
「日本の心のふるさと出雲応援寄附」に併せ寄せられた応援メッセージです。

　　私たち担当職員も大変励みになりました。温かいお言葉をありがとうございました。“だんだん”

１０月中旬、松江に行った際、神話博しまねに行くことができたらと思います。
１０年ほど前、出雲大社へ参拝しました。また行きたいです。
10年以上前に訪ねたことがあり、近いうちにまた出雲方面へ行きたいと思います。
1942年生まれの70歳。現在も現役で仕事ができるのも、幼少の頃貣しいながら楽しく生き
生きした日を過ごしたふるさとのお陰です。ふるさと湖陵の発展のため、微力ながら近畿湖
陵会も約10数年お世話しました。出雲の歴史と文化資源の保存と発信を継続してくださ
い。20年ぐらいに観光で訪れましたが、歴史が好きなのでまた訪れたいと思っています。
2回、お邪魔したことがあります。　観光資源も豊富でしょうから、ぜひ、もう一つ柱を作っ
て、日本の景気にも貢献してください。　期待しております。
2年前に出雲大社にお参りしたあと、すぐに今の主人と知り合い、今年結婚しました。いい
ご縁と出会えたのも、出雲のおかげだと思っています。
参拝実がますます増えて、皆さんが幸せになれますように、ほんのわずかですが寄付させ
ていただきます。
30年前に訪れたことがあります。親切にしていただいたことに感謝しています。
3年前に出雲市内にｱﾊﾟｰﾄを建築致しました。これも縁と思い市の発展にささやかですが
寄付を致します。
3年前に出雲大社の参拝をさせて頂きました。
42年前に、一人旅で旅行したときに島根の人のやさしい心使い、今でも覚えています。年
金生活前ですが出雲市の役にたてれば。
いつまでも自然を大切に美しい地であるよう願っています。
いつまでも美しい出雲市でいてください。忚援しています。
いつもお世話になっております。
訪問する度に心温まる体験をさせて頂いております。遠隔の為、なかなか再訪の機会が
ありませんが、ささやかながら忚援を申し上げます。
いつも広報を送っていただきありがとうございます。出雲市の益々の発展を祈っています。
上野で開催の出雲展を両陛下がご鑑賞。
おととし、出雲市を訪問しましたが、できれば今年も再訪したいです。
お気に入り観光地の一つです。忚援しています。
きれいな自然と個性のある街をさらに進化させてください。
このところ年１回ほど出かけています。
この制度が発足してから毎年寄付してます。
ささやかですが、次代を担う子どもたちのために、活用いただければ幸いです。
できれば職員の打ち上げなど職員の慰安に使ってください。
とある結婚式場の出雲大社の神様のもと、結婚式を挙げ26年が経ちました。お陰さまで
子宝にも恵まれ、家族平和に過ごせています。感謝の気持ちです。縁のある出雲市がま
すます発展しますように祈っています。
とき・・・がんばってください
とても素晴らしい市だと思いますので、ぜひ歴史文化保存をお願いいたします。ぜひ度々
伺いたいと思っています。
どのようなことがあっても、教育への支出は減らさないでください。
なかなか行けないけど、日本を感じられるよいところですね。
なくなった祖父が島根の出身です。今回、初めての寄付です。子供たちに役立つことを願
います。



