
【個　人】

あ

相場　俊雄　様 朝倉　昌彦　様 天野　英基　様

青井　俊介　様 浅葉　勇汰　様 新井　敏夫　様

青木　秀夫　様 芦阪　賢一　様 有泉　哲夫　様

青木　博正　様 阿部　浩二　様 有川　和哉　様

青山　未菜美　様 安部　修一　様 有川　智　様

赤田　優介　様 阿部　知央　様 有田　博　様

秋本　丞　様 安部　直子　様 安藤　努　様

秋山　雅成　様 天野　達雄　様

い

李　サンヨプ　様 石川　知洋　様 伊藤　明男　様

飯尾　健文　様 石川　洋一　様 伊藤　宏　様

いいずみ　りょうへい　様 石郷　寿紀　様 稲田　博也　様

五十嵐　健一　様 石田　英明　様 稲田　八穂　様

池田　正行　様 石塚　裕次郎　様 稲葉　明光　様

池間　隆也　様 石本　信行　様 井上　えみ　様

生駒　明子　様 和泉　清明　様 今井　美沙都　様

井崎　貴之　様 泉　雅治　様 今村　民夫　様

伊澤　浩二　様 礒元　誠　様 入部　秀好　様

石尾　弘美　様 市ヶ谷　菜未　様 伊禮　努　様

石上　崇之　様 市原　靖久　様 岩本　大輝　様

石上　雅美　様 市丸　利江　様 岩屋　妙子　様

石川　平　様 井筒　貴子　様 岩山　良次　様

う

上田　謙吉　様 浮田　徹也　様 梅田　厚　様

上田　貴威　様 内橋　裕介　様 梅林　雄介　様

上村　哲也　様 内村　光浩　様 浦　哲矢　様

植村　基乃利　様 梅崎　俊郎　様 占部　三四郎　様

え

惠上　寿雄　様 恵谷　潤三　様 江里口　磨　様

江田　英一郎　様

平成30年度ふるさと応援寄附金寄附者一覧表

昨年度、ご寄付をいただいた皆様は、下記のとおりです。※公表を希望しない方を除く。五十音順



お

及川　立一　様 岡田　秀徳　様 小川　恭生　様

大河内　俊彦　様 岡田　吉史　様 小川　よしひろ　様

大里　隆史　様 岡本　大輔　様 奥山　宣則　様

大滝　正己　様 岡本　哲也　様 小倉　敏博　様

大野　和隆　様 岡本　麻衣　様 小倉　洋光　様

大橋　一夫　様 岡本　弥生　様 尾﨑　次徳　様

大宮　康平　様 岡本　理恵　様 尾関　正道　様

大森　一幸　様 小川　麻弓　様 尾沼　功喜　様

大森　正博　様 小川　一彦　様 小野　賢一　様

大屋　幸太朗　様 尾川　協一郎　様 小野　准示　様

岡　幸雄　様 小川　タマキ　様 小野寺　直子　様

岡田　泰三　様 小川　ひろみ　様 小俣　卓充　様

か

柿木　浩一　様 加藤　正行　様 亀森　真理子　様

笠原　秀和　様 角崎　洋平　様 唐澤　俊一郎　様

鹿島　遥　様 金澤　明　様 河合　浪江　様

梶山　祐律恵　様 金沢　勝夫　様 川上　潤　様

柏田　幸成　様 金田　史歩　様 河上　剛　様

梶原　哲朗　様 金盛　正嗣　様 川口　孝一　様

春日　都子　様 金子　信之　様 河崎　遵英　様

片岡　光彦　様 金子　好子　様 川島　芳子　様

片倉　勉　様 金子　里奈　様 河田　典雄　様

片山　国光　様 金城　美津子　様 神澤　昇　様

片山　訓道　様 兼光　弘幸　様 神田　庄二　様

片山　裕之　様 金村　伯重　様 神田　裕行　様

片山　礼二郎　様 鹿野　九州男　様 神成　幸弘　様

勝木　俊　様 金納　香　様 菅野　友美　様

