
青木 啓豪 伊藤 太一 及川 さつき

赤枝 卓 伊藤 誠 大久保 琢也

赤尾 謙 伊藤 淳 大竹 貴子

阿久津 正 伊東 典子 大谷 育生

上見 哲也 伊藤 真友子 大塚 久美子

朝日 美幸 伊藤 愛 大坪 執平

足立 達志 伊藤 郷弥 大西 淳一

阿部 翼 伊藤 隆 大西 佳美

天野 富士子 伊藤 岳 大西 徹

新井 教正 伊藤 千晴 大西 真由美

新井 潤 伊藤 陽子 大野 加奈子

荒木 仁 伊東 みち子 大野 真志

有坂 千代子 伊藤 恵 大平 洋一

有本 泰子 伊藤 啓富 大本 勲

淡路 なな恵 犬飼 邦博 大森 克也

粟野 法子 井上 一郎 大森 敏幸

安藤 聡子 伊原 和人 大家 慶紀

安蒜 豊三 井平 久雄 大薮 豊数

飯島 未宇 井深 美佐 岡田 綾子

井内 康延 伊吹 麻江 岡田 正志

伊神 純子 今井 翔太 岡田 さおり

井口 浩治 今井 昌子 岡本 剛

池上 薫乃 今井 奈津子 小川 昭三

池田 悦子 今井 真弓 荻野 真維

池戸 美紀 今津 邦博 荻原 一真

池松 由美子 今村 都佳 荻原 英人

石井 優子 岩井 亨 奥田 昇

石井 啓一 岩崎 裕三 奥田 将洋

石附 裕孝 岩田 弘美 奥田 浩之

石附 智奈美 岩見 信宏 奥田 真子

石原 謹 岩本 宗一 奥村 勇

石原 英一 植田 浩 小倉 誠

石丸 貴寿 上原 貞子 小椋 英示

磯村 大輔 鵜飼 浩史 小栗 彩絵

井田 円 宇佐見 政史 尾崎 勝敏

市川 有未 牛久 皓 音上 智

市橋 正昭 宇津木 多恵 小野寺 道夫

市原 京子 内海 典子 貝沼 孝浩

井出 朋啓 遠藤 裕久 柿ヶ野 磯幸

伊藤 勝美 遠藤 克彦 笠井 孝志

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

　下呂市ふるさと寄附金により、令和２年度は１１，８７３件、３９０，１１５，０９８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。

