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伊藤 典子 来年も甘～い、特産品をお願いします。

金南 秀樹 魅力ある街づくりに向けて頑張ってください。

金子 文也

毎年イナズマロックフェスでお世話になっています。烏丸半島からのぞむ琵琶湖と山々の美

しさ、そして恒例となっているステージ上での橋川市長のパフォーマンスには感銘を受ける

次第です。これからもあの素晴らしい景色を毎年9月に見ることが出来るよう環境保全に役立

てていただきたく、少額ですが寄付をさせて頂きますのでご活用ください。

三津川 浩 埋もれた古代の史跡も多いと思います。保存や調査に少しでもお役に立てばと思います。

小川 仁 母校草津小学校の発展に役立ててください。

平成27年11月7日に開催された「パワフル交流・市民の日」での模擬店の収益です。草津市政

にお役立てください。

河村 昌幸 福祉の都市、住みやすい街をお願いします。

持田 章 美味しいメロン待っています！

杉浦 久美子 琵琶湖を守ってください。 応援しています。

中村 仁 琵琶湖の水を守ってください。

田中 陽子 特産品に惹かれて応募しますが、寄付金を自然環境保全等に利用頂ければ幸いです。

地元の皆様のご理解とご協力により、2015年の「イナズマロックフェス」も無事に終えるこ

とができました。改めて感謝申し上げます。僅かではありますが、自然環境の保全に役立て

ていただければ幸いです。　　　イナズマロックフェス2015実行委員会　代表　西川　貴教

山﨑 敏男 地域活性を期待しています。

平井 博美 大阪からも近く、自然ゆたかな草津市のさらなる発展を願っています。

佐々木 努
大学卒業まで草津市で育ちました。 就職して東京に15年間住んでいますが、 自分の生まれ

育った町が、もっともっと魅力的な町になるように応援しています。 頑張ってください。

山口 友生
大学生の娘が草津市に下宿しています。バイト先の方たちを始め地域の方たちがとても良い方ばか
りだと感謝しています。

砂原 翔 大学時代にお世話になりました。草津市の活性を願っております。

加藤 才子
孫が草津の大学院でお世話になっております。若者の町元気な草津を応援します。京都、琵

琶湖も近く気に入っています。

井手 直人 草津良いとこ一度はおいで。

堀 美由紀 草津市出身です。草津がより発展するよう応援しています。

中原 寛和 草津へ旅行して好きになりました。

平成27年4月1日より平成28年3月31日までに 3865件 総額88,984,563円のふるさと寄附をいただきました。

27年度に草津市への寄附「応援メッセージ」「思い出エピソード」添えて下さった方々
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遠藤 貴雄 草津は大好きな人が住む街です。 いつまでも元気に暮らせる街づくりにお役立てください。

