
都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ

福島県 60代 去年の寄付の返礼が美味しく今年も寄付することにしました。

東京都 30代  頑張ってください。

埼玉県 60代 環境を保持して、美しい日本を体現して頂きたい。 旅行するのを楽しみにしています。

京都府 60代 京都から応援します。 頑張ってください。

北海道 40代 出雲市には、いつか行ってみたいと思っています。 応援しています。

東京都 西浜いも、とても美味しかったです。 今年もありがとうございます。

埼玉県 40代
（市のイメージではないですが）過疎化の先進県であると同時に，住民主導による地域活性化の先進県というイメージです。 （中央主導でない）地方主導による「真の地方創生」の取組
を期待しています。

福岡県 40代 10月の大学駅伝は毎年の楽しみです。是非続けて下さい。

兵庫県 50代 15年前に家族旅行で訪れました。子ども達も成長し、夫は２年前に亡くなりましたが、美しい街並みで楽しかった事、今でも忘れられません。思い出いっぱいです。

神奈川県 30代 １度行ってみたい場所です。環境保全頑張ってください！

神奈川県 50代 1度旅行で行きました。 また行ってみたいと思っています。

三重県 70代以上 2回目のリピターです

東京都 60代 2年間、単身赴任で島根県内で過ごしました。とても住みやすい地です。大変気にっています。再度、訪問したいです。環境の良さを、大切に後世に伝えていただきたいです。

静岡県 50代 2年前に出雲を旅行しました。とても良い思い出となりました。

兵庫県 40代 7月に島根県へ旅行に行く予定です。  その時には出雲へも寄りたいと思ってます。

徳島県 50代 いつか、足を運びたいと思います。

愛知県 50代 いつか、夫婦で行きたいと話しています。

愛知県 40代 いつかおとずれたい出雲大社のあるあこがれの街です。 頑張ってください。

埼玉県 60代 いつかは行ってみたい憧れの町です。日本神話が大好きでしたので、その気持ちはこの年になってつのるばかり。どうか、私が訪れることができたとき、期待どおりでありますように。

北海道 30代 いつか行ってみたいです。

秋田県 40代 いつか行ってみたいです。

東京都 40代 いつか出雲に行きたいと思っています。

千葉県 50代 いつか神々のおわします出雲に行きたいと思っております。

東京都 40代 いろいろな特産品がそろっているのに驚きました。友人からすすめられ、干しいもがおいしいということなので、期待しています。

東京都 20代以下 おいしそうなマスカットを見つけ、一番に申し込みました。 地域活性に役立てて頂ければと思います。

埼玉県 60代 お役立てくださいませ。

茨城県 40代 ガンバれ出雲

神奈川県 40代 ここ何年か継続しています。 デラウェアは是非続けてください。

神奈川県 50代 この間旅行に行きました。すてきなところですね。今度母を連れて行こうと思っています

東京都 30代 これからも頑張って下さい

大阪府 40代 これからも頑張って下さい。

愛知県 40代 これからも素敵な町でありますように。

兵庫県 60代 これをきっかけにぜひ観光に訪れたいと思います。

東京都 50代 シジミは出雲にとって重要な自然の恵みです。どうぞ，宍道湖の環境をお守り頂いて，末永くシジミという恵みが得られるよう期待します。

三重県 30代 すっごい過疎と聞いたので協力できたらと思いました

群馬県 50代 すばらしいふるさとでありますよう、自然環境を大切に次の世代に伝えていただきますようお願い申し上げます。

東京都 30代 ぜひ今度は旅行で訪れてみたいです！

埼玉県 60代 ぜひ旅行で行ってみたい所なので、自然環境の保護によろしくお願いします。

福岡県 70代以上 その昔、出雲大社の社務所に、スキーのとき、泊まっていました。  お金がない、学生時代でした。介護から、解放されたら  また行きたいです。

千葉県 60代 はじめてふるさと納税します。 今年、定年退職しましたので、そちらへも足を運びたいと思っています。

福岡県 30代 ふるさと納税が町の活性化になれば幸いです。

愛知県 30代 ふるさと納税を今年から始めました。頑張ってください。お酒も楽しみにしています。

東京都 40代 また今度伺います。

神奈川県 50代 まだ訪れたことがないので、いつか行ってみたい憧れの土地です。 環境豊かに、歴史遺産を未来へ向けて維持していってください。 応援しています。

奈良県 50代 また訪問させていただきたいです。

北海道 40代 わずかな金額ではありますが、不幸な犬猫を無くすような事業に使って下さい。

千葉県 60代
以前、関西に住んでいたときはなじみのあったしじみ ですが、関東に住むようになって食べる機会があまり なくなりました。 懐かしく申し込みました。 これからも安全な食材を提供してく
ださい。

