
ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

神奈川県横浜市 穂積　昭夫　様 非公表

愛知県名古屋市 武山　和正　様 28,000

茨城県水戸市 渡邉　利行　様 15,000

三重県いなべ市 古川　正人　様 非公表

岩手県盛岡市 藤原　良彦　様 非公表

長野県駒ヶ根市 土金　　彰　様 8,000

高知県高知市 小松　　務　様 8,000

茨城県笠間市 西堀　靖広　様 56,000

茨城県鹿嶋市 根本　　孝　様 7,000

東京都江東区 山下　昌宏　様 非公表

東京都練馬区 韓　　恵源　様 非公表

埼玉県川口市 保永　利彦　様 9,000

令和3年4月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

和歌山県和歌山市 川原　久司　様 非公表

東京都練馬区 下山　　翔　様 9,000

大阪府箕面市 山本　清和　様 10,000

茨城県水戸市 水野　　元　様 9,000

長野県佐久市 細萱　健一　様 7,000

香川県綾歌郡宇多津町 猪尾　昌之　様 7,000

茨城県笠間市 西堀　靖広　様 56,000

東京都大田区 松井　健司　様 11,000

千葉県大網白里市 宗藤　正理　様 8,000

東京都杉並区 矢嶋　雄一　様 非公表

石川県金沢市 小島　直樹　様 非公表

神奈川県横浜市 長田　浩一　様 10,000

石川県金沢市 野村　泰三　様 10,000

愛知県岡崎市 藤本　昌弘　様 7,000

東京都杉並区 川田　尚人　様 10,000

埼玉県川口市 木村　育子　様 非公表

神奈川県横浜市 矢代　敏幸　様 10,000

神奈川県横須賀市 杉本　伸一　様 14,000

埼玉県さいたま市 石崎　清孝　様 10,000

兵庫県西宮市 前田　明子　様 非公表

令和3年5月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

東京都品川区 山口　　悟　様 15,000

東京都目黒区 古田　美樹　様 10,000

東京都昭島市 疋田　　賢　様 15,000

埼玉県さいたま市 前澤　秀明　様 9,000

愛知県春日井市 長縄　英樹　様 15,000

茨城県笠間市 西堀　靖広　様 56,000

新潟県燕市 石田　直也　様 15,000

愛知県名古屋市 品川　好広　様 非公表

千葉県船橋市 久保田　泰　様 非公表

兵庫県神戸市 住本　恵子　様 15,000

千葉県流山市 中西　美歩　様 29,000

東京都江東区 藤井　幸雄　様 15,000

福岡県福岡市 大熊　佑治　様 15,000

東京都西東京市 高城　　健　様 15,000

岐阜県大垣市 小林　敬司郎　様 非公表

千葉県柏市 月村　政信　様 非公表

埼玉県さいたま市 青栁　年和　様 非公表

東京都足立区 村山　　忍　様 非公表

令和3年6月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

愛知県知立市 佐々木　幸奈　様 非公表

東京都大田区 鎌田　千恵　様 15,000

静岡県沼津市 小野　憲　様 8,000

茨城県つくばみらい市 宮尾　宙　様 非公表

大阪府大阪市 森本　滿子　様 15,000

東京都中野区 吉澤　浩一　様 15,000

大阪府岸和田市 久禮　三子雄　様 非公表

大阪府豊中市 井田　綾子　様 15,000

東京都江戸川区 安部　正徳　様 非公表

千葉県船橋市 水野　英樹　様 15,000

岡山県倉敷市 羽田　智則　様 15,000

滋賀県大津市 西久保　東功　様 非公表

東京都練馬区 渡　瞳　様 15,000

東京都世田谷区 小林　剛　様 15,000

東京都杉並区 伊田　栄一　様 15,000

埼玉県さいたま市 菊地　美穂子　様 15,000

