
受付日 寄付の使い道 氏名
寄付金額
(単位：円)

寄付者の声

平成30年4月9日 明知鉄道・SLを応援 木村　康彦　様                20,000

平成30年4月13日 岩村町のまちづくり活動を応援 匿名  非公開 頑張ってください

平成30年5月6日 上矢作町のまちづくり活動を応援 安藤　敏之　様                50,000

平成30年5月28日 笠置町のまちづくり活動を応援 白木　亨　様                10,000

平成30年5月31日 明知鉄道・SLを応援 田中　俊裕　様  非公開 ＳＬが走る日を楽しみにしています。

平成30年5月31日 明知鉄道・SLを応援 上羽　省司　様                20,000

平成30年6月18日 明知鉄道・SLを応援 匿名                30,000
明知鉄道のC12を復元する為にお役に立てれば幸い
です。C12が恵那市を盛り上げる起爆剤になることを祈
ります。

平成30年6月18日 明智町のまちづくり活動を応援 匿名  非公開
今わたしが大人になれたのも明智のおかげです。少し
でも明智に恩返しができればと思います。

平成30年6月22日 明知鉄道・SLを応援 宮地　一喜　様  非公開

平成30年6月22日 山岡町のまちづくり活動を応援 兼任　秀明　様                20,000

平成30年6月25日 串原のまちづくり活動を応援 北原　光代　様                10,000

平成30年6月25日 明智町のまちづくり活動を応援 北原　日出海　様                10,000

平成30年7月5日 長島町のまちづくり活動を応援 安田　孝宏　様  非公開

平成30年7月5日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

安田　孝宏　様  非公開

平成30年8月2日 恵那市奨学資金を応援 匿名                10,000

平成30年8月3日 東野のまちづくり活動を応援 榊原　章夫　様                50,000

平成30年8月3日 串原のまちづくり活動を応援 榊原　章夫　様                50,000

平成30年8月3日 明知鉄道・SLを応援 榊原　章夫　様                50,000

平成30年8月3日 恵那市奨学資金を応援 榊原　章夫　様                50,000

平成30年9月11日 明智町のまちづくり活動を応援 岡村　幹吉　様                30,000

平成30年9月3日 串原のまちづくり活動を応援 丸岡　美代子　様                10,000

平成30年9月3日 恵那市奨学資金を応援 丸岡　美代子　様                50,000

平成30年9月3日 恵那市奨学資金を応援 匿名                20,000
生まれ育った郷里にあまり恩返しもできておらず申し
訳ありません。

平成30年9月18日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

杉山　真由美　様  非公開
人が育ち、ますます活気に満ちた恵那市を応援してい
ます。

平成30年9月25日 三郷町のまちづくり活動を応援 匿名  非公開
義母の出身地で６月に三郷町を旅行して、亡き母を思
い出しました。これからも自然豊かな故郷を保全してく
ださい。

平成30年10月17日 明智町のまちづくり活動を応援 伊藤　鉄男　様              500,000 故郷の発展を祈っております。（大正村）

平成30年10月17日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

伊藤　鉄男　様              500,000 故郷の発展を祈っております。（図書館：伊藤文庫）

平成30年10月3日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

可知　亮三　様                10,000

平成30年10月1日 笠置町のまちづくり活動を応援 匿名  非公開 応援しています。

平成30年10月2日 明智町のまちづくり活動を応援 匿名  非公開
定期的に恵那市を訪れています。 恵那市の豊かな自
然と、そこで暮らす方の温かいコミュニティーを応援し
ています！！

平成30年10月4日 明知鉄道・SLを応援 匿名  非公開
古い物を大切に残して市の活性化に役立てて頂きた
い

平成30年10月4日 明知鉄道・SLを応援 熊崎　延之　様  非公開 五平餅パワーで頑張って！

平成30年度
ふるさとえな応援寄付金 寄付者一覧
（公表分）

応援してくれて

うれしいんだナ

1
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平成30年10月4日 恵那市奨学資金を応援 熊崎　延之　様  非公開 五平餅パワーで頑張って！

平成30年10月4日 恵那市奨学資金を応援 武元　文郎　様  非公開

平成30年10月5日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

渋谷　和男　様                10,000

平成30年10月8日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

安達　則男　様                10,000

平成30年10月11日 笠置町のまちづくり活動を応援 樋田　大知　様                10,000 笠置町のまちづくりを応援しています

平成30年10月14日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名  非公開 子供たちのために使ってください。