前田 政彦 草津の教育環境は県内一ですがこの地位を維持するべく今後もご尽力ください。

篠原 将之 草津のお米は最高です。 今後も美味しいお米を作り続けてください。

増岡 裕二
素晴らしい職員のおられる草津市には何度か訪問させていただいておりますので、ある意

味、私のふるさとになっております。応援します草津市！

杉山 敏
身内が仕事でしばらく草津市に住んでおりました。 良いところのようで、益々のご発展を

願っております。

安福 建 十年位前に靖国神社参拝の後、草津へ旅行しとても感じよくおもてなしを受けました。

河村 昌幸 住みやすい街1番目指してください。

大川 一 若い人達や子供達が、安心して生活出来る様に願っています。

三浦 里江 自然環境を大事に頑張って下さい。

志野 正紀
自然も多く、環境もよく、大阪、京都にでるにも、便もいい、都市高齢者も多いので、過ご

しやすく優しい町作りに応援します。

濱田 浩嗣

滋賀県にはしょっちゅう伺い、草津市に馴染みがあります。 滋賀県をめぐる歴史と文化につ

いて、たくさんの神話も伝わっているようで、とても興味があります。 ささやかではござい

ますが、どうぞ歴史や文化の保護にお役立ていただけますと幸いでございます。

山本 眞一郎

私の祖父が草津市上笠(笠縫村)の庄屋の出身であったこともあり、近年には毎夏お盆にお参りに行
くようになりふるさと納税という形で微力ながら貢献したいと思っていた矢先に「朝日新聞」の朝刊の
広告を拝見しました。広告記載日が(9/1)わたくしの誕生日であることも何かのご縁と思いますし、母
校である「立命館大学経済学部」も今は草津市にあり、ますますご支援したくなる気持ちが膨らんで
います。よろしくお願いします。

山中 一浩 子育て支援に力を入れてください。

大川 晃一 子育てに必要な十分な保育所や時間、環境を願います。

前田 拓也 桜ケ丘出身です。

千葉 康之
昨年に引き続き、寄附をさせて戴きます。 教育環境の改善や子供達の健康のためにお役立て

ください。 今年も、特産品を楽しみにしています。

吉田 裕之 今後も、イナズマロックフェスを開催してください。

吉田 学 近江牛のおいしさを全国に広めるといいと思います。

松田 泰子
橋川市長様を先頭に草津市職員の皆様と共に、私達市民も 心通い合う、明るく健康な、笑顔

溢れる街づくりに努力していければと思っています。

堀江 宏 橋川市長さん！頑張って下さい。

成山 佳史 頑張れ草津市。

堺 健二 学生時代を草津市で過ごしました。 懐かしい。また遊びに行きます。

平成27年4月1日より平成28年3月31日までに 3865件 総額88,984,563円のふるさと寄附をいただきました。
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森 勇一郎 応援してます。 いつか行ってみたい都市です。

平井 明仁
駅周辺の開発が進み、転入者が増えていく中、出産育児をスムーズに行える環境作り、整備

をお願いいたします。

高田 正 一度はいって見たいと思っています、ますます元気な町になって下さい 。

原田 健
一時期日本一の増加率だったと記憶しています。 その勢いを取り戻すことを祈念していま

す。

植山 周志 より良い街づくりを応援しています。

衣川 元嗣 また、草津へ遊びに行きたいです。

大城 満明 ハイセンスなランプシェード。影ながら応援したいです。

廣瀬 俊秀 ご発展をお祈りしております。

野村 美幸
こんにちは(^-^)/初めてのふるさと納税のチャレンジにドキドキしています。美味しい米を期

待しています。

塩田 祐樹 がんばって。

鶴田 孝 お役に立てまして。

眞下 紗也香
イナズマロックフェスが開催されて以来、毎年草津市に遊びに行っています。これからも西

川さんを筆頭に楽しいフェスを開催し続けてください！

小林 昇

７月２０日の新聞にふるさと納税地方元気にと見出しを見て滋賀県草津市が出ていました。

私達仕事仲間４人でレンタカーを借りて琵琶湖周辺を２日間でまわりました。その時に草津

市を見て群馬県の草津温泉とかさなりあったのを思い出しました。次は草津温泉へ行こうと

話しながら。 活用の１つだけ選ぶのは難しいのですが自然環境の保全に力を入れてほしいと

思います。

稲垣 貴史  学生時代を過ごした街なのでさらに発展し、住みよい環境になることを願っています。

歴史を活かしたまちづくりのほか、市民参加でも関西で先駆的な取り組みを進めている草津

市さんに、いつか東京の三鷹市から訪れたいです。

有効にご活ください。

有機栽培是非続けてください。

未来の子供たちへ活用してください！

北九州から草津市の繁栄を願っております！

鮒ずしや湖魚の食文化が魅力で、毎年草津を訪れています。いつまでもきれいで豊かな琵琶

湖であることを願い、微力ながら応援させていただきます。

鮒ずしは最高です。楽しみにしています。

美味しいお肉期待しています！！
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日本の自然を守ってください。

