
所在地 性別 メッセージ

広島県 男性
寒くてひもじくて大変だと思います。　私に出来ることは限られていますが、どうか気
持ちを強く持って下さい。雪はいつか溶けます。

神奈川県 男性 少しでも早く復興する事を願っています。

京都府 女性 一刻も早く、ふるさとの皆さまが穏やかな日常が取り戻せることを願っています。

東京都 女性 お辛いですね。お身体に気をつけてくださいね。応援してます。

大阪府 女性 少しでもお役に立てれば幸いです。

埼玉県 男性
故郷から離れていて、何もできずもどかしいのと申し訳ない気持ちでいっぱいです。
一日も早く解消することを祈ります。

岡山県 男性 わずかですが、寄付をさせていただきます。

北海道 男性
北海道在住の老兵ですが、母方の実家が福井市で越前市にも親戚がいます～
福井県民の前を向いて歩む日が早く来ることを祈っています！

神奈川県 女性
福井市出身で、現在横浜に住んでいる者です。大好きなふるさと福井のために、何
かできないかと考えていて、寄附金を申し込みました。勤勉で忍耐強く、あたたかい
心の持ち主の福井のみなさん、どうか頑張ってください！！

ふるさと納税　大雪災害支援『応援メッセージ』　　　                   　公表可能者のみ分
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ふるさと納税　大雪災害支援『応援メッセージ』　　　                   　公表可能者のみ分

宮城県 女性
56豪雪は、子供心に大変だったのを覚えています。福井を離れて30年近くになりま
すが、その間昔ほど降ってなかったと思うので、今回の豪雪の大変さは当時以上だ
と思います。少ししか寄付できませんが、除雪に使っていただければと思います。

岐阜県 女性 役立ててください。

岐阜県 女性
娘が大学4年間お世話になりました。
旅行では知る事の無かったであろう福井市の景色が 思い浮かびます。
大変だとは 思いますが、頑張って下さい。応援しております。

熊本県 女性
熊本地震の際にお世話になったご恩は忘れません。
福井の皆さんの日常が１日も早く戻りますように。

東京都 女性 福井の皆様、早く通常の生活に戻れますように願っております。

栃木県 男性 一刻も早い復旧と皆さまがとにかく無事でありますように。

埼玉県 男性 困ったときはお互い様やで。

岐阜県 女性 雪に負けず頑張ってください。

三重県 女性
職場の研修同期がいます。
何もできませんが、少しでも役立てていただければと思います。
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東京都 女性 早く日常生活に戻れるよう心から祈っています。

埼玉県 女性
わずかですが寄付させて頂きます。
少しでもみなさまのお役に立てますように！

東京都 女性
心から心から、応援しています。
一刻も早く、天候と日常生活が回復しますように。

東京都 男性 一日も早い復旧と皆様のご無事をお祈りいたします。

福井県 男性
災害対応お疲れ様です。
除雪など大変だと思いますが、無理をしない程度にがんばってください！

東京都 男性

本来なら帰省して、福井市の実家の雪かきや手助けをしなけらばならないのです
が。。。せめて寄付くらいさせてください。
福井の皆さん、雪に慣れていらっしゃるとはいえ、昭和56年以来の豪雪。大変なつら
い思いをされていつことと思います。
春はもうすぐ・・・持ち前の忍耐力で乗り切ってください。

福井県 女性 雪害に負けず頑張ってください。

千葉県 男性 早期に元の生活に戻れるよう願っています。

東京都 男性
除雪作業の方々、本当にお疲れ様です。
ご安全に作業をなさってください。
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東京都 男性
地元福井。
がんばってください。

東京都 女性

豪雪のニュースから数日経ちますが、市役所に勤める知人からのメールで、現在も
生活への影響が多大であることを改めて知りました。
今はこのような形でしか協力できませんが、復旧作業に全力で取り組んでおられる
皆さまを応援しています。

神奈川県 男性
この度の豪雪被害におかれまして、お見舞い申し上げますとともに、一日も早く元の
生活に戻れますようにお祈りいたします。

千葉県 男性
2010の北陸豪雪時に北陸線で二日間立ち往生した列車の中の我が社の社員に、
おにぎりと味噌汁を差し入れてくれた福井の皆様に、今度こそ恩返しをさせていただ
きます。

東京都 男性 ごくろうさまです。大雪お見舞い申し上げます。

福島県 男性 少ないですが、今後の対策のために役立ててください。

東京都 女性 大変ですが、がんばってください。
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千葉県 女性
予想を上回る大雪に大変なご苦労をされている福井の皆様、くれぐれもお体にお気
をつけて頑張ってください。

兵庫県 男性
大変だと思いますが、少しでも役に立てば幸いです！
体調くずされませんように皆さん頑張って下さい

大阪府 女性 がんばってください‼  ︎応援しています。

千葉県 男性
産まれ育った県なので早く復旧し、次の世代を伸ばしていける対策に目を向けて欲
しいです。

埼玉県 男性
大雪もいつまでもは続かないと思います。とにかく頑張ってください。
埼玉の地より1日も早い復興を祈っています。

東京都 女性
わずかな額ですが協力させていただきます。
少しでも早い復旧を願っております。

東京都 男性 福井の友人たち、心ばかりですがこれでがんばれ。

兵庫県 女性 復旧作業で少しでもお力になればと思います。

東京都 男性
福井市応援隊の一人です。
わずかですが、復興の一助となればと思っています。　今こそ、不死鳥福井！！
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福井県 男性 少額ですが頑張ってください。