令和3年7月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

長野県北安曇郡松川村 伊藤　正明　様 15,000

神奈川県川崎市 水迫　力　様 15,000

東京都東村山市 村田　有季子　様 非公表

長野県千曲市 野澤　重典　様 15,000

千葉県市川市 喜田　康敬　様 15,000

和歌山県御坊市 福居　靖仁　様 15,000

岐阜県不破郡垂井町 廣瀬　宜雄　様 15,000

愛知県名古屋市 朝比奈　録央　様 15,000

宮城県亘理郡山元町 三春　史恵　様 10,000

東京都日野市 吉川　幸成　様 17,000

長野県北安曇郡松川村 伊藤　正明　様 15,000

大阪府柏原市 井谷　峯子　様 15,000

岡山県倉敷市 中務　善之　様 8,000

静岡県静岡市 西村　尚人　様 17,000

大阪府大阪狭山市 冨尾　佳孝　様 15,000

東京都文京区 大川　恵里奈　様 17,000

静岡県沼津市 小野　憲　様 8,000

東京都練馬区 串間　善安　様 15,000

茨城県日立市 江口　博之　様 15,000

東京都町田市 金子　久雄　様 15,000

東京都大田区 森　裕子　様 21,000

奈良県奈良市 手嶋　政史　様 15,000

令和3年8月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

東京都中野区 多田　建一　様 15,000

大阪府枚方市 秦　洋二　様 非公表

岐阜県羽島郡笠松町 田島　和久　様 15,000

大阪府大阪市 渡具知　直也　様 9,000

三重県四日市市 位田　正明　様 非公表

愛知県名古屋市 柴田　保則　様 17,000

岡山県岡山市 關　正憲　様 15,000

富山県富山市 永井　規雄　様 15,000

兵庫県神戸市 谷川　清十郎　様 非公表

大阪府堺市 北野　勝也　様 15,000

石川県金沢市 小島　直樹　様 20,000

神奈川県横浜市 安田　裕之　様 非公表

東京都世田谷区 金古　政利　様 15,000

埼玉県越谷市 石井　智美　様 非公表

東京都大田区 清水　優希　様 14,000

京都府宇治市 武田　忠　様 17,000

京都府宇治市 武田　忠　様 17,000

福岡県筑紫野市 堀　義弘　様 17,000

埼玉県鴻巣市 伊井　省二朗　様 9,000

埼玉県鴻巣市 伊井　省二朗　様 9,000

埼玉県鴻巣市 伊井　省二朗　様 9,000

鳥取県米子市 牧野　正人　様 非公表

愛知県半田市 稲生　義久　様 15,000

東京都北区 三根　正大　様 非公表

高知県高知市 小松　務　様 8,000

兵庫県加古川市 船越　伸也　様 非公表

北海道札幌市 芳賀　由治　様 非公表

東京都新宿区 上野　拓朗　様 7,000

茨城県那珂郡東海村 吉野　保之　様 11,000

令和3年9月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

山梨県甲州市 大河内　和弘　様 非公表

埼玉県新座市 福島　泰輔　様 17,000

和歌山県和歌山市 川原　久司　様 10,000

東京都世田谷区 三木　健一　様 8,000

東京都江戸川区 安部　正徳　様 8,000

神奈川県横浜市 竹内　利明　様 17,000

神奈川県川崎市 下高　寛太　様 非公表

栃木県日光市 手塚　洋子　様 17,000

茨城県つくばみらい市 谷本　和也　様 17,000

茨城県日立市 小池　恵美子　様 34,000

千葉県流山市 伊藤　朋子　様 非公表

埼玉県上尾市 榎本　由美　様 非公表

北海道北見市 林　朋之　様 17,000

岐阜県羽島市 笠松　雅之　様 17,000

茨城県ひたちなか市 齊藤　直史　様 10,000

埼玉県戸田市 比企　修一　様 非公表

埼玉県さいたま市 石崎　清孝　様 10,000

茨城県つくば市 中村　尚司　様 17,000

