
平成27年度
寄附年月日 住所 氏名 寄附金額（円） 寄附の使途
H27.4.1 神奈川県 中川　重信 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.4.5 栃木県 鹿野　浩 70,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.4.5 東京都 横山　信治 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.4.8 東京都 竹田　一成 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.4.13 大阪府 加藤　晃史 10,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.4.13 神奈川県 寺内　浩一 50,000 特に指定しません　
H27.4.20 東京都 鯉田　勲 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.4.20 東京都 小谷　美恵子 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.4.21 群馬県 松本　緑 30,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.4.22 福岡県 秋田　彰一 20,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.4.23 神奈川県 福井　賢 50,000 特に指定しません　
H27.4.26 東京都 福岡　寛記 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.4.28 東京都 倉島　宏明 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.4.29 千葉県 村上　恵洋 10,000 特に指定しません　
H27.4.29 神奈川県 石井　健一郎 100,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.5.7 栃木県 大久保　彰 50,000 特に指定しません　
H27.5.9 宮城県 鷲足　哲也 50,000 特に指定しません　
H27.5.9 千葉県 藤川　崇 10,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.5.9 神奈川県 陸川　政弘 30,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.5.11 東京都 濱本　恒夫 30,000 特に指定しません　
H27.5.13 東京都 村田　暢之 70,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.5.18 北海道 後藤　一彦 10,000 特に指定しません　
H27.5.26 神奈川県 丸岡　茂 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.5.27 愛知県 磯貝　雄一 100,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.5.28 東京都 平山　重宏 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.5.29 神奈川県 関水　謙一 5,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.5.30 東京都 飯高　幸弘 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.6.5 滋賀県 渡辺　年貴 30,000 特に指定しません　
H27.6.8 東京都 阿部　幸広 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.6.8 東京都 藤井　佳子 100,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.6.10 福島県 薄井　岩夫 70,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.6.13 神奈川県 浅田　崇 20,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.6.13 神奈川県 浅田　崇 70,000 特に指定しません　
H27.6.14 東京都 小池　孝範 5,000 特に指定しません　
H27.6.15 千葉県 吉羽　文彦 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.6.19 東京都 安藤　豪志 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.6.23 千葉県 栗林　祥子 10,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.6.24 東京都 石川　弘子 10,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.6.24 東京都 久保田　友和 20,000 特に指定しません　
H27.6.24 福島県 佐藤　清作 50,000 特に指定しません　
H27.6.28 栃木県 生澤　史江 100,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.6.29 東京都 荻野　綱男 100,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.6.29 群馬県 発地　豊 10,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.6.30 東京都 後藤　英雄 30,000 特に指定しません　
H27.6.30 東京都 後藤　英雄 10,000 特に指定しません　
H27.6.30 東京都 後藤　英雄 10,000 特に指定しません　
H27.6.30 東京都 後藤　英雄 10,000 特に指定しません　
H27.7.9 東京都 鯉田　勲 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.7.12 東京都 小林　正和 30,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.7.12 埼玉県 小林　洋介 100,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.7.13 千葉県 塩見　賢悟 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.7.17 神奈川 島貫　松江 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.7.25 東京都 阿出川　秀夫 100,000 特に指定しません　
H27.7.26 東京都 柳沢　理奈 35,000 特に指定しません　
H27.7.30 埼玉県 宮本　明岳 120,000 特に指定しません　
H27.7.30 埼玉県 宮本　明岳 35,000 特に指定しません　
H27.7.30 東京都 中島　武信 30,000 特に指定しません　
H27.7.30 東京都 藤井　高 10,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.7.31 大阪府 杉林　まゆみ 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.8.1 埼玉県 迫田　朗 10,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.8.1 宮城県 平　秀一 70,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.8.1 石川県 菜花　広美 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.8.2 東京都 楠本　隆太朗 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.8.2 神奈川県 東穂　泰孝 20,000 特に指定しません　
H27.8.3 東京都 五十嵐　勇樹 20,000 特に指定しません　
H27.8.9 東京都 竹田　俊英 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.8.10 千葉県 冨田　敬子 100,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.8.16 神奈川県 小田　学 70,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.8.17 東京都 金澤　眞治 100,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.8.21 東京都 伊藤　嘉規 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
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H27.8.24 千葉県 林　昌宣 20,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.8.24 山形県 井上　秀夫 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.8.25 埼玉県 岡崎　早苗 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.8.27 福島県 小椋　英司 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.8.28 栃木県 本澤　久良之 200,000 特に指定しません　
H27.8.29 東京都 山田　毅 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.8.30 富山県 高嶋　裕哉 40,000 特に指定しません　
