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三重県 30代 もっと交通の便が良くなると嬉しいです。

神奈川県 50代
寄付金はできたら動物愛護に使って下さい。 クレジット払い可、特産品も種類豊富、お届け日時の指定も
できて、本当に至れり尽くせりなので素晴らしいです。寄附したくなります。

大阪府 30代 洪水・土砂災害等の防災事業にお役立ていただきたいと思います。

埼玉県
昨年は「平成の大遷宮」を迎え、今年は新たな気持ちで悠久の歴史を刻んでゆくことになります。日本の
心を大切にする「自然と共に生きてきた神話のふるさと出雲」の地域づくりを応援します。

島根県 20代以下
宍道湖の水産振興・宍道湖のためにこのお金を使ってください。 また、寄付金の使い道の欄を具体的なも
のにしてください。

愛知県 30代 日本海新幹線誘致がんばってください。

大阪府 40代 不正の無いようにお願いします

東京都 40代 明るい出雲市を創ってください

東京都 ３人の子どもの母です。出雲の子どもたちの為に役立ててください。

大阪府 60代 大切な歴史を学ぶ子どもたちの育成に期待しています。

埼玉県 50代 子どもやお年寄りが住みやすい良い街づくりをお願いします。

富山県 40代 未来ある子どもたちのために使っていただければと思います。

愛知県 40代 未来の日本を支える子どもたちの教育に活用してください。

東京都 50代 未来を担う子どもたちを育ててください。

東京都 50代 未来を担う子どもたちの教育のために使って頂ければ幸いです。

東京都 30代 子どもたちが誇れる出雲にしてください。

神奈川県 60代 子どもたちに出雲の歴史を伝えてください。

兵庫県 60代 子ども達のために使っていただければ幸甚です。

山形県 60代 子どもたちがのびのびと育っていけるよう、ご尽力ください。

埼玉県 30代 子どもたちに明るい未来を与えられるようにお願いします

滋賀県 40代 子どもの教育充実に注力ください

東京都 50代 子ども達の明るい未来の為に頑張ってください。応援しています。

長野県 40代 次代を担う子どもたちの教育にお使いください。

長野県 40代 出雲市の未来の子ども達のために、より良い市になるように役立ててほしいです。

千葉県 60代
出雲市は、新婚旅行で行きました。主人が、定年になったら行きたいと思ってます。 これからの日本のた
め　子どもたちの教育に微力ですが役にたててほしいです。

大阪府 50代
親戚が出雲市に勤務してます。お世話になります。子どもは宝です。ぜひ 子ども達にお役に立てて下さ
い。少ない金額ですみません

宮城県 30代 これからを担う若者のために使用していただければ幸いです。

平成２６年度にご寄附いただいたみなさまからのメッセージ

　平成２６年度もたくさんのご寄附（ご縁）をいただきました。また、ご寄附をいただいた方から、出雲市へ心温まる応
援・激励メッセージや思いを伝えていただきましたので、その一部をご紹介します。
　出雲市は、これからも多くのみなさまのご期待に応えていけるように頑張ってまいります。今後とも、変わらぬご支援を
いただきますよう、よろしくお願いします。



都道府県 年齢 メ　ッ　セ　ー　ジ

兵庫県 60代 若い人の教育に　力を入れて下さい。

宮城県 40代 若者のために使ってくださいね。

愛知県 40代 若手の教育に力をいれてください。

東京都 30代 若人の教育に役立てて頂きたく。

東京都 50代 未来を背負う若い方の育成を応援しています。

東京都 50代 人つくり、人材育成を期待しています。

東京都 50代 人材育成に使ってください

京都府 40代 人材育成を希望します。

東京都 50代 小中学校のトイレが洋式になって、照明も明るくなるといいのでは ないでしょうか？

東京都 ライブラリーの充実などに活用いただければと思います。

東京都 30代
教育分野に寄付しますが、民主的な社会の形成者としての、社会科教育、特に公民的分野の充実や、人権
教育の強化、いじめ・体罰の根絶を望みます。

兵庫県 40代 子育てをしやすい町にしてください。

埼玉県 若い女性を減らさないよう一緒に頑張りましょう

東京都 40代

出雲に友人がいることから出雲市へのふるさと納税を決めました。出雲のすばらしさをどんどんアピール
し、まずは日本国内の方々の観光誘致に力を入れてほしいと思います。（外国人よりもまず日本人に魅力
を分かってもらうことが先決） 寄付を教育分野に使っていただきたいのは、正しい歴史をきちんと後世に
伝え教育していくことを徹底してほしいからです。間違っても竹島の認識を誤って伝えたり外国人参政権
などを考慮するようなこと無きよう、お願いするしだいです。

東京都 50代
出雲市の職員様 陰ながら応援しております。 今回は、教育施設の耐震化、防災拠点としての設備や備品
の充実をお願いしたいと思います。 また、家庭環境やいじめなどで心のケアが必要な子供達が 安心して
教育が受けられるよう願っております。 どうぞよろしくお願いいたします。

東京都 50代

出雲大社に一度いきました。素晴らしい雰囲気のところで感銘を受けました。笹カレイなどもお魚も東京
ではなかなか味わえないものがあり、知人が取り寄せに便乗したりしています。とても繊細でおいしくい
ただきました。どうぞ歴史・風土を大切にする子供たちがすくすくと育ちますように。ご縁をありがとう
ございます。

三重県 40代 少子化問題・教育に取り組んでほしい

東京都 60代
全国でも出雲という地名に対するイメージは非常に良いと思います。　良質な食材等の提供を更に進めて
頂けますよう、お願い致します。

山口県 30代
減農薬、無農薬の農産物の振興に努めて頂けたら、消費者としては喜ばしいことです。  寄付金の用途に
なかったので、農業等で役立ててもらえる項目がほしいです。

大阪府 30代 歴史のある町をこれからも大切にしてください。

愛知県 50代 出雲大社等の文化財の保存を永続してください。

東京都 50代 ふるさと納税の制度は、各地域の地場産業への応援になるので重要な制度と考えます。

愛知県 50代 自然、文化の素晴らしい出雲市を守って行って下さい。

静岡県 50代 自然環境維持と、教育の充実に努めて頂きたいと思います。

栃木県
神のいる国　出雲。出雲大社と大国主命様。子供達が生き生きと成長し、老人達も元気に暮らせる町づく
りに役立てていただければうれしく思います。

兵庫県 去年同様少ないですが、施設の子供たちに使って頂けるとうれしいです。

埼玉県 60代 子育てが安心してできる環境を整備してやってください。
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栃木県 40代 障害者福祉に活用していただけたら幸いです。

静岡県 30代

祖母が出雲市に住んでいます。子どものころには必ず年２回遊びに行っていました。山と田んぼがきれい
なところだと思います。今は徐々に体が弱り、要支援認定を受けている祖母ですが、必要な手助けが受け
られるよう行政からもお力添えいただければと思います。わずかなお金で申し訳ないですが有効に使って
いただければと思います。

静岡県 公共交通の便をもっとよくしてほしいです（新幹線とか）｡

千葉県 60代 出雲の豊な自然　を守り観光等益々発展する事を期待しています。

大阪府 50代 出雲市に一度行ってみたいと思いますが気合がいります。ＬＣＣ等の就航の促進を期待しています

神奈川県 50代
出雲大社の歴史と伝統とともに、高齢者も、心身に障害を持たれている人も、小さなお子様も、育児や仕
事に追われる方々も、隔てなく、住民の方と、観光に訪れる人々にとって、安全で安心な生活が過ごせ
る、まちづくりができますように期待しています。

広島県 60代 島根県に旅行に行くことが多く、素晴らしい場所を大切に残して行って欲しいからです。

神奈川県 豊富な観光資源を守ってがんばってください。

東京都 50代
寄付金の使い道は、産業分野の充実・発展としましたが、 特に農業分野に力を入れていただきたいと存じ
ます。

東京都 40代 農産業を応援しています。

石川県 特に農水産業頑張ってください。

徳島県 農業･漁業に力を入れた政策を期待します

愛知県 30代 若い人が頑張れるような産業活性化へ使ってください。

山形県 50代 若者が定着できる街作り望みます

神奈川県 30代 若者の雇用の場が増えることを期待しています。

神奈川県 50代
現代では古代の象徴とされる出雲大社が代名詞となっているが、そもそも当時としては超ハイテクであっ
た製鐵技術を駆使した最先端産業の地であった。その伝統を未来に向け発信されることを期待します。

東京都 70代以上 出雲市は私の生まれ故郷です。神々の歴史に頼るだけでなく，新しい文化・産業の育成を期待します。

愛知県 地域の特産品を生かして街の活性化に役立ててください

三重県 60代
日本の食を支えている漁業、農業、畜産業の皆さんのおかげで美味しいものが食べられることに感謝して
おります。地場産業がんばってください。応援しています。

神奈川県 30代 外国人の観光客を増やすために、トイレの改善を。  出張する度に、がっかり

千葉県 出雲市及びいずも農業協同組合を応援します。頑張ってください。

奈良県 40代
遷宮を終え 新たな時代の幕開けした 出雲 伝統文化、また正確な日本国の歴史を刻んでいただきたく 思
う

愛知県 40代 いつまでも歴史の出雲大社をきれいにしてください。

東京都 60代
これからも添加物や保存料を使用しない昔ながらの、あご焼きや蒲鉾、干物を作っていただきたいです。
神西湖のしじみも大変美味しいので神西湖の保護も期待いたしています。

千葉県 60代 車椅子でどこへでも行けるバリアフリーの市にしてほしいですね。

東京都 50代 弱者にやさしい町づくりを希望します。

兵庫県 60代 自然環境・歴史資産を守ってください。

岡山県 40代
多くの観光客で賑わい続けることが重要だと思います。  地元在住者が流出しないような企業誘致や創業
をサポートして欲しいと思います。  出雲以西（以南）の地域にも恩恵が届くような施策にも期待してい
ます。
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兵庫県 30代 木綿街道の船川のドブサライの一部に。