神奈川県相模原市 古田　謙一　様 7,000

神奈川県川崎市 中山　夏子　様 12,000

東京都大田区 江幡　正志　様 151,000

熊本県熊本市 税所　栄二　様 非公表

広島県呉市 新井　一浩　様 非公表

東京都台東区 石川　晃太郎　様 8,000

茨城県常陸大宮市 菊地　千秋　様 12,000

大阪府泉大津市 堀内　俊郎　様 10,000

静岡県三島市 高橋　祐二　様 非公表

大阪府大阪市 岡田　隆広　様 23,000

大阪府大阪市 岡田　隆広　様 23,000

東京都江戸川区 井下　義雄　様 12,000

東京都江戸川区 井下　義雄　様 8,000

東京都江戸川区 井下　義雄　様 12,000

令和3年10月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

東京都江戸川区 井下　義雄　様 10,000

東京都江戸川区 井下　義雄　様 11,000

東京都江戸川区 井下　義雄　様 11,000

令和3年10月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

福島県伊達郡桑折町 倉島　正教　様 11,000

東京都府中市 上中谷　剛　様 非公表

東京都大田区 江幡　正志　様 101,000

群馬県高崎市 田村　大樹　様 8,000

千葉県佐倉市 大野　直　様 8,000

宮城県仙台市 鈴木　裕子　様 18,000

栃木県佐野市 荒居　養雄　様 非公表

東京都練馬区 大古　さくら　様 14,000

東京都北区 井上　奈保　様 8,000

東京都大田区 荒井　忠久　様 非公表

山形県山形市 横山　博信　　様 非公表

愛媛県東温市 小倉　麻由　様 8,000

東京都豊島区 西側　憲宏　様 非公表

東京都江戸川区 田中　久美　様 11,000

東京都国分寺市 宮里　朝香　様 8,000

東京都杉並区 内山　尚幸　様 11,000

茨城県取手市 武山　正子　様 8,000

東京都立川市 荻津　吉一　様 非公表

東京都江戸川区 大瀧　法舗　様 66,000

東京都江戸川区 井下　義雄　様 非公表

東京都江戸川区 井下　義雄　様 非公表

東京都葛飾区 関川　年子　様 12,000

兵庫県芦屋市 中島　英信　様 9,000

東京都府中市 矢作　一沙　様 18,000

神奈川県横浜市 乗松　安宏　様 16,000

東京都江戸川区 小泉　功　様 11,000

静岡県富士市 杉原　秀行　様 11,000

東京都文京区 平井　健太郎　様 8,000

埼玉県川口市 辻　泰喜　様 56,000

静岡県沼津市 川嶋　純一　様 7,000

宮崎県都城市 大内　誠也　様 10,000

埼玉県川越市 竹井　篤史　様 9,000

令和3年11月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

宮城県仙台市 熊坂　香　様 10,000

和歌山県和歌山市 宇都宮　智子　様 非公表

神奈川県鎌倉市 氏家　友彦　様 非公表

令和3年11月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

青森県青森市 小田原 秀樹　様 8,000

東京都港区 中島 真成　様 224,000

大阪府大阪市 渡具知 直也　様 非公表

北海道網走市 長屋 清一　様 10,000

茨城県笠間市 本多 良隆　様 非公表

石川県金沢市 小島 直樹　様 非公表

石川県金沢市 小島 直樹　様 10,000

東京都江戸川区 井下 義雄　様 非公表

東京都江戸川区 井下 義雄　様 非公表

東京都世田谷区 立原 大久　様 12,000

東京都練馬区 青島 一仁　様 30,000

神奈川県川崎市 工藤 ちか　様 12,000

栃木県宇都宮市 齋藤 健太郎　様 11,000

大阪府守口市 金山 敬三　様 12,000