福岡県 男性 大変でしょうが、頑張って下さい。

富山県 女性

富山に住んでいます。
同じ北陸、雪国として微力ではありますが、寄附させてもらいます。
連日の雪かきでの疲れや、食料、燃料不足等、テレビでは報道されませんが、住民
にしかわからない不安や苦労もたくさんあると思います。本当にお疲れ様です…！
これから暖かくなって、少しでも雪が溶けて福井の皆さんが楽になりますように。
あともう少しです、がんばってください！

神奈川県 女性
大雪で大変な想いをされているかたに、少しだけですが応援の気持ちです。
どうか負けないで下さい。

東京都 女性 心ばかりですが、少しでもお役に立てばと思い寄付させていただきます。

岐阜県 男性
息子が福井県で仕事をしています。
移動の大変さ、雪かきの大変さを聞いています。
雪に負けずに頑張って。

宮城県 男性
宮城県塩竈市魚市場建設では、大変お世話になりました。現在も大変お世話になっ
ております。
福井市の皆様、大変なことと思います。 心折れずに頑張って下さい。

東京都 男性
帰省できませんので、せめて寄付だけでもさせてください。
みなさん頑張りましょう。
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茨城県 女性
実家が福井市にあります。 みなさん大変な思いをされていると思います。
一刻も早い復旧をお祈り申し上げます。

熊本県 女性 １日でも早く、安全で安心して過ごせる日常が戻りますように。

新潟県 女性

降り続ける雪のため、普通の生活に戻れる見通しが立たず、心が折れそうなのでは
ないですか。体調は大丈夫ですか？
どんなに酷い冬でも、春が来ないことはありません。
早く雪が止むことを一緒に祈ります。

千葉県 女性
雪かき等でお手伝い出来ない分、寄付させて頂きます。
お住まいになっている皆様、どうぞお疲れ出しませんようにご自愛下さい。
早く春が来ますように。

大阪府 女性
福井市出身です。実家もひどい雪と聞いています。
除雪してくださる皆さま、本当に毎日大変かと思います。
微力ながら助けになりますように。

茨城県 女性
寒い中、精神的にも物理的にも大変辛い状況だと思いますが、自然に負けないで下
さい。
我々もできる限りのことをさせてください。 応援しています。

岐阜県 男性
この度の豪雪被害、お見舞い申し上げます。
隣の県から、一日も早い復旧を願っております。

神奈川県 女性
春が来るまで、お疲れもたまるかと思いますが、挫けずに！
応援しております。
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大阪府 男性
除雪作業、大変でしょうが、頑張ってください。
１日でも早く、日常生活に戻れることを願っています。

神奈川県 女性
福井は、両親のふるさとで沢山の親戚がいます。
わずかですが力になりたいと思いました。
これ以上被害が大きくならないことを祈っています。

広島県 女性
広島県の者です。
僅かなお金で申し訳ないのですが、少しでも復興に役立てていただければ幸いで
す。

大阪府 男性 応援してます！

東京都 女性 大変な状況の中、少しですがお役に立てれば。

大阪府 女性

みなさん、日々大変な状況だろうと思います。 どうか、お身体に気をつけて、少しで
も体力を温存してください。
ほんのすこしですが、協力させていただきました。
除雪に協力されている方も、役所のみなさんも、お疲れ様です。
少しでも早い春がやってきますように。福井、がんばれ！！

東京都 男性
高校まで福井に住んでおりました。
ニュースで受け付けていると聞き、僅かですが寄付致します。
早く除雪作業が進んで、一刻も早くもとの生活に戻りますように。
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石川県 男性
石川県金沢市からです。
僕も毎日除雪してますが、そちらの半分くらいの雪の量ですね…
皆さん頑張りましょう。

東京都 女性
大変だと思います。
体にだけは気をつけてほしいです。

熊本県 男性 熊本から福井へ、わずかですが。

神奈川県 女性

年取った祖父母のために福井にUターンした両親も皆、福井市に住んでいます。
美山は雪も多く、集落の中の狭い道までなかなか除雪も大変でしょうし、燃料切れも
とても心配しています。
極寒の中、除雪作業員の方々や災害対応に当たる職員の方、どうぞお体に気をつ
けて福井を守ってください。
無事春が来ることを心から願っています。

愛媛県 女性
このような形でしか応援することが出来ませんが、一刻も早く皆様が元の生活に戻
れるよう祈っています。
困ったときはお互い様、みんなで協力するのが日本人らしさではないでしょうか。

大阪府 女性

連休の時に電車が動いたので、実家の雪下ろしに帰りました。
報道されている以上に大変な状況で驚きました。
高齢化した町内を地域で協力して助けられる方法も考えないといけないと思いまし
た。
（安全確保の問題を考えると、安易に手助けしにくいです。除雪保険などがあるとい
いと思いました。）
離れていますが、いつも地元の事を思っています。頑張りましょう。

埼玉県 男性 微々たる応援しか出来ませんが支援します。 ふぁいと！
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愛知県 女性 少ない金額ですが、少しでも応援出来ればと思います。

