ふるさと
絆

との
づくり

たくさんのご寄附
ありがとうございました

年度は本町出身者ら１８６人のかたから寄

24

町では、ふるさと納税制度に基づいて寄附金を募集した

ところ、平成

附金をいただきました。

寄附をいただいた皆さんには、お礼として本町の特産品

をお届けしました。

広報ながしま

これまで皆さんからいただいた寄附金は「夢追い獅子島
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小崎 幸覚 （千葉県）
出永
果 （岡山県）
永岡
学 （宮崎県）
出水 直臣 （神奈川県）
有川 善俊 （福岡県）
小﨑
求 （京都府）
石橋 忠信 （鹿児島県）
中村
恵 （北海道）
重浦 敏雄 （東京都）
初世 茂子 （静岡県）
杉山
愛 （兵庫県）
坪久田 譲 （千葉県）
坂口 兵平 （大阪府）
森 美由紀 （兵庫県）
上
茂 （鹿児島県）
白石ツエ子 （愛知県）
飯尾 暉英 （鹿児島県）
杉山 隆雄 （広島県）
小林
貢 （神奈川県）
大西 千治 （京都府）
日高フクミ （愛知県）
石塚 政揮 （鹿児島県）
成竹 賢治 （静岡県）
宮澤 政和 （東京都）
小城 八郎 （愛知県）
長屋 昌宏 （東京都）
長屋 宏之 （東京都）
遠藤 宏子 （東京都）
児島 安夫 （東京都）
小川 嘉昭 （福岡県）
小野 隆久 （東京都）
石橋 英子 （愛知県）
鄭
守 （京都府）

架橋基金」や「夢追いふるさと長島景観基金」などとして

福嵜 健雄 （大阪府）
江口
實 （千葉県）
山上
静 （大阪府）
梅田 盛光 （大阪府）
大津 則男 （大阪府）
三反田伸満 （福岡県）
池田 重盛
（兵庫県）
ケイ子
坂口
昇 （兵庫県）
井高 繁信 （兵庫県）
前畑 次正 （大阪府）
二島 繁喜 （大阪府）
金磯 清隆 （兵庫県）
竹嵜
學 （大阪府）
福田さえ子 （大阪府）
川畑 清勝 （京都府）
児嶋
繁 （神奈川県）
久富木朝子 （兵庫県）
堤田 正和 （千葉県）
出水
清 （京都府）
前浜 盛水 （大阪府）
河野チズエ （神奈川県）
竹之内喜一 （愛知県）
蒲田 絹代 （大阪府）
大嶋 洋子 （京都府）
白石
求 （千葉県）
増田
勉 （大阪府）
川添
努 （千葉県）
武田 幸江 （大阪府）
石塚 政文 （鹿児島県）
浦底
溜 （鹿児島県）
永岡 信昭 （埼玉県）
中西 歌子 （奈良県）
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年度はそのうちの一部を、

●平成 24 年度中に長島町へ直接寄附された皆さん （受 付 順）

積み立てられています。平成

イベントの「夢追い長島花フェスタ事業」などに使わせて

年度も「ふるさと納税制度」による寄

25

いただきました。

引き続き、平成

附金を募っています。

長島町で生まれ育った皆さん、また縁のある皆さん、こ

24

の制度を活用し、まちづくりの応援をお願いします。

●平成 年度寄附金 な ど の 収 入 額

①県協議会（かごしま応援寄附金）からの交付金

万５０５３円

②夢追いふるさと長島景観寄附条例に基づく寄附金

２８９万１０００円

●平成 年度寄附金 等 の 活 用 方 法

55

万円

１４０万６０００円

円

53

①夢追い獅子島架橋基金

万

76

②夢追いふるさと長島景観基金

万円

③夢追い長島花フェスタ

④じゃがいも祭り
30

24

12

※公表の承諾を得た人を掲載。氏名などの公表の承諾を得られていないかたは、
掲載していません。

田中美代喜 （和歌山県）
江口 輝子 （東京都）
波戸内静江 （愛知県）
佐藤 教子 （鹿児島県）
東
一市 （神奈川県）
北村 貴志 （東京都）
弘野 淑子 （奈良県）
増満 光子 （鹿児島県）
瀬戸口 繁 （大阪府）
中迫
猛 （大阪府）
髙木
登 （－）
大津 則男 （大阪府）
児島 幸治 （東京都）
大畑 壽夫 （鹿児島県）
宮田
篤 （埼玉県）
児嶋
繁 （神奈川県）
堀野 久子 （東京都）
田嶋 昭美 （群馬県）
池田 長治 （茨城県）
山上 信弘 （神奈川県）
福永 好克 （東京都）
児島
寛 （東京都）
崎迫美喜雄 （神奈川県）
久保 英博 （埼玉県）
本田
栄 （東京都）
地福エツ子 （神奈川県）
大平よし子 （東京都）
一條 卓江 （東京都）
浜
郁人 （東京都）
中村 義友 （東京都）
江口 芳子 （埼玉県）
増山テル子 （東京都）
増山 弘己 （埼玉県）

浦
眞一 （茨城県）
中村
満 （山梨県）
竹之内満明 （埼玉県）
山中 光男 （愛知県）
迫口 忠行 （熊本県）
児島 安喜 （東京都）
野添
徹 （神奈川県）
二階堂輝志 （埼玉県）
武元 良文 （鹿児島県）
飯田 高明 （千葉県）
大石 喜一 （大阪府）
飯尾 暉英 （鹿児島県）
壽福
誠 （鹿児島県）
野添 良人 （大阪府）
江良 正司 （熊本県）
石塚 政文 （鹿児島県）
赤塚美知子 （鹿児島県）
久住 勝子 （東京都）
薗田ミエ子 （大阪府）
古川 善久 （東京都）
古川 勇輝 （東京都）
阿比留敦子 （兵庫県）
児島
知 （大阪府）
山口 實幸 （長崎県）
迫口
勝 （千葉県）
下田たつ子 （千葉県）
髙嶋 良子 （兵庫県）
寺田 松子 （兵庫県）
宮﨑 大亀 （鹿児島県）
千葉 清子 （京都府）
原田 政敏 （兵庫県）
田中 末子 （愛知県）