兵庫県 60代 木綿街道の船川のドブサライの一部に。

兵庫県 60代 木綿街道の船川のドブサライの一部に。

神奈川県 40代

三大美人の湯の湯の川温泉など、豊富な観光資源がありながら、首都圏からの知名度が低いことが気にな
ります。もっとPRされて観光資源を活用して地域の活性化に繋げてほしい。 ・交通手段が、航空機のほか
は、特急やくも号とサンライズ出雲くらいしかなく、訪問するのに不便極まりない。しかも、伯備線での
速度が遅く時間がかかる上に揺れる。線路の整備と複線化をJRに促すなど首都圏関西圏からの交通の便を
改善して欲しい。

東京都 30代
出雲大社もあり、大変素晴らしい地域だと思います。出雲大社への空港からのアクセスや宿泊施設などの
充実をしてください。

埼玉県 50代
妻の実家が出雲にあり先日帰省したのですが、飛行機も満席で美味しい海鮮物や蕎麦など、また出雲大社
をはじめ観光地もあり、新幹線誘致活動をしてもっと出雲の素晴らしさをＰＲして欲しいです。

千葉県 30代 飛行機のみ移動手段 ですが出雲まで新幹線が開通する日を楽しみにしています。

東京都 40代

GWに出雲大社や日御碕神社、古代博物館、荒神谷遺跡などに行ってきました。大社以外の場所は、アクセ
スがよくないので、もう少し改善していただけると、もっと行きやすくなるので、ありがたいです。石見
銀山行きのバスができていたり、町並みが三年前に比べてきれいになっていて、よかったです。会社の外
国人たちにも旅行先としてすすめているので、観光名所やホテル、アクセスなどの英語表記を進めてほし
いと思います。

広島県 50代
お隣の県と言うことで出雲大社にも幾度となくお詣りさせていただいています。昨年の遷宮もその年に巡
り会え嬉しく思っておりました。また今回の御婚礼では感慨深いものがありました。私のような一個人が
おこがましいのですが、お祝いの意味も込めて納税させて頂きます。

長崎県 60代
一度旅行で出雲の方に行きたいと思っています。何度でも訪れたくなるよう観光設備を充実させてくださ
い。

東京都 70代以上 今後、貴市有形無形文化遺産の保全に多少でも協力したい。

広島県 50代 神門通りの電線地中化を、早期に完成してください。

兵庫県 70代以上 いつまでも市民と市民以外の人からも求められる町作りに頑張ってください。

埼玉県 30代

観光で得た財源で、働く場所を作り、定住促進、子育て支援をお願いします。 ただし、地理的に首都圏か
らは遠いので、ふるさと納税で割引ツアーを組んで、ふるさと納税の成果を見る名目で普段入れない、見
られない場所の見学や現地で食べるお正月料理とか、プレミアムツアーで出雲のまだある魅 力を伝えられ
たら良いと思います。

大阪府 70代以上
高円宮典子さまと出雲大社　千家国麿さんとのご婚約の慶事に対し、心から祝福すると共に、皇室の弥栄
と出雲大社の未来永劫のご隆盛をお祈り申しあげます。

北海道 子供たちのために使ってください

東京都 20代以下 私は伝統文化の保存に力を入れています。伝統文化の保存に使用してください。

山梨県 50代 出雲大社と出雲駅伝を応援します。

東京都 40代 色々クリーンで

東京都 60代 日本の伝統ある出雲大社を　これからも　庶民に　親しみやすいところに　していってください。

神奈川県 60代 出雲大社のメインテナンスを宜しくお願いいたします。

福岡県 40代 出雲大社に思い入れが深いです。大切に使ってください

東京都 50代 出雲大社を大切にしてください。

鳥取県 50代 出雲大社周辺の環境整備をお願いいたします。

東京都 50代
典子様お輿入れおめでとうございます。 出雲大社、出雲そば、街並み、大好きです。 静かで上品な景観
を守ってください。

岡山県 40代 大社を含め特別な空間を保ち続けてください。
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大阪府 40代 ２，３年に一度、出雲大社に参拝しています。 きれいで素晴らしい街を維持してください。

大阪府 50代 いつまでも、きれいな湖を守ってください 応援してます

大阪府 50代 いつまでも、人も自然も美しい出雲でありますように。

埼玉県 40代 いつまでも美しい自然を大切にしてください。

神奈川県 40代 もう亡くなった祖父母の故郷です。これからも自然を大切にする故郷であってほしいと思います。

大阪府 60代 発展も大切ですが、二度と戻らない大切なものや自然の保存にももっと力を入れてください。

福岡県 50代 豊かな自然環境を後世まで残せる施策で頑張って下さい。

愛知県 自然豊かで歴史のある素晴らしい街をよりよくすることに活用してください。

千葉県 50代
厳粛な出雲大社、おいしい空気、おいしい食べ物・・・ いつまでもそんな自然豊かな場所であり続けてく
ださい。

大阪府 40代 山と海の環境維持など手助けになればとおもいます

沖縄県 40代
子供のころは、田舎すぎてとても寂しいイメージだったのですが、離れて外から見るととても魅力たっぷ
りな田舎であることが実感できます。子供のころから、もっと出雲の歴史なども教えてもらいたかった。
離れてから学習したことの方がとても多いです。これからも、すてきな田舎であってほしいです。

東京都 40代 神の町らしく、きれいな町造りを期待しています。

大阪府 50代 これからも自然を大切にした場所であってほしいです。

富山県 豊かな自然を大切に、心豊かな人材の育成を！

愛知県 40代 自然と歴史大切に守って欲しいです。

東京都 60代 地域性を生かした観光事業を促進して下さい。

愛知県 70代以上 出雲の国は素敵な響きがあります。観光でも頑張って下さい。

兵庫県 50代
出雲市には、以前から行ってみたいのですが、未だ訪問した事が有りません。ぜひ、近いうちにお伺いし
たいと思っています。 知られていない穴場観光の告知等もお願い致します。

山口県 60代 月に一度帰ってますが、観光客が増えているように感じます。 この傾向大事にしてください。

徳島県 50代
出雲大社や錦織君で今島根が注目されていますね。 誰もが訪れたくなるような自慢の郷土を期待してま
す。

大阪府 60代

母が一人、出雲市の認知症施設で暮らしています。私自身は１８歳まで出雲市で育ちました。東京、大阪
と定年退職まで働きましたが帰省した時、正月以外また、お祭り以外、子供の頃に無かった出雲大社参拝
の人の賑わい、新しく若者向きの店、ただただ驚くばかりです。いつまでも、この賑わいが続きます願う
ばかりです。

東京都 40代
その他（平成２２年度から毎年寄附をしているため）　いずもが日本の心のふるさとであり続けられるよ
う、また経済発展に寄附金をお役立てください。

千葉県 70代以上

七月初旬に出雲の親戚を訪ねました。小豆沢遺跡の埋没林や、古代蓮の蓮田と発掘された銅剣などを見ま
した。そして、イチジクや梨の栽培が盛んなことを見ました。観光も重要な資源ですが、交通手段は自家
用車がほとんどの過疎化が進んでいる様に思いました。農林業を組織化して、若者たちが働ける産業振興
を推し進めて欲しいと思いました。

静岡県 日本の一次産業振興を希望します。

神奈川県 60代 日本海の傍で生まれ育ちました。日本海側の地域が農水産業をもっと見直して発展させてほしい。

東京都 40代 これからも美味しい食作り楽しみにしています。

千葉県 60代 地域の特産品を納税者に送ることで地場産業が元気になることを願っております。

神奈川県 40代 おいしい農産物をこれからも作り続けてください。
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神奈川県 50代 美味しい地元産品をもっとPRしてください。

青森県 50代 美味しい特産を期待しています。

佐賀県 50代 美味しい日本の名産物をたくさん作り続けてください。

福岡県 40代 特産品が売れて、地方が豊かになってほしいです。

奈良県 50代 出雲の自慢の一品をさらに充実させてください。

兵庫県 70代以上
　元々、歴史には関心あり、古代史より続く山陰、出雲地方からの各地への発信力をより高めていただき
たい。

愛知県 70代以上
私には以前から歴史とロマンのイメージがあります。これからも、あらゆる機会を活用して、地域のＰＲ
をしてください。

東京都 60代 日本の神さまの総本山たる出雲市からは、ぜひ力強いメッセージを日本中に発信してほしいと思います

三重県 60代 最近発信力が弱くなってませんか？出雲独自のゆるきゃらを創ったらね。

北海道 60代 出雲の歴史、文化をいっぱい発信してください。

東京都 60代
妻が島根県出身なので、親しみを感じています。出雲大社の親戚筋にあたる府中市の大国魂神社で結婚式
をあげました。神秘の国として素晴らしい発信を、今後も期待しています。

東京都 70代以上
日本中で下から２番目に人口の少ない県。危機感はないのですか？これから子供を産む人を大切にしてく
ださい。

東京都 50代 次の世代のために、使っていただけると嬉しいです。

埼玉県 40代 安心して過ごせる町づくりや未来を担う子どもたちの為に少額ですが、役に立てればと思います。

茨城県 50代
出雲は日本人の心の「ふるさと」だと思います 山陰には出雲市を含め、数年おきに訪れます そのたび、
感慨深い思いがわいてきます 人口減は、出雲の神の縁結びから　こんな言葉を合言葉に 何か事業が考え
られないでしょうか 少しですが応援したいと思います

千葉県 70代以上
出雲大社が一番先に浮かびます。私の住んでいる所も人口の減少は歯止めがききません。各自治体がタッ
グを組むのもいいのかもしれません。　 高齢者も頑張ってますので役所もいい知恵をお願い致します。