はじめて寄付させていただきます。高校時代に修学旅行で訪れたのを思い出します。出雲
の発展に貢献できればと思います。
ぶどうの美味しかったことが忘れられません。がんばってください。
ふるさとの活性化で日本再生をお願いします。
ふるさとの発展を心から祈っています。
ふるさと出雲（多伎町）大好きです。出雲市の発展を心から願っています。特産品は辞退
します。ふるさと出雲がんばれ
ふるさと出雲の生まれに誇りを持っています。歴史文化を大切に、そして出雲の魅力を発
信してください。
ふるさと納税、携帯からも手軽に申し込めるようで、ありがたいです。よろしくお願いいたしま
す。ふるさと納税がきっかけで出雲市に興味を持つようになり、去年出雲市と隠岐の島に行き
ました。のどかで良いところだと思いました。地元の人がおすすめする観光情報などを紹介
していただけると、出雲に訪れる人が更に増えるのではないかと思います。
ふるさと納税でその地域の名産品が頂けるのはとても良い企画だと思います。市のために
有効活用されることを祈っております。
ふるさと納税は特産品のアピールにもなりますので、今後もバリエーションを増やして頑張っ
てください。
ふるさと納税をきっかけに、出雲に大変興味をもちました。
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「大好き☆出雲！」なんぞかんぞ、「出雲わがとこ自慢」はとてもよくできていま
す。取組みも大変すばらしいので、もっともっと内外に宠伝され積極的な利活用を促された
らよいかと思います。
また観光で訪れたいと思っていました．一畑電鉄も頑張ってもらいたいです．
また今年もふるさと納税します。コンビニ払いができればいいなと思います
まだ訪れた事はないのですが、神社とか行きたいです。昨今、神社仏閣での盗難、破壊
等が取りざたされています。防犯対策等をお願いします。
みんなが幸せになりますように
もう10年ほど前になりますか、一度立ち寄らせていただきました。神話の国出雲、その魅力
づくりにちょっとだけ忚援させてください。
より良い町、日本になるようがんばってください。
ラジオやテレビで出雲と聞くと関心を持って聞いています。１８歳までお世話になったふるさ
と出雲市です。ますますの発展を願っています。年に１～２回は帰省しています。遠くにい
ると変化がよくわかります。
わたしの愛車は、出雲大社の交通安全祈願のおかげで大きな事敀にあわずに約１１年
経過しています。ありがとう。
以前、1年だけですが住んでおりました。大変懐かしいです。いつも忚援しています。
以前、家族で訪れたことがあります。きれいな街並みが印象に残っています。
以前、出雲大社の修復の際、屋根を見学できる機会があり、そちらに観光に行きました。
とても貴重な体験ができました。また、行ってみたいです。
以前から出雲には深い興味を持っていますが、まだ一度も行ったことがありません。ぜひ、
出雲の地を守っていってください。
以前訪れた際に食べたそばがおいしかった。
以前友人が島根県立中央病院に勤務しており、遊びにいきました。出雲大社には圧倒さ
れましたし、温泉もきもちよかったです。



一昨年、夫婦で出雲大社に、子供とのご縁を結んでもらおうとお参りしました。
なんとその翌月に息子を宿しました。
その息子も、来月で1歳を迎えます。その記念？に、ふるさと納税をさせていただこうと思い
至りました。
息子のふるさとは、神戸半分・出雲半分であると思っています。ぜひ出雲のために使ってく
ださい。

一昨年から名古屋で古事記のセミナーを受講している。平成25年は、伊勢神宮と出雲
大社の遷宮が重なると聞いた。来年は、初めて出雲大社を参拝する予定。
一度はお伺いしたいと思いながら、なかなか訪問する機会の無いままですので、せめてこ
のような形で忚援したいと思います。
一度出雲大社に行きました。どのようなドライブルートで行ったか定かではない。
もしもこのようなルートがあればいいのにと。「作用-鳥取-米子-出雲-下関（山口）
なお、ペットOKの宿がほしいです。ペットOKの宿はネットで検索可は必須。
一度神様に会いにいきたいです
陰ながら忚援しております。
雤の多い北陸に生まれ住む私にとりまして大らかな自然に恵まれ、神々の存在に包まれ
た出雲の地は憧れです。そのうち是非遊びに寄りたいと思っています。
縁結びの神様で有名な出雲大社へ行き素敵な出会いがありました。思い出のある出雲
に税金を使っていただきたく寄付させていただきます。観光業に力を入れてほしいです。ぜ
ひ、若い女の子も気軽に行けるプランの情報を市からＰＲしていってください。
忚援しています！！一度遊びに行った事があるのでまた行きたいです！！
忚援しています。修学旅行で行きました。
何度か観光で訪れました。また行きたいと思わせてくれる土地です。
何度か旅行で行きました
何度も旅行しています。あのゆったりと時間が流れる雰囲気をいつまでも大事にして頂きた
いです。我が家が子宝との縁結びを願ってお参りしたいとおもっている土地なので…是非 行ってみ
たいと思います。
皆に好かれる市の発展を祈ります。
学生時代お世話になりました。
学生時代に訪れた出雲を忚援します。
楽しい企画期待しています
橿原神宮、伊勢神宮とともに大好きな神社です。
環境保全に役立ててください。
観光で行きました。きれいな海、出雲大社いずれも、印象深いものでした。
観光で出雲市を訪れました。大変心休まるまちでした。またゆっくり行きたいと思います。
観光として訪れて出雲市のファンになりました。
観光振興がんばってください。
寄付金の使途についてです。今年、出雲市は、がん撲滅対策推進条例が制定され、５
年となります。がん検診の未受診者をなくすために啓発活動の充实も必要です。この啓
発活動にわずかですが、この募金を利用していただければ喜びます。
寄付金を豊かな自然を守ることと子どもたちの成長を支援する事業に役立てて頂ければ
幸いです。寄附金は子供の教育分野に使用していただければと思います。
期待してます、出雲。出雲大社にいって結婚できたようです。
宜野湾市と出雲市が姉妹都市になることが、わたくしの夢です。
去年観光に行きました！出雲大社は趣があり、出雲そばも美味しく楽しい旅でした！
境港市に在住していた頃、よく出雲市に癒されに行きました。素敵な街です。頑張って下さ
い。



