
令和元年度にご寄附をいただいた方
（お名前の公表に同意いただいた方のみ掲載しています。）

青木  まち子　様 神谷  康広　様
牛尾  厚海　様 伊藤  秋雄　様
小池  俊光　様 倉田  一夫　様
村上  勝彦　様 盛野  元　様
利根川  泰士　様 丸木  努　様
井上  冬彦　様 川口  明彦　様
内田  浩司　様 工藤  優希　様
清水  秀樹　様 小熊  理絵　様
熨斗  充　様 山野  盾男　様
大宮  裕樹　様 西塚  誠　様
山崎  智広　様 織田  和之　様
田端  健二　様 大久保  亨　様
加茂  純子　様 李  春実　様
丸谷  史乃　様 松浦  匠　様
井上  正文　様 中根  正之　様
横田  雅志　様 陣一  永機　様
五島  明彦　様 白石  達郎　様
山本  初雄　様 山田  榮二　様
宇治田  利夫　様 石田  篤史　様
小池  米男　様 島田  由佳　様
渡部  憲幸　様 大石  正一　様
福地  将彦　様 前堀  隆光　様
木村  嘉和　様 後藤  英彦　様
篠塚  栄　様 小齊平  千世佳　様
安東  清孝　様 田中  邦典　様
西本  清文　様 海山  義隆　様
長谷川  純　様 日髙  茂行　様
米田  一仁　様 黒岡  範行　様
福島  正幸　様 西村  敏則　様
戸倉  佐智子　様 星  信彦　様
小林  和江　様 寺根  京子　様
山本  光勝　様 伊藤  祐美　様
川野  文子　様 高嶌  育子　様
諏訪部  典久　様 松田  広子　様
永山  智幸　様 山下  雄大　様
清水  芳満　様 西沢  実　様
久田  洋一　様 井坂  浩二　様
株式会社青森銀行  様 伊藤  了　様
安田  圭治　様 森  理則　様
長野  桂子　様 青山  修　様
三澤  一郎　様 駒澤  一郎　様
水谷  忠司　様 井澤  吉幸　様
花木  出　様 西川  雅美　様
寺崎  徹哉　様 篠永  正徳　様
山田  久孝　様 岩城  真子　様
若林  匠　様 藤尾  勉　様
長沼  慎二　様 石川  哲　様
久野  稔和　様 田中  亨　様
森村  謹賢　様 勝間田  吉造　様
内田  英穂　様 瀧谷  泰博　様
櫻井  貴悠　様 國方  和泉　様
小暮  幸夫　様 神田  由紀　様
谷口  健一　様 磯部  忠昭　様
福田  賢一　様 早坂  隆　様
中垣  泉　様 北川  仁士　様
野村  武司　様 黒木  曠暁　様
立川  重成　様 橋上  多美子　様
井上  則男　様 瀬古  隆司　様
八木  恵子　様 石川  詠介　様
山田  真人　様 三浦  衛　様
橋本  賢二　様 神  義一　様
齋藤  德三郎　様 小野澤  美幸　様
関  友秀　様 住吉  和憲　様



金友  仁成　様 銀屋  貴雄　様
角嶋  一幸　様 來山  典弘　様
武中  智也　様 森  良子　様
天笠  典子　様 菊田  ワキ子　様
西崎  真人　様 中塚  みゆき　様
米満  和彦　様 青森市測量設計業協会　様
岸本  千代　様 野口  暁　様
飯田  正　様 松本  知広　様
川口  正登志　様 徳永  和紀　様
西田  修　様 山田  俊正　様
佐々木  将史　様 赤澤  恵里　様
尾﨑  和子　様 本夛  伸介　様
林  眞由美　様 山本  覚　様
八木橋  毅　様 石渡  嵓雄　様
酒井  邦夫　様 菊地  蔵乃介　様
古山  裕章　様 加藤  智広　様
辻  康幸　様 近藤  英範　様
平石  正人　様 内山  晶博　様
渡辺  義大　様 中岡  光平　様
作田  久男　様 松川  円　様
中上  和彦　様 天野  誠一　様
長尾  知樹　様 千田  悟士　様
三上  諭　様 塩澤  悠実　様
山原  望　様 三浦  美佐緒　様
浜田  政邦　様 広瀬  智徳　様