平成30年10月16日 岩村町のまちづくり活動を応援 匿名  非公開 岩村城に行って感激! 山城を2つ制覇しました

平成30年10月20日 武並町のまちづくり活動を応援 浅賀　哲　様  非公開

平成30年10月21日 武並町のまちづくり活動を応援 大西　丈二　様  非公開

平成30年10月22日 中野方町のまちづくり活動を応援 匿名                50,000

平成30年10月24日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

林　良晃　様                10,000
恵那市が活気づいてほしいので寄付しました！有意義
に使ってくれると嬉しいです！

平成30年10月24日 恵那市奨学資金を応援 林　良晃　様                10,000 恵那市の将来の担い手のために使ってください！

平成30年10月25日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

原　敏博　様                40,000

平成30年10月25日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                30,000
私は地元を離れてしまいましたが、祖父母や両親、友
人が暮らす大切なふるさとですので、恵那市の発展に
役立てば嬉しいなと思います。

平成30年10月27日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000

平成30年10月28日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名  非公開
こどもたちが幸せな未来を生きられるよう、大人は知恵
をしぼらんといかんね。

平成30年10月29日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

清水　謙司　様                30,000

平成30年10月31日 明知鉄道・SLを応援 匿名  非公開
木曽川中流の渓谷、恵那峡の景観が損なわれないた
めに
自然な環境をたいせつに。

平成30年11月1日 明智町のまちづくり活動を応援 橋本　海平　様                20,000

平成30年11月2日 明知鉄道・SLを応援 匿名  非公開

3歳になる息子がSL大好きです。動態保存される施設
が増えることはとても嬉しいです。応援しています。

平成30年11月2日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名  非公開 恵那市のこども園・小中学校の先生方、最高！

平成30年11月3日 明智町のまちづくり活動を応援 匿名  非公開
親の育った故郷です。
いつまでも自然との調和を希望します。

平成30年11月3日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000
今年2回目の寄付です！(前回返礼品でいただいたハ
ム、ソーセージが美味しく、リピートしました)
恵那市の将来のために有意義に活用してください！

平成30年11月6日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000

平成30年11月9日 恵那市奨学資金を応援 古屋　督生　様  非公開

平成30年11月11日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

尼寺　啓人　様                10,000

平成30年11月11日 長島町のまちづくり活動を応援 露木　亜沙美　様  非公開
母方の親戚が住んでいるので毎年訪れています。長
閑な風景と栗きんとんが大好きです。

平成30年11月11日 明智町のまちづくり活動を応援 伊藤　雅文　様                10,000

平成30年11月11日 岩村町のまちづくり活動を応援 匿名  非公開
佐藤一斎先生の故郷、岩村町振興のお役にたてば幸
いです。

平成30年11月12日 明知鉄道・SLを応援 匿名  非公開
恵那市出身の者です。
故郷を離れてしまいましたが自然溢れる恵那のまちは
今でも大好きです！

平成30年11月17日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名  非公開 頑張ってください

2
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平成30年11月17日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

田中　和孝　様                10,000

平成30年11月21日 飯地町のまちづくり活動を応援 許　立　様                10,000

平成30年11月22日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

角田　裕二　様                10,000

平成30年11月22日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

酒井　遼太郎　様                20,000

平成30年11月25日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000

平成30年11月25日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

岩谷　卓樹　様                10,000

平成30年11月27日 串原のまちづくり活動を応援 福田　益雄　様                20,000

平成30年11月28日 恵那市奨学資金を応援 匿名  非公開 子どもたちが、明るい未来を描ける恵那市を！

平成30年11月29日 明知鉄道・SLを応援 匿名  非公開
2年前まで恵那市に赴任してました。第2の故郷であ
り、大好きな街です。応援してます！！

平成30年12月2日 上矢作町のまちづくり活動を応援 原　有美子　様  非公開

平成30年12月4日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

佐々木　元司　様  非公開
「広報えな」の定期送付を希望したいです。
 送料はこちらで負担してもかまいません。

平成30年12月4日 飯地町のまちづくり活動を応援 長谷川　靖訓　様                10,000

平成30年12月4日 飯地町のまちづくり活動を応援 桑原　秀昭　様                10,000

平成30年12月6日 上矢作町のまちづくり活動を応援 匿名                10,000

平成30年12月6日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名  非公開 活気あるまちづくりに役立てて下さい‼

