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平成27年3月31日現在

寄附者名 応援メッセージ
来田　光正　様 国立市には行ったことないですが、応援します！

宮崎　伸一　様 地ビールを応援しています。

原　武　様
なつかしい駅舎を是非復活させてください。
中央線利用者として、心から応援致します。

岡田　健一　様

実家が国立にあり、国立五小、桐朋中・高、一橋大学と、学生時
代のぜんぶを国立で過ごしました。三角屋根の駅舎は、国立市民
みんなが愛した国立の顔であり、僕の青春のシンボルでもありま
す。ぜひ復活させてください！

匿名希望者　様 これからも出来る限り応援するつもりです！

鶴岡　坦　様
40年以上前に通った大学の駅舎再築はなつかしい思い出。是非実
施して欲しい。一橋大学と連携して、大学の情報やノウハウを活
用して夢のある国立市になって欲しい。

多和田　満　様
貴市の大学を卒業して４０年、卒業後も何度か訪問する機会があ
りましたが、やはり大学通りからの遠景には旧駅舎がふさわし
く、駅舎復元に賛同し、寄付を思い立った次第です。

匿名希望者　様
旧国立駅舎は子どもの頃に読んだ、『ちいさいおうち』（バージ
ニア・リー・バートン作）を、思い出させます。
1日も早く復活して欲しいです。

株式会社　ＪＰＩ
（日本計画研究所）　様

充実した教育施設、自然あふれる田園、安全な国立、子どもを育
てるなら国立、老若男女が憧れる都市、国立のさらなる発展
を！！！

小山田　茂子　様
レトロな駅舎は、中央線の魅力ＵＰにもつながります。早期の復
活を望みます。

国立市商業協同組合　様

国立市商業協同組合は、旧国立駅舎の再築の為に寄付致したいと
思います。
長年、街のシンボルであった駅舎が無くなってしまった事は、近
隣の商店や属する商店会にとっても、とても残念なことでした。
駅舎の再築によって、景観が戻り、駅舎での人々の集い、語ら
い、和みなど、優しい街のイメージを膨らませ、他市にはない、
駅周辺の環境が築かれていくことを望み、商店、商店会にとって
も、より一層の商業の活性化が計られることを期待しておりま
す。

株式会社サードアイズ　様

国立における防犯活動の一環に参加でき、とてもうれしく感じま
す。特に、今回の寄付の用途である防犯ブザーは「子供達を守
る」というコンセプトのある活動です。より良い環境づくり、安
心安全を提供できればと思います。

望月　正彦　様
はじめて「ふるさと納税」を致します。特典を楽しみにしていま
す。これを機に、今後も「ふるさと納税」を活用してまいりたい
と思います。よろしくお願いいたします。

新原　寛之　様
東京では出張で10回/年程度行きます。東京に頑張ってもらいたい
です。クレジット決済が魅力です。

榊原　茂子　様
赤い三角屋根の国立駅舎の再築にあたっては、できるだけ当初の
形状を復原し、落ち着いた雰囲気のカフェの設置を希望します。

関東緑花株式会社　様 文教都市国立をいつまでも！

平成26年度　寄附応援メッセージ一覧
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高畑　昇　様
娘夫婦と孫が貴市に居住しております。住環境と教育水準の維
持・向上にお役立てください。

島袋　晴海　様
国立高校の卒業者です。あの美しい街並みを整備していただくた
めに、少しでもお役にたてればと思い、ふるさと納税をいたしま
す。

匿名希望者　様 旧国立駅舎再築を切望しています。

匿名希望者　様

子供の頃から、伊藤屋さんの高級のノアをいただくと家族みんな
で大事にいただいていました。
今回、この伊藤屋さんのご縁があって
少額ではありますが寄付させていただくことになりました。

大人になった現在でもたまに
お取り寄せをしていますが、
高級なノアですし、送料もお高いので
お使い物など特別な時にしか購入できなかったので
大変嬉しく思います。
来年以降もぜひ宜しくお願いします。

浅野　哲史　様

久しぶりに国立駅に降り立ちましたが、以前からの変わりように
は大変驚きました。便利な駅を否定するつもりはありませんが、
旧駅舎の佇まいは国立の顔であり街そのものを物語っていると思
います。是非とも後世に残していただきたく寄附を申請いたしま
す。