神田  康生　様 杉山  富子　様
宮崎  久男　様 楠木  直樹　様
佐々木  義則　様 小石  清子　様
妻鹿  和代　様 星  旦二　様
河瀨  紀子　様 鈴木  祐司　様
池畠  和美　様 小出  泰司　様
石田  隆男　様 内田  寿美子　様
山本  孝男　様 内田  紀久夫　様
大島  英雄　様 小南  保夫　様
小寺  良洋　様 池谷  千明　様
桐生  哲夫　様 吉岡  稔　様
清水  直樹　様 高橋  圭一　様
佐藤  恵子　様 梶原  拓哉　様
小野  穣　様 工藤  喬士　様
山本  由美子　様 青森注文洋服組合　様
西尾  好勝　様 向坂  益男　様
武士俣  究　様 高田  直樹　様
板橋  隆夫　様 今川  克巳　様
志賀  あゆみ　様 石川  衣織　様
矢野  克己　様 目時  利一郎　様
中澤  信行　様 藤井  庸司　様
高橋  英夫　様 高橋  賞司　様
加藤  美佐枝　様 東  千代之祐　様
鈴木  伸行　様 荒木  壯　様
下川  雄弘　様 葛西  健治　様
岩脇  清一　様 田中  美由紀　様
石黒  忠男　様 石川  計司　様
山口  章　様 秋山  博美　様
松尾  亮輔　様 吉田  政功　様
滝沢  快久　様 福田  伊八郎　様
大倉  華奈　様 八木  雅治　様
舘  正文　様 近藤  慶承　様
公益社団法人青森県宅地建物取引業協会青森支部　様 川﨑  博子　様
清水  秀治　様 松木  一太　様
福野  晃久　様 柿﨑  留美　様
肥田  あゆみ　様 関根  寛子　様
稲生  君子　様 横田  博　様
奥津  準　様 杤尾  治　様
諸岡  健雄　様 山下  順子　様
白鳥  美樹　様 津久井  晴記　様
池内  秀行　様 蔵野  雅章　様
峰岸  ひとみ　様 塩越  遼太　様



松木  洋　様 笹川  洋介　様
藤原  秀樹　様 中村  容子　様
横山  健人　様 谷田  宗男　様
熊崎  真由美　様 岡安  伸悟　様
須藤  友里恵　様 中井  康員　様
坂本  基　様 福田  伸之　様
森永  太市　様 永井  優子　様
山口  信人　様 桂田  達夫　様
吉村  勲　様 松浦  里央　様
伊藤  圭子　様 大路  隆太　様
中村  浩一　様 比嘉  紗伽　様
田中  雄二　様 生田目  葵　様
鈴木  英一　様 小林  誠子　様
亀田  治伸　様 鎌田  健治　様
松浦  昭宏　様 佐藤  隆　様
菊池  敏雅　様 市川  久則　様
鈴木  敦士　様 岡本  力　様
中谷  敏行　様 蘆田  洋子　様
藤本  義博　様 海老原  義英　様
塚本  健　様 大谷  聡　様
鈴木  健次　様 山田  誠　様
金川  裕也　様 佐藤  由美　様
山下  正博　様 大西  智子　様
益子  安功　様 鈴木  弘之　様
大根田  徹　様 岩﨑  信克　様
磯  久雄　様 佐藤  恵治　様
岡田  知子　様 山﨑  伸　様
林  耕太郎　様 池田  幸明　様
大林  栄一　様 松木  正人　様
齋藤  尚樹　様 八甲田丸を守る会　様
市村  博　様 高木  優　様
石本  利之　様 山上  博史　様
田中  信夫　様 末吉  祥悟　様
日下  宏　様 永坂  秀人　様
板井  幸則　様 濱田  悦子　様
金子  文雄　様 柴田  和成　様
藤井  伸介　様 藤尾  隆弘　様
川口  直昭　様 山村  敏雄　様
増井  唯紘　様 山本  泰大　様
鈴木  隆之　様 小向  良昌　様
伊庭  功　様 一般社団法人　青森県社交ダンス教師協会　様
友綱  和弘　様 青森商工会議所青年部　様
新井  敏之　様 笠井  忠政　様
増田  英子　様 小田  晋也　様
川口  直子　様 北村  領人　様
柳田  研彦　様 岸本  純夫　様