愛知県 住みやすい町づくりをお願いします

高知県 40代 住み良い環境でありますように。

埼玉県 40代 地域の活動に少しでも貢献できればと願っています。

大阪府 50代 地域振興の一助となれば幸いです

兵庫県 地域振興の力になれれば幸いです

神奈川県 70代以上 町おこしに頑張ってください。

東京都 50代 出雲市の振興に役立ててください。

埼玉県 50代
皇室の結婚で最近話題になっていたので出雲市を思い出したところ、ふるさと納税のＨＰが目に入りまし
た。応援したいので、応募しました。街づくりにほんのわずかですが、協力したいです。

神奈川県 50代
松江市に住んでいた頃、よく出雲大社へ参拝していました。これからも、より良い出雲市を目指してくだ
さい。

東京都 50代 神話のふるさと、出雲市の振興を支援しています。

愛知県 50代 素晴らしい街づくりを期待しています。

東京都 40代 もっともっと出雲市も島根県も元気になればと応援します。

奈良県 70代以上 大切なふるさとで、いつまでも元気であってほしい

愛知県 50代 地方から日本を元気に！！
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東京都 60代
出雲出身で色々お世話になった方が先日亡くなったとの連絡を受け、少しばかり寄付をすることにしまし
た。今年は皇族と出雲大社　千家国麿さんの婚礼があり、結構なことでしたが、一方出雲駅伝は中止にな
るなど残念なこともありましたが、みなさん頑張って元気な出雲にしていただきたいと存じます。

神奈川県 70代以上 この制度で市が益々元気になりますように

岡山県 50代
島根大学でお世話になり、その大学の活動で出雲市にもお世話になりました。 出雲大社、西谷墳墓群な
ど、豊富な歴史遺産を活用した地域活性化ができるよう願っています。

愛知県 30代 地域が盛り上がるよう、がんばってください。

群馬県 60代 地域の活性化に役立ててください。

東京都 60代 地域の活性化を願っています。頑張ってください。　＾＾*

東京都 30代 地域活性にご活用ください。

千葉県 40代 地域活性に役立ててください。

埼玉県 50代 市の活性化に役立ててほしいです。

神奈川県 60代 地方の活性化に取り組んでください。応援させていただきます。

滋賀県 40代 地方活性化に役立ててください

大阪府 町の活性化に役立ててください。

千葉県 40代 島根県の出身者です。故郷を盛り上げてください。

和歌山県 60代
毎年平田には帰省しますが、何時帰っても懐かしさから万感こみ上げるものがあります。益々活気のある
素晴らしいふるさとでいてほしいと願っています。

東京都 60代 出雲市を活性化して元気で住みやすい地域にしてください。

埼玉県 50代 出雲大社で有名ですね。１度行ってみたいところです。 活性化のお役に立てればと思います。

東京都 わずかばかりですが、地域活性化のために少しでも役に立てたらと思い寄付します。

福岡県 50代 今年は、高円宮典子さまと千家国麿さんの婚儀もあり、 地域活性化に繋がればと思います。

東京都 40代
東京からですとなかなか訪れることがありませんが、地域の特産品を知る機会ですのでふるさと寄附の制
度は良いと思います。地域活性化に少しでも貢献出来れば嬉しいです。

北海道 50代 ふるさと納税を活用した地域活性化を応援します

東京都 30代 魅力的な街を継続してください。

埼玉県 今以上に魅力的な市になってください

埼玉県 30代 これからも魅力のある町造りをしてください。

東京都 40代 これからも魅力的な街づくりにご尽力ください。

東京都 40代 いつでも帰っていけるようなふるさとでいてください

岐阜県 70代以上
母が島根県出身なので関心がありました。出雲大社2度訪れとても神様に近い感じがし、感動しました。こ
のたび　高円宮典子様と千家国麿様のご婚約おめでとうございます。出雲大社　さらに多くの人に愛され
るよう出雲市の努力お願いします。

東京都 60代 魅力あるふるさと納税制度にしてください

福島県 50代 これからも、ふるさと納税応援します

群馬県 60代 模範になるような地方再生をお願いいたします。
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福井県 60代
歳を重ねるごとに色々な想いが巡ります。近年種々の事情で足が遠のいていますが、地元の新聞や放送を
ネットで確認するたびに着実に変わり行く出雲市を見ると早く行きたいと思います。地方創生を謳っても
難しいものがありますが、持っている良さに磨きをかけて更に発展されるように願っています。

香川県 70代以上
数回、旅行で訪問しております。ホームページで見ても、出雲市は頑張っているのが、感じられます。人
口過疎に時代といわれていますが、それは又地方の時代でもありますので、頑張ってください。

大阪府 60代
地域の文化と伝統を守りながら、地域に似合った産業、生活の向上を図ることは大変難しいことと思いま
すが、創意工夫を期待します。

東京都 40代 歴史ある出雲をこれからも応援します！

広島県 50代 歴史ある出雲を応援しています。

東京都 40代
歴史ある出雲市、これからの発展に少しですが協力させてください。すばらしい町を残していってくださ
い！

千葉県 50代 歴史と伝統のある出雲をお守りくださるよう願っております。

千葉県 50代 歴史のある街なので大事に運営を頑張ってください。

東京都 50代 歴史の街を応援しています。

兵庫県 50代 歴史的に面白い町だと思う。

神奈川県 50代
日本の代表地のひとつ。歴史を大切にする風土を守ってください。 過去からの利権に胡坐をかく観光関係
の事業者がいないようになればと願います。

東京都 60代
日本を代表する雰囲気を持った市だと思っています。これからも良い雰囲気を維持するように頑張ってく
ださい。

東京都 30代
出雲市は日本人の心のふるさとだと思います。 後世に残すべき貴重な文化財産や伝統文化が たくさんあ
りますので、少しでも市の発展や 文化の継承のお役に立てれば幸いです。

岡山県 50代 出雲には大切な文化や歴史がありますので、文化財保存などにお役だてください。

東京都 40代 歴史的文化遺産の保存に少しでも役立ててください。

東京都 40代 出雲の自然、文化、歴史・・・守っていくことに少しでも貢献できたらと思います。

大阪府 60代 古代からの歴史文化の町、後世までの保存をお願いします。

奈良県 60代 古代からの伝統を大事に残してください。

東京都 40代 文化を守ってください

茨城県 50代 文化を大切にしてください。

埼玉県 20代以下 もし出来ましたら映画祭関係に使っていただけると嬉しいです！応援しています！！

北海道 50代
どこの市町村もやっていない画期的な施政をお願いします。 例えば生活保護の不正受給の取り組み、納税
者が納得するレベルに段階的にしてゆく。

千葉県 40代 使い道ですが、動物愛護の方面に使って頂けますようお願い申し上げます。

京都府 60代 出雲に新幹線を。

埼玉県 60代
少子化が進行する現在、出雲大社の縁結びにより少しでも多くの縁が結ばれ、その歯止めの一役に期待し
ます。

静岡県 40代
島根県は、「日本で４７番目に有名な県」として有名ですが、確かに観光地として、あまり名前を聞いた
ことがありませんし、私も訪れたことはありません（こんな書き出しでスミマセン‥）。 微力ではありま
すが、私の寄付で、県の観光、教育などに役立てていただければと思います。

東京都 島根医大出身です。少しでも役に立てればと思います。

東京都 30代 微力ですが、ちょっとでも市の役にたてれば幸いです。 特典も楽しみにしています。

埼玉県 30代 微力ながらお役立て頂ければ幸いです。
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福岡県 40代 役に立てれば幸いです。

兵庫県 40代 些細な額ですが貴市の事業にお役立てください。

大阪府 50代 些少ですがお役立てください

神奈川県 40代 出雲市のために役に立ててください

佐賀県 50代 海の幸干物セットが、美味しそうだったので、また、少額ですが、お役にたてればと思います。

東京都 わずかですが、お役に立てれば幸いです。

広島県 70代以上
広島へ住んで40年位なります。離れてみて島根は（出雲）いいなといつも思っています。出雲弁を聞くた
びすぐ声をかけてしまいます。島根ですか？と。少しですが、何かの役にたてたらうれしいです。

東京都 30代 僅少ですが、何かのお役にたちましたら幸いです。

神奈川県 60代 少しですが、お役立てください。

大阪府 少しですがお役に立てれば幸いです。

宮崎県 40代 少しですが地域のお役に立てるように使っていただければ・・・

大阪府 50代 少しですが役立てて下さい

兵庫県 60代 少しですが有効にお使いください。 市の発展をお祈りします。

大阪府 50代 少しでもお役に立てれば幸いです。

東京都 40代 少額ですが、お役立てください。

東京都 30代 少額ですがお役立ていただけると幸いです。

大阪府 30代 良い街づくりに役立ててください

埼玉県 40代 良い町づくりに少しでもお役に立てたらと存じます。

東京都 60代 お役にたてれば幸いです。

長野県 お役に立ててください。

大阪府 60代 ３年前からさせていただいておりますが、少額で済みません。 有効にお使いいただければ幸いです。

群馬県 40代 微力ながらご寄付いたします。有効に使っていただける事を願います。

福岡県 40代 有効に活用していただけると幸いです

千葉県 50代 有効に使用してください。

神奈川県 50代 有効活用してください。

神奈川県 30代 有効利用してください。

埼玉県 50代 魅力的な多くの特産品に選択を迷いました。 有効にご活用ください。

東京都 大切に使ってください。

東京都 30代 今回の寄附を是非有効利用してください。

新潟県 40代 出雲大社は日本の宝です。少しですが有意義に使用して下さい。
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千葉県 50代 少額ではございますが、有効に活用ください。

静岡県 40代 遠方から応援しています。よりよいものに役立ててください。

東京都 30代 応援しています

大阪府 40代 応援しています

広島県 60代 応援しています

東京都 応援しています!