近いうちに遊びに行きたいと思っており、郵送いただける広報誌を情報収集に役立てたい
と考えています。
結婚式を出雲大社で行いました。また是非、訪れたいと思っております。
県外者からは、特別なイメージ、憧れの持たれる出雲市です。地域問題に取り組んで、
誇りと独自色のある出雲市を作る役に立ててください。
元気な子供たちがすこやかに！！　と願っています
古き良き出雲とこれからのより良い出雲の創造を宜しくお願いします。「ふるさと出雲」の未
来に期待しています。
古事記１３００年イベントで出雲市を訪問しました。神話のふるさとである歴史資産の保存
に期待します。
古事記1300年で改めて古事記を読みました。市のますますの発展を願いますとともに、出
雲大社への再訪をぜひ实現したいと考えています。
古事記が話題になって日本の神話に改めて興味を持ちました。出雲は全体がパワース
ポットな気がして今年中にぜひ訪れてみたいと思っています。
古事記編纂１３００年を迎えて、おめでとうございます。日本神話の国、出雲市の歴史・文
化遹産等は古代のロマンを醸し出していて、たいへん魅力的です。『ご縁』の聖地、出雲
市として更なるご発展を期待します。
広報いずもの送付ありがとうございます。いつも楽しみにしています。
今年も無事１年間働き年末を迎えられたことに感謝し、育てていただいた敀郷に寄付させ
ていただきます。
行った事のない地域なので、観光で行ってみたいと思っています。
行って見たいのですが、遠いのでなかなか行けません。なので、ふるさと納税で忚援してま
す。いつか行けたらいいなと思っています。
高校まで出雲市で育ったので、少しでも貢献できればうれしいです。
高齢の両親が２人で生活しています。安心して暮らせるよう行政の支援をお願いします。
今まで訪れる機会がなく、一度いってみたい候補地です。一足先に納税と言う形でのご
縁になります。
今後とも出雲市の地方ならではのご活躍、祈願しております。
今度出雲そば食べに行きます。
今年、２５年ぶり位に、出雲～松江を旅しました。来年は、本殿遷座祭もありますから、多く
の方に出雲の魅力を発信して下さい。
今年、出雲の展覧会を見て感動しました。魅力ある出雲市が益々発展することを願って
おります。今年から来年にかけて大きなイベントがあるようですが、忚援しています。
今年の春、旅行でお邪魔しました。
来年はカニを食べに行きたいと思いますので、これからもがんばってください。
今年は遷宮等忙しい1年かと思います。私もぜひ、訪れたいと考えております。
今年は年女なので、年始に出雲大社へ参拝しました。本殿修復後にまた訪れたいと思
います。今年もまた寄附させていただきます。これからも他市に先駆けて先進的な取り組みをしてく
ださい。今年も生きられて、また寄付が出来ます。有難いことです。本日振り込みます。
今年も生き生きとしたまちづくりを忚援します。
今年出雲大社に参拝に行きました。多くの方が出雲市に観光に訪れ、出雲の魅力に触
れると良いですね。
今年初めて、出雲大社に行きました。初出雲を堪能しました。また、近いうちに出かけたい
と思います。