海老澤　慧一　様
若いころ通学していた国立の街並みを代表する赤い駅舎がとても
懐かしいです。ぜひ再築していただきたいと思います。

熊本　昌也　様
国立市というとヤクルト研究所の方にはタイ学院時代にお世話に
なりました。ありがたいです。

国立市公立小・中学校ＰＴＡ
連絡協議会　様

長きにわたり、本協議会の活動にご理解、ご協力いただきまして
誠にありがとうございました。Ｐ連残金を図書購入費として寄附
致します。

匿名希望者　様 いい町のままでいてください

匿名希望者　様

昨年まで、国立(国分寺市ですが(^^;)に住んでおりました。大学
通りの並木道には、いつも癒されていました。
国立ならではの街並みの美しさをどうかこれからも
守っていっていただければ幸いです。
また国立に帰るのを楽しみにしております。

小林　正信 応援しています。がんばってください。

匿名希望者　様 頑張ってください

匿名希望者　様
うちの実家も農家で米をずっと作っています。農業は本当に大変
だし、そんなに収入も期待できない仕事ですが、がんばって下さ
い。少しでも役立ててもらえたらと思います。

匿名希望者　様
駅舎はクニタチ大学町の原点です。歴史を大切にしない者に未来
はありません。是非、復元してください。市長、頑張ってくださ
い。期待しています。

浜田　圭一　　様 旧国立駅舎再築を早く実現してください！

匿名希望者　様
府中市民ですが、買い物はよく国立市内を利用します。個性のあ
るお店を残して行ってください。
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匿名希望者　様
自然環境・文化教育環境に恵まれたイメージがあります。その高
いブランドイメージを地元産品の拡販に活かして下さい。

山中　宏昭　　様
財政にそれほどお困りではないと思いますが、子育て支援の一部
にご活用頂けると幸いです。国立市の発展を祈ります。

西　信之　　様
東京に生まれましたが、なぜかまだ国立には足を踏み入れていま
せん。聞くところによると洒落た住宅街だとか・・・。近々、是
非行きたいものです。

吽野　昌子　　様
国立は街並みが綺麗で自然も多く、自分の子供も国立で生んで育
てたいと思っています。私が寄附をすることによって、国立に貢
献し恩返しができたらと思っています。国立大好きです！！

西野　多聞　　様 昔の駅舎が好きでした。ぜひ再建してください。

小林　康子　　様
国立駅の赤い屋根が懐かしいです。
また見られる日を楽しみにしています。

井出　多加子　　様

子どものころからずっと国立に住んでいました。子どもたちも国
立で育ちました。仕事の関係で残念ながら、引っ越してしまいま
したが、大好きだった赤い三角屋根は今も心に残っています。是
非再建をお願いします。

井上　卓之　　様
昔住んでいたことがあります。国立駅の景観が素敵だと思いま
す。今後も是非良い街づくりを期待しています。

山内　崇嗣　　様
くにたちブローチというものを作って売った売り上げの一部で
す。駅舎再現に、役立たせてほしいです。よろしくおねがいいた
します。

匿名希望者　様
ヘイトクライムへの抑止政策は子育て、特に「教育」に密接だと
考えています。国立市の取組みを知り賛同させて頂きます( ^ ^ )
寸志ですが、未来のために役立てて下さい。

伊藤　大介　　様
国立市議会のヘイトスピーチを禁止する法整備を国に求める決議
を支持します。微力ながらふるさと納税で応援したいと思いま
す。頑張ってください。

匿名希望者　様
高齢者　子供たちが安全に歩きやすい歩道の整備に役立ててくだ
さい

相場　芳憲　　様 がんばれー

秋山 安弘　　様 国立の三角屋根の駅舎がはやく再建できるよう応援します！

匿名希望者　様 素敵な市になります様　お祈りしてます

水谷 潤　　様
十年前、国立に住んでまして、当時桜守にも参加していました。
桜保存活動に使ってもらえるといいなあ

匿名希望者　様 人にやさしい街をいつまでも守って欲しいです。

匿名希望者　様
ヘイトスピーチを禁止する法律を作るよう求める意見書を採択し
たのは立派です。

松島 孝充　　様
このたびは、ふるさと納税制度に参加させて頂き、ありがとうご
ざいます。これからの国立市のさらなるご発展を心よりお祈り申
し上げます。

石坂 匡則　　様 未来ある子供達のために使ってあげて下さい

土岐 亘　　様 子供達の未来のために役立てて下さい。
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匿名希望者　様
旧国立駅舎は学生時代の思い出の場所です。
一日も早く再建されることを願っています。