独居老人の福祉事業に役立ててください。

東海道ウォークで草津宿を訪ねて、歴史を学びつつ、楽しいひとときを過ごさせて頂きまし

た。これからも歴史と文化溢れる街づくりをして下さい。

転入して2年目です。 子供が産まれたら新しく家を建てて、草津市で育児していきたいと思っ

ています。子育て支援に有効活用してくれたらと思います。

中山道終点の宿場町として、あこがれの町です。 歴史を大切にしてください。

大好きなお友達が住んでいます。がんばれ草津！

大学がBKCでお世話になりました。これからも応援しています！

息子が草津で学業ほか、エンジョイしてます。 益々、住み良い街になるよう頑張ってくださ

い。

草津宿商店街をうまく利用しおしゃれに若者が集まる場所に変えてください！！　応援して

ます

草津市大好き！

草津市の更なる発展を期待しております。盛り上げていきましょう！

草津市については、ふるさと納税で初めて知りました。 とても素晴らしい市だと思います。

素敵な特産品もたくさんありますし、これからは特産品の輸出においても頑張ってくださ

い。

草津市に6年間居住していましたので応援していますよ。

水生植物園がとても良いので、また行きたいと思います。

少額ですが子育て支援に役立ててください。

少額ですが今年も寄付させて頂きます。昨年の寄付により「草津市ふるさと寄附・報告書」

が送られてきて好感度ＵＰ。応援メッセージを拝見すると”群馬の草津”とカン違いする人もい

て、やはり、と笑ってしまいました。後で気付いたんでしょうか、ね～

初めての寄付で送っていただいた有機栽培の玄米がとても美味しかったので、２回目の寄付

をさせていただきます。大変に熱心な生産者の想いが伝わってくるとともに、今も人口が増

加する都市部でありながら、このような有機農業とも調和したまちは魅力的です。我が東京

都三鷹市でも、見習いたいと思います。

滋賀県出身です。草津市には学生時代によく遊びに行っていました。故郷である湖国を応援

しています。

滋賀県、大好きです！応援してます。

滋賀で生まれました応援してます

次女が立命館大学生で、草津市には大変お世話になっております。 その関係で、私どもも年

に２～３回はそちらに伺っております。
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林 宏一 北田 順也 長谷山 尚城 榊 純太郎 石渡 吉郎 横井 剛聡

