
大大野野市市へへののごご寄寄附附あありりががととううごござざいいままししたた  

～ ふるさと納税制度による寄附の状況をお知らせします ～ 

 

《寄附件数と寄附金額》                          

期間 寄附件数 寄附金額 

平成２６年４月１日～ 

平成２７年３月３１日 
２２９件 ６，８５８，０００円 

 

《寄附をいただいた方のお名前及び都道府県名》                （敬称略） 

寄付者のお名前 都道府県名 寄付者のお名前 都道府県名 

小和田  浩  静岡県  井津井  一弘  兵庫県  

大野  晃  東京都  下田  賢司  東京都  

小田部  誠  埼玉県  西  睦正  愛媛県  

伊藤  輝夫  大阪府  河内  正二  群馬県  

青木  利和  兵庫県  広瀬  淳雄  栃木県  

栃木  邦彦  東京都  櫻井  博志  東京都  

鈴木  幹雄  栃木県  門前  秀幸  埼玉県  

森永  重徳  神奈川県  竹田  佳正  滋賀県  

井尾  匡志  兵庫県  丸尾  勝己  愛知県  

中野  護  奈良県  廣瀬  滝雄  埼玉県  

桂  康茂  大阪府  土屋  公雄  千葉県  

明石  章則  大阪府  鈴木  友治  埼玉県  

伊藤  文夫  東京都  大丁  祥弘  東京都  

福田  貞雄  茨城県  林  清志  茨城県  

金  美齢  東京都  佐藤  明  宮城県  

本田  敬宜  福井県  小松  弘二  神奈川県  

青山  道彦  愛知県  上川  学  大阪府  

松田  芳典  東京都  向川  尚志  神奈川県  

樫尾  幸子  大阪府  大宮  はつゑ  東京都  

小畑  雅彦  和歌山県  杉本  英昭  京都府  

 



寄付者のお名前  都道府県名  寄付者のお名前  都道府県名  

高田  康次  大阪府  石川  尚子  埼玉県  

松井  清高  愛知県  竹内  規夫  大阪府  

小林  峰男  神奈川県  福田  健  福井県  

平家  かおる 大阪府  水林  優  千葉県  

辻  敬  東京都  松山  明美  神奈川県  

鳥山  泰宏  栃木県  土蔵  千里  東京都  

山名  芳郎  岐阜県  加藤  裕充  神奈川県  

松山  七郎  東京都  三浦  正人  埼玉県  

三駄  寛之  東京都  中田  幸一  東京都  

朝倉  順子  東京都  小俣  五三巳  東京都  

嶋田  泰嗣  石川県  中元  雄介  東京都  

澤田  裕二  神奈川県  小橋  建二郎  大阪府  

矢野  裕史  岐阜県  藤田  雅樹  埼玉県  

辻  治和  京都府    

田中  昌治  東京都    

※ 寄附申出書において、ご氏名等の公表をご承諾いただいた方々を掲載しております。 

 

《応援メッセージ》 
 

寄附をいただいた方から、あたたかい応援メッセージをいただいておりますので、一部です

がご紹介させていただきます。 

 

○ 岡田市長がんばれ～。 

○ 大野市のブランド大使を仰せつかっております。大野市の一助になればと存じふるさと納税をさせて頂

きます。大野市のご繁栄をお祈りいたします。 

○ 応援します「大野市」。 

○ 毎年ふるさと納税を行っていた母は本年他界しました。大野市出身の母は私に「御清水」「大野城」「内

山家」の話をしてくれました。私も引き続き寄付をし、大野市のイベントを応援します。 

○ 福井は海産物も豊富で酒もおいしくいいところですね。 

○ 他県でもふるさと納税に力を入れる市があり、地元のＰＲと資金調達に積極的に取り組んでください。 

○ 町のＰＲイベント企画を県内学生や地元住民の方とディスカッションして、より住みやすい大野になるこ

とを期待しています。 

○ 頑張ってますね。どんどん地元をアピールして全国区になって下さい。 

○ 近々、再度大野市に訪れたいと思っています。本当に良い町と感じております。 

○ 「元気な大野」実現頑張って下さい。微力ながら応援させて下さい。 



○ いつまでも元気な大野でいて欲しいです。 

○ お米がおいしく自然豊かな福井県が好きです。 

○ 大野出身で今も年一回は訪れております。大野の発展を期待しております。 

○ 学生時代から仲の良かった友人が住んでいます。遊びにいったのは２０年以上前に１度だけですが、

お水がとてもきれいで、古い街並みが美しかった印象です。そこで友達のお母さんが作ってくださった

小芋の煮物の美味しかったこと！初めて食べる里芋の甘辛い味付けと（こちらでは甘くないのです。）

小さくても味の凝縮されたお芋の美味しさに感動して、遠慮なくモリモリといただいた記憶があります。

その味をふっと思い出しての・・・ふるさと納税です。まだ限定数超えてないといいなぁ～。 

○ 昭和５４年３月まで大野市民でした。毎年の帰省が楽しみです。特に蕎麦とホルモンは格別です。大野

のよいところをアピールして、観光地として有名になると、メリットもあり反面デメリットもあります。出身

者としては、知名度が上がるとうれしいもんですが、デメリットを最小限に抑える対策をよろしくお願いし

ます。ガンバレ大野。 

○ 母の実家があります。応援しています。 

○ 少額ではありますが、応援のために志を送ります。大野人は心豊かな人が多いまちです。ぜひとも将

来の子供たちに伝承してほしいと心から願っています。 

○ 越前大野城を世界の絶景日本編の紹介で見ました。大野市のご発展をお祈り致します。 

○ いつも遠くより応援しております。 

○ これからも恵み多き大野の自然を大切にしてください。今度行った時には大野城を見てみたいです。 

○ 頑張ってください。 

○ 先祖は福井の出身です（1200年頃生まれた侍）。応援しています。御礼品の受け取りを楽しみにしてい

ます。 

○ 両親が大野の出身で、小さい頃はよく遊びにいきました。祖父母もいなくなり、ご無沙汰になっています

が、自然が豊かで、美味しいものが多い大野は大好きです。テレビなどでたまに見かけると、とても懐

かしくなり行きたくなりますが、なかなか実行できません。自分の子供にも大野を知ってもらいたいので、

いつか必ず連れて行こうと思っています。 

○ 自然の美しい故郷「大野市」を応援します。 

○ 11月に遊びに行く予定です。楽しみにしています。 

○ 頑張って発展してください、応援します。 

○ 先日は昔懐かしい天空の城のポスターを送っていただき有難うございました。部屋に貼り毎日見てい

ます。 

○ 人・町・自然がすばらしい大野、魅力を多くの人に知ってもらいたいです。 

○ いつまでも過ごし易い故郷大野のままで、発展することを期待しています。 

○ 特徴あるふるさととして、大資本に振り回されず、ふるさとらしさを残してほしい。 

○ 少しでも地元のために使ってください。 

○ 富田小、尚徳中、大野高校とお世話になりました。 

○ 美味しいお米、期待しています。 

○ 福井県出身です。歴史ある大野のいいところを大切に継承してください。 

○ ご縁があって私にとって大野市が第二のふるさとのようになりました。今後、大野が発展することを願っ

ております。 

○ 何度か大野市に観光に行っています。 