愛知県 応援しています！

東京都 30代 応援しています！

東京都 50代 応援しています！

東京都 応援しています。

滋賀県 50代 応援しています。

埼玉県 40代 応援しています。

東京都 50代 応援しています。

愛知県 60代 応援しています。

沖縄県 30代 応援しています。

大阪府 40代 応援しています。

大阪府 40代 応援しています。

東京都 50代 応援しています。頑張ってください。

神奈川県 40代 応援しています。頑張ってください。

兵庫県 30代 応援してます！

京都府 70代以上 応援してます。

東京都 30代 頑張ってください

福岡県 60代 頑張ってください

京都府 50代 頑張ってください

東京都 頑張ってください！

愛知県 30代 頑張ってください！

東京都 40代 頑張ってください！！

広島県 60代 頑張ってください。

東京都 60代 頑張ってください。

新潟県 30代 頑張ってください。 出雲大社の神主様ご結婚おめでとうございます。
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佐賀県 40代 頑張ってください

兵庫県 50代 頑張ってください

東京都 60代 頑張ってください、出雲市が近く感じられます。

東京都 40代 頑張ってください。

東京都 60代 頑張ってください。応援しています。

東京都 60代 地方も頑張ってください。

北海道 40代 特色あるまちづくり、頑張ってください。

千葉県 40代 特徴ある地域を作っていただくことが，日本全体の充実につながると思います．

京都府 40代 日本のふるさと、応援してます

神奈川県 40代 日本の文化を象徴する地域だと思います。 これからも頑張ってください。

東京都 40代 出雲市　応援しています。

島根県 70代以上 輝く出雲、頑張れ出雲

愛知県 50代 出雲市がんばれ！

静岡県 出雲市を応援しております。

島根県 40代 出雲市出身なので応援しています

東京都 40代 出雲は音楽活動も盛んですね。 めでたいこと続きの出雲市、応援しています。

愛知県 50代 出雲市は、これから、どんどん注目されると思いますよ。応援してます。

奈良県 50代 わずかですが応援させていただきたいと思いました。

東京都 40代 玉造温泉に2年前に宿泊しました。出雲市を応援しています！

北海道 60代
出雲の國づくり戦略プロジェクトは、素晴らしいですね。日本は素晴らしい国です。そして出雲は日本の
心のふるさとです。頑張ってください。これからも僅かですが支援したいと思ってます。

広島県 60代 神々の集まる出雲 皇室とのご結婚式 頑張れ出雲。

神奈川県 50代
今年は、出雲はおめでたいことばかりで、ぜひその幸せにあやかりたいものです。出雲市、頑張ってくだ
さい！！

愛媛県 がんばってください

愛知県 40代 がんばってください

兵庫県 40代 がんばってください

熊本県 40代 がんばってください

奈良県 40代 がんばってください

広島県 50代 がんばってください。

神奈川県 50代 がんばってください。雲南市出身者です。

東京都 40代 がんばってください。応援しています。
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大阪府 60代 がんばってください。出雲大社様おめでとうございます

大阪府 70代以上 がんばってください

宮城県 40代 がんばれ

兵庫県 40代 がんばれ

長野県 がんばれ！！出雲市！！

神奈川県 30代 がんばれ、中国地方！！

静岡県 60代 ガンバレ出雲！

岡山県 50代 がんばれ出雲市！

東京都 40代 がんばれ出雲市！！！

京都府 60代 がんばれ出雲未来図

山口県 30代 これからもがんばってください。

東京都 50代 これからも応援しますので頑張ってください。

東京都 30代 これからも応援しますので頑張ってください。

千葉県 50代 これからも頑張ってください。

東京都 50代 これからも頑張ってください。

茨城県 60代 これからも地元のために頑張ってください。

東京都 50代 ささやかですが応援させていただきます

東京都 ますますのご発展をお祈りしております。

東京都 40代 ますますの発展を願っています！

東京都 ますますの発展を祈念しております。

長崎県 益々のご発展を！

東京都 50代 益々のご発展を応援しています。

大阪府 40代 益々のご発展を期待しています。

神奈川県 30代 地域発展に微力ながら貢献できればと思います。

千葉県 60代 市の発展にお役立てください

神奈川県 40代 市の発展に有効に使って頂ければ幸いです。

東京都 40代 市の発展を祈っています。

東京都 40代 地方発展にがんばってください

愛知県 50代
中学の修学旅行で出雲大社に行きました。故郷の熊野三山と同じく荘厳でした。出雲の益々のご発展を祈
念いたします。

兵庫県 30代 鳥取県出身です。 山陰の発展を願っております。
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岡山県 60代 日本の心のふるさととしての出雲市の発展を祈念しています。

神奈川県 60代
特には有りません、年金生活者ですので多く寄付ができませんが、歴史ある都市ですので、これからも 元
気に発展することを願っています。

山口県 50代
最近、出雲大社の話題をＴＶで見ることが多くなりました、嬉しいです。これからますます出雲市が発展
することを願っています！

岐阜県 50代 出雲の古代米、楽しみにしてます。 今後のご発展お祈り申し上げます。

東京都 60代 出雲の発展のためにお役立てください。

東京都 70代以上 出雲市のご発展をお祈りします。

静岡県 40代 出雲市のますますのご発展をお祈りしております。

東京都 40代 出雲市の益々のご発展を祈念致します。

神奈川県 60代 出雲市の益々の発展をお祈り致します。

東京都 40代 出雲市の更なる発展をお祈りいたします。

東京都 40代 出雲市の更なる発展を希望します

千葉県 40代 出雲市の発展のためにがんばってください。

栃木県 30代 出雲市の発展を応援しています。

東京都 60代 貴市の益々のご発展を祈ります。

北海道 50代 貴市の発展を心よりお祈り申しあげます．

愛知県 60代 出雲市が発展することを応援しております。

大阪府 30代 出雲市出身です。ふるさとの発展を祈っています。

鳥取県 30代 出雲大社、出雲そばなどあり、大好きです。益々の発展期待しています。

兵庫県 40代
出雲大社など日本を代表する名所旧跡が数多く現存する出雲市が更に発展されることをお祈りいたしま
す。

広島県 60代 出雲市は今、大変話題になっていますね。ますますの繁栄をお祈りします。

奈良県 60代 わが町やまと奈良と繋がる日本人の心のふるさと出雲の国の 発展を願います。

広島県 40代

広島県在住なので、よく島根県に遊びに行きます。今日多伎町の道の駅へ初めて行きました。私の大好き
ないちじくの名産品がたくさんあって、大変興奮しました。街並みも何だかのどかで綺麗で、最近「ふる
さと納税」には興味があったのですが、是非この町を応援したいと思いました。今後の発展の少しでもお
役に立てたらと思います。

島根県 40代 今後の発展を楽しみにしています

神奈川県 50代
妻が島根県出身なので、何度か訪れたことがあります。歴史ある魅力のある市だと思いますので、今後の
発展を期待します。

東京都 50代 出雲大社のファンです。ご発展をお祈りしています。

兵庫県 50代
春にはふるさと納税のパンフレット等をお送りいただきありがとうございました。遅くなりましたが本年
も応援寄付をさせていただきます。益々のご発展をお祈りしています。

神奈川県 60代 少額ですが、市の発展のためにお役立てください

東京都 60代 少額ですが市発展の為に使用してください。

東京都 50代 神の国、出雲のさらなる発展を希望します。
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滋賀県 50代

魅力的な特産品が多いので年に（一人）一回と言わず  何度でも寄付できればうれしいです。  ふるさと
納税人気ランキング　ナンバーワン目指して  益々市が発展します様心から応援しております。  （先日
旅行で島根ワイナリーに寄りました際、ワインを 沢山試飲し、購入させて頂きました・・・とても美  味
しかったです。）

神奈川県 40代
かつて１年間、出雲市民でした。多くのご縁をいただき、その後も出雲サポーターとして、各勤務地で、
海外で出雲の良さを伝えてきました。ささやかでお恥ずかしい限りですが、出雲地域の発展のためにお使
いいただければ幸いです。出雲の風、空、街、風景、何もかもが懐かしいです。

岡山県 50代 できれば、何回も寄付+特産品提供を希望します。貴市のご発展をお祈りいたします。

石川県 40代
このたびは、典子さまとのご結婚おめでとうございました。 出雲の歴史ある素晴らしい町が、ますます繁
栄されますようにお祈りしております。

神奈川県 40代 これからの出雲の発展をお祈りしております。

東京都 50代 妻の両親が出雲市の出身です。出雲市の発展をお祈りします。

愛知県 60代 これからも益々の発展を願っています。

東京都 これからも市の発展の為に頑張ってください。

福岡県 さらなるご発展をお祈りいたします｡

大阪府 30代 プリンセスのご結婚を控えた出雲市のますますの発展を微力ですが応援させていただきます。

栃木県 50代
ふるさと納税のおかげで、出雲市を身近に感じることができます。ますますのご発展をお祈りしていま
す。

東京都 70代以上 街づくりに頑張ってください。

静岡県 60代 活気ある町になるよう頑張ってください。

大阪府 40代 古事記などの神話の世界を想像します。出雲大社へ近々お詣りしたいです。

和歌山県 50代 三度、出雲大社や宍道湖に行きました。緑が多く食事も美味しかったです、また訪れたいと思います。

東京都 40代 出雲に住んでいる親のために寄付をしました。どうぞよろしくお願い致します。

山形県 60代 是非とも早い時期に訪ねてみたいと思っています。

東京都 30代
都会育ちで、文化・歴史・自然あふれる島根にあこがれています。出雲大社などの目玉がある一方で、過
疎地も話題になっておりますが、がんばっていただければと願っております。

大阪府 20代以下 年に1回帰省しています。第二の故郷なので頑張ってください。

大阪府 40代 米子市の出身です。 鳥取、島根、大好きです。

愛知県 50代 産業振興に役立ててください。

愛知県 50代 地域の産業のために購入します。

東京都 40代 地元産業が盛り上がればよいなと思います。おいしい醤油を楽しみにしています。

兵庫県 40代 今年の夏に出雲大社他へ観光に行きました。 駐車場の案内がもう少し分かりやすければと思います。

東京都 30代 市内全体が活性化するよう願っています。

長野県 30代 父親の故郷よりふるさと納税をさせて頂きました。 地域を盛り上げていってください。

兵庫県 30代 地方創生に役立ててください。

神奈川県 40代 おいしそうなお酒でしたので父へのバレンタインデーのプレゼントにしたいと思っております。

京都府 30代 お役立てください。
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東京都 30代 がんばってください