勝田　文典　様 神野　弘幸　様 神原　知子　様

加藤　潔　様 亀田　卓司　様 神森　眞　様

き

菊地　蔵乃介　様 北澤　千弘　様 木村　和哉　様

岸川　繁　様 北島　光太郎　様 木村　真紀　様

北　俊弘　様 北村　功　様 木村　祐太　様

北折　萌美　様 木下　成二　様 金原　利根里　様



く

久我　重明　様 窪田　顕文　様 栗本　貴司　様

久貝　海寿　様 久保田　晃平　様 黒木　崇博　様

草地　厚　様 久保田　亮　様 黒瀬　巌　様

工藤　晃　様 熊谷　昭人　様 黒田　雅子　様

国友　和也　様 熊崎　廣　様

久保　孝文　様 倉持　健二　様

け

元文　哲郎　様

こ

合田　仁　様 五島　文恵　様 小林　匡　様

河野　好秀　様 古藤　アサ子　様 小林　幸雄　様

郡山　昌敬　様 後藤　諭　様 駒崎　太一　様

古賀　大二朗　様 後藤　智一　様 小松　一　様

古家　秀俊　様 五藤　義彦　様 菰田　耕耔　様

小才　貴宏　様 小林　和敏　様 近藤　かおる　様

小迫　麻衣　様 小林　浩二　様 近藤　智　様

さ

齋藤　彰　様 酒井　博　様 佐藤　吏　様

齋藤　栄策　様 坂口　精一郎　様 佐藤　清明　様

斎藤　茂春　様 坂下　安弘　様 佐藤　清　様

齊藤　紀子　様 坂田　育子　様 佐藤　順　様

齋藤　正之　様 坂野　玉巳　様 佐藤　貴保　様

齋藤　佑美　様 坂本　明宏　様 佐藤　宗彦　様

齋藤　涼介　様 櫻井　寛之　様 佐藤　礼治　様

佐伯　茂晴　様 佐々木　高信　様 澤木　秀文　様

坂井　一也　様 佐々木　孝英　様 澤田　秀司　様

坂井　茂憲　様 笹口　政利　様

酒井　智世　様 指田　仁　様



し

椎木　一彦　様 篠原　拓　様 城下　悦子　様

塩崎　智子　様 柴山　太郎　様 庄嶋　秀明　様

塩谷　隆二　様 澁谷　雅夫　様 白井　健一　様

執行　泰宏　様 渋谷　享洋　様 白石　浩一　様

志田　青慈　様 下田　寛久　様 城山　五月　様

舌間　福太郎　様 下山　弘明　様 新開　基師　様

す

杉木　俊昭　様 鈴木　成紀　様 鈴木　正憲　様

杉崎　勝樹　様 鈴木　俊輔　様 鈴木　眞里子　様

鈴木　明美　様 鈴木　多恵子　様 砂田　荘一　様

鈴木　邦和　様 鈴木　正　様

鈴木　啓介　様 鈴木　俊文　様

せ

碩　伸一朗　様 瀬戸　邦博　様 仙石　規　様

そ

副島　藍　様 曽根　和彦　様

た

田浦　康明　様 高畠　靖志　様 辰己　大二郎　様

高島　志郎　様 高屋　正義　様 伊達　修一　様

高瀬　広大　様 瀧澤　隆　様 田中　克幸　様

高田　一平　様 田口　晶子　様 田中　航　様

高田　宏明　様 田口　朝子　様 田中　大次郎　様

高津　滋孝　様 武　幸太郎　様 田中　知博　様

高波　嘉一　様 竹内　勝己　様 田中　法大　様

高野　稔　様 武内　喜久夫　様 田中　秀徳　様

高橋　秀次　様 竹内　隆　様 田中　裕也　様

高橋　千佳子　様 竹内　太郎　様 田中　康之　様

高橋　範成　様 武田　昌彦　様 田之畑　正晃　様

高橋　宏明　様 竹中　賢　様 田村　繁博　様

高橋　稔　様 武山　智史　様

高橋　裕輔　様 田坂　知也　様



ち

千葉　博義　様 長　卓徳　様