長谷川 侑希 明石 眞佐臣 石垣 宏仁 樋口 元 坂野 寿時 阿部 秀雄

間宮 雅博 馬杉 治郎 古川 拓也 村澤 大輔 西村 泰一 山崎 勉

川平 英広 神尾 英佑 服部 秀人 大城 秀暁 馬 興龍 高田 英明

藤崎 仁 眞下 紗也香 宗守 いづみ 水戸 健一 藤井 茂美 安部 徹

土屋 俊英 小野 和弘 三浦 里江 藤井 幸代 後藤 浩二 神戸 正己

折田 浩介 深澤 勤 田和 充宏 浅野 治子 髙濵 利栄子 宮元 信廣

小西 永晃 吉田 圭樹 木下 宏之 久保 年彦 山岸 里美 伊庭野 洋介

土橋 義官 須川 貴史 佐藤 彰高 安藤 正明 田村 敏和 金浦 和紀

永田 満 松井 智紀 清原 由紀夫 小林 哲 田中 順也 重盛 喜義

中村 友計 鷲山 龍介 長谷川 智 平山 喜世治 増田 昭博 橋本 良紀

小川 硬一郎 本田 耕一 宮崎 衣子 水谷 彰夫 西川 兼司 下村 隆

岩本 多弘 齊川 傅美子 千葉 香織 伊藤 正幸 高橋 英利 田中 義実

片岡 正孝 佐倉 好美 小杉 節子 今岡 丈士 齋藤 昌伸 廣田 勝彦

吉原 慶 弘田 久勝 杉田 克也 大澤 民乃 久堀 保 佐藤 浩也

大倉 清孝 井上 隆行 石田 博 関 一二三 川端 一永 北江 喜信

山内 正俊 湯本 泰弘 野口 義洋 佐野 一郎 伊藤 直人 森野 禎浩

内山 佳美 岡田 尚久 佐々木 弘真 本藤 芳雄 長沼 充 萩原 勝

永井 努 大嶋 好美 松田 忠久 衣川 元嗣 砂原 翔 藤崎 あずさ

岩崎 明郎 林 宏一 岩崎 祐史 大野 貴弘 本田 旭 久保 健一

井上 沙緒 福岡 菜月 山本 重雄 坪倉 隆史 渡辺 幸雄 松田 泰子

田面木 友久 永松 信一郎 森 耕平 八瀬 弘範 亀井 一三 登日 隆史

岡田 崇 原田 健 大澤 恵子 村崎 康弘 古屋 雄次 山岡 和弘

山田 勝彦 田中 利樹 大石 裕樹 三田 勝也 蘇武 周一 宮下 耕一郎

村田 憲一 若井 伸江 須賀 妙 武藤 紀子 雨宮 隼人 濱田 浩嗣

房本 和也 矢治 日出雄 竹内 寿悠 福田 敏子 白井 正治 堀 美由紀

宮尾 康平 上林 三子雄 岩根 良子 山田 和秀 岡本 勇治 金村 健夫

安藤 保 岸上 和好 北村 朋子 丹川 外光 中園 安保 川口 義雄

鬼頭 忠義 原 健一 島崎 修 和田 惠子 石渡 芳徳 藤田 健一

中村 貴彦 山﨑 敏男 金南 秀樹 小川 仁 佐々木 努 高橋 えみ子

植山 周志 内山 信明 葛岡 直宏 中里 英則 山崎 賢 岡村 研一

恵美 加奈子 野村 美幸 鈴木 智也 加藤 才子 前田 拓也 佐藤 有

片岡 親志 高松 透 金 千賀子 今出川 よし子 中原 寛和 山本 啓一

上田 浩之 森口 次郎 長岡 秀樹 茅原 隆 雨森 博彰 平井 博美

飯田 嘉一 廣瀬 俊秀 劉 麗偉 須摩 俊之 渡部 和彦 杉山 俊一

中川 建人 鈴木 由子 中村 ハルミ 山崎 容子 狩野 大介 林 靖子

27年度草津市に寄付をいただいた方々(メッセージの表に掲載されたは除く)
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上野 公志 吉川 聡 柏原 光太郎 稲垣 貴史 高橋 俊哉 川北 貢造