栃木県 男性 頑張れ！！そしてご安全に！！

愛知県 女性
福井に友人が住んでいます。
とても素敵な街です。
どうかこれ以上、被害が拡がりませんように…

静岡県 女性
福井県の皆さん、雪の中大変なことと思いますが、頑張ってください…！
早く雪がなくなって、元の暮らしが戻りますようにとお祈りしています。

京都府 女性

去年まで福井県民でした。
見覚えのある場所が、全て雪で覆われていてびっくりしました。
知人や友人も沢山います。救援に行きたいですが交通機関が麻痺して行けないの
で、少額ですが納めさせてください。

東京都 男性 一日も早く正常な生活に戻りますように、ささやかながら協力させて頂きます。

埼玉県 女性
一番長く勤めた会社の本社が福井にありました。
そのお礼を兼ねて、寄付します。
微力ですが、力になれたら幸いです。

愛知県 女性
遠くからですが、一刻も早い復興を願っています。
少ない額で申し訳ないです。

兵庫県 女性
今は大変だと思いますが、みんなで乗りこえていきましょう！
一日でも早く普段通りの生活が戻ってきますように。
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静岡県 女性
大変な状況の中で、厳しい状況の方も多くいらっしゃるかと思います。
駆けつけることができない分、わずかですがお力になればと思います。
体調に気をつけてください

石川県 女性

今回の雪害は酷いものだと思います。
住民の皆さんも、行政による除雪に関わる皆さんも、どうかご無理はなさらないよう
願うばかりです。
実家に帰ったら私も雪かき頑張るので、皆さんも無理のない程度に雪かき頑張って
ください！

東京都 女性 除雪に役立ててください。

神奈川県 女性
少しですがお役に立てれば嬉しいです。
無理をしないようにしてください。

大分県 女性
温かいものを食べて春を待ちましょう。
皆さん風邪引かないで下さい。

埼玉県 女性

私が仕事で色々うまくいかなかった時に、福井県にたまたま旅行に行って、福井県
の皆さんの優しい人柄に救われました！！
本当に感謝です！！
今度は、私が皆さんを救う番です。本当は、自ら雪かきとかしに行くのが1番の応援
になるのだとは思いますが、仕事の関係で行く事ができません。本当にごめんなさ
い。
どうか、いち早く除雪が進みますように！！

東京都 男性 大変かと思いますが、頑張っとくんねね。
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千葉県 女性
大変な雪ですが、一日も早く復旧しますように。福井の商品、なるべく買って支援し
ますね。

千葉県 女性 少しでも復旧の一助になれば幸いです。

東京都 女性 福井県のおいしいお魚、また食べに行きまーす！

奈良県 女性 雪にもめげず頑張って

東京都 男性 大変だと思いますが、応援しています。

長野県 女性 この度は心よりお見舞い申し上げます。少しでもお役立て頂ければ幸いです。

香川県 女性 少なくてごめんなさい。 ボランティアに行けなくてごめんなさい
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千葉県 女性
生まれ育った大好きな福井に、いつも通りの平和な日常が少しでも早く戻るよう、心
から祈っています。

茨城県 女性
除雪にお役立てくださいますように。早く通常の生活に戻れるように微力ながら寄付
させて頂きます。頑張ってください(´˘`＊)

愛知県 女性
福井出身です。いまは県外にいるため、こんなことぐらいしかできませんが、がん
ばってください。雪が溶けるまで、耐えれるよう応援しています。

兵庫県 男性
いつも見ているYouTubeのカズさんの動画で、現状を把握させて頂きました。 僕も飲
食店を経営してるので、少しながらですが、協力させて頂きます。 みなさん、明るく
頑張って下さい！

福岡県 男性 困ったときはお互い様！

神奈川県 女性 頑張って下さい！

石川県 男性
私も北陸に住んでいますが地元福井に少しでも力になれるようにお金を送ります。
みんなで乗り切りましょう！ファイト！！

東京都 女性
YouTuberカズさんのPRで知りました！毎日毎日、何かできないか、何かできない
か。と考えていました。微力ながら復興のお役に立てれば幸いです。

福岡県 女性
自分が想像出来ない大変さがたくさんあると思います。 皆さん体を壊さないように
頑張ってください！
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千葉県 男性
私はこのような形でしかお手伝いできませんが、寒い中での作業ですのでお体には
十分お気をつけください。 一刻も早い復旧と皆様が元の生活に戻れるよう心から
祈っています。

埼玉県 女性
YouTuber福井のカズさんの動画を見てこのふるさと納税を知りました。 福井の方々
が一日も早く普段の生活に戻れるよう、少しでもお手伝いできれば幸いです。

東京都 女性 福井に親戚がいるので他人事じゃないと思ってます。頑張ってください！

宮城県 男性 YouTubeカズチャンネルから来ました。

東京都 男性 一日でも早く不自由のない生活が送れます様に、心からお祈り申し上げます。

千葉県 女性 はじめてのふるさと納税です。頑張って！

東京都 女性
東京在住です。こちらではたった1日大雪だっただけで、大騒ぎだったのに、福井の
豪雪！計り知れません。 いろいろと大変な思いをされていることとお察しいたしま
す。心ばかりですが役立てていただければと思います。