つ

築地　亜紗佳　様 津田　恭行　様 角田　新平　様

辻内　育夫　様 土橋　和弘　様 妻野　純朗　様

辻田　祐子　様 土屋　輝昌　様 釣谷　孝之　様

辻本　榮子　様 土屋　光博　様

て

寺田　亜希子　様 寺田　達也　様 天白　由都　様

と

藤解　敬史　様 飛田　努　様 友田　弘仁　様

東條　俊介　様 冨田　武彦　様 友光　一寿　様

十川　元宏　様 冨田　佳孝　様 虎取　正剛　様

戸田　優平　様 富永　道男　様

戸張　雄太　様 富吉　賢太郎　様

な

中　総一郎　様 永田　篤志　様 中村　康之　様

中井　厚志　様 仲田　武史　様 中村　祐子　様

長井　健太郎　様 中田　則彦　様 中家　啓兆　様

永井　笑子　様 永田　雅俊　様 中山　恵子　様

永井　大智　様 長田　泰孝　様 中山　仁　様

長井　優子　様 中津　勝善　様 中山　裕規　様

長井　陸利　様 中西　古兆　様 中山　正敏　様

長尾　紗弥子　様 永野　光崇　様 永芳　栄始　様

長岡　伸英　様 中原　孝典　様 名越　裕晃　様

永翁　幸平　様 仲原　努　様 鍋屋　顕太郎　様

中川　敦久　様 中道　克樹　様 楢崎　幹雄　様

中川　亮　様 中村　健二　様 楢崎　光雄　様

中川原　潤　様 中村　章吾　様 成田　仁美　様

長坂　吉高　様 中村　琢磨　様 成田　雅央　様

長澤　修二　様 中村　利行　様 成田　昌之　様

中島　忠彦　様 中村　正人　様 成松　光博　様

中薗　隆博　様 中村　勝　様

に

新美　圭祐　様 西野　桂　様 西本　みさき　様

新見　高弘　様 西野　トシエ　様 西本　由美　様

西上　弘光　様 西原　宗雄　様 二宮　敦　様

西川　望　様 西村　茂道　様 二村　公康　様

錦山　慎太郎　様 西村　道江　様



の

野﨑　勝義　様 野副　慎太郎　様 野見山　章　様

野澤　一寿　様 野添　正知　様 野村　君子　様

能勢　功二　様 野原　喜行　様 野村　誠　様

は

橋本　和直　様 服部　博之　様 原　智志　様

長谷川　暁子　様 馬場　利彦　様 原口　勝博　様

長谷川　順一　様 馬場　みどり　様 原澤　文雄　様

長谷川　葉純　様 濱崎　瑛貴　様 原田　健一　様

波多江　正憲　様 濵田　公彦　様 原田　文明　様

幡司　恭平　様 浜地　健太郎　様 原野　眞嘉　様

畑田　素樹　様 林　勝聖　様 阪野　正　様

畑野　秀夫　様 林　賢太　様

羽田野　善行　様 林　法生　様

ひ

東　登志夫　様 久枝　良雄　様 平尾　まい　様

東森　百百子　様 久恒　亮平　様 廣瀬　象人　様

ヒグチ　タクマ　様 泥谷　彰吾　様 弘田　貴生　様

樋口　裕人　様 日比野　徹　様 弘田　真紀　様

樋口　裕美　様 平尾　祥一　様

ふ

深田　鉄平　様 藤井　睦夫　様 伏見　太郎　様

福井　英晃　様 藤田　君枝　様 藤本　保彦　様

福田　多恵子　様 藤田　航平　様 渕上　正樹　様

福本　英樹　様 藤田　豪紀　様 府内　洋平　様

福山　敏昭　様 藤墳　達仁　様 古川　健二　様

藤井　秀宗　様 藤野　洋　様 古川　祐子　様

藤井　宏　様 藤原　真美　様 古田　拓也　様



ほ

保坂　卓司　様 細谷　智子　様 本田　笙悟　様