平成30年12月6日 長島町のまちづくり活動を応援 小俣　健　様                20,000

平成30年12月6日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                20,000

平成30年12月7日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

小池　俊晃　様  非公開

平成30年12月7日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000

平成30年12月8日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名  非公開 いつも応援しています

平成30年12月9日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

藤井　康史　様                50,000
結婚で転出してしまいましたが、地元の恵那を応援し
たくて申し込みました。

平成30年12月9日 恵那市奨学資金を応援 匿名  非公開
ぜひ旅行で訪れたいと思っています。
楽しみにしています。

平成30年12月9日 岩村町のまちづくり活動を応援 匿名  非公開
今盛り上がっている恵那市が、更に人気化するように
応援しています。

平成30年12月9日 岩村町のまちづくり活動を応援 市川　朋広　様                20,000

平成30年12月12日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名  非公開 恵那市頑張れ！

平成30年12月13日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

石川　千寿子　様              300,000

平成30年12月16日 大井町のまちづくり活動を応援 匿名                50,000

平成30年12月16日 大井町のまちづくり活動を応援 匿名                50,000

平成30年12月17日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

石賀　浩平　様                20,000

平成30年12月14日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

深尾　豪　様                10,000

平成30年12月15日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

岩倉　彩　様                10,000

平成30年12月15日 長島町のまちづくり活動を応援 伊藤　敦生　様  非公開

平成30年12月16日 岩村町のまちづくり活動を応援 匿名  非公開
以前岩村を訪れたとき、お世話になりました。
まちづくり応募しています。

平成30年12月16日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

山口　浩司　様                10,000
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平成30年12月16日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000

平成30年12月16日 武並町のまちづくり活動を応援 匿名  非公開

両親が武並に在住しています
介護サービスのお世話になりながら老齢の両親は生
活しています　ありがとうございます
ただ、老齢の両親は交通の便が不便でバス停までも
距離があり、病院受診にもタクシー代が片道3000円も
かかり大変です
交通弱者への支援をお願いできたらと思います
どうぞご検討ください
ごみ出しもできず敷地内で燃やすしかありません
不燃物がたまっています
時々シルバー人材センタ-の方に別途費用をかけ、お
願いして捨てに行ってもらっているようですが同じ税金
を払っていても行政サービスが受けられないので困っ
ています
僻地にも行政サービスが行き届くよう願っています
よろしくお願いします

平成30年12月18日 大井町のまちづくり活動を応援 曽我　幸央　様                10,000

平成30年12月19日 明知鉄道・SLを応援 菰田　二郎　様                10,000 ぜひSL復活してください。

平成30年12月19日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名  非公開 市の発展に役立てて下さい。

平成30年12月20日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名  非公開
僅かではありますが、貴市にて有効活用していただけ
れば幸いです。

平成30年12月22日 明知鉄道・SLを応援 匿名  非公開
おいしいぶどうを使用したジュース、ワインをたくさん
作ってください。

平成30年12月22日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名  非公開
毎年恵那駅前にある地元のお店にそこでしか買えない
栗きんとんを購入しに行ってます。若者の活気のあふ
れる街にしてください。

平成30年12月22日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000

平成30年12月22日 恵那市奨学資金を応援 中村　靖　様                10,000
子供のために、特に障害のある子供のために使って
ほしい。

平成30年12月22日 明知鉄道・SLを応援 明珍　安典　様                10,000

平成30年12月23日 明知鉄道・SLを応援 匿名  非公開 街の文化の継承や子供達の未来に役立てて下さい。

平成30年12月23日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

原田　敬一　様                20,000

平成30年12月25日 大井町のまちづくり活動を応援 永田　明子　様                20,000

平成30年12月25日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

森　有香　様  非公開

平成30年12月25日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

加藤　恭平　様                10,000

平成30年12月25日 明知鉄道・SLを応援 藤原　光伸　様                20,000

平成30年12月26日 武並町のまちづくり活動を応援 匿名  非公開

恵那市出身です。恵那は食べ物が美味しくて自然が豊
かで穏やかな土地なので、もっといいところをアピール
して、観光にどんどん来てほしいと思います。

東京で頑張る恵那っ子より

平成30年12月26日 笠置町のまちづくり活動を応援 水谷　勲　様                60,000

平成30年12月26日 中野方町のまちづくり活動を応援 匿名                20,000

平成30年12月26日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

小田　清仁　様                10,000

平成30年12月28日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000

平成30年12月28日 明知鉄道・SLを応援 細矢　タエ　様  非公開

平成30年12月29日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

鞍内　貴幸　様  非公開
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受付日 寄付の使い道 氏名
寄付金額
(単位：円)