奈良県 男性

ふるさと福井 大変な状況に置かれています 懸命に地域のみなさんが力を合わせて
生活されている姿が思い浮かびます すぐにでも帰りたいです が仕事の関係でなか
なか帰れず心苦しく思います 今はこれしかできませんが、少しでも何かの役に立て
ると嬉しいです

京都府 男性
カズさんの動画を観てやりました。 高校生で5000円しか寄付出来ないですけどすい
ません… 除雪してる方頑張ってください🔥

14 / 32 ページ



所在地 性別 メッセージ

ふるさと納税　大雪災害支援『応援メッセージ』　　　                   　公表可能者のみ分

富山県 女性
大学時代の4年間を福井で過ごしました。 自分の馴染み深い土地が、今回の大雪
で大変な被害を受けているのを報道で見て、ショックを受けました。 ほんの少しです
が、復興に役立ててもらえればと思います。

千葉県 女性

現在は関東に住んでおりますが、雪国出身の為大雪の大変さは身にしみてわかり
ます。 実際に現地に行ってお手伝い等出来ない事が残念ですが、少しでもお力に
なれればと寄付させて頂きます。 除雪作業は本当に大変と思いますが、どうか事故
等には合わないよう、そして皆様無事にこの冬を越せますよう心よりお祈りいたしま
す。

愛知県 女性 大変と思いますが、応援しています。

愛知県 男性
テレビで報道されなくなった福井の現状を某YouTuberが紹介している動画を見て、
裏道などは全く除雪が追いついていなく費用もかかることを知り微力ながら協力した
く寄付します。

大阪府 女性 微力ですが、がんばってください。

徳島県 男性
現地の方々の心労は想像を超えるものだと思いますが、一日一日を無事に乗り越
えて行って下さい。

北海道 男性
YouTubeのカズさんの動画を見て福井の現状を知りました。微力ですがお役立てく
ださい。北海道より1日も早い復旧を祈っています！頑張ってください！

鹿児島県 女性
九州在住です。昨年末、初めて福井に観光に行きました。恐竜博物館、温泉、東尋
坊、水族館。とても楽しく過ごせた魅力的な土地でした。一日でも早く皆さんの生活
が元に戻れますよう、心から願っています。

東京都 男性 遠くから何もできませんが、こころばかりです。
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東京都 女性
東京ですら先日の大雪は大変でした。 ユーチューバーさんの動画で、まだまだ 福
井は大変な目にあっているのだと知りました。 一日も早く除雪が進みますように。 
ユーチューバーさんに感謝。

東京都 男性
Youtube経由でこの寄付のことを知り申込させていただきました。福井には昨年観光
に行きましたが、ドライブしていて非常に気持ちのいい場所で、特に海の綺麗さは印
象に残っています。この寄付が少しでも福井の人たちのためになればと思います。

熊本県 男性
春が来てまた違った景色が見れるのを楽しみにしています。 福井県民の皆様応援
してます！

大阪府 男性 Youtuberのかずさんの動画を見て寄付することを決めました。

東京都 男性
カズチャンネルから来ました。 福井の皆様が早く不自由無く生活できるように応援し
ています。心配しています。

福島県 男性
大変な状況で心配しております。 ご無理されないように、皆さんご自愛ください。 東
日本大震災ではこちらがお世話になったので、わずかではありますがご活用くださ
い。

広島県 男性 大雪で生活が不便でしょう。一日も早い復旧がされるようお祈りします。

茨城県 男性
これくらいのことしか出来ないのは歯がゆいのですが… 早く普通の生活に戻れるこ
とを願います。

埼玉県 男性
大雪の影響も大変な事ですが、除雪時での怪我や事故も必ず有ります。行政の方
や業者の方も大変だと思いますが、事故の無いように気を付けて頑張って下さい。
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東京都 女性
福井県出身のアイドルさんに毎日パワーをいただいております。私の大切な方を育
んだ土地の復興に、ほんの少しでもお役に立てたら嬉しいです。

埼玉県 女性 お見舞い申し上げます。僅かな金額ですが、お役に立てれば幸いです。

茨城県 男性
除雪にお役立てくださいますように。早く通常の生活に戻れるように微力ですが寄付
させて頂きます。頑張ってください(´˘`＊)

岩手県 男性
気持ち程度しか寄付できず申し訳ありません、本格的なインフラの復旧を応援して
ます。   YouTubeカズチャンネルから来ました。

愛知県 女性
福井のユーチューバー、カズさんの動画を見て微力ながらも寄付したいと思いまし
た。 一日でも早く普通の生活が出来るようにと願うことしか出来ませんが、どうか怪
我などないよう福井の復興に向けて頑張って下さい！

沖縄県 女性 少しでも早く「いつも通り」が戻りますように

岐阜県 女性 学生時代お世話になった福井。 わずかですが。

東京都 女性 少しですがお役立ていただければ幸いです。

神奈川県 男性 YouTubeの動画にて知りました。僅かですが寄付します。
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群馬県 男性
前橋市でも4年前に大雪による災害がありましたが、全国からの義援金や除雪ボラ
ンティアに助けてもらい復興することができました。今は辛く大変な時だと思います
が、負けずに頑張ってください。

