
ご寄付いただいた方々（令和３年７月～令和３年１２月分） 

令和３年７月から令和３年１２月までの間に、多くの皆様から、ふるさと寄付金

などにより、次のとおり各分野へご寄付を賜りました。 

 お礼と感謝を申し上げますとともに、市を応援してくださる皆様のご厚意にお応

えできるよう努力してまいります。（以下、分野別５０音順） 

 

【地方創生分野】 

明渡寛様 荒川直亮様 荒木博子様 荒屋亮様 飯田浩二様 井浦義之様 五十嵐建平様  

五十嵐孝司様 池田宏貴様 石井完様 石井修一様 泉達樹様 井戸春香様 伊藤裕久様 

稲澤貴文様 猪股奈緒美様 今井誠様 岩田典彦様 上田耕輔様 上仲拓生様 大垣篤志様 

大野実雄様 大橋壮一様 岡哲生様 小笠原あゆみ様 鍵和田猛邦様 鹿島葉介様 加瀬 

康大様 勝山満様 加藤直樹様 金内正広様 加納篤様 川口望様 木村寛伸様 経田香織様 

倉本清孝様 黒住茂雄様 黒田禎子様 黒田広至様 古賀佳奈子様 古手川暢哉様 小中 

秀己様 小西亨様 小松輝樹様 近藤弘望様 坂根妙子様 佐々木紀久子様 佐々木健太様  

定村正之様 佐藤孝弘様 佐藤光徳様 佐藤義巳様 佐野勇様 沢田元一郎様 椎谷佳祐様  

嶋野悠介様 嶋野悠介様 清水実様 清水祐太朗様 白井和樹様 白塚重典様 白鳥達也様  

白山信三様 杉山剛様 鈴木一彦様 鈴木信吾様 鈴木健士様 鈴木脩史様 芹澤直樹様  

高浦貴美様 髙木佑基様 高木幹教様 高谷泰行様 髙橋英志様 高橋良彰様 髙谷真琴様  

高山美代子様 田川智子様 竹下直仁様 竹平智哉様 田中忠之様 田中千晴様 田中宏尚様  

田野倉巖様 堤直哉様 角田浩昭様 津山博様 富山由里子様 中康二様 中泉弘子様  

中川徹様 永塚幹木様 中村明日香様 中村巧様 中村佳男様 中山拓治様 西尾隆一郎様  

西塚啓一様 新田禎様 野崎沙也香様 野々部和寿様 橋和夫様 服部愛弘様 濵田幸一様  

林修史様 林優里様 原由也様 樋口睦洋様 菱沼久美子様 日高慎平様 平竹貫二様  

備後卓矢様 福島喬様 藤井広美様 藤岡順子様 星野淳様 堀内宏基様 松木俊哉様  

松田真典様 松田夕子様 松野敬様  宮川敦史様 三宅英彦様 三輪良雅様 村上幸繁様  

森島恵一様 山川富雄様 山口真悟様 横山春花様 若松努様 早田修平様 渡辺桂介様  

 

【福祉分野】 

石沢宏康様 宇野総一郎様 梅内栄子様 大河原昇様 加藤喜信様 菊眞澄様 岸本佳篤様 

北島正悟様 窪田耕輔様 栗原裕子様 小坂晃一様 酒井和久様 坂口輝光様 笹野暁様  

白井義則様 神宮章嘉様 中村佳男様 西岡真吾様 西崎祐輔様 能井学様 濵辺セツ子様  

原田則雄様 東野千馨様 平井優哉様 藤田浩貴様 三室芳枝様 三宅和男様 宮下靖広様  

宮保美登里様 村上直道様 森本眞次様 山下亘様 米山茂生様 若狭亮様 和田千秋様  

和田大樹様 株式会社ＮＴＮ羽咋製作所様 株式会社ＮＴＮ宝達志水製作所様  

株式会社ＮＴＮ志賀製作所様 株式会社ＮＴＮ能登製作所様 福井鋲螺株式会社様  

明治安田生命保険相互会社様 

 

【市民憲章推進分野】  

井上貴博様 今津那奈子様 佐藤翠様 田村強様 藤部誠様 長尾正己様  

 

 

 



ご寄付いただいた方々（令和３年７月～令和３年１２月分） 

 

【教育・スポーツ分野】 

穴川幸男様 阿部伸一様 網太郎様 荒井外志明様 荒川諒様 伊藤高夫様 井上雅彦様  

今井章人様 大岡正憲様 大竹潤様 岡村直之様 加藤弘康様 金子真琴様 国井隆一様  

久保久様 合田泰政様 小枝淳一様 古峨淳明様 小郷浩之様 指田麗奈様 島田健司様  

清水章弘様 杉渕政幸様 杉山剛様 鈴木孝様 舘野洋彰様 田中耕太郎様 角田秋様  

成澤勉様 東理人様 福田智子様 藤井正嗣様 松野敬様 水口伸一郎様 向井潔代様  

守屋賢一様 山口均様 山田尚史様 吉村亜也子様 

 

【妙成寺復旧・修繕支援】 

今村義文様 河合智矢様 菊地泰之様 倉内学様 横堀聡久様 

 

【千里浜海岸保全対策分野】 

ＫＤＤＩ株式会社北陸総支社様 

 

【使い道を指定しない】 

飯尾真一郎様 家亦真弘様 伊藤一正様 庵原一水様 植田誠一様 大竹浩様 岡本

誠様 小田嶋啓太様 加島昌二様 柏野大司様 片場寛明様 形屋まゆり様 神谷 

隆一様 神崎直志様 菊池由美様 岸浩司様 工藤雄太様 窪田耕輔様 倉橋良之様 

桑原保様 小林弘幸様 小林要様 小林良文様 近藤喜弘様 酒井智成様 島津怜様 

清水弘史様 白田直輝様 鈴木康弘様 清野伸治様 瀬谷政状様 髙久栄治様 竹口

学様 田畑友也様 多満城宏様 俵諒輔様 角田秋様 寺川正孝様 栩原広士様  

冨田雅之様 中尾淳様 中島成様 長渡史将様 中村剛様 滑川貴彦様 原田香様 

藤井博之様 古田清和様 堀ノ内悟様 桝谷小百合様 松島智様 宮崎謙様 毛利 

郁史様 持田修二様 望月一希様 矢野直様 山上徹様 山田善弘様 吉田実信様 

若狭亮様 渡邉一慶様 

 

【その他】 

アクティプリント株式会社様 ＪＡはくい羽咋支店様  

 

※そのほか掲載を希望されない方々からも多数のご寄付をいただいております。 

 

 

 

 