竹内  誠一　様 上田  千恵　様
高橋  敦　様 伊藤  静香　様
原田  祐嗣　様 竹内  和穂　様
金子  剛　様 岡田  充巨　様
森川  元治　様 安川  真由　様
小野  啓吾　様 植田  尚　様
高橋  禎明　様 大沼  史明　様
小山田  英明　様 樋口  誠　様
高橋  雅裕　様 平松  靖史　様
中野  悟　様 亀谷  和彦　様
平田  拓也　様 中林  義道　様
白井  正次　様 高野  裕幸　様
白井  英子　様 末松  広実　様
大原  幸男　様 塩満  史子　様
野村  幸男　様 市川  嘉　様
青木  裕実　様 大塚  勝也　様
高橋  薫　様 伊藤  千穂　様
角井  政信　様 藤巻  哲也　様
会田  邦晴　様 堺  慶二　様
三津田  健　様 竹下  順子　様
酒井  雄二　様 山口  英司　様



北川  公也　様 渡邉  浩彦　様
水澤  清　様 戸津  里美　様
保坂  恭子　様 西  享一　様
村山  憲太　様 西田  能久　様
菅野  陽介　様 新川  智久　様
中島  久枝　様 谷合  三憲　様
熊谷  晴子　様 石川  雅浩　様
若林  正光　様 荻野  泰雄　様
池田  義夫　様 佐藤  圭太　様
青木  則幸　様 日埜  貴之　様
吉澤  雄一　様 山川  真　様
古川  真　様 瀬戸  武　様
Nugraha  Aditya Arie　様 望月  猛　様
藤川  公平　様 白井  英夫　様
長畑  守雄　様 岡本  陽夫　様
川﨑  幸子　様 佐竹  俊介　様
木下  貴雄　様 大柿  勝弘　様
加藤  正喜　様 高野  克憲　様
城戸  美恵子　様 長尾  穣治　様
藤村  春彦　様 小林  典之　様
赤石  駿　様 田中  瑞穂　様
実沢  佳居　様 朴  昌根　様
高田  和忠　様 松井  富雄　様
藤田  亜紀子　様 岩井  孝雄　様
酒井  敏光　様 満石  健二　様
小林  秀行　様 市川  直樹　様
一般社団法人　小牧野遺跡保存活用協議会　様 小宮  文武　様
野口  典孝　様 田村  行市　様
大久保  忠　様 小島  克夫　様
前原  啓一　様 荒井  宏記　様
前田  英匡　様 池田  義信　様
伊勢山  裕　様 小林  巧　様
畑  裕　様 角居  秀三　様
今村  誠一　様 森川  智文　様
村上  香子　様 伊藤  寛　様
橋本  英子　様 吉富  始　様
寺田  博史　様 廣野  宏士　様
及川  奈都子　様 尾崎  久子　様
山崎  修治　様 國方  久子　様
西  圭介　様 寺嶋  長武　様
岡  暁子　様 河野  明男　様
傳  柔　様 今井  浩　様
中澤  謙治　様 片山  慧士　様
椿  みか　様 小森  義久　様
小池  雅之　様 齋藤  俊彦　様
野澤  勝　様 松田  奈緒美　様
鈴木  孝一　様 高坂  あゆ美　様
田辺  芳一　様 金井  文子　様
鈴木  忠郎　様 飯田  東　様
船水  明　様 猪木  遼平　様
欅田  拓大　様 黒河内  智寛　様
佐野  武雄　様 幸寺  慶治　様
宮川  勝之　様 正覚寺　夜写経会　様
尾崎  真砂志　様 桑田  光幸　様
阿藤  紀子　様 志村  京子　様
村重  嘉文　様 石動  弘子　様
高橋  正行　様 奥野  竜希　様
伊藤  金一　様 佐藤  幸一　様
五十嵐  愛　様 青木  喜和子　様
齋藤  将志　様 平松  輝滋　様
金井  淳　様 安斎  宏一　様
福司  憲道　様 重留  義明　様
鄭  健錫　様 津田  舜也　様
根岸  徹　様 高家  有　様
小嶺  昭治　様 中嶋  與正　様
田中  英子　様 岩波  孝幸　様
井辻  秀剛　様 三品  文彦　様



中根  満　様 古村  哲　様