匿名希望者　様
出身地が国立に近かったので、よく立ち寄りました。駅前の美し
い景観がこれからも残っていきますように。

一法師　信武　　様 引続き現在の市政を推進してください。

パン・ドゥ・スリジェ
中村　典子　　様

赤い三角屋根の国立駅舎の再築を心待ちにしております。

佐藤 啓　　様

国立で産声をあげてから、ずっと家族で暮らしてきました。
小さい頃、祖父母に駅舎を見に、連れて行ってもらった事、今で
も鮮明に覚えています。
あの時の思い出を蘇えらせたいという気持ちもあり、応援させて
いただきます！

匿名希望者　様 知的しょうがいの方のために使ってください。

原 未花子　　様
埼玉から出てきましたが、国立はとてもいい所だと思います。私
の寄付でもっと良くなることを願います。

鈴木　禧吉　　様 福祉健康、高齢者への配慮に感謝しています。

（資）諸橋洋服店
諸橋　喬一　　様

国立での記憶　昭和18年からあります。戦時中の時は外へ出る事
もできませんでした。今日は、全くの正反対　安心安全の国立文
教地区は市民・市役所の皆ヶ様、等々のおかげでしょう。引き続
いての事業によろしくお願いいたします。国立駅は思い多い型で
す。

嶋田　厚　　様
気に入っている国立も今後もますます良い町になるよう応援して
います。

岸本 良樹　　様 谷保の田園風景を是非残してください。

若林 文高　　様

30年前、新婚の時に国立に住み、長男、次男が生まれました。子
育てに最高の環境でした。その後、縁があって国立を離れました
が、国立駅の駅舎、大学通り、町の風景はいつも思い出します。
私たち家族の原点です。
最近、新しくなった国立駅に降りましたが、あの駅舎がない国立
は国立とも思えませんでした。何とも残念です。是非、あの駅舎
を復活させてください。
ささやかですが、応援いたします。

匿名希望者　様 国立市発展のために使ってください

坂本　恒夫　　様
いつも国立駅を利用しています。大学通りから見える三角屋根の
旧国立駅舎は素晴らしいものでした。早期の再築を望んでいま
す。

三田　宣之　　様 駅舎が早く復元されますよう祈っております。

匿名希望者　様
我々国立市民にとってあの駅舎は“帰ってくる家”です。国立
の”精神的支柱”である旧駅舎の一日も早い再築を望みます。

匿名希望者　様
義理の祖母が在住しており、いつもお世話になりましてありがと
うございます。微力ながら応援しております。

匿名希望者　様 国立の象徴、駅舎再築を楽しみにしております。

匿名希望者　様
大学関係で国立にはよく伺いました。大好きだった駅舎を、何ら
かの形で保存していただけるとうれしいです。

匿名希望者　様 早く、国立のシンボル三角屋根の駅舎を復活してください
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植松　豊　様

国立市で開催されました国体ウエイトリフティング競技大会で
は、市担当部署の皆様並びに市のボランティアの皆様のお力で大
成功しました。此のご縁感謝の気持ちから国立市に興味が増し、
市の記事のスクラップを始めた処で今回国立駅舎の件が目に付
き、少しでもお役に立てればと思い立ちました。文教地区として
名高い国立市が、今後も地方自治のリーダー的存在であることを
願っています。

匿名希望者　様
子育て、教育を個人任せにせず、地域で子どもたちをはぐくめる
ようがんばって下さい。

匿名希望者　様
国立市は高校３年間通ってお世話になりました。大学通りの桜並
木を始めとして、とても思い出深い場所です。赤い三角屋根の国
立駅を利用していました。久しぶりに行ってみたいものです。

匿名希望者　様
国立駅は私たち夫婦の思い出の場所です。あの美しい駅舎が再築
されるよう、わずかばかりですが応援いたします。

匿名希望者　様 駅舎の再築楽しみにしています。

匿名希望者　様
旧国立駅舎再築のために、今年も寄付します。再築の時期が早く
来るといいですね。

匿名希望者　様
市内全域歩行喫煙禁止を希望します。禁煙推進に使用して頂けた
ら幸いです。

池田 千里　様
国立を心から愛して住んでいる親戚がいます。何度も遊びに行き
ましたが桜は見事です。景観の素敵な町を目指して頑張って欲し
いと思います。

ニッポー設備株式会社
代表取締役　田中　友統　様

地域企業として、地元国立市に根を張って頑張ってまいりますの
で、皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願いします。
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