岩手県 女性
はした金で大変申し訳ありませんが 少しでも福井復興の足しになりますよう
に！！！！

東京都 女性
YouTuberのカズさんの動画を見て寄付しました。友人も住んでいて、大変だと聞い
ています。早く住みよくなりますように。

東京都 女性 僅かで申し訳ありませんが、少しでも早く復旧されるよう願っております。

福岡県 男性 ユーチューバーのガスさんの動画を見て募金することにしました。

岐阜県 女性 早く市民の皆様が気持ちよく過ごせる街に戻るよう応援しています。

熊本県 女性

熊本地震復興へのご支援ありがとうございます。
福井の大変な状況を報道等で知りました。
何か力になれればと思います。
大変だと思いますが、ともにがんばりましょう。

福井県 女性

連日の豪雪対応、お疲れ様です。
今秋には福井国体も控えていて、お仕事大変なことと思いますが、 皆さん協力して
この難関を乗り切ってください。
少額ですが、応援の気持ちを込めて寄附させていただきます。
頑張って！！
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愛知県 男性

1日も早く元の暮らしやすい福井市になる事をお祈りします。
この度の大雪は、福井市以外でも大変な所はあると思いますが、私と福井市の関係
が大学生の孫がそちらでひとり暮らしをしていますので、他人ごとではなく新聞で寄
付の事を見て、少しですが協力させて頂きます。
ただ今年既に他の所にふるさと納税を済ませておりますので、少額で申し訳ありま
せん。

埼玉県 男性
公務員の方々も個人的には雪害の被害者だと思います。
ご自愛くださいますようお祈り申し上げます。

神奈川県 男性
春が来るまで大変と思いますが、がんばって下さい。
GWに伺う予定でいます。

神奈川県 男性 困ったときはお互い様です。

福岡県 男性
大雪で被害に遭われた皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。 
5年間住んだ、思い入れのある福井の力に、少しでもなれれば幸いです。
雪が無事にとけて、良い春が訪れることを願っています。

愛知県 女性
友人が住んでいます。
微力ながら協力させていただきます。

兵庫県 男性
今年の雪で大変でしょうけれど、負けずに頑張って下さいね。
微力ながら支援させて頂きます。

高知県 男性

自分の住むところは雪国ではないのですが、映像等で福井の状況を知り自分事の
ように感じ、微力ながら支援させていただこうと思いました。 
皆様が一日も早く安心した生活が送られるようになることを心よりお祈り申し上げま
す。

広島県 男性 寒さに負けず頑張ってください！
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神奈川県 男性

神奈川県に住む自分には体験したことのない状況ですが、ニュースなどで見て自分
にも何か出来ないかと思っていました。
ユーチューバーのカズさんのチャンネルからこちらの寄付を知りました。
微力ながらお手伝いをしたいと思います。
頑張ってくださいね！！！

大阪府 女性 わずかですが、心が寄り添っているということが少しでも届けばと思います。

神奈川県 男性

神奈川県在住、福井県出身です。
福井のみなさん、まだまだ雪がとけず大変ご苦労されているかと思いますが、がん
ばってください！
応援しています！！！

千葉県 男性
３８，５６豪雪以来の大雪による被害、心よりお見舞い 申し上げます。
一日も早く平穏なる日常生活に戻られるよう、千葉の地からお祈りしています。

東京都 男性
福井育ちです。
ささやかながらお力になれれば幸いです。

埼玉県 男性
この度は大変な雪害、テレビで拝見しました。 
皆様の生活が通常通りに戻りますよう応援してます。

奈良県 女性
豪雪被害お見舞い申し上げます。
除雪作業で大変ご苦労されていることをニュースで拝見しました。
少額ではありますがお役に立てればと思います。

和歌山県 男性
昨年福井県に旅行で伺い、楽しく過ごさせていただきました。
大変は状態でお疲れと思います。
少額ですがお役立てください。

大阪府 女性 どうか早く復旧しますように。

滋賀県 女性
滋賀県在中で、お隣の福井県にはよく出かけさせて貰っています。
今回、大好きな福井県がこのような大きな被害みまわれ本当に胸が痛みます。
皆様が少しでも早く普段の生活に戻られますようにお祈りしています。
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山梨県 女性

山梨県の者です。
4年前に、陸の孤島となるほどの大雪にみまわれました。食料や医薬品も流通がス
トップして本当に大変でした。
そのとき、豪雪地帯の自治体が除雪機とともにかけつけてくれたり（あのときは新潟
でした）、ひとの優しさ温かさが心から嬉しかったです。
今度は、こちらから少しでも応援できれば。
こういう形のわずかばかりの応援しかできませんが、どうぞ寒さの中、みなさまケガ
などなさいませんようお気をつけて作業してください。
いつもの生活が少しでも早く戻りますように！

兵庫県 男性 微力ですが何かにお役立て頂けたらと思います。

兵庫県 男性 何かと大変だとは思いますが、どうぞ無理せず頑張ってください。

愛知県 男性 応援しています。頑張ってください。

大阪府 男性
福井の友人が声をかけてくれました。
がんばってください。

神奈川県 男性
YouTubeカズさんの動画を見ました。 
どうかこれから除雪対応されてる方が亡くなられたり、事故のないことを願っていま
す。

青森県 男性
福井県youtuberのカズさんの動画を見て微力ながら応援したいと思いました。
私も青森県に住んでいるので、除雪の大変さは身に染みてわかります。
福井県の皆さま、頑張って下さい！