（寄附日：令和２年４月１日～令和３年３月３１日・アイウエオ順・敬称略）



杉本 浩志 寺西 誠 野中 里香

杉山 久美子 寺延 行美 野々村 明美

鈴木 功 寺脇 美永子 野村 康之

鈴木 幸 東海林 謙克 萩原 聡子

鈴木 育代 戸川 義文 橋口 亜美

鈴木 匠 時里 祐子 橋本 知子

鈴木 慎一 鳥羽 徳良 橋本 弥生

住 智治 戸部 拓人 羽田野 美穂

隅田 旭 富田 奈々子 早矢仕 香

神崎 泉海 冨元 貴志 林 かなこ

千賀 汀夏 樋田 裕介 林 満

添田 常夫 豊田 光俊 原 智子

高田 文雄 長江 真也 原 洋一郎

高橋 宗希 中尾 謙一郎 原 智草

高平 初美 長尾 直美 原田 聡子

田口 好樹 長尾 雅江 春田 薫

田口 一登 中澤 眞鈴 坂東 利哉

田口 広宣 長嶋 義幸 尾藤 慧一

田口 昌幸 長瀬 麻美 尾藤 知子

田口 恵 長瀬 靖博 日向 明泰

田口 嗣子 中田 悟 平田 裕ニ郎

武市 美鈴 中田 恒介 平野 陽子

竹田 博幸 中谷 悦子 廣瀬 恵理子

多田 浩志 中谷 朋子 廣瀬 友里

田立 篤司 中谷 政輝 廣瀬 麻紀

田立 愼大郎 中野 幸一 廣瀬 真理子

立石 聡 中野 敬介 廣瀬 真太郎

舘林 恵子 永納 香子 廣村 亜希子

田中 ゆかり 中道 佐保美 福井 玲

田中 珠美 中村 浩二 福井 将之

田中 俊男 中村 源一 福田 博之

田中 秀憲 中村 宙樹 福富 達也

田中 裕子 中本 則明 福本 京子

谷口 和人 長谷 治清 藤井 真奈美

谷田 淳 名下 涼人 藤田 砂織

谷向 柚美 成瀬 次郎 藤田 啓介

谷村 三洋 成瀬 一晴 藤本 真規子

田村 友晴 成美 辰樹 藤原 綾子

田村 沙恵子 西川 寛之 二村 恵美子

丹波 恵 西部 治市 渕野 壽士

長口 深 西村 周三 船越 健司

塚本 進 西本 正信 船坂 由希子

津久井 誠一郎 丹羽 憲司 古川 理恵子

津田 和宏 野口 裕代 古川 美由紀

土屋 増一郎 野澤 ゆかり 古澤 和美

土屋 栄三 野尻 はづき 古屋 絢子



梶田 直寛 木川 仁 齊藤 文一

梶田 美弘 木原 雅人 齋藤 高子

梶原 秀樹 木村 進 齋藤 央嗣

加島 裕基 国本 丙潤 佐伯 知俊

梶山 真 久保 弘憲 阪井 一雄

柏木 篤 熊崎 和也 酒井 佳菜

春日井 敏之 熊崎 鏡人 坂井 みどり

春日井 誠二 熊崎 友也 坂下 卓

糟谷 仁子 倉茂 知絵 阪本 亜由実

片田 真知子 倉橋 美樹 坂本 慶子

片山 真以 栗田 美和子 佐久間 健三

加藤 康孝 栗間 浩彰 佐古 はるみ

加藤 雅恵 来栖 茂実 佐々木 克哉

加藤 朋子 GRADY CLARE 笹田 豊

加藤 宏和 黒木 和実 佐藤 克之

加藤 茂裕 小池 香織 佐藤 悟郎

加藤 夕香子 小池 雅之 佐藤 寛

金森 直子 小池 崇裕 佐藤 亜弥美

兼井 正英 佐藤 洋一

金子 英人 纐纈 雄貴 佐藤 真

金子 仁司 香田 美由起 佐野 守計

金子 健一郎 小島 茂幸 サボリン ニーシャム

金子 康司 小嶋 正 鴫原 妙子

金子 剛士 五島 はる美 篠川 由規

加納 龍次 小寺 泰弘 篠原 留美

加納 知幸 後藤 慶太 篠原 ゆきえ

蒲池 博子 後藤 公男 柴田 美樹

釜谷 保徳 後藤 文男 澁谷 菜穂

加茂野 直幸 小畑 一郎 島 浩文

苅谷 真理子 小林 滋 島田 由美子

假屋園 将司 小林 良輔 清水 児都江

河合 武彦 小林 愛海 清水 潤一

川浦 良枝 小林 礼佳 清水 秀樹

川上 泰則 小林 久美 清水 寛子

川上 博 小原 春美 下川 雅信

川上 留美 小原 香織 下島 恒

川口 竜二 小宮 将樹 下平 雅之

かわしま けんいち 薦岡 成年 白川 武志

河尻 健吾 小山 敦子 白木 眞美子

河出 成 小山 美帆子 城下 雅徳

川端 裕一 近藤 由加里 神 奈季

河村 真吾 近藤 明博 新藤 清香

河村 渉 紺野 美幸子 榛葉 光

川村 嘉則 齋藤 友美

河本 利江 齊藤 豊隆 菅原 寛正

川脇 知子 齋藤 宏行 杉 雅俊

（公社）春日井青年会議所

Sick JamesRichard



保木 陽三 武藤 雅仁 吉田 達郎

星 みゆき 宗次ホール 宗次德二 吉本 隆寿

細江 隆義 村井 達典 代情 明彦

細江 めぐみ 村瀬 友浩 米田 智

堀田 直樹 村瀬 ひろみ 米山 訓

本多 芳英 村田 崇之 若井 麻也子

本間 亮一 森 勝則 脇田 康幸

前田 晴世 森 容子 和田 友子

牧野 まゆみ 森 恵理子 和田 勇

牧野 幸弘 森岡 貴和 渡邉 敏司

牧野 美穂 森川 英郎 渡邉 晃

牧野 公豪 森川 恭孝 渡邉 昇

政井 良典 森田 充実

政田 孝江 森田 桂造

増岡 三佐子 森谷 文子

松井 久美子 森谷 学

松枝 朋子 森本 照康

松尾 勇也 八木 茂樹

松尾 太一 矢込 みちる

松岡 敏彦 矢崎 憲二

松田 千恵子 矢嶋 美和子

松田 源次郎 安江 みはる

松田 英文 安江 伸一

松村 薪子 柳澤 達也

松本 泉 山岸 佳洋

丸岡 宏行 山口 剛

丸山 美佳子 山口 幸

丸山 安則 山﨑 雅也

水上 知之 山下 徳康

水川 健輔 山田 隆司

水野 博子 山田 かおる

水野 匡崇 山田 繁宏

水野 浩之 山田 竜平

三谷 享 山田 重作

三笘 勲明 山田 浩幸

宮川 信太郎 山西 孝弘

宮﨑 剛 山本 喬

宮下 純 山本 稔

宮島 江里子 山本 浩治

宮田 恵美子 横田 有史

宮本 秀紀 横山 智則

宮本 英治 吉岡 寿

宮山 恵理子 吉田 友彦

三好 泉 吉田 純子

三輪 克行 吉田 照彦

向田 華奈子 吉田 拓弥