塚本 幸一 井手 直人 林 貴也 大場 豪 西村 明子 松居 宏明

野垣 浩 小柳出 祐二 寸田 一雄 丸山 芳宏 吉田 裕之 山中 一浩

吉岡 賢二 南 達也 加藤 憲文 西嶋 奈緒美 越川 恭子 藤井 大輔

栗尾 拓滋 佐藤 宏 北畠 幸夫 須田 光 江波 宏之 青柳 明

長田 旬平 西田 光雄 北村 朋子 山中 正弘 栢木 善朗 伊藤 賢司

貞包 浩一朗 木崎 雅人 横見 正人 白崎 太郎 奥村 匡敏 中川 景子

山中 竜 三代澤 眞知子 前 弥恵 松井 竜也 田中 宏行 蜂谷 英之

井上 誠 沼尾 理恵 鈴木 幹士 浜田 秀樹 田中 陽子 久芳 一裕

重本 理奈 奥村 公一 藏田 龍幸 野口 義洋 千葉 康之 山本 和弘

南部 博規 呉坪 勲 橋村 和志 今井 勝雄 伊藤 淳 保木 富徳

三浦 哲也 石橋 文子 駒野 圭一 佐藤 政之進 岡田 正彦 中野 崇

會田 雅弘 山本 史歩 岩谷 英和 塩田 祐樹 中村 行孝 堺 健二

辻 弘朗 酒井 賀津美 山口 友生 山田 定幸 野田 祐己 川添 祐資

板津 真理子 田中 紳一郎 福田 太朗 高橋 和夫 柴田 謙 三津川 浩

草野 哲夫 新井 徳三 布施 隆治 荒木 孝之 田中 憲雄 藤関 章弘

堀江 宏 小川 雅範 具志 学 中村 眞弓 内山 佳美 古田 智子

平澤 拓也 吉村 博幸 村上 喜久雄 榊谷 好文 清水 庄策 中村 治

磯﨑 和子 志野 正紀 中山 信夫 福原 康弘 渡辺 真一郎 上野 浩章

金子 文也 前田 悠 成瀬 明弘 藤崎 仁 霜村 康 河野 太郎

白井 匡 田伏 史明 原田 敏夫 小森 昌人 藤本 賀一 市村 清美

守屋 大道 久本 卓昭 表 実 中田 祐輔 四條 浩之 市村 弘

新井 哲平 坂本 拓哉 松本 芽衣子 井門 一美 津田 健二 古里 和也

福田 浩久 恵美 加奈子 杉山 洋樹 福田 孝 成山 佳史 川上 秀記

田中 康雄 横田 勝至 加納 利和 藤田 克芳 齋藤 祐二 森 勇一郎

杉浦 厚 小川 真 木村 美智恵 加瀬 潤 鈴木 大輔 川合 輝幸

綿貫 智洋 二宮 沙羅 縣 清志 濱 しずえ 野崎 公男 早原 勝正

恩地 公子 小松 弘二 遠藤 貴雄 平井 明仁 金子 哲 杉浦 久美子

田中 允也 浅野 和博 小川 亮 武田 宏美 石川 雄大 竹下 佳宏

倉本 善隆 小寺 智之 石井 信輔 関 祐三 川北 貢造 古村 弘幸

鯉江 正人 澤田 英良 石川 正秋 石黒 智士 辻 正記 谷藤 郁夫

村雲 正幸 中川 潤 寺西 孝弘 寺畑 信男 本中 理夫 持田 章

永井 準 松瀬 智子 新井 太郎 大原 幸男 廣瀬 俊秀 井口 正

山崎 正裕 深澤 充 後藤 栄治 原田 豊守 石橋 泰典 田渕 文美

雑賀 猛 安居 孝純 安生 みゆき 徳楽 貴洋 山口 安喜子 増森 忠雄

酒井 四郎 稲垣 秀一 板東 誠司 橋本 純子 服部 洋一 石田 正樹
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堀内 克彦 芝田 太市 浦上 民男 平井 亜咲美 北田 満希子 中本 克洋