東京都 50代 ふるさと納税（寄付）について最近知りました。出雲市の発展に期待しています。

東京都 30代 旧多伎町のいちじくが大好きなので、頑張ってください

東京都 70代以上 同じ島根県出身者として 出雲市の発展を応援します

東京都 70代以上 日本のふるさとを応援したい。

大阪府 50代 発展してください。

奈良県 40代
6年前に、現在高校生の息子とふたりでバドミントンの全国大会でお世話になりました。帰りに出雲大社や
灯台にのぼったこと、とてもなつかしく思います。また、いつか訪問できればと思っています。

千葉県 50代
いつか出雲大社に詣でたい。男性の既婚者なので縁結びというわけではないが、太古の神話の世界を見た
い。

東京都 30代
遠く離れて暮らしていますが、いつも出雲の風景を思い出しています。少なくて申し訳ないですが、少し
でもお役に立てれば幸いです。

東京都 30代 妻の出身地で、何度か訪れていますが、第2の故郷です。

東京都 50代
自然が多く残る良いところだと感じました。忙しく出雲大社だけ寄って宍道湖等も寄れなく残念でした。
また、いつか行けたらと思います。出雲駅伝を見ながら楽しんでます。

東京都 40代 是非近いうちに訪れます。

千葉県 60代 大社また行きます

東京都 50代
東京の浜松町でのイベントで、確か平成13年頃。ぜんざい（甘い小豆の）は、出雲が、発祥の地だと、初
めて知りました。嬉しかったです。神様に抱かれた、出雲から、日本と、世界と、地球と、宇宙と、すべ
てのものに幸せが、降り注ぎますように。平成27年に、出雲旅行いたします。とても楽しみです。

大阪府 40代 福祉の充実を期待しています。

岡山県 30代
両親が出雲市に住んでいますが、私は県外に住んでいるため、例えば介護が必要となった場合でも、なか
なか面倒を見るのが難しい状況です。寄付をすることによって、出雲市の福祉制度が少しでも充実すれば
幸いです。

愛媛県 40代 老人、子供支援をおねがいします。

東京都 50代 歴史ある地の文化などきちんと次世代に残してください

神奈川県 40代 学生時代長距離をしていましたので、出雲駅伝を応援しています。

大阪府 50代
出雲市へは行ったことがないので、是非一度訪れたいと思っております。今後の出雲市の発展をお祈りい
たしております。

静岡県 40代
７年前位に観光でお邪魔させていただきました。そろそろ落ち着いて観光できそうなのでまた訪問したい
と思っています。

千葉県 30代
いつか出雲大社へ行ってみたいと、中学の頃から憧れていました。子どもが大きくなったら家族で行きた
いと思ってます。

東京都 50代
いつも出雲駅伝を見ています。今年は残念でした。妻が山口市出身ですので、中国地方には愛着がありま
す。来年も出雲市にふるさと納税したいと思いますので、よろしくお願いします。

福岡県 50代 バラエティー豊かな特産品、選ぶ楽しみです。

福井県 50代 今年も些少で恐縮ですが、お役立てください。

京都府 50代 数年前に旅行で訪れました。出雲大社が素晴らしく、近くで食べた出雲そばが美味しかったです。

東京都 40代 歴史のある出雲の雰囲気が大好きです

大阪府 40代 ふるさと納税を盛り上げよう。地方が活性化しますように!

福岡県 40代 活気ある出雲市でいてください。応援しております。
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神奈川県 40代 教育に使っていただければ幸いです。

神奈川県 50代
父が出雲市出身で、親戚も住んでいます。去年，家族で訪れましたが、出雲市駅前が綺麗になっていて驚
きました。とても風情のある街並みと心優しい人たちの街であってほしいと願っています。未来の宝であ
る、子どもたちにお使いいただければ幸いです。

東京都 30代
気持ちばかりではございますが子供達の未来への発展にお使いいただければ幸いです。これからも益々の
ご発展を心よりお祈り申しあげます。

愛知県 40代 子ども達の教育に少しでもお役に立てられれば嬉しいです。よろしくお願いします。

愛知県 50代 できれば、子育て支援に使っていただきたい

三重県 50代 少子化と若者の流出を食い止めて。

神奈川県 40代 地方創生！ これからは地方が栄えていく時代です。 頑張ってください！

東京都 20代以下 地方創生頑張りましょう！！

広島県 30代
最近の出雲ブームはすごいです。広島からも近く、いい所がたくさんあり、大好きな場所です。伝統や文
化が細ることなく継承されるよう願っています。人材の育成は大変かと思いますが、教育こそ未来を創る
と考え、わずかですが教育に、寄付をいたします。

東京都 30代 働く女性の助けになる施策に使ってほしいです。

東京都 50代 がんばってください

東京都 50代 家族が島根県に住んでいます。応援します。

東京都 30代 頑張って！

東京都 40代 頑張ってください。

京都府 40代 頑張ってください。

東京都 40代 頑張ってください。応援します。

神奈川県 30代 頑張れ、出雲市

東京都 40代 若い世代にとっても魅力的な市への発展をお祈りしております。頑張ってください！

東京都 40代 今年も寄付させていただきます。出雲の発展を祈っております。

大阪府 20代以下 出雲市がこれからも多くの人に愛されるようにがんばってください。

東京都 40代 出雲市のご発展を心より応援しております。 いつか尋ねてみたいと思います。

兵庫県 50代 神戸から応援しています。

大阪府 40代 特産品、楽しみにしてます。頑張って下さい。

兵庫県 30代 ありがとうございます！地方の活性化が日本を元気にするはず。

東京都 50代 いつか、是非、家族で訪れたいと思っています。

大阪府 50代 これからも良い街造りをお願いします。

東京都 30代 よろしくお願いします。

神奈川県 40代 仕事やプライベートで何度か出雲市に行きました。ますますいい街にしてください。

静岡県 40代 子どもたちの未来のために、わずかばかりですが寄付させて頂きます。お役立てください。
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東京都 30代
出雲と言えば出雲大社。３０年位前に広島に住んでいた時に家族旅行で行ったきりです。そのうち家族を
連れて参拝に行きたいです。

東京都 50代 初めて寄附します。今後も続けていければよいなと思っています。

茨城県 20代以下
少しでも地域の方々のためにお役に立てれば幸いです。いちじくが大好きなので、届くのを楽しみにして
います。皆様よいお年をお迎えください☆彡

東京都 40代 祖母の家が近くにあるので、何度も訪問しています。また行きたいと思います。

神奈川県 50代 地元特産品のご紹介に頑張っておられると思いました。

神奈川県 40代 歴史的文化財を大切にしてください

福岡県 20代以下
夏に福岡から高速乗り放題プランを利用して観光に行きました。とても良いところでしたので、自然を守
りながらますます発展していってください。

東京都 60代
過去、知人から佐田味噌をいただき、とても美味しいと思いましたので、申し込みさせていただきまし
た。 出雲市の産業発展、自然環境維持など心から応援いたします。

島根県 60代 宍道湖の水生生物を扱った環境学習ために使ってください。

富山県 40代 住んだ事は無いが、一度行ってみたいと夫婦で思っています。

茨城県 60代 出雲にはいずも行きたいと思っています

沖縄県 40代 出雲市の、お役に少しでもなるなら嬉しいです。よろしくお願いします。

大阪府 40代 田舎が島根県安来なので、今度足を延ばして行ってみたいと思います。

東京都 40代 11月に観光で出雲市に来ました。とても素敵な景色でしたので、環境の為に使っていただきたいです。

北海道 50代 5月に出雲大社に行きました。

栃木県 30代 これからも安心、安全な日本、自然豊かな美しい日本を作り続けてください。

大阪府 30代 一度　訪ねてみたいです。日本のふる里であり　歴史の街としてのつながりを感じます。

東京都 40代 家族でシジミ大好きです。先日子供がヤマタノオロチを勉強していたのを思い出し、ご縁を感じました。

千葉県 30代 応援しています！

東京都 40代 市のさらなるご発展をお祈りいたしております。

愛知県 30代 これからも良いものを残してください。

大阪府 40代 何度も訪問させていただいています。これからも歴史的な街づくりに期待しています。

埼玉県 50代 出雲大社の荘厳なたたずまいがこれからも維持されることを願います。

静岡県 60代
2年前に甥の結婚式に出席のため出雲市に初めて行きました。去年は出雲大社の新しくなった神殿を見学し
に行くことができ、とても感激いたしました。環境の良さをいつまでも残して、新しい街づくりに取り組
んでいってください。

愛知県 50代 都会化されないで自然を大切にし続けてください。

神奈川県 60代 地方創生に少しでも貢献したいと思います。

神奈川県 50代 出雲市の地域活性化を応援します。

神奈川県 40代 少しでも地域活性に協力できたらと思います。

兵庫県 50代 地域活性化のために役立ててください。

栃木県 50代
「神話のまち」出雲市。今年は皇室との結びつきが深まり、喜ばしいことでした。子育てが落ち着いたら
一度お邪魔してみたい。益々のご発展を期待します。
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広島県 60代
以前島根県に住んでいて、とても良いところでした。今年の夏に久しぶりに出雲大社を訪れ、懐かしく和
牛、ワインをいただきました。益々の町の発展を応援しています。

