京都府 京都市 13,000

小野　知彦 様 大阪府 箕面市 22,000

久保田　峻 様 千葉県 佐倉市 13,000

大瀧　雄一朗 様 東京都 葛飾区 13,000

橋本　優介 様 埼玉県 さいたま市 15,000

小幡　智行 様 千葉県 市川市 13,000
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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す。

【令和３年９月１日～３０日】

お名前
寄附
金額

応援メッセージご住所

豊嶋　育弘 様 神奈川県 横浜市 17,000
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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す。

【令和３年７月１日～９月３０日】

・
コロナが落ち着いたら訪れたい街の一つです。
頑張ってください。

・ 青天の霹靂は、日本一美味しい米

・ 家族みな青天の霹靂のファンです。立佞武多も応援しています！

・ 水害お見舞いいたします。気を付けて生産活動続けてください❗

・ コロナに負けず、頑張りましょう‼︎

・ I love 五所川原

・ 津軽鉄道にまた乗りに行きたいと思ってます！

・
メロン去年いただいて美味しかったです
今年も楽しみです

・ 同じ東北出身ですが行ったことがありません。コロナが収束したら１度は訪ねたいです。応援しています。

・ 青天の霹靂はとても美味しいです！

・ いつもおいしいものを作ってくれてありがとう

・ 元気な街にしてください

・ 夏でも国産のリンゴが食べられるなんて楽しみにしています。

・ 応援してます。

・
毎回、おいしいリンゴをいただいています。
今年も、貴市のリンゴを家族で楽しみにしております。
コロナに負けるな、頑張れ日本、頑張っている東日本、青森！！

・ 自然と経済の両立に向け頑張ってください。

・
以前にも五所川原市にふるさと納税をさせていただきました。
今回も少しでも寄附金の足しに使ってください。

・ 頑張ってください。

・ 美味しいフルーツをたくさん作ってください。

・ また立佞武多を見に行きます！！

・ 北海道から応援しています。

・ 霜害に負けずに頑張ってください。

・ しっかり水際対策をして、市民の健康を守ってください。

・ 寄付が地域の活性化に結びつくことを期待します。

・
今年も応援させていただきます！

・ 子供達の為にお使いください。

・
地元出身です。学生時代に利用していた
鉄道の存続とコロナ禍でお祭りが運営出来ませんが、今は我慢の時期、、、
またお祭りが再開出来る事を心待ちににしています

・ 日本の伝統文化である佞武多保存活動の為に使ってください。

・ 近年　台風・大雨等が東北地方を通過するとの報道を聞くが　どうぞ被害を最小限に抑えらるよう祈念しています

・ 頑張ってください。

※お申し込みの際、「メッセージの公表」に同意していただいた寄付者様からのメッセージを掲載しています。 28/29



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す。

【令和３年７月１日～９月３０日】

・
コロナが落ち着いたら訪れたい街の一つです。
頑張ってください。

・ 義両親の出身地です。いつまでもすばらしい故郷を応援したいです。

・ いつも美味しくいただいています

・ 知人に勧められて食しました青天の霹靂は非常に美味です。このコメをさらに全国に広めるようにPRしてください。

・ 美味しいリンゴありがとうございます！コロナに負けず頑張って下さいね！

・
コロナの影響でご苦労があると思いますが、がんばってください。
応援しています。

・ 青森県出身です。特産物を全国へアピールして盛り上げて下さい。

・ 大変な時期ですが乗り越えていきましょう。

・ コロナ禍により困難な状況が続いております。1日も早く勇壮な立ねぶたの開催ができることをお祈りいたします。

・
いつもありがとうございます。毎年、美味しいりんごを家族みんな楽しみにいただいています。コロナで旅行に行けず残
念ですが、いつか五所川原市に訪れてみたいです。

・ 今年もおいしいりんごをお願いします。

・ 美味しいフルーツをたくさん作ってください

・ 何度かお邪魔しています。また伺いたいです。応援しています。

・
毎年、美味しいりんごをありがとうございます。
応援しています。

・
美味しいりんごをありがとうございます。
応援しています。

・ 犬猫殺処分「0」の自治体を目指して下さい。

・

祖父の家に帰省した際は毎回立佞武多の館に立ち寄っています。何度見てもその迫力と美しさに感動します。
いつか動いている姿を見たい…と思っていたらコロナになってしまいましたが、落ち着いたら今度こそは見に行きたいと
思います。
厳しい状況が続いていますが頑張ってください。

・ 毎年楽しみにしています。いつまでもおいしいリンゴを育てていただけるよう願っております。

・ 毎年おいしいりんごなので楽しみです。プラス祖母の故郷なのでおいしさ倍増です！

・ コロナにまけるな

・ これからも、美味しいりんごを作ってください🍎

・ コロナ終息後観光で訪問したく存じます。

・ 昨年も寄付させていただきましたが、より良いまちづくりにお役立て下さい。

・ 良い品を続けて生産してください

・ 地域の産業が地域の強みとなりますように

・ コロナに負けないで頑張ってください。

・
毎年美味しいりんごを送って頂きありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。

・ 実家の両親にいつも届けています。毎回楽しみにしているので、これからもよろしくお願いします。

※お申し込みの際、「メッセージの公表」に同意していただいた寄付者様からのメッセージを掲載しています。 29/29