栄木  博文　様 岡本  敏哉　様
谷村  大作　様 西尾  直紘　様
山崎  寿正　様 荒川  敬介　様
木島  正昭　様 光畑  祥子　様
坂口  恵子　様 小茂田  悠乃　様
阪野  雅義　様 八嶋  亮太　様
砂川  和美　様 細谷  祐子　様
石堂  岳之　様 横井  亜紀　様
杉本  裕一　様 遠藤  剛志　様
太田  豊　様 倉前  元気　様
西山  香織　様 金  成碩　様
西原  毅　様 白石  真己　様
梶原  一基　様 伊藤  高夫　様
金子  眞　様 中澤  諒　様
井口  直人　様 北浦  照美　様
金田  正義　様 浦野  正　様
髙橋  誠　様 北川  進　様
清水  裕子　様 福桝  アヤ子　様
新田  玲子　様 竹内  佐保　様
岸田  健作　様 細井  正純　様
塩崎  裕子　様 平本  周一郎　様
玄場  誠　様 伊藤  茜　様
升田  敏則　様 椿  淳裕　様
内田  俊夫　様 川口  英大　様
松元  裕樹　様 藤田  修司　様
島崎  いずみ　様 占部  一郎　様
西岡  和子　様 川崎  悠介　様
鈴木  淳子　様 森田  亮介　様
東  圭祐　様 秋田  泰宏　様
山本  健一　様 佐原  遼　様
村上  優太　様 井上  幸紀　様
石塚  直樹　様 冨岡  駿平　様
大山  幸夫　様 木村  圭吾　様
小椋  浩之介　様 河野  由紀　様
高木  裕明　様 山下  則夫　様
谷口  靖　様 高桑  大　様
早瀬  一郎　様 江利山  直己　様
原  郷史　様 千葉  和正　様
田中  忠憲　様 森本  直也　様
森田  良臣　様 荒木  大輔　様
大村  崇　様 鷲見  和美　様
大森  るみ子　様 柏井  法子　様
葛西  義昭　様 堀川  朋志　様
茂木  恵美　様 高橋  肇　様
小原  愛里沙　様 小島  直彦　様
岩田  健吾　様 市原  純一　様
金森  正紘　様 東山  諒太　様
江頭  敏貴　様 石川  雅司　様
後藤  修吾　様 里村  昌博　様
淺尾  隆司　様 坂本  章　様
久保  理加　様 園田  林太朗　様
中野  隆之　様 石橋  広志　様
鈴木  智　様 桐原  昭治　様
佐藤  剛志　様 本多  保昭　様
桐戸  宏彰　様 木村  繁春　様
赤石  敏章　様 太田  雄一郎　様
江口  幸　様 冷水  幸子　様
原  竜太　様 八坂  愛美　様
角谷  力　様 深谷  浩則　様
喜多村  貴光　様 片山  秀資　様
堤  葵実　様 Shaw  John Buxton　様
小林  幸彦　様 稲垣  翔　様
キム  ドンヨン　様 高橋  実　様
梅村  大輔　様 永田  吉彦　様
小野寺  祥　様 葉  清貴　様
山本  倫子　様 小島  剛　様



工藤  浩孝　様 坂齋  一良　様
三浦  和　様 神部  賢一　様
馬來  加奈子　様 飯田  恭史　様
堀井  隆充　様 梅田  靖　様
木村  拓也　様 金子  有作　様
若尾  昭仁　様 荒木  哲也　様
宮田  登志子　様 吉野  彰　様
木村  稔　様 小林  雅行　様
伊藤  文詞　様 蛭子  秀昭　様
佐藤  史郎　様 松田  修治　様
大友  勇　様 斉藤  政一　様
國分  守　様 木下  慈大　様
岸  福美　様 土井  蔦江　様
大島  るみ　様 椿野  啓明　様
藤林  宗晃　様 根本  直之　様
寺本  吉克　様 上西  博　様
矢野  渉　様 堀口  泰司　様
若澤  一善　様 岡田  仁志　様
山中  初男　様 河田  和男　様
山崎  信悟　様 須永  一哉　様
鈴木  晃子　様 後藤  澄子　様
田中  一男　様 世古口　  亨　様
西川  雅之　様 小関  亨　様
松本  雅弘　様 西村  芳一　様
新江  明　様 井上  廣勝　様