H27.8.31 広島県 児玉　英生 50,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.8.31 埼玉県 高橋　央尚 60,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.9.3 東京都 タニジャズ健康体操グループ　
細谷　京子50,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.9.8 茨城県 中島　邦子 30,000 特に指定しません　
H27.9.8 茨城県 矢田　日出一 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.9.9 東京都 楠本　英夫 20,000 特に指定しません　
H27.9.15 埼玉県 竹田　健司 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.9.16 栃木県 植竹　拓 10,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.9.17 栃木県 佐々木　邦 50,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.9.18 京都府 星野　雅信 30,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.9.30 東京都 神田　哲夫 10,000 地球温暖化対策の推進に関する事業
H27.10.3 東京都 安田　慶 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.10.4 埼玉県 内海　能亜 80,000 特に指定しません　
H27.10.5 埼玉県 松田　弘 20,000 特に指定しません　
H27.10.6 東京都 松木　正夫 20,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.10.8 東京都 峯岸　幸夫 10,000 特に指定しません　
H27.10.9 埼玉県 福冨　久之 50,000 特に指定しません　
H27.10.10 埼玉県 迫田　朗 10,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.10.11 千葉県 吉持　次郎 50,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.10.14 京都府 丸山　栄勲 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.10.14 東京都 勝股　俊博 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.10.16 茨城県 本村　典哉 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.10.16 神奈川県 田代　透 20,000 特に指定しません　
H27.10.18 茨城県 遠藤　芳則 100,000 特に指定しません　
H27.10.19 群馬県 櫻井　正之 10,000 特に指定しません　
H27.10.19 神奈川県 篠崎　勇樹 100,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.10.24 東京都 永井　康仁 50,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.10.25 東京都 小出　崇夫 30,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.10.25 東京都 小出　崇夫 10,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.10.25 東京都 土屋　勝也 50,000 特に指定しません　
H27.10.26 東京都 寺西　知美 20,000 芸術・伝統文化・スポーツの充実に関する事業
H27.10.27 東京都 岡田　英三 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.10.28 茨城県 大久保　正則 10,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.10.28 静岡県 松本　賢太郎 50,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.10.29 神奈川県 坂友　美奈 100,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.10.30 奈良県 松山　直幸 20,000 特に指定しません　
H27.11.1 東京都 古舘　洋 45,000 特に指定しません　
H27.11.2 埼玉県 飯野　泰弘 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.3 埼玉県 野澤　敏之 5,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.4 栃木県 杉田　大輔 10,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.11.4 栃木県 杉田　大輔 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.4 栃木県 杉田　大輔 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.11.4 栃木県 杉田　大輔 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.5 群馬県 藤井　成 100,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.5 栃木県 吉澤　浩次 100,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.7 東京都 山崎　幸一 50,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.11.8 埼玉県 田中　隆之 10,000 特に指定しません　
H27.11.8 栃木県 柿本　清人 20,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.11.8 福島県 野崎　途也 60,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.11.11 福岡県 山口　由紀 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.11.12 千葉県 高田　卓己 70,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.13 福島県 井上　明久 10,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.11.13 栃木県 宇塚　清司 100,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.13 神奈川県 石沢　孝 50,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.11.14 岐阜県 久保田　旭 40,000 特に指定しません　
H27.11.15 茨城県 山本　修 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.16 東京都 小林　善則 10,000 特に指定しません　
H27.11.16 静岡県 阪本　貴大 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.17 栃木県 猪木　多永子 120,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.11.18 東京都 本木　茂雄 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.20 東京都 園田　正樹 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.22 神奈川県 渡辺　道隆 5,000 特に指定しません　
H27.11.23 埼玉県 栗原　貢 20,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.11.23 千葉県 神永　雅晃 100,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.23 奈良県 小山　裕吉 50,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.11.23 東京都 大内　博史 100,000 特に指定しません　
H27.11.24 東京都 関澤　絵理子 10,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.11.25 愛知県 水谷　順 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.11.26 神奈川県 屋敷　翔 30,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業



H27.11.26 栃木県 田代　高志 10,000 特に指定しません　
H27.11.26 茨城県 古川　純 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.11.27 東京都 谷藤　理夏 50,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.28 東京都 赤林　富二 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.28 奈良県 崎山　和哉 30,000 特に指定しません　