茨城県 男性 豪雪で心身ともにお疲れでしょうが、皆さま頑張って下さい！
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愛知県 女性
ふるさと福井の為に、少しでも役に立てるとよいです。
皆で力を合わせ、早く春が来ることを祈っています。

北海道 男性 友人の住む福井市へ、 応援しています。

山形県 女性 お早い復興を願っています！

滋賀県 男性
小額でごめんなさい。 早く復旧できるように願っています。 
またソースカツ丼食べに行きます！

愛知県 男性
大変な量の大雪で、さぞかしお困りでしょうが頑張ってください。 
もうすぐそこに春が近づいていますから・・・

石川県 女性
お見舞い申し上げます。 
ずっと経過を見守らせて頂きます。

東京都 女性
親戚が沢山三国やあわらに住んでいます。
電話でとても大変な様子に胸を痛めております。
皆様どうぞご自愛下さいませ。

石川県 女性

私は石川に住んでて、豪雪による被害をよく理解しています。
福井のカズさんの動画を見てこのページに来ました。
少しの金額ですが、役に立つことを願って募金させて頂きます。
少しでも早く復興しますように。

東京都 女性

東京都在住の会社員です。 
福井市には、一度もお伺いしたことはありませんが、このたびの豪雪被害に大変心
を痛めております。
何もできず、本当に心苦しいのですが、僅かばかりの寄付をさせていただきます。
一日も早く、通常の生活に戻れることをお祈り申し上げます。
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京都府 女性
早く日常生活が戻りますように。
関西から応援しています。

富山県 男性

少額ですが、除雪の手助けになればと思い寄付させていただきます。
きっかけはYoutuberのカズさんの動画からです。
同じ北陸ですが、福井の方がすごく大変だと聞いてます。
昨年は観光で寄らせていただきました。また今年も行けたらと思ってます。

東京都 女性 大変かと思いますが、早く復旧することを祈っています。

愛知県 女性
昨年の夏に福井へ友達と泳ぎに行きました。
今年はまさかこんなに雪が降ると、生活も大変ですね。
少しでも雪かき代金にお使いください。

兵庫県 男性
以前6年間ほど福井市に住んでいました。
僅かですがお役立てください。

埼玉県 男性
駆けつけてお手伝いすべきですが、寄付する事でお力になれればと思い寄付させて
頂きます。
本当に微力ですが遣って頂けると嬉しいです。

神奈川県 女性 微力ながら、除雪作業の足しになればと思います。

愛知県 男性

福井市出身の45歳です。
今は名古屋に住んでいますが、盆と正月は必ず帰省します。
ニュースで故郷の苦境を知り、少しでも力になりたいと思い、寄付させていただきま
す。

広島県 男性
カズさんの動画見て、自分にも何か出来ないかと思い、自分のバイト代、一部を寄
付させて頂きます。
福井県の1日も早い復興をささやかではありますが願っております。

23 / 32 ページ



所在地 性別 メッセージ

ふるさと納税　大雪災害支援『応援メッセージ』　　　                   　公表可能者のみ分

大阪府 男性
私は福井市出身で、38豪雪や56豪雪を経験しています。 
大雪のつらさを身に染みております。
どうか一日も早い復旧を念じ申し上げます。

静岡県 男性
カズチャンネルで 知りました。
少しですが お役にたてれば 幸いです。

福井県 男性 全国からの応援、ありがとうございます。

大阪府 男性

カズチャンネルから来ました。
福井がＰＲ下手だと伺いました。
応援したいと思い、微力ながらに支援させていただきます。
頑張れ！福井！！

東京都 女性

四年前の東京都内での大雪の際に、孤立した地域の除雪ボランティアを経験しまし
た。 今回の福井県の雪害についても、マンパワーが必要な局面がいまだ続いてい
ることと思います。ある区議からも、高齢者の多い地域では自衛隊の除雪作業だけ
では全く足りていない事をお聞きしました。
 たった30cmの積雪で交通機関が麻痺するような東京都からも、今回の被害に対し
心を痛めている人は沢山います。全国から沢山のボランティアも入っていることとは
思いますが、今回はどうしても時間がとれず伺うことができません。
せめて除雪費用にお役立ていただきたいと思います。

大阪府 女性
画像から見ても怖いくらい大変な雪で、皆さんお疲れと思います。
寄付でしか応援できませんが、頑張っていただきたいと思います。

東京都 男性
ユーチューバーのカズチャンネルを見て、大変さがリアルに伝わってきました。 
頑張ってください。

石川県 男性
北陸在住です。
こちらも雪かきで大変だったのですが、福井はもっとひどかったと聞きました。
春が来ることを信じて、ともに乗り切っていきましょう。

鹿児島県 男性 わずかですが、少しでも足しになれば。
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福井県 女性
一年半前に長年慣れ親しんだ福井市から越前市に引っ越しました。
また福井市に戻るつもりなので、復旧に使っていただきたいです。