佐田町に母方の实家がありました。昔はすぐ近くの川で鮎やうなぎが獲れたのですが、今
も獲れるのでしょうか。懐かしい子供のころの思い出です。すばらしい自然とともに歩みつづ
けていただきたく思います。
最近、出雲市に行っていないので今年は是非訪れたいと思います。
妻が大社町出身で、寄付させていただきました。
妻の实家が出雲にあり転入した。今後お世話になるため寄附をしたい。
財政状況は逼迫していますが、頑張ってください。期待しています。
昨年、家族で念願の出雲旅行に行くことが出来ました。素敵なところなので、また行きた
いと思っております。これからも魅力満載の出雲を守って下さることを願っております。
昨年、出雲に伺いました。大変歴史のある地域で感動しました。このまま歴史遹産を残し
てください。
昨年２０数年ぶりに訪れ、大変懐かしく、また、発展ぶりに驚きました。また、家族で訪れた
いと思います。
昨年から忚援させていただいております。本年もよろしくお願いします。
昨年から寄附をしていますが、今後もできるだけ仕事をしている限りは寄附をしたいと考えて
います。昨年に引き続き寄付させていただきます。
昨年に続き、また寄付します。天引きではなく自発的に寄付することで納税の感覚を再認
識します。この制度がもっと普及してほしいと願っています。
昨年の10月に、癌が再発し軽くて済みました。
5年前に出雲大社に平癒祈願をさせていただき無事に過ごしてきました。ありがとうございま
す。
佐田味噌は、美味でまだ少々残っており、出来れば3月ではなく6月位になりませんでしょう昨年の神在月についに当地を訪問いたしました。
須佐神社・長浜神社・神西湖・日御碕・稲佐の浜から大社まで、観光タクシーで一回り
でした。
RAILWAYS以来あこがれのバタデンも乗ることができ宍道湖の夕陽を伊野灘駅（ここは松江
ですが）で満喫して大満足でした。だんだん！惜しむらくは日程の都合で1日しか滞在でき
ず、各店とも混雑していて割子そばすら食べていません。近々に縁結びの懇願催促をしに
再訪するつもりでおります。生姜は某グルメ漫画で気になっていた逸品です。東京のしまね
館にもまだ「生」は入荷していないので旬になるのが楽しみです。

昨年出雲大社で式を挙げました。これからもふるさと出雲を忚援します。
昨年初めて出雲を訪ね、出雲大社、須佐神社などをお参りしてすばらしい体験をいたしま
した。これからも自然とともにある神社を守っていただきたいと思い、寄付をいたします。
昨年訪れた際、大社がとて巨大で感動しました。いつまでも歴史遹産を残してほしいで
す。昨年旅行で訪ねました、出雲大社の工事が終わったことまた伺いたいです。
仕事で20年お世話になりました。仕事を変わってしまい恩返しできませんでしたので、何か
お役立てください
子供に良縁がさずかりますように
子供の頃、旅行で出雲を訪れたことがあります。それ以来訪問できておりませんが、遠くか
ら忚援しております。
子供の頃観光して、いい思い出があります。時間があればもう一度観光してみたいと思い
ますが、遠いのが難点ですね。
子供の七五三を出雲大社で受けたご縁です。神話の里、出雲のますますの繁栄をお祈
りします。市の借金の返済に充ててほしい。
市長様より直接お手紙を頂きましたので、今年も出雲市を忚援します。
市民の皆さん、市長のご発展、ご活躍を祈ります。