東京都足立区 大久保 周一　様 33,000

茨城県小美玉市 川島 節子　様 21,000

茨城県小美玉市 川島 文男　様 21,000

茨城県つくば市 矢口 和美　　様 非公表

神奈川県横浜市 岡田 栄一　様 11,000

埼玉県草加市 太田 芳文　様 11,000

神奈川県横浜市 白井 雪乃　様 7,000

青森県八戸市 小田巻 貴文　様 非公表

東京都小平市 皆川 雅孝　様 非公表

宮城県黒川郡大和町 相澤 智寿　様 非公表

大分県大分市 後藤 秀樹　様 10,000

東京都新宿区 濱﨑 和幸　様 7,000

東京都新宿区 濱﨑 和幸　様 7,000

茨城県那珂郡東海村 柴沼 強　様 非公表

静岡県沼津市 戸谷 裕之　様 非公表

大阪府豊中市 井田 良子　様 15,000

東京都杉並区 雨谷 響子　様 非公表

東京都杉並区 雨谷 響子　様 11,000

令和3年12月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

東京都杉並区 外山 王章　様 11,000

神奈川県川崎市 石﨑 彩恵　様 22,000

東京都足立区 栗山 太一　様 12,000

東京都練馬区 鈴木 豊史　様 非公表

埼玉県朝霞市 高橋 俊哉　様 9,000

愛知県名古屋市 大氣 賢治　様 36,000

兵庫県宝塚市 喜多岡 直孝　様 非公表

神奈川県大和市 馬場 昭博　様 10,000

福岡県北九州市 西田 弦　様 8,000

京都府舞鶴市 山下 富夫　様 非公表

神奈川県相模原市 佐生 珠美　様 非公表

茨城県つくば市 加藤 松明　様 非公表

神奈川県横浜市 藤本 ゆかり　様 非公表

北海道千歳市 泉谷 千佳　様 8,000

神奈川県横浜市 木村 一成　様 11,000

千葉県船橋市 渡辺 洋一　様 7,000

埼玉県富士見市 畑 孝太朗　様 非公表

東京都豊島区 柳原 伸弥　様 9,000

茨城県水戸市 武井 範人　様 9,000

神奈川県藤沢市 梅田 修之　様 非公表

東京都町田市 崎 賢之助　様 11,000

東京都江戸川区 井下 義雄　様 非公表

東京都江戸川区 井下 義雄　様 非公表

東京都江戸川区 井下 義雄　様 非公表

東京都足立区 鈴木 元二郎　様 11,000

栃木県宇都宮市 大谷 朋久　様 15,000

東京都練馬区 細越 治　様 9,000

滋賀県大津市 杉井 孝嗣　様 非公表

長野県上田市 熊谷 唯　様 7,000

埼玉県さいたま市 柳井 陽太郎　様 非公表

北海道函館市 佐野 誠市　様 24,000

神奈川県川崎市 馬場 幸一郎　様 非公表

令和3年12月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

神奈川県川崎市 松井 勇太　様 8,000

大阪府堺市 衣川 隆行　様 非公表

東京都目黒区 南 晶子　様 非公表

千葉県船橋市 池部 達　様 12,000

新潟県南魚沼市 南雲 昭二　様 12,000

東京都目黒区 田口 健一　様 29,000

東京都世田谷区 片寄 裕市　様 非公表

東京都港区 古池 和雄　様 非公表

千葉県千葉市 須藤 作一　様 非公表

埼玉県越谷市 秋谷 久夫　様 10,000

茨城県東茨城郡大洗町 栗俣 周一　様 10,000

茨城県東茨城郡大洗町 栗俣 周一　様 28,000

茨城県猿島郡境町 飯塚 昌広　様 7,000

千葉県我孫子市 細谷 雅宏　様 47,000

大阪府大阪市 冨本 昌之　様 11,000

岐阜県岐阜市 佐竹 範之　様 11,000

千葉県銚子市 月岡 祐一郎　様 非公表

宮城県仙台市 小野寺 修　様 非公表

大阪府大阪市 森田 くみ子　様 非公表

山梨県笛吹市 笠井 勉　様 12,000

青森県八戸市 鈴木 昭子　様 7,000

埼玉県川口市 渡辺 晴香　様 8,000