愛知県 男性
大切な人がたくさん暮らしている故郷です。
つらくて大変ですが、桜が満開に咲く春はもうすぐです。
どうかお身体に気を付けて下さい。

熊本県 女性
大変な時に支援が届かない豪雪被害に、何も出来ないもどかしさを感じました。
一日も早い復旧をお祈りしております。

滋賀県 女性
大雪による被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く日常の生活に戻られることをお祈りしております。

東京都 女性 一刻も早く皆様の日常を取り戻せる日が来ますように応援しております。

東京都 女性 日常に早く戻りますように祈ってます。

岐阜県 男性
福井市は以前に単身赴任しており、私にとってのふるさとです。
今回の災害を知り、僅かながらですが応援させていただきます。

東京都 男性 頑張ろう福井！

福岡県 男性

カズさんの動画から来ました。
言い訳になりますが、お小遣いの関係で¥1000程度しか寄附できませんでした。
申し訳ありません。
一日でも早く日常が取り戻せるようにがんばってください。
九州の地から応援してます。がんばってください。
福岡にすむ高校生より。
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熊本県 男性

カズさんの動画見ました。
「普通がありがたい。」と言ってましたが同感です。
私たち家族は、Ｈ28熊本地震で自宅マンションが全壊して命からがら逃げました。
今は普通の生活を送ってます。
自然災害は恐ろしいです。
助け合いながら前進しましょう。

愛知県 男性
頑張って下さい。
早く普段の生活に戻れますように。

千葉県 男性
福井市出身者です。
56豪雪以来の大雪ということで、ニュースを見て驚いています。
少額ですが、復旧に役立ててください。

福島県 男性 ユーチューブを拝見して、自分にもわずかながらできる事があるやに思いますので。

静岡県 男性
YouTuber カズチャンネルをいつも見ていて、応募先を知りました。
雪が減ってきている今でも大変だと思います。
少しでもお役に立てることを祈ります！

兵庫県 女性
カズさんの動画を見ました。
少しだけですが応援させていただきます。
頑張ってください。

東京都 男性 遠い地から早期の復旧を願っております。

大阪府 女性

カズチャンネルのカズさんの呼びかけに賛同します！
私の町は雪は滅多に積もらないのですが、動画を観させて頂いて福井の皆さんの
大変さがとても伝わりました。
いつもカズさんにはYouTubeで癒して頂いているので、少しだけ恩返しさせて下さ
い！
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鳥取県 男性

応援したい気持ちを持ちながらも、どこかで他人事だと考えていました。
カズチャンネルを見て、日本農業新聞の記事を見て、遅ればせながら私に出来る範
囲ですが、少しだけお届けします。
こういう機会をいただいた福井の皆様に感謝をしています。
応援しています。

東京都 女性

youtuberカズさんが毎日のように帰宅難民動画をあげていて、大変そうな様子にせ
ずにはいられませんでした。
福井は、youtuberの瀬戸弘司さんや、カズさんの出身県として、youtubeでは結構有
名なので、とても身近に感じています。
福井の皆様が安心安全な生活を、早く取り戻されますように。

兵庫県 女性

Youtuber のカズさんの動画でふるさと納税で寄付できることを知りました。
そんなに遠くない場所で大変な現状がある事を知り、また、カズさんの人柄にも感動
してはじめてのふるさと納税を寄付で行う事にしました。
早く復旧できるよう無理のないよう、頑張ってください！！

熊本県
カズチャンネルを見て、未だに除雪に追われてる街の姿がわかりました。
熊本地震でお世話になったお礼として、僅かですが寄付させていただきます。

宮城県 男性

YouTubeのカズさんの動画を見て現地の大変な状況を知りました。
東日本大震災を仙台で経験し、周りの方からの応援がどれほど心強いものかを
知ったこと、今でも昨日のことのように思い出します。
本当にささやかではありますが、復旧に向けての一助となればと思い、寄附をさせ
ていただきます。
福井のみなさんの日常が一日でも早く戻ること、心からお祈りしています。

東京都 男性
カズチャンネルを見てきました。
だいぶ、よくなっているようですが、少額ですが寄付いたします。
気を付けて作業していただければと思います。

愛媛県 男性

福井県Youtuberカズチャンネルのカズさんの動画を拝見し寄付をしようと思いまし
た。
駅前の恐竜の銅像をみていて素敵な街だなぁ～と。
市役所を訪問されて、カズさん、えりさんと、お子さんを手厚くもてなす職員さん(かず
さんとは誰だ？って言っていた人）、県民性が分かるほのぼのとした動画でした。
遅ればせながら、微力ですが協力できればと思います。
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新潟県 女性

福井で生まれ育ったものです。
今は地元を離れて暮らしていますが、何か出来ることをと思い寄付させていただきま
す。
離れていても大好きなふるさと福井、頑張れ！！

兵庫県 男性

私の街は雪が積もらず、当初は羨ましく思っておりました。報道や友人との会話で大
変そうだと認識し、福井市在住の友人に連絡しました。
お家の前の雪の山、雪道をバイクで配達をする郵便局の方の写真。。。
「何か送ろうか」という私に「何もいらないからふるさとチョイスして」という彼。
昔から思っていましたが、彼の自分の住む街を愛する気持ちを友人として誇りに思
います。
雪解けは時間の問題だと思いますが、従事する方々にはケガや事故なく復旧いた
だけるよう遠方よりお祈りしております。