稲垣  真嗣　様 植松  英明　様
岡本  敏宏　様 近田  伊織　様
太田  悟史　様 大隅  一郎　様
内山  淳子　様 青森市婦人団体連絡協議会　様
谷神  浩二　様 清水  葉子　様
関田  仁志　様 欧陽  望奇　様
保渡山  真一　様 鎌田  政好　様
上島  登美子　様 大宮  牧子　様
阿部  末広　様 奥田  博之　様
安田  龍吾　様 小島  達自　様
倉茂  瑞生　様 鈴木  一男　様
冨澤  美紀　様 藤原  正彦　様
草刈  佳祐　様 浜谷  奈々子　様
関根  麻理　様 内門  信一　様
河原  良明　様 大井  秀美　様
岡村  義忠　様 大西  誠　様
児玉  成美　様 坂本  尚司　様
山下  幸輝　様 内藤  和彦　様
斉藤  久美子　様 青木  利泰　様
安藤  夏樹　様 細部  智章　様
待場  優里　様 田中  靖子　様
山内  一弘　様 津高  武　様
福田  修　様 倉田  修　様
石田  和之　様 山内  理子　様
大塚  正明　様 吉窪  千博　様
小嶋  丈博　様 渋谷  禎彦　様
木村  浩章　様 西尾  千鶴　様
衣笠  傑雄　様 長島  幹夫　様
中島  丈明　様 小杉  修　様
中村  陽一郞　様 山口  保幸　様
井手  雅大　様 橋本  英樹　様
藤井  晴康　様 青山  弘樹　様
和田  雄吾　様 川田  清文　様
松岡  裕介　様 加川  美登利　様
山縣  咲優美　様 岡田  健正　様
角田  和也　様 尾崎  佐知子　様
清水  真嘉　様 佐藤  潔　様
平田  康治　様 坪井  孝男　様
山口  治利　様 村上  雅朗　様
伊藤  靖武　様 鴻野  公伸　様
飯島  孝　様 福本  充益　様
関谷  一真　様 前川  道信　様



株式会社富士清ほりうち  　様 坂口  文生　様
田中  幸三　様 山岸  章　様
池田  太郎　様 畑中  秀夫　様
菅  友美　様 錦戸  八重子　様
市ヶ谷  菜未　様 増田  昌司　様
五藤  義彦　様 泉  藤博　様
吉川  稔　様 山田  辰徳　様
林  嘉昌　様 渡邊  俊明　様
北山  昇　様 小幡  朱音　様
田中  粛子　様 下地  直樹　様
辻  直史　様 内田  昌子　様
上村  悠愛　様 井上  志朗　様
梶  晋介　様 竹内  久徳　様
菊田  恭子　様 横田  浩明　様
小池  智徳　様 苅田  修　様
松井  ゆかり　様 横田  祐二　様
福西  真奈　様 森本  貴之　様
津坂  孝弘　様 宮本  尚　様
村田  弘文　様 橋本  浩一　様
村元  俊介　様 岩田  逸郎　様
加藤  明雄　様 鍛治  太　様
東　  正純　様 丸岡  哲夫　様
二井  琢磨　様 藤井  健斗　様
呉島  東吉　様 酒井  章代　様
池場  明　様 五反田  務　様
朝雲  学人　様 林  正樹　様
保城  秀樹　様 青森三菱電機機器販売株式会社　様
上田  充幸　様
田野  順子　様
蒲地  徹　様
須田  雅樹　様
中川  晴夫　様
吉田  新　様
植田  貴之　様
敷田  年美　様
市岡  修一　様
吉川  みのり　様
生沼  資康　様
眞鍋  多持　様
齋藤  崇年　様
斑目  重光　様
稲葉  純　様
上野  金一　様
稲村  秀一　様
岡本  弥佐　様
岩澤  弘和　様
若生  照明　様
横溝  陽一　様
森  克之　様
蔵田  博之　様
傳田  英男　様
中川  満徳　様
内野  憲二　様
鷹野  義幸　様
井口  和久　様
加藤  優　様
山本  純弥　様
山内  雄二　様
長重  隆洋　様
加藤  修　様
古賀  浩光　様
三沢  信司　様
中井  真由美　様
工藤  健太郎　様
塩尻  弘樹　様
上村  卓良　様
原田  軍治　様