H27.11.29 東京都 渡邉　辰祐 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.29 神奈川県 大屋　祐志 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.29 栃木県 松原　明彦 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.11.29 茨城県 粟津　良仁 10,000 特に指定しません　
H27.11.29 栃木県 船越　政範 10,000 特に指定しません　
H27.11.29 栃木県 冨谷　祐貴 10,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.11.29 大阪府 福本　博 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.30 愛知県 北原　亘 10,000 芸術・伝統文化・スポーツの充実に関する事業
H27.11.30 神奈川県 奥畑　康秀 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.30 東京都 坂本　睦夫 50,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.11.30 宮城県 吉原　透 20,000 特に指定しません　
H27.11.30 埼玉県 山崎　茂 100,000 特に指定しません　
H27.12.1 埼玉県 中島　征利 20,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.2 東京都 茨田　浩敬 30,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.12.2 東京都 飯塚　哲也 30,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.12.3 東京都 小倉　康弘 100,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.4 福島県 樋口　亮 20,000 特に指定しません　
H27.12.4 栃木県 早乙女　実穂 10,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.12.4 東京都 原　登志子 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.5 大阪府 新谷　庄司 40,000 特に指定しません　
H27.12.5 東京都 宮内　宗頼 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.5 千葉県 稲垣　敏志 100,000 芸術・伝統文化・スポーツの充実に関する事業
H27.12.6 栃木県 相川　克彦 70,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.12.6 栃木県 石岡　温洋 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.6 京都府 池田　慶仁 70,000 特に指定しません　
H27.12.6 愛知県 柿木　隆介 70,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.6 埼玉県 岡安　正利 50,000 特に指定しません　
H27.12.8 東京都 赤津　一彦 100,000 芸術・伝統文化・スポーツの充実に関する事業
H27.12.8 茨城県 後藤　謙二 30,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.12.8 埼玉県 神谷　匡希 20,000 特に指定しません　
H27.12.8 東京都 伊原　敏男 50,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.8 東京都 伊原　春子 70,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.12.9 茨城県 青木　貴子 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.9 東京都 白川　壱彰 30,000 特に指定しません　
H27.12.10 茨城県 武藤　儀光 50,000 特に指定しません　
H27.12.10 栃木県 小林　佳亮 30,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.12.10 千葉県 須賀　純司 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.11 東京都 林　伸雄 40,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.11 神奈川県 藤﨑　紳夫 100,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.11 宮城県 田中　広樹 50,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.11 栃木県 黒坂　仁 10,000 特に指定しません　
H27.12.11 東京都 原　孝 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.12 東京都 平野　竜一 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.12 千葉県 岩澤　博之 70,000 特に指定しません　
H27.12.12 東京都 泉　孝明 50,000 芸術・伝統文化・スポーツの充実に関する事業
H27.12.12 埼玉県 山崎　天 40,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.13 愛知県 日比生　千加 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.13 千葉県 丸山　欽司 100,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.12.13 東京都 増岡　侑莉子 30,000 芸術・伝統文化・スポーツの充実に関する事業
H27.12.13 東京都 赤津　一彦 100,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.12.13 東京都 赤津　一彦 100,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.12.14 東京都 岩根　堅城 100,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.12.14 千葉県 渡辺　淑 10,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.12.15 神奈川県 松村　智 50,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.15 福島県 阿部　友弘 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.15 茨城県 松澤　拓也 100,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.15 福島県 渡辺　泰行 10,000 特に指定しません　
H27.12.15 栃木県 岩渕　英人 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.16 千葉県 松本　豊 20,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.12.16 埼玉県 東　慎也 10,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.12.17 新潟県 高野　秋雄 50,000 特に指定しません　
H27.12.17 東京都 堀　新 100,000 特に指定しません　
H27.12.18 大阪府 宮内　聡 70,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.18 東京都 松川　誠志 50,000 特に指定しません　
H27.12.19 東京都 飯野　恵秋 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.20 千葉県 井上　雄視 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.20 千葉県 中村　亮太 20,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.20 栃木県 恵阪　弘治 20,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.12.20 東京都 入江　一郎 60,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.21 東京都 香川　早紀 20,000 特に指定しません　
H27.12.21 東京都 茂木　和夫 70,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業



H27.12.21 東京都 佐藤　直史 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.21 栃木県 星野　タカ子 530,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.21 栃木県 星野　聰 400,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.22 神奈川県 裵　漢泰 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.22 千葉県 和田　美昭 50,000 特に指定しません　
H27.12.23 千葉県 田中　和徳 50,000 特に指定しません　
H27.12.23 東京都 瀬田　陽介 50,000 特に指定しません　