滋賀県 女性
福井出身で、母から惨状を聞きました。
直接助けに行けなかったので、せめて寄付で。

宮城県 女性

YouTuberカズさんの動画を見て寄付をしたいと思いました。
東北宮城の雪深い町に住んでいますが、こちらと変わらない量が降っているような
ので、とても大変だと思います。
東日本大震災では、全国の方に助けていただきました。
除雪費用に少しでもお手伝いできればと思います。

埼玉県 男性
カズチャンネルのカズさんの動画からきました！
大変だと思いますが、頑張って下さい！

北海道 男性

カズチャンネル、日本農業新聞を見て寄付をしました。
雪の大変さは雪国に住んでいなければわかりません。
私も北海道という雪の多い地方に住んでいるので、良くわかります。
お互いに頑張りましょう！

熊本県 女性

熊本県民です。熊本地震の時カズさんのyoutubeを知りました。
テレビに出るL字の地震情報と余震に、毎日毎日恐怖でしたが、カズさんの動画を
観ている時だけ、怖さを忘れられました。
今、私が狂わずに正気で生活出来ているのは、カズさんのおかげです。
いつかカズさん行きつけの福井のスタバへコーヒーを飲みに行きたいです。
熊本も我が家もまだまだ傷だらけですが頑張っています。
福井の皆さまも頑張って下さい！
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東京都 男性
カズさんの動画見ました。良いですね、こう言うの。
頑張れ福井。

東京都 女性
一日も早い復旧のため、ささやかながら協力させていただきます。
昨年、福井に初めて行きました。
また遊びに行きたい！

徳島県 男性
カズチャンネルからの寄付です。
大変でしょうが後もう少しです。がんばってください。

山形県 女性 一日も早い復興を願っています。

東京都 女性
福井とは仕事の上で深いご縁があり、このたびの雪害のニュースを見た、ずっと気
がかりでいました。
一日も早く、平穏な生活が戻ってくることをお祈りしています。

沖縄県 女性 カズさんの動画を見ました。一日も早い復旧を願います。

滋賀県 女性
福井出身で、母から惨状を聞きました。
直接助けに行けなかったので、せめて寄付で。

香川県 男性

ユーチューバーのカズさんの動画を見て寄付させて頂きました。 
滅多に雪が降らない香川県に住んでいますと、雪の大変さがあまり分かりません
が、カズさんが動画で伝えてくれた事によって雪害の大変さを感じました。
どうか1日も早く通常の日々に戻れますように願っております。
先日、カズさんが香川にイベントに来られ帰りも雪でなかなか福井に帰れなかった
動画を見て、少しでもお手伝いかま出来ればと思いました。
カズさんにもよろしくお伝えください。
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東京都 女性
早い復旧をお祈りしております。 
少しですがお役にたてば幸いです。

大阪府 男性
福井県出身者です。
まだまだ寒いですが、復興にむけて頑張ってください！

東京都 男性
広範囲の除雪、融雪後の復旧と長期間の作業となりますが、東京から協力させてい
ただきます。
「不死鳥」の精神で、さらにより良い市となることを期待します。

大阪府 男性
この度は、福井県の大雪災害に遭われた皆様に、お見舞い申し上げます。
北陸の冬は、厳しく大変だとは思われますが、お体には気を付けて頑張って下さい。
１日も早く平穏な日常に戻られることを願っております。

宮城県 男性 何も出来ないですが頑張ってください︎︎

兵庫県 女性
一日でも早く、安心・安全に暮らせる福井県になるよう、心から願っています！心ば
かりではございますが、少しでもお力になれれば幸いと思い、ご寄付させて頂きま
す。
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大阪府 女性
非力でしかも雀の涙ほどの端金でしかお力添えができません。しかも現地にもお伺
いできませんがなにかお力になれたらと思います  県民の皆様の生活を1日でも早く
復興させ、綺麗な桜をまた咲かせてくださいね。

愛知県 男性
子供が福井大学在学中です。 大変な状況であったことを聞いています。市民の皆さ
んが協力してこの難局を乗り切って下さい。 少しですが、皆さんのお力になればと
思います。

福井県 男性
福井市にお住まいの皆様へ  生まれ育った福井が大雪に見舞われ皆様が大変な思
いをされていることを知り、微力ではありますが後押しさせていただきます。  どうか
お体を大事に、助け合って苦境を乗り越えてくださいますようお願い申し上げます。

福井県 女性 同じ福井県民として応援しています。

群馬県 女性 困ったときはお互い様です 少しでも役に立てばうれしいです。

大阪府 女性
YouTubeカズチャンネルさんの動画を見て、大変な現状を知りました。少しでもお力
添えになれば幸いです。
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愛知県 男性
少額ですが、雪害対策に使ってください。 雪国で生まれましたので他人事ではない
と感じています。 皆様方のご健康と益々のご発展を祈っております。

東京都 男性
心からお見舞い申し上げます。 各自治体のみなさまのご尽力に敬意を表します。 
一日も早い復興をお祈り致します。

福島県 男性

カズチャンネルを見て納税させていただきましま。私は福島県に住んでいますが、7
年前の東日本大地震の時にカズチャンネルのカズさんは支援してくれました。困っ
た時はお互い様だと思います。遅くなってしまいましたが少しでも福井県の為に役に
立ってくれればと思います。
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