東京都 40代 貴自治体のますますの発展をお祈りします

宮城県 40代 一度お邪魔してみたいところなので遠方から応援しています。

東京都 50代 応援しています

新潟県 20代以下 「輝け～わが出雲～♪」 大好きな竹内まりやさんのふるさと出雲！ また再訪します！

福岡県 60代
１０月に出雲大社にお参りに行きました。 とても、気持ちのいい　清々しい気持ちになって帰りました。
これからも出雲市と　いいご縁がありますように。

東京都 30代 いつか行きたいです。

滋賀県 40代 お肉楽しみです

秋田県 40代 これまで訪れたことはないですが、今度是非旅行で行ってみたいです。

大阪府 50代 ご縁をありがとうございます。 お酒を楽しみにしています。

大阪府 30代 ぜひ、来年は出雲市へ旅行へ参ります！  島根県を2泊3日で、楽しめるプラン計画中です。

広島県 40代
とても魅力的なまちだと思います。時間がある時ぜひ訪れ、歴史文化遺産を見て、自然豊かな美味しいも
のを堪能したいです。

東京都 50代 ふるさと納税でご縁が出来て5年目になりました。 今後ともよろしくお願いします。

埼玉県 30代 ふるさと納税でご縁をいただきました。いつか訪れてみたいです。

愛知県 50代 まだ訪問したことが無く、いつか必ず訪れたいです！ 出雲の国にロマンを感じます！

東京都 40代 一度行って見たいと思う歴史的に魅力的な町です。

東京都 40代 一度出雲に行くのが夢です。 まずは食の方で体験します。

東京都 40代
学生時代に一度訪れたことがあります。自然がたくさんあってとても素敵なところでした。また出雲を満
喫できるとよいなぁと思っています。いつまでも素敵な街であり続けられるよう、大変微力ですが応援し
ています。

東京都 50代 僅かばかりですが、有効にお使いいただければ幸いです。

大阪府 40代 幸せがたくさんありそうな町に、ゆっくりと伺いたいですね。

大阪府 50代 今年の夏に出雲市に行き、平田でも楽しい思い出ができました。その記念とお礼の意味を込めて！

東京都 30代 今年旅行に行きお世話になりました。 感謝の気持ちを込めて寄付申しあげます。

埼玉県 70代以上 妻とゆっくりとした旅を計画していますが、日本のふるさととして 期待しています。

神奈川県 30代
昨年に続き、納税させていただきました。 なかなか行くことができませんが、ふるさと納税を通して、出
雲市を身近に感じています！

神奈川県 50代 昨年出雲旅行しました。いいところでした。

北海道 40代
札幌からは直行便がなく遠いので、出雲には数年前に一度行ったきりですが、大社へのお参りや博物館、
出雲そば、一畑電車など、すばらしい思い出です。また遠くないうちに訪れたいと思っています。

東京都 30代 山陰が大好きです。

大阪府 50代 出雲に11月行き、お世話になりました。

東京都 40代
出雲市にはまだ行ったことがないですが、一度は行ってみたいところです。魅力ある街づくりをがんばっ
てください。

東京都 50代 出雲大社にも行きました。また行ってみたいと思います。
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兵庫県 50代 小学校の頃訪れました｡

大阪府 60代 少額ですが、活用していただければ幸いです。

千葉県 40代 神話の国、出雲市の益々のご発展を心より祈念しております。

東京都 30代 弟夫婦が出雲市に住んでおります。山陰地方の中心としての充実・発展を期待します。

兵庫県 20代以下
島根大学で学び、出雲市にはとてもお世話になりました。 今は県外に引っ越しをしてしまったので、なに
か少しでも恩返しができればと思い、ふるさと納税をいたしました。なにかお役にたてれば幸いです。

東京都 40代
東京から遠いので松江にしか行ったことがありませんが、いつか出雲大社に行ってみたいと思っていま
す。 観光の取り組みがんばってください。

埼玉県 20代以下 日本のふるさとと思って応募しました。

東京都 50代 納税により出雲市に対してより親近感がわきました。応援しています

東京都 40代
母方の祖父母が住んでいた場所だったので特に思い入れがあります。はした金ですが、都民として利用さ
せて頂きました。どうぞよろしくお願いします。

神奈川県 40代 魅力的な特産品が豊富ですね。ぜひ訪れてみたいと思っています。心より応援しています。

京都府 40代 来年、観光で行く予定です。楽しみです。

東京都 30代
来年、姉が出雲大社で結婚式をするので寄付をさせていただきました。 出雲市の更なる飛躍に微力ながら
貢献できればと思います。

三重県 30代 旅行で訪れ素晴らしい地だと思っています。

兵庫県 50代 出雲大社が縁で、結婚致しました。 応援しています。

東京都 60代
初めての「ふるさと納税」を出雲市に選択しました。歴史や観光の振興に、ぜひ役立てて頂ければと思い
ます。まだ一度も伺ったことはありませんが、婚活苦戦中の娘達の縁結び願いに訪れてみたいです。今後
何かのプロモーション等で、貴市と繋がりが深まれば嬉しいですね。

埼玉県 30代
２年前に旅行で初めて訪れました。出雲大社へ行きましたが、残念ながら修繕工事で本殿は遠目で眺めた
だけでしたが、しっかり祈願できたのが今でも印象深いです。歴史文化の保存に使っていただけると幸い
です。また行ってみたいと思っています。

愛媛県 50代 以前、出雲大社に行って感動しました。ぜひ歴史遺産の保存に活用してください。

愛知県 20代以下 今年も寄付させていただきます。歴史文化資源の活用にご使用ください。

兵庫県 出雲の歴史と伝統を次代に伝えていきたいと思います。

奈良県 60代
出雲市の歴史文化の保存に役立ててください。娘が11月に出雲大社にお参りに行きました。ご利益があり
ますように・・・

東京都 40代
出雲大社に行き、その雰囲気に圧倒されたことを覚えています。歴史文化の保存に貢献できれば幸いで
す。

埼玉県 30代 出雲大社等歴史的なものをこれからも大切にしていってください。

京都府 50代 須佐神社　出雲神社には毎年いきます 出雲の歴史を守ってください

東京都 60代
先日、出雲大社に参拝いたしました。荘厳さに圧倒されました。しかし、維持管理に大変な努力をされて
いることをうかがいました。頑張って未来に伝えていって欲しいと思います。

東京都 40代 素晴らしい文化遺産を温存し後世に伝えると共に、世界へ発信してください！

神奈川県 60代 日本に二つと無い歴史を持つ「まち」としてのたたずまいを 末永く残していってください。

大阪府 40代 歴史と文化を守ってください。

東京都 40代 歴史のある出雲大社を永久に維持できるよう頑張ってください。

神奈川県 50代 歴史を大切に



都道府県 年齢 メ　ッ　セ　ー　ジ

東京都 50代
ヨーロッパの歴史文化財のように、出雲の歴史的文化財が末永く多くの人に身近にふれ感じてもらえる様
応援します。

東京都 30代 日本の誇る遺産を後世に伝えるために頑張ってください。

神奈川県 60代 出雲の伝統文化を護っていってください。

東京都 40代 まだ一度も訪れたことがありません。 観光に力を入れてくださればと思います

神奈川県 50代 一度は訪れたい出雲市です。 観光地発展に応援します。

東京都 40代
遠くても近く感じる出雲市！ 近いようで遠い出雲市！ もっと知りたい出雲市！ いつか行きたい出雲市！
地元の人達に愛されている場所や食べ物をもっと教えて欲しいです。

大阪府 40代 観光しやすいアクセスの整備をお願いします。

東京都 40代 これからも魅力ある出雲をみせてください。

東京都 30代 古代の話が好きです。話題を提供してください。

大阪府 40代
今年、訪問機会に恵まれました。その前後を含め、とても気持ちの良いすがすがしい時間を過ごせていま
す。ぜひ、もっと観光等における情報発信で訪問者が増加すればいいなと思っています。自身、再訪でき
る日を楽しみにしています。

神奈川県 60代
梅原猛先生の古代史を読んで以来、国譲り神話に関心を持って参りました。現天皇家に対抗する勢力がか
つて出雲に在ったという日本歴史のダイナミズムをもっと宣伝していただければと存じます。

宮崎県 30代 空港・駅・出雲大社の間のアクセスの改善を期待します。

愛知県 20代以下
今年の夏に出雲大社へ行きました。とてもよい街で、また行きたいと思っています。もう少し交通の便が
良くなったらと思います。

島根県 50代 過疎化が進まないように元気な出雲市であって欲しいです！

東京都 40代 寄付金を有効に利用してもらえればと思います。

神奈川県 50代
 平成の大遷宮、そして今年は皇族の方のお嫁入りもあり、 多くの方が出雲を注目していました。 古来の
伝統を粛々と受け継いでいかれる神秘の国、出雲市へいつかは訪れたいと思います。

宮城県 30代 いつか行ってみたい街です。

東京都 40代 この前出雲大社行きました！！

和歌山県 60代 ふるさと振興頑張って下さい。一度ゆっくりお伺いしたいです。

東京都 30代 まだいったことないですが、来年は是非出雲大社に行きたいです。

東京都 40代 まだ行った事が無いので、観光目的でいつか行きたいです。

東京都 30代 まだ訪れた事はありませんが、近々行ってみたいと考えています。

東京都 30代 以前、出雲大社にお伺いしました。 またいつか、参拝させていただける日を楽しみにしております。

大阪府 30代 一昨年、旅行で出雲市に行きました。 歴史あり、食べ物もおいしく、とても良かったです。

茨城県 40代 一度訪れてみたいと思っています。

長崎県 70代以上 牡丹の苗木が欲しかったですね

岡山県 40代 家族で観光したいです。

静岡県 70代以上
古き日本の雰囲気を保っている出雲は心のふるさとのような気がします。出雲をまた訪ねてみたいと思っ
ています。ふるさと納税のお礼の品もずいぶん内容が豊かでさすがだと思います。

東京都 60代
古代史における出雲国の未知の部分に魅力を感じます。どういう訳か日御碕神社にまつわると思われる書
状のようなものが拙宅にあり、出雲に親近感があります。

神奈川県 60代 今年、出雲大社に旅行に行ってお世話になりました。



都道府県 年齢 メ　ッ　セ　ー　ジ

山梨県 60代
今年１１月に島根を旅行させていただき、食事もホテルも最高で素晴らしい旅行となりましたので、初め
てのふるさと納税を出雲にしてみることにいたしました。

