
164人 4,239,846円 2,500,000円

平成29年度人材育成事業
助成額

平成29年度派遣人数
平成29年度

チバリヨー中城ごさまる応援基金
取崩額

平成29年度チバリヨー中城ごさまる応援基金取崩し内訳

平成29年度チバリヨー中城ごさまる応援寄附実績について

（平成30年3月31日現在）

寄附件数 寄附額

右の寄附額に係る使途別内訳

世界遺産「中城城跡」の
保全活用に関する応援基
金への積立額

子供たちの健全育成及び
教育環境整備に関する応
援基金への積立額

村長におまかせ応援基金
への積立額

平成29年度チバリヨー中城ごさまる応援寄附内訳

　皆様より沢山のご寄附を頂き、厚く御礼申し上げます。
　ご寄附頂いた平成29年度チバリヨー中城ごさまる応援寄附は基金へ積立て、中城村のむ
らづくりのために大切に活用させていただきます。
　また、人材育成事業助成金として、チバリヨー中城ごさまる応援基金の一部を取崩し、
下記の通り児童生徒を県外に派遣しました。

1729件 34,462,000円 8,085,000円 12,335,000円 13,942,000円



北條　哲史 海老　徳 藤本　美由紀
山下　匠 仲眞　宏典 高橋　均
岡　義久 酒井　弘子 松多　信尚
乾　聡之 小林　玄彦 杉山　高規
岡村　学 加藤　博文 中山　剛男
清家　邦晴 君島　修平 石崎　行男
藤野　裕士 大酒　裕子 三宅　辰幸
有賀　滋 中田　晶博 田井　宣之
平出　晋一 田中　雅巳 儘田　幸貢
間々田　浩一 鈴木　泉 大徳　邦彦
土屋　眞智子 東野　一樹 藤野　隆太
原　淳一朗 披田野　知江 山田　和弘
加島　和俊 藤崎　秀孝 斎藤　仁一
加藤　貴行 鈴木　良紀 山岸　照幸
立花　明子 吉田　泰子 林　剛
高橋　兼一郎 遠山　久美子 島田　和典
椋本　美希 森田　雅久 加藤　寛之
片山　夕紀子 福元　徳広 船野　弘士
石川　由香 野田　弘二郎 七里　眞利子
阿久根　竜大 北村　泰三 福原　俊二
菅谷　雅夫 河口　孝一郎 星　智子
北村　敦則 橋本　雅文 菊池　俊彦
服部　大樹 山下　伸一 鮫島　基泰
福本　健太郎 松本　茂昌 阿部　充
荒木　啓伸 荒川　友紀 亀崎　和也
泉　伸賢 黎　俊杰 梅田　一郎

森山　尋 Vivek　Gulati 富澤　さおり
堀内　伊知郎 朏島　大樹 飯田　弓
橋本　宗親 定森　雅子 平井　大吾
辛島　智美 高萩　栄一郎 鈴木　潤
広石　卓司 齋藤　義雄 土肥　貴司
吉田　裕男 瀬戸　雅弘 岸本　大
藤原　浩義 山端　康幸 田矢　徹司
平城　重則 三輪　正信 平松　貴美
久保　博 畑　伊佐男 角　隆行
露木　敏 吉田　忠彦 藤原　恭一郎
松田　ひとみ 国吉　正道 森谷　孝雄
奥村　拓也 川西　良治 藤原　眞理
川村　真琴 溜川　良次 山森　篤
丸山　英之 松本　真二 小林　幸男
齋藤　真一 藤澤　克彦 比佐　俊哉
榎田　修一郎 林原　美智子 堀川　隆
斉木　秀一 廣田　穰 高須　雅史
岡村　基弘 升田　加奈 岡田　積
青木　泰三 後藤　紘儀 武田　里枝
沼田　貴司 畠山　忍 田中　裕香
曽我　憲二 菊地　威史 安藤　孝平
飯間　貴昭 中村　クミ 粟國　達成
高松　仁 齋藤　淳一 濱　恒美
岩波　雅富 島影　昭一郎 吉田　司
猪股　つとむ 畑　健二郎 佐藤　典子
遠藤　渡 山田　裕之 安田　洋子