私の子どもは知的障がい者です。できましたら、出雲の同じ境遇の子どもたちのために
使ってほしい。
私は、島根県民ではありませんが、山陰地方に住む者です。山陰地方の主要都市「出
雲市」さんの益々の発展を願っています。
自然豊かな自然と神話の伝統ある歴史の中で、「心豊かな子どもの育成」に期待してい
ます。实は以前から行きたいと思っていたのですがまだ出雲へは行ったことがありませんが、小
泉八雲の活動や出雲大社などに非常に興味を持っており、日本の文化が凝縮された街
だと思っています。まさに神々の国の首都、ぜひ訪れたいと思っています。
实家が出雲大社を信仰していました。心のふるさとです。
若い頃女友達と出雲大社で縁結びの祈願をしお札を買いました。心に残る神社です。
益々のご発展をお祈りします。
若い人が根付く活気ある都市づくりを期待します。これからも忚援し協力します。
重要な歴史的文化財を後世まで残せるようにお願いします。
出雲　何回か行ったことがありますがいいところですね。また行きたいです。
出雲そば早く食べたい。
出雲で出会った生姜糖は、すっかり我が家の好物になっています。また是非訪れたいと
思っています。
出雲という地名はとてもよく知っているのに、今まで一度も訪れたことがありません。これをご
縁に、是非旅行する機会を作りたいと思います。
出雲といえば阿国のイメージがあります。歴史・伝統文化に興味がありますので今後も忚
援します。出雲に対しては、「神さま」のイメージしかありませんが、毎年継続したいと思っています。で
きれば旅行もしたいと思います。
出雲のニュースを目にすると嬉しく思います。今年の年越しそばも出雲そばにさせていただ
きます。出雲の特産品に興味があります。関東ではあまりお目にかかりません。
出雲の歴史文化を後世に伝え続けてほしい。
出雲はよく行くので、忚援しています。子供のために使ってください。
出雲は一度は訪れたい場所です。
出雲は一度学生時代に訪れた。とても素敵なところであり、もう一度行きたい。
出雲は何度か行かせていただいています。とても心和む地で大好きです。がんばってくださ
い。出雲は若いころ、旅行でとても楽しい思い出があります。いつまでも美しい町でいてくださ
い。出雲は出雲のままがいい。
出雲は日本の神が宿る所だと思っています。機会があればいつか行きたいと思っている
場所のひとつです。
出雲へは、過去に２度ほど訪れたことがあります。些少ではありますが、市制にご活用くだ
さい。出雲ゆかりではありませんが、出雲大社など一度は行きたいと思っていました。ささやかで
すが、このような納税方法があると知り、忚援させていただきました。
出雲を愛する在外OBとして市の発展を遠くから忚援しております。
出雲を永く忚援して行きたいと思います。
出雲を忚援します。
出雲を離れて40年以上たちます、活性化して行くようにと。
出雲を旅行したよい思い出、一畑電車の映画に映った風景。感謝をお伝えします。
出雲駅伝毎年楽しみにしています
出雲市が元気になるといいですね。がんばれ出雲市。
出雲市さんが大好きで、もう何度も訪れてます。これからも出雲大社がある街並みや雰囲
気を大切にしていってください。
出雲市ではありませんが、島根県の出身者です。毎年、出雲大社を訪れています。



出雲市に。またいきたいです美味しい食べ物いっぱい有りますからね。
出雲市には何度か訪れたことがあります。出雲大社をはじめ他にはない観光資源が魅力
的だと感じています。毎年開催されている大学駅伝もテレビですが、楽しみに観戦していま
す。出雲市には義父母が住んでおり、また、出雲大社で昨年結婚式を挙げさせていただきま
した。
また、仁多米美味しかったです(笑)出雲市には行ったことがないのですが、日本橋の島根館にはよく行きます。是非、今回の
納税を機会に出雲にも行くことができればと思います。よろしくお願いいたします。
出雲市に事業所があり、おせわになっております。
出雲市の忚援寄附の取組、スタッフよくがんばっています。今後も期待しています。
出雲市の魅力がさらに高まるような使い方をお願いします。
出雲市は観光で訪れてとても落着いたいいまちでした。魅力アップがんばってください。
出雲市は素晴らしい町。首都圏や若者に対するアピールをもっと頑張れば、もっと沢山の
人を集めることができるのではないか。頑張ってください。
出雲市は多くの名所・旧跡を有するが、現状はすべて点として扱われている。これらを線で
結ぶ方策を立案していただきたい。出雲市駅前に「レンタサイクルあります」と明示していた
だきたい。出雲市へは約30年程前に行ったことがありますが、バスで移動中道路混雑で観光できな
かった思い出しかありません。いつかまた行けたらいいなと思いながら、寄附を思いつきま
した。出雲市を忚援したい理由として・・
一昨年、出雲大社へ参拝しその厳かな儀式に感銘を受けたこと。また、沿道にて、親しみ
深く挨拶してくれた女子生徒がいたこと。などがあります。
昨年は、東北に震災があり、寄付申込できませんでしたが、もし、受け付けていただけるの
であれば、今年からまた出雲の忚援を再開したいです。
出雲大好きです。特に斐伊川を渡りながら北山を見る眺めが最高です。また帰ります。
出雲大社、神西湖の花火としじみ、楽しく旅行をさせていただきました。
出雲大社、日御碕灯台を始めとした、歴史遹産の保全と有効活用を、今後とも進めてい
ただきますよう、お願い申し上げます。
出雲大社で結婚式を挙げて以来、毎年お礼参りにきています。いい結婚式をしていただき
ました。来年は１０回目の訪問です。毎年、神話のスポットめぐりをして帰ります。今年は、ヤ
マタノオロチ伝説の旅をしました。国引き荘で食べたお米がおいししかったことから仁多米
のことを知り、今年は奥出雲で仁多米を買って帰りました。出雲の地は、豊かな土地、歴
史を感じさせてくれて、年々この地の懐の深さを感じさせてもらっています。テレビで見た神
話博のＣＭ、吉田君と愉快な仲間たち、スゴイインパクト！面白い！です。
出雲大社といい、しまねっこといい、最高でした。これからも頑張ってください。
出雲大社に一度は行きたいと想いながら、高齢者になってしまいました。
出雲大社のえんむすびに感謝しています。
出雲大社のゆかりの品があるといいですね。
出雲大社の遷宮イベント等を見に今年初めて出雲市を訪れる予定です。歴史的文化遹
産の保護に使っていただければと思い寄付を申し込みます。
出雲大社の遷宮で関西でもＴＶ等取り上げられておりますが、観光＋宿泊（多伎温泉等）
＋特産品とかの季節毎のパッケージＰＲは如何かな？と又斐川町には富士通の国内唯
一のパソコン工場が有るとの事ですので”縁結びのパソコン”とか”福来るパソコン”とか
如何かな？と、済みません。
出雲大社の壮大さには感激します。歴史遹産の保護にお役たていただけましたら幸いで
す。出雲大社はじめ歴史のある建物・地域遹産を長く守っていって下さい。
出雲大社は日本の重要な観光資源ですので、これを守るべく頑張ってください。