東京都 30代 今年お参りに伺いました またこのような縁をいただきありがとうございます

千葉県 20代以下
今年の２月に出雲の縁結び観光に行きました。 （住まいは千葉なので、出雲は観光だけで縁もゆかりもな
いのですが…）  出雲大社から始まった縁結びのパワースポットをたくさん巡り、その後素敵な人と出会
うことが出来ました。 少しでも出雲への恩返しとなれば幸いです。 ありがとうございました。

東京都 40代
今年の夏に出雲大社に行きました。車でしたので、日本酒が飲めずにホームページで見てとびつきまし
た。楽しみにしています。

東京都 60代 今年の秋、出雲に行ってきました。やはり出雲大社は特別な存在ですね。

大阪府 60代 昨年、初めて出雲に行きました。 タクシーのおじさんや皆さんに親切にしていただきました。

滋賀県 70代以上
昨年お送りいただいた天隠の大吟醸、純米セットを気に入りましたので、今年もお願いすることにしまし
た。

東京都 60代 昨年に引き続き、今年もお願い致しました。

群馬県 50代
出雲に行ってみたいと思いながらなかなかいけません。ふるさと納税をきっかけに身近に感じておりま
す。近いうちに行けたらうれしいです。

大阪府 30代 出雲の雰囲気が大好きです。 また機会があれば出かけてみたいと思います。

兵庫県 30代 出雲を旅してファンになりました。ささやかですがお役にたちますように。

愛知県 40代 出雲市は「日本のふるさと」として親しみがわきます。いつか数多くある遺跡めぐりをしてみたいです。

東京都 40代 出雲市へ３～４回訪れています。（仕事＆観光）

三重県 50代 出雲大社が、大好きです。昨年も納税しました。

大阪府 40代 出雲大社にまた行きたいです

東京都 40代 出雲大社に何度かお参りしています。出雲が大好きです。

広島県 50代
出雲大社に何度か訪れたことがあります。 ラピタでお肉やそばを購入しました。 身近に感じたので今回
申し込みました。

神奈川県 50代 出雲大社に行きました。いつまでも大切にしたいと思いました。

兵庫県 30代 出雲大社に訪れたことがあります。歴史的な街並みでとてもいい街だと思いました。

新潟県 20代以下 出雲大社好きです。また行きます。

東京都 40代 出雲大社大好きです

宮城県 70代以上
数年前、妻と出雲大社にお参りして感動しました。その妻が今年他界しましたので、思い出と一緒に納税
します。

栃木県 60代 定年になったので初めての訪問を楽しみにしています

神奈川県 40代 定年後、移住したい

兵庫県 50代 島根は2年連続でお伺いしています。 来年も温泉へ行きたいと思います。

東京都 60代

東京在住ですが、本年１１月下旬に出雲大社を中心に旅行させて頂きました。見どころもたくさんあり、
自然の風景も素晴らしい所で充実した時間でした。とはいえ、島根県全体に言えることだと思いますが、
観光的にはまだまだ整備の余地があると思います。少額の寄付で申し訳ないのですが、感謝の意味も含め
て寄附させて頂きます。よろしくお願いします。

東京都 60代 日本のルーツとして、関心深く２度ほど訪れました。又伺いたいと思います。

兵庫県 40代 母の生まれが島根県なので、寄付することにしました。

沖縄県 20代以下 友人が出雲市出身で申し込みました。
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愛知県 30代 旅行で行きたいです。

兵庫県 30代 12月に出雲大社に参拝に行きました。神在祭にとても感動しました。 何かのお役に立ちますように。

埼玉県 50代 ささやかですが、お役立ていただければ幸いです。

東京都 40代
すでに実施されているかもしれませんが、実際どう使われたのかが何らかの形でわかるとよいなと思いま
す。出雲は妻の実家があり、年に１度は訪れています。私の第二のふるさとでもあります。

東京都 70代以上 姪が出雲市に住んでいます。

北海道 40代 遠くから出雲の街を応援しています。

北海道 60代 がんばれ出雲」

福岡県 20代以下 頑張ってください。

東京都 30代 頑張ろう！出雲市の皆さん

兵庫県 50代 古き日本を知ってもらう市として、頑張ってください。

埼玉県 50代 埼玉県から応援します。

香川県 40代 幼児期を出雲で過ごしました。頑張ってください！！

大阪府 70代以上
お手数をおかけします。小額ですが、ほんの少しのお役に立てれば幸いです。来る羊年、出雲市のますま
すのご発展を祈念しています。

東京都 昨年に引き続き　寄付させていただきました。益々の発展を祈念いたします。

神奈川県 30代 出雲のご発展を、心よりお祈りしています。ほんのささやかですが、寄附させていただきます。

神奈川県 40代
出雲市には毎年訪れています。 歴史文化の魅力にあふれていると思いますので、益々のご発展をお祈り申
しあげます。

埼玉県 70代以上 出雲市の発展を祈念しております。島根県出身者です。

広島県 20代以下
母親の地元の関係から島根県には幼き頃よりお世話になっておりました。出雲大社を始めとした日本歴史
文化のけん引役として、今後の発展を祈念しております。

千葉県 30代 歴史、文化遺産の保全に役立ててください。

東京都 50代 特産品の充実を期待しています。

埼玉県 70代以上
歴史と文化と環境を今後も大事にしてください。 毎年１回観光で訪問していますが、何時まで続けられる
か？

愛媛県 40代 綺麗な街なので、このままでいてください。

岡山県 60代 住みよい街づくりを期待しています

富山県 30代
神奈川在住時、飛行機で何回も出雲の町、松江を訪れています。 自然がいっぱいで優しい町です。癒しス
ポットです。 今は、富山になり、なかなかいけないですが、また、時間を 作って、訪れたいと思ってい
ます。

北海道 50代
私事ではありますが、年末から帰省していた息子から結婚報告があり、大変すばらしい新年を迎えること
となりました。よいご縁に恵まれました今年最初のふるさと納税には、出雲大社のある出雲市をと選ばせ
ていただきました。これからも出雲市の発展をお祈りしております。

東京都 60代 地方都市が元気になりますように。

東京都 60代 必ず行きます出雲大社！

東京都 30代 応援しています。

大阪府 30代 以前　島根県に住んでいたので、申込みをしました。 また出雲に遊びに行きたいです。
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山口県 60代 地方再生に期待してます。

秋田県 60代 寄附のきっかけは、50年前島根県からの研修医の方との出会いです。

神奈川県 40代 地方から元気になってください

千葉県 40代
出雲市の発展に少しでもお役に立てると嬉しいです。 千葉からは遠くなかなか行く機会がないのですが、
是非今後特産品に「出雲大社グッツ（お守り・絵馬等）」を加えて頂けると嬉しいです。毎年欲しがる方
も多いのでは・・・。  貴市の今後ますますの発展をお祈り申し上げます。

神奈川県 40代 こんにちは。 島根県には行ったことがありません。 寄付を役立てていただけるとありがたいです。

神奈川県 40代
先日出雲市に伺い、歴史や文化の保存に力を入れているだけでなく、それらを積極的に次世代につないで
いこうという気概を感じました。 些少ですが、お役にたてば幸いです。

大阪府 30代 世界に誇ることのできる出雲大社を末永く現存保存できるように頑張ってください。

神奈川県 出雲市のご発展を祈念いたします

埼玉県 20代以下まだ行ったことはないですが、出雲大社にいつか行ってみたいです！ 応援しております！

東京都 50代 少額ですが、お役に立てれば幸いです。

東京都 ささやかですが、お役立ていただければと思います。

東京都 70代以上貴市の一層の発展を祈念いたします。

神奈川県 40代
出雲大社をはじめとした神社関連について、日本の子どもの教育に使っていただければ 大変幸いに思いま
す。 （子ども向け絵本の制作など。特に、幼児向け）

埼玉県 30代 出雲の魅力に魅了されました。

東京都 40代 出雲大社をはじめ、多くの神社・仏閣の保存に役立ててください。

東京都 50代 島根大学の先生にお世話になりました。 出雲、応援しています。

京都府 40代 家族みんなで１度訪れたい場所です。  頑張ってください。

東京都 30代 3児の母として、教育分野にもさらに力を入れていただきたく、そちらに寄付いたします。

埼玉県 20代以下より良い町づくりに利用して頂ければ幸いです。

新潟県 40代 以前、出雲市に訪問したことがあります。 機会があればまた訪問したいです。

東京都 50代 干し芋が好きで申し込みました。

大阪府 60代 出雲市の出身です。 これからも、出雲市を応援したいと思っています。 頑張って下さい。

東京都 30代 いい魚、期待してます。

千葉県 40代 出雲市とご縁ができてうれしく思ってます。これからも応援しています。

大阪府 40代 市のお役に立てていただけると幸いです。 ありがとうございました。

京都府 60代 妻が出雲市出身です。

広島県 40代
出雲大社に、二年ぐらい前にお詣りしました。宍道湖も、とても感動いたしました。次は、温泉巡りして
みたいと思います。

東京都 70代以上出雲ガンバレ

京都府 30代 出雲大社などの保護や保存に使ってください。

愛知県 60代 出雲市の発展を陰ながら応援いたします。
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岐阜県 30代 魅力ある町づくりを応援しています

愛知県 60代 名古屋から出雲空港への定期便が就航することになりましたので、是非訪れたいと思っています。

栃木県 50代 特産品の種類が多岐に渡るなど関係者様の奮闘ぶりには感心しています。引き続き頑張ってください。

東京都 50代 古事記のふるさと。何度訪れても魅力的な「ふるさと」づくりを応援致します。

宮城県 50代 高校を卒業するまでの18年間、出雲市民でした。ささやかながら、その間の御礼の代わりです。

滋賀県 40代 一度は観光で訪れたい地です。日本らしさがあふれている街であってほしいと思っています。

山形県 20代以下今度出雲大社行きたいです！これを機にご縁があればうれしいです。

千葉県 60代 一度は行きたい出雲です。

愛知県 40代 特産品に惹かれました。楽しみにしています。日本人として出雲大社は訪れたい場所で憧れています。

福岡県 40代
大学は山陰だったため、出雲大社や日御碕にはよく出かけていました。 素晴らしい景観の保全を期待して
います。

鹿児島県
１年前出雲大社を参拝し、縁あって仕事場に定着しました。安定したら寄附をさせていただきたいと思っ
ていました。ありがとうございました。いずれまた出雲大社を観光したいと思います。