平成29年度チバリヨー中城ごさまる応援寄附者一覧（公表に同意を頂いた方のみ）



篠原　徹郎 長岡　寛久 増本　正明
森田　翔 吉岡　和幸 浅見　清美
佐々木　英悟 松橋　卓司 村松　隆宏
栗田　直人 松浦　一平 矢崎　琢也
村石　純一 瀬戸　武士 小松　万樹
曽我　平 秋庭　洋 福井　政慶
大原　恵一 佐藤　文昭 金子　容子
國次　修平 武藤　真一 井上　慎也
伊藤　誠祥 小林　博人 紺野　拓史
本郷　真由 花津谷　徹 西田　一幾
石田　智子 米永　吉和 村田　浩之
小島　昇 西野　正朗 辻岡　利章
黒木　伸一 神田　陽子 多田　素久
南　千恵 金浦　和紀 深野　徹
豊島　洋次 古橋　淳一 梅田　宅司
與那覇　真理 豊嶋　洋子 藤原　笑子
出雲　伸哉 藤田　州孝 熊本　さよ
長松　裕史 中野　博文 米澤　仁人
堂々　穣 新野　誠 丸山　詠子
樋上　順子 水谷　克洋 小島　智花
落合　艶梅 喜多　健介 二木　良夫
岸本　やよい 濱本　秀樹 清水　幸雄
坂田　匠 重松　邦広 佐渡　誠
金子　令子 福富　浩 井上　麻里
梅野　朝男 岡林　潤 牧野　尚子
橋本　毅 中西　直之 後藤　憲秀
唯　孝 中村　大輔 古野　由香里
福島　浩之 金井　澄雄 小山　秀次
水谷　登 林　文次郎 吉冨　雄治
安保　吉人 出浦　正 松本　幸一
高木　勇輔 柴田　多加子 森山　真太郎
久保田　千鳥 片浦　慎一 杉浦　富夫
曽田　憲司 花岡　宏明 浜村　友紀
平岡　美樹子 木村　潤 今井　利秀
村越　毅 松尾　國士 古木　由佳
北川　直樹 中島　正好 中山　寿美子
金子　功治 田村　和義 比嘉　由美
天野　秀明 中島　裕美 大庭　和浩
三宅　輝彦 小野　元幹 三宅　徹
杉田　晶 岸田　憲夫 後関　利明
松野　徹 増田　恭子 森岡　茂樹
髙﨑　ちづる 鈴木　日和 亀井　健太郎
片寄　範幸 村上　省吾 森本　豪
大平　洋志 深須　寛孝 大野　知世
小森谷　俊輔 中西　隆之 山崎　愛奈
古橋　里衣子 石橋　隆太郎 加茂　洋平
河崎　雅利 中根　信恵 渡　義人
吉田　眞一 黒神　学 立花　淳一
野本　伸一郎 井上　大樹 松本　久仁
奥村　浩二 網野　賀一郎 武田　美香
乾　重樹 宮沢　俊哉 高井　信志
松本　直也 西本　雅一 小林　亨
光宗　一城 山並　靖幸 五味　仁美
尾平　佳子 藤木　朋子 後藤　彩乃
中村　良弘 鈴木　惇子 赤嶺　敬



羽尾　義輝 池田　友理子 陳（鈴木）　瓊
権田　誠 豊田　泰子 木村　尚美
永末　摩美 関谷　由起子 梅山　基樹
中畔　茂雄 李　冀花 平川　富子
大木　昌俊 裏川　織雅 余田　和久
水沼　秀樹 赤坂　昭治 野村　智博
タケヤマ　ミネオ 西村　正人 中村　奈央子
新居　晴彦 新田　秀典 岩佐　有貴子
伊藤　正紀 乾　岳志 下島　正
浅倉　良徳 井上　和美 丸目　剛
恵比須　崇 間宮　由香 神成　昭宏
綿貫　美紀 武藤　健太郎 志村　政義
音川　公治 石井　敏博 岩本　純平
増門　弘明 浅野　敬一郎 吉野　美和
佐藤　竜也 糸井　尚子 北　善幸
平尾　仁 宮里　友章 小林　信子
萩原　宏樹 原口　寛毅 大川　篤志
石坂　良司 落合　智賀子 花新発　建
中田　樹海 石川　享平 大橋　綾子
弓削田　浩主 近藤　良典 高柳　和典
須藤　恆法 小澤　幸彦 冨谷　寛卓
岡村　彰哲 鈴木　徹 軽部　清茂
石住　薫 古田　良彦 緒方　惟幸
早崎　伊知郎 北原　正 岸　広一
新堀　浩之 仁木　俊夫 大森　孝造
河野　太郎 矢部　顕人 髙見　正成
小森　早紀 秋谷　進 河野　浩
薗　和美 古市　勝治 吉成　治人
大野　真咲アン 中島　直人 柳田　淳子
高橋　公哉 大崎　拓也 増田　範子
古谷　清 佐々木　恵吏 荒川　啓太朗
中原　泰生 中塚　芙由紀 石川　登志郎
横山　泰隆 齋藤　浩之 石脇　茂