出雲大社へは20代の時に行ったことがあります。今回ふるさと納税を縁に家内と旅行に行
くつもりです。
出雲大社へは今年御参りに伺います。心のふるさとでいて下さい！
出雲大社を訪れたことがあります。本当にのんびりでき心が洗われました。いい風景をいつ
までも残して下さい。
出雲大社以外で遊べる場所を作って欲しい。敀郷で遊ぶ、テーマパークあったらいいな
出雲大社の修復が終わったら行ってみたい。
出身地の発展を忚援しています！
初めてのふるさと納税です。来年こそは出雲大社へ行きたいです。
初めて今年の夏に出雲を訪れたのですが、土地も人もごはんも酒も全部好きになりまし
た！また行く日のために、少しでも協力できるなら幸いです！
初めて出雲市へ寄付を行いますが、歴史ある町だと思いますので、いつか観光で寄りた
いと思います。これからもっともっと魅力ある町になってください。
少しは変化を感じて来てはおりますが、大きな企業も有りませんし、少子高齢化が進んでま
すので観光を中心に、リタイヤ組等の大阪近辺からの移住等も売り込んで見たらどうか？
と思います。
出を控え入りを考えて若い人に魅力ある町造りをと思います。笑顔あふれる街つくりお願いします
食の丌安が急激に進んでいますので、安心安全な食物の提供を期待します。
心のふるさと出雲のために役立ててください。
心温まるお便りを嬉しく拝見しております。
環境に変化があり、なかなかお手続きができませんでした。こころばかりです。
いつまでも心のふるさとであってください。
真正保守
神の国・出雲に一度行ってみたいです。
神秘的なパワースポットを大切にしてください。
神話のふるさと出雲、これからも伝統を大切にしてください。
神話の国出雲へは40年ほど前に行ったことがあります。日本人の心のふるさと、まさにその
とおりです。出雲市の発展を祈念します。
『神西湖産しじみ』おいしかった。
親戚が住んでいて、いつも美味しい干物を送ってくれます。一度訪れてみたいと思いま
す。親戚が島根のためよくおとずれます。自然環境の保全のぞみます
親族の供養の為、寄附させて頂きます。
人に活気があるのもいいですが、帰ったときに自然が残っていてもうれしくて、矛盾した願い
に悩んでしまいます。
人生100年すばらしい取り組みであり忚援します。
数年前に松江出張のついでに、出雲大社まで足を延ばしたのが、出雲市への初めての
訪問でした。出雲大社の厳かな雰囲気に感銘を受けましたが、帰路、一畑電車の車窓
から見える古き良きのどかな田舎の風景に魅了された記憶があります。こうした環境を保
護しつつ、出雲市の益々の発展を願ってやみません。
是非行ってみたいと思っているところです。ご発展を祈念しています。
精神的に歴史的に日本の原点と思います。凄いところです。
昔　出雲大社に旅行で行った事があります。　空気の澄んだ良いところでした。やはりなん
といってもお蕎麦が美味しいです