東京都 40代 ふるさと納税を通じて、自分の故郷に少しでも貢献できればと考えております。

埼玉県 60代 親切なＴＥＬ対応ありがとうございました。

東京都 40代 子どもの頃、旅行で訪れた出雲大社に いつか、子ども達と一緒に訪れてみたいです。

岡山県 60代 役立ててください。

東京都 50代 これからも魅力ある観光都市であり続けてください。

千葉県 60代 お参りに行きます。

東京都 50代 すばらしい歴史と自然を受け継いでいってくださるようお願いします。

埼玉県 30代
いつか子供も連れてまた出雲に伺いたいと考えています。素敵な街づくりに取り組んでください。応援し
ています。

宮城県 60代 出雲市のご発展を期待しています。

群馬県 30代 発展のために有効にお使いください。

静岡県 50代 地域の活性化を応援します。よろしくお願いします

東京都 30代 出雲市はおいしいものがたくさんあるので、毎年応援します。

埼玉県 40代 いつか出雲大社を訪れてみたいです

東京都 30代 認知度があがるよう、出雲市のアピールの仕方をもっと良くしてください

熊本県 30代 学生時代に何度か訪れました。自然が多くとても魅力的な街だと感じました。

神奈川県 50代 テレビ番組で十六島のりを見ました。出雲市に地場産業をがんばってもらいたいです。

愛知県 50代 はじめてのふるさと寄附です。本当の産地直送を楽しみにしています。

奈良県 60代 民芸品生産頑張って。

東京都 30代
今まで縁がなかった出雲市。 ふるさと納税のお雛様をみて娘にあげたくて初めてこの制度を利用します。
わずかなお金ですが、将来を担う子ども達に使ってください。 縁ができたので家族でいつか訪れたいと思
います。
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愛知県 40代 以前仕事で訪れました。

福井県 20代以下
最近は全国版のテレビや雑誌でも出雲の名前を目にする機会が増えました。 県全体が活性化していくよ
う、島根出身として応援しています。

東京都 60代 島根に４年間住んでいました。

兵庫県 30代 世代間格差の是正に少しでもなれば

北海道 30代 時間に余裕ができたら訪れたい場所の一つ。頑張ってほしい

神奈川県 60代 歴史と自然が魅力の出雲市がいつまでも暮らしやすい街でありますようにお願いします。

東京都 30代
市のお役に立てていただければ幸いです。ワインも楽しみにしています。また機会があれば出雲市へ訪問
させていただきます。

東京都 30代 出雲大社いつか行きたいです

大阪府 40代
出雲大社は国の宝だと思います。 文化とともに未来の子供たちにも伝えて守っていって 欲しいと思いま
す。

東京都 50代 素敵な町にしてください

奈良県 40代
私の両親が島根に昔住んでいたそうです。奈良と同じ歴史のある町を大切にして下さい。応援していま
す。

東京都 50代 先日出雲大社を訪問しました。それがきっかけで今回申し込みました。

埼玉県 60代 次代を担う人財を育成しください。

福岡県 60代 雲南市の出身で出雲は大変身近な所です

滋賀県 40代
学生時代を山陰で過ごしました。滋賀に帰ってからも、あのころの思い出は忘れがたく、ぜひこの地域を
応援させていただきたいと思いました。

大阪府 40代 引き続き、貴重な歴史遺産を大切にしてください。

静岡県 40代
一昨年出雲大社にいったが、またいってみたい。いいところだから、泊まりで、いろんなところにいって
みたい。

福岡県 30代 いつかそばを食べに行きたいです

兵庫県 20代以下魅力ある街づくりを遠方から願っております。

山形県 40代 一昨年、壮年ソフトボール全国大会でお世話になりました。 そのご縁で、ご協力できればと思いました。

滋賀県 40代 出雲を盛りあげましょう

東京都 30代 歴史と自然を生かした街づくりを期待しています。

東京都 40代 ＴＰＰ問題、農家の後継ぎ問題、国内の食料自給問題に取り組んでいただければありがたいです。

島根県 30代
松江市に住んでいます。仕事で出雲市に行ったり、子どもの習い事で出雲市に行ったり、身近でお世話に
なっているので、利用させていただきました。

福島県 60代 いつまでも美しい出雲を保ってください。

千葉県 60代 出雲市を応援しています。頑張ってください。

福岡県 60代

故郷居住は中学卒業までですが、幾つになっても気になります。今は過疎化が激しいようですが、自分の
故郷が未来永劫に残り、居住する人たちが健康で幸せに過ごされることを祈っております。（高校は松江
で下宿し、社会人になってからは転勤で全国を回りましたが、島根県勤務はなく、一昨年（定年後）49年
ぶりに生まれ故郷を回ってみました。）関係の皆様のご多幸と故郷出雲市の益々の発展を祈念しておりま
す。

神奈川県 50代 少額で申し訳ございません。
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東京都 50代
出雲市に主人の実家があり、江戸っ子の私の故郷ができて本当に嬉しく、毎年夏に帰省していろいろと楽
しませていただいています。 日本の良いところがいっぱいある出雲地方が大好きです。 これからも美し
さを残していって欲しいと心から願っています。

福岡県 40代 今後も豊かな自然と安全・安心で美味しい農産物の生産を維持していただきたい。

北海道 50代 もう一度行ってみたいところです

神奈川県 40代 出張でよく伺っております。更なる地方自治の充実をお願いします

大阪府 50代 古代史が好きで、出雲も好きです。文化の素敵な街をお願いします。

東京都 50代 歴史ある地域をどうぞ大切に守ってください。

東京都 30代 母と何度か旅行で行っています。 食べ物もおいしいし、東京からは少し遠いですが 大好きな場所です。

埼玉県 40代 子どものころから出西が大好きです。ふるさと納税の中にあったのでうれしくなりました。

東京都 30代 がんばってください

神奈川県 30代 出雲市の発展を期待しています。いつか機会があれば訪れたいと思っています。

埼玉県 30代 出雲市に旅行にも行きたいと思います。

静岡県 40代
仕事で年に一度訪問しています。歴史を随所に感じられる街並みをいつまでも維持して欲しいと思いま
す。

島根県 70代以上出雲市出身なので応援しています。

埼玉県 40代 今後も地域復興頑張ってください。

神奈川県 40代 神話の里としてあこがれています。 がんばってください！

京都府 30代
妻の実家が出雲です。妻は出雲が大好きで、京都に住んでいても出雲の話をよくします。 これからも出雲
市の益々の発展とご多幸を祈念しております。

大阪府 70代以上戦時中集団疎開で旧神門村で世話になりました。

大阪府 50代
独身時代に出雲大社へ行きました。わたしが結婚できたのは まさに「縁結び」の神様のおかげだと思って
います。 これからも人と人との縁結びを広げて行く活動をしてください。

大阪府 30代 がんばってください。

愛媛県 60代 出雲市には何回か行ったことがあります 素敵な町だと思います

東京都 40代 ３年前に出雲大社にお参りさせて頂きました！

千葉県 60代 きれいなところでした　いつまでも

東京都 40代 発展を期待します！

神奈川県 30代 頑張れーヽ(・∀・)ノ

新潟県 50代 出雲大社に参拝したいです。

東京都 50代 父親の出身地で子どもの頃よく遊びに行きました。

東京都 40代
数年前に仕事で1カ月程滞在しました。観光に力を入れているのがわかる一方で、駅近くのシャッター街が
気になりました。 寄付を是非有効利用してください。

福井県 60代
最近は少し足が遠のいていますが、県内新聞のネット記事などで何時も出雲市の状況を気にかけていま
す。  ゆっくりでも確実な発展を期待しています。

福島県 50代 地方自治体が元気になります様に。応援しています。

大分県 50代 出雲市の発展を願っております。
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東京都 40代 頑張ってください！

東京都 50代 初めて寄付します。娘が旅行に行って良縁に巡り合えました。ありがとうございました。

兵庫県 40代 以前行ったことがあります。 ほのぼのとして、懐かしい感じのする町でした。

大阪府 40代

父も母も出雲市出身です。親戚は皆、地元に残っており、父母とも年を取り田舎に帰りたそうにしていま
す。ですが、田舎も若い子ども達は田舎を出ており老々介護をしている親戚も多くなっているのが現状で
す。出雲大社の賑わいは嬉しい限りですが、田舎の現状も把握していただき年をとっても安心して暮らせ
る対策をお願いします。

大阪府 60代
やはり堂々とした出雲大社のイメージが強いです。旧国鉄大社線の大社駅は往時を偲ばせる堂々とした風
格を備え、私は非常に気に入っております

大阪府 20代以下また出雲大社へお参りしたいと思っています。

神奈川県 30代 いつか行ってみたいです。

大分県 50代 "初めての寄付です。 宜しくお願い致します。"

神奈川県 30代
現在、川崎市に居住しておりますが、父親の実家が出雲市にあり、また、私自身も出雲大社で結婚式を挙
げさせて頂いた事から、出雲市の文化や歴史を敬愛しております。ぜひ、寄付をそれらの新興に役立てて
頂ければと存じます。

東京都 50代 いつか旅行で行ってみたいです。

東京都 50代 いつかはサンライズ出雲で訪れたい。

愛知県 30代 美しい街づくり頑張ってください！

東京都 60代 いつも応援しています。

東京都 40代
小泉八雲と出雲大社が好きで、訪れたことがあります。是非また行きたいと思います。昨年に引き続き、
今年も納税させていただきます。素敵な街にしてください。

千葉県 60代 出雲市と言えば、出雲大社や須佐神社などがあり、出雲そばは美味しくて、また訪れたい所です。

東京都 50代 出雲市を応援しています。頑張ってください。