Muto　Eisuke 岸　良幸 松本　充弘
木村　麗子 井上　孝仁 野口　征太
沢岻　美奈子 中山　努 長田　厚
鈴木　隆雄 川中　和幸 渡邉　岳彦
西野　俊彦 吉藤　真一郎 野村　基雄
岡本　三四郎 小川　源太郎 馬目　学
高木　健二 小西　啓介 岩崎　一見
草野　富博 服部　真人 斉藤　響子
小島　保 室山　誠 小林　源吾
荒木　重彦 飯田　耕三 笹島　隆義
河村　史朗 山中　恵津子 橋井　佳子
渡辺　千嘉子 中神　祐介 宮代　新吾
川端　晴幸 笹松　信吾 網中　勝
越井　雅治 望月　友美 川野　美知子
鷺野谷　公雄 山口　勝美 小宮　隆司
藤代　真一 山田　智士 林　淑朗
笹井　律子 石原　英威 辻　一郎
伊藤　裕幸 今野　航 川嶋　治
島田　健雄 竹内　公一 堀　文隆
東原　和哉 渡部　泰央 湯澤　達朗
西山　早乃 松永　利恵 伊藤　治佐子
尾形　敏 杉本　真紀 宮田　繁



橋本　鉄生 植木　彬夫 小玉　直人
水上　周 椿　由紀 谷合　浩司
高橋　泰子 森　日出雄 國本　裕一
小柴　真一 平山　光裕 永縄　秀樹
須藤　啓太 吉本　大輔 和田　弘司
弘田　隆省 田崎　あづさ 井上　一真
吉野　真理 永島　竜貴 石田　真
林　良太郎 高津　直人 勝海　寿美子
甲斐　聡一朗 落合　紀治 越村　宜博
須永　博之 山口　俊明 吉田　実
田中　孝明 真野　龍太朗 杉田　直輝
福井　秀和 城畑　君江 畑　義和
清水　正行 原　一史 服部　豪
太田　博史 清水　清一 野口　稔
柴田　章裕 三木　良介 坂上　次郎
髙橋　克治 西島　知也 加藤　史恵
福井　佐知子 久保　雅則 青木　英明
佐藤　宏朗 新谷　剛 松本　竜吾
小山　麗子 海藻　泰貴 田端　秀輝
石崎　真吾 石橋　裕二 柳澤　勇造
片岡　慶太 小林　芙美 原　豪作
平山　径 江田　慎太郎 玉田　俊明
長尾　健司 沖野　隆一 生島　一豊
深町　克昭 加茂　寛介 森田　穣治
平　篤史 手塚　淳一 北澤　毅
前川　朝保 兼子　聡 甲藤　麻衣
見澤　沙弥香 石原　愛理 松村　敦
藤原　太治 小室　美和子 大場　一生
亀井　千恵子 久保　佑太 小林　志乃ぶ