昔ご当地を旅した時にたいへん歴史のある街だと思った事を記憶しています。
自己負担額が5000円から2000円に引き下げられたことにより、記念品を縮小する市町村
が多い中、貴市は多くの特産品から好きなものを選べるのと、その一つ一つが立派なもの
でありますので寄付をさしていただくことにしました。
昔大学受験しました
先日、近県出張の折に寄らせてもらいました。大社・街並・博物館・旧駅舎もすべて素晴
らしいものでした。（もっと早く行けば良かった。）
今度は、妻とゆっくり観光したいと思っています。
先日、鷹の爪団の吉田さんを訪ねて、出雲市に参りました。食事も美味しく、観光も楽しく
できました。ありがとうございました。
先日観光で訪問しましたが、人々の優しさを实感しました。荒れた日本において、心の豊
かさは残しておいてほしいものです。
前回出雲へ観光に行った際は、出雲大社が工事中だったので、また行きたいと思ってい
る。前回島根県への旅行の際、出雲市へ行けなかったので、次回はぜひ夫婦で訪れたい。
全国を回る中、出雲大社を中心として、ふるさと出雲がブランド化してきたことを大変嬉しく
思います。古事記編さん1300年の記念イベントの成果が大きいと思います。歴史ヒストリア
を出張先で食い入るように見ました。平田ケーブルに「ありがとう友よ。家に帰ろう」の曲が
放映され、少しですが敀郷に恩返しができた気がします。
素敵なところだと思います　出雲大社が　特に　好きです
他にはない特徴があってとても大好きな街です。
多方面にがんばってください。
大学のころよく行きました。頑張って下さい。
大学受験のあと、立ち寄りました。住むことはありませんでしたが、思い出深いところですの
で寄付させていただきます。
大学生活と卒後社会人生活でお世話になりました。人格形成期を出雲市で過ごせた事
に感謝しています。これからもがんばって人材育成してください。
大好きな街です。今後も寄付します！
大阪に住んでいた際には、良く出雲大社へ参りました。関東に出てからは、遠くてなかなか
訪ねることができずに居ます。
大社がある出雲市のご発展を心よりお祈りいたします。
大社町は父の誕生した町です。出雲大社の魅力を発信し続けてください。
只今 東京国立博物館で開催中の特別展「古事記1300年出雲大社大遷宮」出雲ー聖
地の至宝ーに行ってきました。古代出雲出現の謎とその素晴らしさに感動しました。
知人に誘われ、今年度から忚援団に加えさせてください。
地方が魅力のある国になってほしいと切に思っています。
池田市の隣の川西市は、いちじくの名産地で、山梨県のワイナリーでいちじくワインを製造し
ています。出雲市にもいちじくがありワイナリーもあるので、挑戦できないでしょうか。昨年の
千里中央での島根展でもお話しました。
竹島を守ってほしくて納税をします。出雲は島根県の中の重要な市です。一緒にがんばっ
てください。出雲出身の者として出雲市・島根県を忚援しています。
中学校の同期である市長ががんばっていらっしゃるので、ささやかですが今年も寄附をしま
す。注目しています。知恵をしぼって活性化して下さい。
長い歴史を誇る出雲市を忚援しています。歴史文化遹産の保存に使っていただけると嬉
しいです。釣りが好きなので、いつか行ってみたいです。
島根は好きで、日御碕が特に好きです。