寄付者の声

平成30年度
ふるさとえな応援寄付金 寄付者一覧
（公表分）

応援してくれて

うれしいんだナ

平成30年12月29日 恵那市奨学資金を応援 匿名                10,000

平成30年12月30日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

堀　竜士　様                10,000

平成30年12月30日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000

平成30年12月30日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                80,000

平成30年12月30日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

鞍内　貴幸　様  非公開

平成30年12月30日 岩村町のまちづくり活動を応援 匿名  非公開
岩村山荘で頂いた、飛騨牛と三浦豚がとても美味し
かったです。五平餅などお餅もおいしく、宣伝しました。
また、ぜひお伺いしたいです。

平成30年12月30日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                20,000
恵那出身です。小さい時には笠置町に住んでました。
甥っ子達もいるので、いま以上の恵那市の発展を応援
しています！！頑張って下さい！！

平成30年12月30日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

渡辺　孝典　様  非公開

平成30年12月30日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

市岡　武　様                20,000

平成30年12月31日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

石黒　裕之　様                20,000

平成30年12月31日 岩村町のまちづくり活動を応援 柴田　浩志　様  非公開

平成30年12月31日 恵那市奨学資金を応援 匿名                10,000

平成30年12月31日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

平木　里佳　様                10,000

平成30年12月31日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                20,000

平成30年12月31日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000

平成30年12月31日 明知鉄道・SLを応援 上畠　瑞穂　様                20,000

平成30年12月31日 明知鉄道・SLを応援 山田　純也　様                10,000

平成30年12月31日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

高橋　一郎　様  非公開

平成31年1月2日 明知鉄道・SLを応援 小池　明大　様                20,000

平成31年1月19日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000

平成31年1月24日 明智町のまちづくり活動を応援 中島　利良　様              100,000

平成31年1月26日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000

平成31年1月28日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

水口　守　様                10,000

平成31年2月6日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000

平成31年2月7日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名  非公開 地味豊かな土地柄で大好きです。がんばってください

平成31年2月9日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

杉原　壮俊　様                30,000

平成31年2月17日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

大塚　洋亮　様                10,000

平成31年2月17日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                20,000

平成31年2月17日 恵那市奨学資金を応援 匿名                10,000

平成31年2月23日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

加藤　博昭　様  非公開

平成31年3月3日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名  非公開 よろしくお願いします。

平成31年3月10日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名  非公開
高校の同級生です。
小坂市長とことん市民のためにファイト！

平成31年3月11日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

松尾　紀幸　様                10,000
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受付日 寄付の使い道 氏名
寄付金額
(単位：円)

寄付者の声

平成30年度
ふるさとえな応援寄付金 寄付者一覧
（公表分）

応援してくれて

うれしいんだナ

平成31年3月27日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000 恵那市発展のために使ってください

平成31年3月28日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                10,000

平成31年3月30日
人口減少対策、子育て及び、教育
等における施策を応援

匿名                20,000
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寄付件数
寄付金額
(単位：円)

            20      300,000

            18      235,000

              5      120,000

              4        50,000

              7      230,000

              8      130,000

              9      150,000

              8      150,000

            28      660,000

            11      190,000

            24    1,330,000

            10      170,000

            13      220,000

            65    1,220,000

          114    1,963,000

          571  10,415,000

          915  17,533,000

山岡町のまちづくり活動を応援

明智町のまちづくり活動を応援

平成30年度
ふるさとえな応援寄付金 使い道別合計

大井町のまちづくり活動を応援

長島町のまちづくり活動を応援

東野のまちづくり活動を応援

三郷町のまちづくり活動を応援

武並町のまちづくり活動を応援

寄付の使い道別

笠置町のまちづくり活動を応援

中野方町のまちづくり活動を応援

飯地町のまちづくり活動を応援

岩村町のまちづくり活動を応援

合計

串原のまちづくり活動を応援

上矢作町のまちづくり活動を応援

恵那市奨学資金を応援

明知鉄道・SLを応援

人口減少対策、子育て及び、教育等におけ
る施策を応援
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