安福 建 加藤 嘉明 森 繁雄 辻 泰仁 成田 祥子 伊藤 礼子

坂上 弘子 鹿島 高士 木村 基信 山田 貴夫 山岸 大剛 寄田 幸司

佐々木 正志 久保 卓 中尾 政也 辻 貴宏 神宮 直子 栗田 壮一郎

藤山 裕之 吉永 秀雄 高野 綾子 鈴木 理子 木村 末子 相川 隆司

尾嵜 淑子 青木 良憲 蒲原 博義 山本 幸司 宮宗 慎 田中 泰弘

吉田 吉隆 山本 眞一郎 河村 昌幸 岡村 祐子 増岡 裕二 伊澤 啓

山西 航市 前田 政彦 櫻田 正剛 杉山 敏 坂根 譲治 森川 伸一

中村 優子 加藤 洋一 中台 正四 矢萩 敏郎 根津 利明 渡部 治男

堀 良継 木村 塁 小田切 春樹 藤本 浩仁 三澤 興一 舩冨 義己

吉永 一郎 畠山 芳文 市田 研司 森島 淑佳 大戸 孝忠 京尾 智美

石井 博之 網永 敦 山田 達 山崎 由利子 安原 秋夫 武藤 和重

安部 育 田口 詩路麻 河村 昌幸 堀川 隆 西野 修 清水 信

藤本 弘志 高橋 好孝 米山 龍哉 稲垣 清貴 柿本 年春 大竹 一男

須田 光 小西 達也 赤司 洋平 中澤 幸太郎 木下 満弘 久保 利幸

石井 広明 須郷 慶信 加藤 慎一朗 植松 康浩 堀口 浩和 吉田 茂生

大石 哲也 桝田 昌弘 清水 透 田中 達也 大川 晃一 渡辺 政男

安藤 正明 山崎 淳 安藤 正明 小田原 聡 大川 一 月岡 敏浩

田川 正和 藤本 力豪 小林 昇 高尾 信行 佐伯 正司 野替 一郎

宮下 耕一郎 松原 俊樹 石川 元 星野 輝彦 佐伯 紀代子 宮崎 仁美

岡 愛一郎 田原 進 野入 由美子 山出 修 高間 典明 岡 征児

橋本 淑子 川平 英広 今枝 幸治 高嶋 能文 石田 淳二 北村 謙二

篠原 仁 石川 一郎 石川 和弥 渡辺 智久 近藤 隆一 縣 清志

高田 文彦 大塚 聖視 福田 賢一 伊藤 典子 犬山 惠裕 藤本 浩仁

河江 慎司 森 広介 安井 忍 門傳 貴之 今若 ﾀｶﾐ 村山 洋子

松本 悠隆 佐俣 雄祐 長嶋 英雄 阪部 淳也 西畑 ヨシエ 幸地 大

岡田 昌士 奥田 直広 鶴尾 幸 乾口 雅弘 藤居 仁彦 水黒 知行

吉田 勝 今井 康裕 加藤 好夫 井村 義仁 河端 孝治 野村 慎一郎

野田 啓史 廣瀬 真理子 露久志 明廣 白水 寛 豊島 佳彦 上田 浩之

六嶋 一聡 山本 早太

岩田 直之 山本 正義

宮崎 良平 猪股 一徳

浦部 敏之 泉岡 利雄

榊 純太郎 及川 功

篠原 将之 土金 彰

山本 大樹 赤尾 勝
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山口 幸子 川村 勝明

藤井 宏次 中鶴 浩二

岩本 多弘 中溝 公次

今村 一隆 五十嵐 充

安原 秋夫 垣谷 英孝

米田 伸夫 松田 謙一

深町 哲男 小出 博司

片岡 正孝 峯岸 博賢

長野 正志 近藤 久雄

回り道 勝日土 長谷川 優子

鶴田 孝 宮﨑 雄次

菱田 重則 武井 宣明

増田 健二 岩田 一司

喜多 敏明 冨山 隆一

佐渡 知博 青野 博志

深堀 知宏 戸田 信子

山口 清満 塩山 晃彦

髙木 雄大 藤本 浩仁

梁川 誠市 小林 義典

渡辺 智久 石川 敦

間所 正博 村上 哲

浜島 れい 柴崎 珠代

富永 洋子 秋田 光哉

折居 大和 佐々木 高信

西 洋一 宮本 直紀

前田 悠 森泉 知行

林 惠次 河野 琢哉

高田 正 森田 義次

吉岡 悟 水野 英明

大中 陽介 竹島 克洋

稲井 辰光 林 俊治

山内 尚雄 石井 佑樹

羽田 利幸 阿部 慎也

吉田 学 田中 丈士

福島 栄一 土川 良子

加藤 勇太 森北 育宏
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中村 仁 高浜 利栄子

会田 邦晴 佐久間 雅之

根岸 康平 井村 義仁

関 祐三 木村 竜一

中村 宏

大城 満明

深田 真司

他3，159件

イナズマロックフェス2015

実行委員会 代表　西川　貴教
草津市若手職員　代表　松岡

マックスバリュ中部株式会社　代表

取締役社長　鈴木芳知
株式会社エス・ケイ通信
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