埼玉県所沢市 濱本 木綿子　様 非公表

奈良県奈良市 大嶺 卓司　様 非公表

長野県上田市 森川 信彦　様 12,000

千葉県千葉市 小幡 聡　様 10,000

新潟県新潟市 小林 恵子　様 非公表

東京都多摩市 細谷 沙央里　様 非公表

東京都文京区 竹中 亮輔 10,000

東京都文京区 田島 右資　様 10,000

東京都町田市 吉田 隆　様 非公表

京都府京都市 則友 法子　様 12,000

令和3年12月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

茨城県取手市 赤﨑 敏之　様 34,000

東京都品川区 杉本 由紀　様 11,000

新潟県新潟市 池田 健男　様 11,000

東京都江東区 村上 まり　様 31,000

神奈川県横浜市 伴野 博之　様 9,000

埼玉県さいたま市 浅野 将之　様 11,000

大阪府大阪市 杵渕 潤一　様 11,000

三重県伊勢市 大西 誠　様 9,000

福島県いわき市 金澤 壮一　様 12,000

埼玉県さいたま市 河端 悟　様 15,000

静岡県浜松市 池谷 惇子　様 15,000

北海道札幌市 古田 欽一　様 非公表

神奈川県横浜市 名取 航　様 10,000

東京都品川区 杉田 良和　様 非公表

岐阜県不破郡垂井町 三輪 進　様 7,000

三重県伊賀市 山門 孝行　様 15,000

東京都墨田区 山本 一樹　様 9,000

大阪府大阪市 渡辺 俊一　様 12,000

広島県東広島市 西連寺 直人　様 61,000

神奈川県横浜市 玉島 正巳　様 10,000

東京都豊島区 佐藤 健二　様 非公表

埼玉県さいたま市 中村 喜代子　様 非公表

東京都港区 根本 正樹　様 14,000

神奈川県横浜市 田中 健　様 12,000

東京都千代田区 松木 裕美子　様 非公表

大阪府枚方市 吉井 一恵　様 10,000

沖縄県石垣市 石田 晃　様 非公表

令和3年12月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

埼玉県さいたま市 黄 再萬　様 9,000

神奈川県横浜市 Chivari Peter　様 非公表

静岡県沼津市 海老澤 南風　様 11,000

兵庫県芦屋市 田中 大悟　様 非公表

東京都三鷹市 齊藤 孝子　様 15,000

東京都昭島市 斉藤 利恵　様 非公表

北海道札幌市 サウナワーラ ユハミカエル　様 9,000

埼玉県入間市 島﨑 典久　様 非公表

東京都文京区 関 武士　様 非公表

東京都練馬区 下山 翔　様 11,000

北海道富良野市 東 丈博　様 9,000

愛知県刈谷市 渡部 久美子　様 28,000

愛知県東海市 櫨 陽一　様 9,000

静岡県浜松市 内山 良一　様 非公表

令和4年1月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

愛知県名古屋市 加藤　和裕　様 15,000

東京都大田区 松井　健司　様 11,000

兵庫県芦屋市 土方　利洋　様 29,000

愛知県名古屋市 近藤　展眞　様 非公表

東京都中野区 谷合　利夫　様 非公表

茨城県つくば市 中山　真一　様 12,000

令和4年2月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧



ご住所(市区町村) お名前 寄附金額（円）

愛知県名古屋市 柴崎 良子　様 非公表

愛知県春日井市 真藤 博之　様 非公表

埼玉県さいたま市 平塚 慶達　様 7,000

神奈川県横浜市 飯田 厚子　様 8,000

神奈川県相模原市 小田 敏也　様 非公表

令和4年3月茨城町ふるさと寄附金寄附者一覧
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