
浅野 崇 春日井 敏之 清水 崇裕

足立 明美 加藤 奈緒香 下島 孝道

阿部 一夫 加藤 雄輔 須賀 雄治

荒井 京平 金井 優宜 杉浦 恵一

新井 正美 金澤 毅 杉山 英彦

荒川 一男 金山 美世子 鈴木 達也

安藤 豪志 兼井 正英 鈴木 義輝

池田 篤彦 金重 裕三 鈴木 雅裕

石川 恵里 上岡 賢次 鈴木 彰

石塚 智教 亀山 富緒 鈴木 武志

一ノ瀬 英陽 川上 泰則 鈴木 崇司

市橋 光雄 川島 円佳 住 幸治

伊藤 浩章 川地 晃司 千住 敏晃

伊藤 雅紀 河村 了 宗 哲秀

井上 艶子 岸野 倫敬 高橋 和弘

今井 義彦 木下 正則 高橋 邦夫

今井 亨 桐生 由美子 高橋 勝美

今井 努 日下部 次郎 瀧川 健司

今井 直幸 熊崎 和也 田口 要

岩佐 重俊 熊崎 孝 田口 好樹

岩本 裕介 熊崎 勝彦 武田 泰彦

鵜飼 智司 熊崎 智之 竹中 基晃

氏原 直人 倉持 純一 竹之内 友喜

内山 武史 栗山 幹彦 竹本 義子

生方 常明 桑原 和伸 田澤 正弘

遠藤 喬 高下 義彦 田代 達生

大桑 貴明 五ケ山 淳 田中 弘一

大月 基弘 小島 康裕 田中 薫

大庭 幸生 小島 崇嗣 頼母木 幸彦

大平 義明 児玉 直紀 玉置 さやか

大前 賢司 小林 健 田村 隆一

大前 庄司 小林 あつ美 田谷 諭志

岡野 渉 古山 つや子 千野 雄太

小川 清隆 近藤 正宏 辻井 希実

小川 大輔 近藤 勝美 土屋 増一郎

小木曽 文孝 齋藤 成是 土肥 義博

荻野 展広 酒井 雄一郎 内木 雄也

奥河 大 座間 昭男 長崎 廣道

加川 直樹 清水 信義 中島 弘貴

春日 淳子 清水 和憲 中島 亨

心のふるさと下呂市を応援いただきありがとうございました

（寄附日：平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日・アイウエオ順・敬称略）

　下呂市ふるさと寄附金により、平成２９年度は３，４７５件、８８，３７３，０００円のご寄附をいただきまし
た。寄附いただいた方のうち、氏名の公表にご承諾いただいた方のみ公表します。



中田 悟 丸山 恭司

長田 一寿 水谷 圭佑

中根 雅之 水野 令子

永野 心一 宮坂 順子

長野 正人 宮嶋 徹

中村 宏之 宮田 佳奈

中村 末広 村上 史恵

中村 千津子 森 隆志

那須 彰仁 森田 和弘

鍋島 俊隆 八木 茂樹

奈良 美紀 安田 一彦

成田 利秀 山内 裕央

西川 博之 山内 直樹

西山 啓史 山下 博美

野口 浩司 山田 勝嘉

野尻 佳代 山田 彰理

野田 好信 山本 寧彦

野中 児郎 吉田 智則

野村 廣己 吉武 敦

芳賀 陽子 吉本 英明

橋爪 浩文 米澤 美紀

橋本 孝治 若山 昭司

橋本 知子 渡辺 勝志

濱田 宏樹 渡辺 勇吾

林 優理 渡辺 淳

林 敦子 渡邊 直樹

樋口 和彦 渡邊 紘史

平尾 直之 渡邉 茂治

平松 潮路

深田 正雄

福井 隆

福田 友一

福森 智昭

福与 勝二

藤井 周司

布施 達朗

二村 直良

古川 栄美

星谷 健司

細江 正明

細江 誠一郎

堀田 直樹

松岡 邦佳

松清 貴幸

松波 昌史

松屋 拓郎


