
天草市ふるさと応援寄附金

寄附の状況（H23.4.1～H24.3.31）

NO 寄附者等
住　　所

(都道府県名）
事業名

1 平田　明生　様 大阪府
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
宮田地区振興会（倉岳）

2 匿　　名 東京都
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
新合地区振興会（河浦）

3 匿　　名 東京都
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
新合地区振興会（河浦）

4 宮﨑　邦範　様 神奈川県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
鬼池まちづくり振興会（五和）

5 長田　実伸　様 埼玉県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
牛深地区振興会（牛深）

6 田中　盛正　様 神奈川県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
御所浦まちづくり協議会（御所浦）
⑥『市長おまかせ』

7 松本　久　様 兵庫県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
有明まちづくり協議会（有明）

8 渡辺　康文　様 大阪府
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
下浦地区振興会（本渡）

9 匿　　名 神奈川県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
御所浦まちづくり協議会（御所浦）

10 門口　英治　様 熊本県
②“天草の宝”　『安心して元気に暮らせる
環境づくり』

11 井戸下　重信　様 東京都
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
高浜地区振興会（天草）

12 鈴木　亮　様 東京都 ⑥『市長おまかせ』

13 椎山　藤男　様 福岡県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
浦地区振興会（倉岳）

14 油谷　正彰　様 滋賀県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
島子地区振興会（有明）

15 福﨑　睦男　様 大阪府
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
亀場地区振興会（本渡）

16 匿　　名 東京都
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
楠浦地区振興会（本渡）

17 廣田　和雄　様 滋賀県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
本町地区振興会（本渡）

18 匿　　名 熊本県 ③“天草の宝”　『将来を担うこどもづくり』

19 匿　　名 熊本県 ⑥『市長おまかせ』

20 匿　　名 京都府
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
大多尾地区振興会（新和）

21 鳥羽瀨　正一　様 千葉県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
城河原まちづくり振興会（五和）

22 匿　　名 兵庫県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
栖本まちづくり協議会（栖本）

23 香月　太　様 兵庫県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
須子・赤崎地区振興会（有明）
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天草市ふるさと応援寄附金

寄附の状況（H23.4.1～H24.3.31）

NO 寄附者等
住　　所

(都道府県名）
事業名

24 丸田　忠　様 大阪府
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
大浦・上津浦地区振興会（有明）

25 匿　　名 大阪府
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
上津浦地区振興会（有明）

26 匿　　名 千葉県 ⑥『市長おまかせ』

27 髙本　浩人　様 愛知県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
高浜地区振興会（天草）

28 匿　　名 東京都
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
新合地区振興会（河浦）

29 匿　　名 神奈川県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
本町地区振興会（本渡）

30 匿　　名 神奈川県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
高浜地区振興会（天草）

31 匿　　名 熊本県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
河浦まちづくり協議会（河浦）

32 匿　　名 大阪府
④“天草の宝”　『若者が安心して働ける産業づく
り』

33 戌亥　弘子　様 熊本県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
栖本地区振興会（栖本）

34 匿　　名 奈良県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
嵐口地区振興会（御所浦）

35 吉添　圭介　様 滋賀県 ⑥『市長おまかせ』

36 匿　　名 愛知県
④“天草の宝”　『若者が安心して働ける産業づく
り』

37 匿　　名 香川県 ⑥『市長おまかせ』

38 匿　　名 神奈川県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
魚貫地区振興会（牛深）

39 吉田　末好　様 大阪府

②“天草の宝”　『安心して元気に暮らせる
環境づくり』
③“天草の宝”　『将来を担うこどもづくり』
④“天草の宝”　『若者が安心して働ける産業づく
り』

40 匿　　名 埼玉県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
栖本地区振興会（栖本）

41 匿　　名 埼玉県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
栖本地区振興会（栖本）

42 匿　　名 神奈川県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
富津地区振興会（河浦）

43 福本　久仁子　様 兵庫県 ⑤『拠点づくり』

（ＮＯ．2）



天草市ふるさと応援寄附金

寄附の状況（H23.4.1～H24.3.31）

NO 寄附者等
住　　所

(都道府県名）
事業名

44 近藤　稔　様 大分県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
栖本まちづくり協議会（栖本）

45 匿　　名 大阪府
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
宮田地区振興会（倉岳）

46 荒木　親洋　様 千葉県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
御領まちづくり振興会（五和）

47 匿　　名 熊本県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
本渡南地区振興会（本渡）

48 匿　　名 埼玉県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
牛深まちづくり協議会（牛深）

49 匿　　名 滋賀県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
二江まちづくり振興会（五和）

50 匿　　名 東京都
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
御所浦まちづくり協議会（御所浦）