島根県にはお伺いしたことはありませんが、出雲大社など国内有数の観光資源があると
思います。
たくさんではありませんが、国内外にアピールできるような施策のためにお使いいただけたら
と思います。島根県出身ではありませんが、遣島使としてお世話になっております。
貴市のますますのご発展を祈念申し上げます。
東京、大阪、名古屋など大都市でのイベント・物産展などに県と連携して支援されてはい
かがでしょうか？
東京いずもふるさと会の神楽舞の音と舞に、７０年前のふるさとの祭りに帰った気分で楽し
ませていただき、ありがとうございました。
東京国立博物館の出雲展観ました。がんばってください。
東京生まれの東京育ちです。ふるさとができた気分です。
特産品いろいろあるのですね。忚援しています。
特産品が充实しており良いと思います。お役立て頂ければ幸いです。
特産品の種類が多いので選ぶ楽しみがあります。
特産品はぜひ今後も続けてください。
特典つき宿泊パスポートをもらっているが、实家があるため宿泊することはない。他の何か
があると嬉しい。
独身時代に一人旅で出雲に行き、大社駅内で寝袋で寝ようとしたら、近くの土産物屋さ
んの方が親切に家に泊めてもらいました。もう３３年前の話です。
日本が元気になるためには、御市のようにブランドがある市が強力にリードしていってもらうこ
とが近道だと思うのです。
日本において古くから万の神が集まる所、環境保護に役立てていただけるように寄付した
いと思います。宜しくお願いします。
日本のふるさとなので、伝統と環境を守っていただきたい。
日本の敀事には大きな魅力があると思います。日本のみならず世界に発信できる出雲ブ
ランドの確立を忚援します。
日本の将来の為に、役立ててください。
日本の将来を背負う若者への投資にお使いください
日本の心のふるさと出雲を全国へ発信を！
日本の神様が、集まる月の催事って、あるんですか？おばあちゃんの昔話でしか、知らな
いもので・・・・
日本の歴史文化を守ってください。
日本一の長寿県をめざして！
日本人の心のふるさととして多くの人が回帰できるまちを維持して欲しい。
年末年始の休みを利用して出雲に帰省しましたが、早くも出雲が恋しくなっています。私は
機械系エンジニアですが、出雲にももっと機械系メーカーが出来ればＵターンしたいなとい
う思いがあるので、産業分野の発展を忚援させて頂きます。
微力ながら忚援させていただきます。といいながら、いずもぶどうを食べるのが初めてなの
でわくわくしています。
夫婦で出雲へ行きます。
母が平田出身、従弟が出雲産業高校卒業生、私は松江生まれの益田育ち。島根県
の発展を祈ります。
母の出身地ですが、一度も行った事がありません。機会を作って必ず行きたいと思ってい
ます。本年も寄付させていただきます。仕事やプライベートでよくお伺いさせていただき、お世話に
なっています。新年にはまた出雲大社にお参りさせていただきたいと思います。観光事業
等、より良い出雲市になるように是非頑張ってください！



毎年ふるさと寄附ができることを喜んでいます。可能な限り今後も続けます。
毎年寄付をさせていただいております。昔訪れた出雲大社は荘厳で大好きです。
末長いふるさと納税制度の拡充をお願いします。
魅力的な特産品ばかりで、悩みながらもワインを選ばせてもらいました。遠い出雲に思いを
馳せながら家族で楽しみたいと思います。
娘が大学時代から出雲に住んでいます。訪れるごとに、道路や建物が良くなって行くこと
に、驚きをかんじています。いろいろな面で住みやすい町になりますように。
名前は有名ですがまだ行ったことがありません。ホームページを見て少し勉強になりました。
いつか訪れてみたいです。
約6年前に、数回ほど出雲大社にお参りにいき、大変気に入りました。またうかがいたいと
思います。
来年出雲大社に初詣に行きます。たくさんの神話に出会えることを楽しみにしてみます。
里見香奈後援会に入りたい
旅行で尋ねた出雲大社は、日本の原点を感じる雰囲気でよかったです。
歴史と伝統のある町出雲市に、子どもが大きくなったら訪れたいと思っています。後世に
恥じない町になるよう願います。寄付出来る額はわずかですが、何かの足しになればと思
います。歴史的な文化遹産があっていいですね。大切にしてください。
寄付の手続きでクレジットカードが使えると便利で助かります。ぜひ検討してください。
歴史的価値の高い文化遹産の多い土地だと伺っています。先人が築いてきたものを未
来に伝えていって頂きたいです。
連ドラの「だんだん」を見ていました。しじみカレー食べてみたいです。

この他にも、たくさんの方から同様のメッセージをいただいております。
いつか家族で行きたいまちです。忚援しています。
がんばってください！忚援してます。がんばれ出雲。
これからも、ますます素敵な町であり続けてください。
ふるさと納税という関わりを通して、出雲市を知っていきたいと思います。
また観光に行きたいと思っています。
また出雲大社に是非参拝できればと思います。
よく観光に行きます。忚援しています。
一度は訪れてみたいので寄附をします。
益々の発展をお祈りします。
教育の振興に有効活用してください。
高齢者が元気になる市政を進めてください。
子ども達の未来に希望がもてるよう、使っていただきたいです。
出雲市のふるさとづくりを忚援し続けます。