H27.12.23 栃木県 朝信　泰昌 100,000 特に指定しません　
H27.12.23 宮城県 吉田　智治 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.23 神奈川県 安斉　廉 10,000 芸術・伝統文化・スポーツの充実に関する事業
H27.12.23 奈良県 鶴原　敬三 20,000 特に指定しません　
H27.12.23 栃木県 菊地　俊行 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.24 神奈川県 中村　昭八 10,000 特に指定しません　
H27.12.24 岡山県 大木　雅登 20,000 特に指定しません　
H27.12.24 東京都 上山　円 70,000 特に指定しません　
H27.12.24 東京都 角　史郎 160,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.24 東京都 横嶋　祥久 100,000 特に指定しません　
H27.12.24 東京都 田辺　幸一 20,000 特に指定しません　
H27.12.24 栃木県 藤倉　拓哉 10,000 地球温暖化対策の推進に関する事業
H27.12.24 埼玉県 星　美千也 50,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.12.25 東京都 酒井　はるみ 100,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.25 福岡県 山崎　範子 100,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.25 栃木県 山口　修 10,000 特に指定しません　
H27.12.25 福岡県 山崎　嘉宏 100,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.25 埼玉県 武田　臣史 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.26 千葉県 本田　光子 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.26 神奈川県 三浦　啓充 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.26 神奈川県 生田　修 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.26 愛知県 田中　利樹 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.26 東京都 平澤　貴子 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.26 埼玉県 齋藤　利彦 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.26 東京都 室井　元康 100,000 特に指定しません　
H27.12.26 福岡県 古賀　秀彦 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.26 東京都 谷口　裕美 20,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.27 東京都 野瀬　元吾 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.27 千葉県 林田　孝夫 50,000 特に指定しません　
H27.12.27 神奈川県 前山　真由美 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.27 神奈川県 吉原　陽子 100,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.28 千葉県 鈴木　重宏 5,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.28 東京都 谷内　遼太 70,000 芸術・伝統文化・スポーツの充実に関する事業
H27.12.28 茨城県 松原　茂樹 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.28 兵庫県 高橋　久子 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.28 神奈川県 大森　義季 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.28 栃木県 杉浦　啓太 5,000 特に指定しません　
H27.12.28 東京都 片山　就介 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.28 東京都 吉野　博光 10,000 特に指定しません　
H27.12.29 東京都 徳久　悟 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.29 東京都 堤　敦司 100,000 特に指定しません　
H27.12.29 東京都 有山　智規 60,000 芸術・伝統文化・スポーツの充実に関する事業
H27.12.29 神奈川県 橋爪　次郎 50,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.29 茨城県 升沢　道昭 25,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.12.29 東京都 谷口　幸誠 100,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.29 茨城県 佐川　義久 100,000 特に指定しません　
H27.12.30 北海道 石山　隆 20,000 特に指定しません　
H27.12.30 東京都 歳谷　亮 30,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.30 栃木県 岩本　和芳 5,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.30 栃木県 告野　功 10,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H27.12.30 栃木県 告野　功 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.31 東京都 下山　一郎 20,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.31 埼玉県 加陽　慎二 5,000 特に指定しません　
H27.12.31 東京都 藤沢　慎一 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.31 東京都 中野　晴一 20,000 特に指定しません　
H27.12.31 東京都 石黒　あずさ 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.31 東京都 林田　文彦 30,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.31 神奈川県 深谷　憲秀 70,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H27.12.31 広島県 出本　さきこ 20,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.31 東京都 竹之内　貴美子 50,000 地球温暖化対策の推進に関する事業
H27.12.31 東京都 菊地　広記 200,000 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
H27.12.31 東京都 武谷　清 10,000 特に指定しません　
H27.12.31 山梨県 大久保　貴世 30,000 特に指定しません　
H27.12.31 埼玉県 矢部　義信 70,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H27.12.31 愛知県 長岡　真穂 20,000 特に指定しません　
H28.1.16 大阪府 家　裕隆 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H28.1.20 大阪府 鈴木　陽介 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H28.1.23 千葉県 永井　琢也 5,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H28.1.27 栃木県 早川　和也 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業



H28.2.8 埼玉県 鎌田　裕輝 140,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H28.2.15 千葉県 三浦　和香 20,000 那須連山の眺望、赤松林の街道景観、里山の田園風景など美しい景観の維持・再生に関する事業
H28.2.20 東京都 西山　浩平 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H28.3.4 東京都 藤野　真澄 20,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H28.3.8 埼玉県 野中　一明 10,000 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
H28.3.10 千葉県 大久保　雅彦 10,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
H28.3.11 神奈川県 後藤　次男 50,000 特に指定しません　
H28.3.21 東京都 相見　伸之介 50,000 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業