51 匿　　名 奈良県
②“天草の宝”　『安心して元気に暮らせる
環境づくり』

52 匿　　名 大阪府
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
牛深まちづくり協議会（牛深）

53 長廣　達彦　様 東京都
②“天草の宝”　『安心して元気に暮らせる
環境づくり』

54 大塚　泰生　様 兵庫県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
下浦地区振興会（本渡）

55 匿　　名 京都府
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
二江まちづくり振興会（五和）

56 匿　　名 大阪府
②“天草の宝”　『安心して元気に暮らせる
環境づくり』

57 匿　　名 宮崎県 ⑥『市長おまかせ』

58 匿　　名 愛知県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
新和まちづくり協議会（新和）

59 関東御所浦会　様 神奈川県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
御所浦まちづくり協議会（御所浦）

60 松本　昭史　様 東京都
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
二江まちづくり振興会（五和）

61 久保　佑四郎　様 大阪府
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
有明まちづくり協議会（有明）

62 匿　　名 埼玉県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
河浦まちづくり協議会（河浦）

63 匿　　名 愛知県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
嵐口地区振興会（御所浦）

64 匿　　名 埼玉県
④“天草の宝”　『若者が安心して働ける産業づく
り』

65 赤城　誠　様 千葉県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
上津浦地区振興会（有明）
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天草市ふるさと応援寄附金

寄附の状況（H23.4.1～H24.3.31）

NO 寄附者等
住　　所

(都道府県名）
事業名

66 匿　　名 兵庫県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
嵐口地区振興会（御所浦）

67 園田　達彦　様 東京都
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
大宮地地区振興会（新和）

68 匿　　名 岐阜県 ⑥『市長おまかせ』

69 匿　　名 大阪府 ⑥『市長おまかせ』

70 匿　　名 東京都
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
楠浦地区振興会（本渡）

71 匿　　名 福岡県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
須子地区振興会（有明）

72 匿　　名 東京都
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
御領まちづくり振興会（五和）

73 匿　　名 長崎県 ③“天草の宝”　『将来を担うこどもづくり』

74 匿　　名 神奈川県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
牛深地区振興会（牛深）

75 前田　浩一　様 福岡県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
栖本地区振興会（栖本）

76 匿　　名 愛知県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
宮南地区振興会（新和）

77 吉戸　勝　様 神奈川県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
下田南地区振興会（天草）

78 匿　　名 埼玉県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
新合地区振興会（河浦）

79 新　日出雄　様 東京都 ⑥『市長おまかせ』

80 匿　　名 千葉県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
富津地区振興会（河浦）

81 金澤　淳司　様 福岡県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
富津地区振興会（河浦）

82 木下　秀子　様 大阪府
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
島子地区振興会（有明）

83 濱田　伸広　様 神奈川県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
下田南地区振興会（天草）

84 匿　　名 大阪府
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
赤崎地区振興会（有明）

85 匿　　名 福岡県 ⑥『市長おまかせ』

86 匿　　名 東京都
②“天草の宝”　『安心して元気に暮らせる
環境づくり』

87 匿　　名 東京都
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
佐伊津地区振興会（本渡）
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天草市ふるさと応援寄附金

寄附の状況（H23.4.1～H24.3.31）

NO 寄附者等
住　　所

(都道府県名）
事業名

88 松原　直　様 福岡県
②“天草の宝”　『安心して元気に暮らせる
環境づくり』

89 宮本　健　様 広島県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
二江まちづくり振興会（五和）

90 松岡　秀枝　様 東京都 ⑥『市長おまかせ』

91 山下　康親　様 東京都
②“天草の宝”　『安心して元気に暮らせる
環境づくり』

92 松本　哲幸　様 大阪府 ⑥『市長おまかせ』

93 匿　　名 千葉県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
大江地区振興会（天草）

94 竹森　要　様 千葉県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
福連木・下田北・下田南・高浜・大江地区振興会
（天草）

95 吉田　大介　様 東京都
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
一町田地区振興会（河浦）

96 高田　敏範　様 東京都
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
二浦地区振興会（牛深）

97 匿　　名 千葉県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
牧島地区振興会（御所浦）

98 丸野　雅幸　様 福岡県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
高浜地区振興会（天草）

99 匿　　名 大分県
①“天草の宝”　『地域コミュニティづくり』
上津浦地区振興会（有明）

100 野島　隆　様 福岡県 ⑥『市長おまかせ』

101 永野　住雄　様 熊本県 ⑥『市長おまかせ』
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