星　直弥　様 甫守　達弘　様 本田　博哉　様

星　洋一　様 堀越　祐二　様 本間　大樹　様

ま

毎田　健二　様 増田　弘子　様 松原　資典　様

前垣　幸路　様 増田　満孝　様 松元　まり子　様

前川　隆央　様 松井　俊直　様 松山　秀博　様

前川　慶将　様 松尾　靖　様 松山　義人　様

前薗　隆　様 松尾　正人　様 狸塚　大樹　様

前田　義隆　様 松岡　伸治　様 黛　照男　様

前原　豊美　様 松隈　大作　様 丸本　博　様

真下　雅充　様 松田　祐依　様 丸山　幸次　様

増川　浩二　様 松田　慶紀　様

み

三井　梨紗子　様 三橋　美徳　様 宮原　護　様

三浦　園子　様 三間　由美子　様 宮前　靖弘　様

三木　芳訓　様 蓑田　正也　様 宮本　悦子　様

水城　斉美　様 三平　哲史　様 宮本　勝芳　様

水﨑　路子　様 宮　雅征　様 宮本　謙二　様

溝口　洋輔　様 宮坂　公雄　様 宮本　睦子　様

三田　雅子　様 宮崎　弘晶　様 宮本　雄地　様

三谷原　達弥　様 宮地　浩司　様 美代　陽彦　様

道岸　一幸　様 宮原　大一　様

む

向井　史江　様 牟田　崇司　様 村田　キヨ子　様

椋代　義樹　様 村上　領一　様 室　直美　様

も

毛利　信太郎　様 森園　一馬　様 守田　雅博　様

百野　圭太　様 森田　勇　様 森谷　祐至　様

森　祐貴　様 森田　誠　様



や

八尾　ユキ　様 山口　大雄　様 山本　佐吉　様

矢上　尚宏　様 山口　貴司　様 山本　世里花　様

八木沼　秀誠　様 山口　裕平　様 山本　典幸　様

矢島　篤　様 山崎　崇　様 山本　博尚　様

安井　宣雄　様 山下　毅　様 山本　もとみ　様

安永　民好　様 山田　栄二　様 山本　洋子　様

安永　努夢　様 山田　浩司　様 山本　嘉英　様

矢野　寿彦　様 山田　康介　様 山本　律子　様

八幡　兼成　様 山田　靖生　様

ゆ

湯口　純二　様

よ

義川　敦弘　様 吉田　竜介　様 吉村　拓朗　様

吉崎　太郎　様 吉瀧　誠　様 吉村　美紀　様

吉田　繁一　様 吉武  俊明　様 吉本　圭　様

吉田　慎一　様 吉積　国雄　様 米持　聡　様

吉田　朋正　様 吉村　貴博　様

わ

若月　俊郎　様 和田　隆行　様 渡辺　淳　様

若林　英博　様 渡邊　彰弘　様



【法人・団体等】

い

え

か

き

こ

た

は

ふ

め

ゆ 有限会社　久保田農園　様

第７０回九大祭実行委員会　様

ごみゼロ青春探検隊いとしま呼びかけ人・世話人　広川　浩　様

ごみゼロ青春探検隊いとしま呼びかけ人　末松　大吉　様

ごみゼロ青春探検隊いとしま呼びかけ人　酒井　忠彬　様

福岡県立糸島高等学校　PTA　様

明松塾  酒井  忠彬　様

花地蔵（微笑ぽっくり地蔵）　酒井　忠彬　様

花地蔵（微笑ぽっくり地蔵）　末松　大吉　様

明松塾　塾長　末松　大吉　様

糸島高校生徒会　様

エステート・ワン株式会社　様

株式会社ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍ　様

株式会社　山本建設工業　様

糸島市民自由共創大学　酒井忠彬　様

糸島市民自由共創大学　末松大吉　様

九星飲料工業株式会社　様