REED　CHRISTOPHER 宮内　信輔 行光　朗
廣田　明子 牛島　栄 岩城　久留美
山田　雄亮 野口　淳 井上　加奈子
澤村　ヒロミ 河野　正典 高野　朋子
冨岡　武 福崎　紫 小川　博光
地嵜　剛史 里本　真智子 岡屋　真介
玉置　さやか 小林　広樹 小池　理絵
吉藤　亜矢子 寺門　大地 小澤　舞
不破　孝 藤澤　公人 藤野　智美
羽田野　実 岩澤　永子 小口　耕治
山﨑　明 松田　浩太 阪本　卓也
柳田　隆 溝口　義純 中山　直紀
今村　亜津子 高原　淳 波多野　圭治
武士　裕史 稲垣　英剛 鈴木　泰弘
神野　哲郎 泉　賀与 竹田　幸平
永久保　昇治 水野　政則 齋藤　壽子
高垣　政雄 金尾　幸生 李　友裕
峯村　仁 近藤　綾華 嶋　雅明
吉沼　麻未 齋藤　俊一 島田　明子
渡辺　幸雄 坂本　雄 溝口　仁美
羽端　長之 湯川　素哉 潮田　育代
松塚　茂治 湊　貴至 坂本　幸則
松尾　悠紀 渡辺　良朗 竹下　直仁
川久保　智康 高橋　麻衣子 遠藤　誠
西川　智哉 谷口　達彦 喜多島　久
大嶋　陽幸 中川　典子 音琴　哲也



坂井　典孝 清水　直哉 俣野　朋子
那須　巧 柿本　力 城田　誠
中村　梨恵 松林　和人 茂見　昌孝
境内　生 内田　和美 池田　俊一
川鍋　昌彦 三井　裕人 岡澤　哲朗
高橋　健二 小森谷　淳子 庭野　将広
岸　勇弥 中村　一基 井上　雅文
若井　由美子 藤原　潤子 中川　政行
伊藤　伸彦 瀬古　章雄 森永　一生
中村　敏也 吉松　宏章 藤川　善孝
土居　邦彰 三島　牧 藤森　正然
居石　浩己 三並　知子 杉野　正次郎
鈴木　桃子 赤坂　圭子 折笠　翔太
船渡　雄司 堀上　博幸 三浦　昌子
岡本　かえで 辻本　友実子 中川　高志
脇田　美智子 黒田　豊 荒川　明子
ドレナン　アンソニー 尾籠　晃司 原澤　智洋
芳野　猛 吉原　真洋 蓑島　聡
鶴森　美佳 飯塚　元一 梅野　英智
脇田　稔夫 切通　佳子 蓮沼　奏一
山田　俊太郎 池畑　憲二郎 近藤　純一
梅田　良 内倉　充博 河村　圭子
大谷　博 谷上　允彦 伊熊　直記
菊地　傑 齊藤　修平 兼子　克哉
臼井　里史 平松　俊之 堀越　さお織
溝江　敦基 宮尾　美樹 渡部　元
福島　啓太郎 吉田　美佳 株式会社 國健鉄筋工業
伊藤　正也 宮崎　弘明 清水　秀治
鈴木　基弘 関　佳美 豊城　初江
清水　圭介 宮森　宣子 矢野　博美
仲谷　順正 島袋　雄太 小川　喜平
高橋　諒 兵動　大樹 近藤　大輔
小林　富美代 津田　知世子 丸尾　利恵
南　岳至 渡辺　宏行 春山　泰行
詹　國良 矢野　員洋 池澤　嘉悟
邨山　明彦 馬場　常嘉 渡部　和宏
水野　麻紀子 池田　誠 小木　崇永
照沼　彰一郎 矢部　信良 石川　千紗都
松本　浩司 松成　淳一 上野　重文
行縄　努 中野　正邦 田畑　英史
比嘉　洋介 加藤　咲耶 平野　誠
甘糟　善乃 木村　俊次 五味　宏一郎
平賀　新也 高頭　大祐 定村　正之
扇谷　一輝 高橋　豊 石井　哲郎
小川　惠介 大平　亮 奥野　哲也
辻川　佳子 五島　秀行 前田　潤一郎
増田　奈央 長谷部　浩 武田　昌則
入江　和子 中尾　正子 穴澤　瞳
手塚　崇道 大槻　学 平山　公美子
稲葉　直樹 陳　恩恵 森田　治
徳丸　隆太 加藤　康雄 苅野　雅博
細川　道子 中島　充彦 北條　達人
秋山　恭一 趙　天賜 正村　幸雄



藤本　由江 上田　しげと 西條　真由美
上田　栄彦 長谷山　智也 呉屋　之雄
新保　浩代 竹内　くれお 青戸　雅之
犬塚　勝昭 鈴木　孝一 寺田　雄太郎
伊藤　正明