大阪府 40代 以前に約12年間、出雲市に住んでいました。今後も頑張ってください。

東京都 30代 以前に旅行させていただいた縁で申込させていただきました。 どうぞよろしくお願い致します。

三重県 60代 以前出雲大社に行ったことがありますが，その周辺も伊勢神社のおかげ横町のようにすればよいのにと思いました。

東京都 30代 移住相談会のようなイベントでふるさと納税を知りました。将来、島根県への移住を考えており、総合的な移住者支援（家、仕事、助成金等）が推進されることを期待しています。

和歌山県 40代 一度、旅行で行ってみたいです。

岐阜県 50代 一度家族で出雲大社等、出雲に旅行したいと思っています。

神奈川県 50代 一度行きたいと思っていますが、なかなか機会がなくて。 いける時を楽しみに柿を頂きたいと思います。

大阪府 30代 一度訪れたい市です。

愛媛県 60代 益々のご発展を祈ってます。

岩手県 30代 遠方に住んでいますが、今度観光してみたくなりました。家族で行こうと思います。

東京都 40代 応援しています

東京都 40代 応援しています

神奈川県 30代 応援しています

秋田県 60代 応援しています！

愛知県 40代 何度か島根県に旅行をしました 自然豊かな良い環境を残してくれるよう お願いしたいと思います

大阪府 40代 活性化を応援してます。

奈良県 50代 環境の保全にお役立て下さい。

三重県 40代 環境を大切にしてほしいのでわずかな寄付金ではありますが足しになればと思っております。島根は行ったことがないのてすが機会あればいきたいと思っています。

京都府 50代 環境分野の充実にご利用ください。

神奈川県 40代 頑張ってください

石川県 30代 頑張ってください

神奈川県 40代 頑張ってください。

広島県 30代 頑張ってください。

大阪府 30代 頑張ってください。食が非常に魅力的でした。

東京都 50代 頑張って下さい。

東京都 60代 頑張れ！！

北海道 40代 寄付をきっかけに一度訪れてみたい地になりました。  出雲市のさらなるご発展をお祈り申し上げます。

埼玉県 30代 寄付金の有効利用をお願いします

東京都 去年も同じものをいただきました。 とても美味しかったので、今年もよろしくお願いいたします。 いつまでもこんなにも美味しいものが収穫できる場所でありますように。

大阪府 40代 去年仕事がてら、出雲大社に行ってから結婚、子宝に、恵まれ、先日　再度　観光でお礼参りしました。

神奈川県 30代 近いうちに出雲大社に旅行でお邪魔したいと思っています! 応援しています。

神奈川県 40代
結婚前に家族で訪れました。そして翌年今の妻と知り合い、新婚旅行で御礼参りをさせていただきました。素敵なご縁を頂いたことに感謝しております。出雲の風土、歴史にとても興味
があります。これからも出雲の大切な自然の美しさを残していってほしいと願います。

東京都 50代 故郷を離れて３０年以上経ちますが、あの頃の思い出を今でも懐かしく思い出します。小額ですが役に立てて頂ければ幸甚です。

高知県 60代 御市の益々の発展を祈っております。

神奈川県 30代 今回のふるさと納税が、出雲市の環境保全に役立てられることを期待しております。

平成２７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２７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。
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奈良県 40代 今回のふるさと納税はより出雲をしるきっかけとなりました。

愛知県 50代 今年、出雲大社⇒松江に行きました。 また、行きたいと思います。

北海道 40代
今年で40歳になります。たまたま本屋さんでふるさと納税のことを知りました。記念すべき初めての寄付です！シャインマスカットは去年はじめて頂きましたが、あまりの美味しさに感動し
ました★とても楽しみにしています！

兵庫県 30代
妻の実家が出雲市にあり、何度も足を運んでいます。すっかり出雲に魅了されています。 どんどん都会化していますが、出雲の自然豊かな環境も守りつつ、さらなる発展に役立てばと
思います。

大阪府 60代 昨年、息子の結婚祈願で出雲大社にお詣りしました。御利益により本年度結婚することが出来ました。お礼を込めてふるさと納税させて頂きます。有り難うございました。

大阪府 50代 昨年から出雲市に納税しています。お米おいしかった。

東京都 50代 昨年に引き続き応援しています

神奈川県 60代 昨年に続いて申込みます。出雲はいずれ訪れたい場所で、自然が豊かな地域であってほしいと思います。シャインマスカットも大変、楽しみです。

東京都 50代
昨年は当方の寄付に対して結構なお品をご送付いただき、ありがとうございました。今年で4回目になりますが、またふるさと納税させていただきます。出雲大社に参拝したいと思いつ
つ、いまだに島根県には足を踏み入れたことがありません。定年後には行ってみたいです。市民の皆様のご健勝を祈念いたしております。

鹿児島県 50代 昨年もふるさと納税させていただきました。 今年、出雲市総合政策部出雲ブランド室からパンフレットをいただき、今年もふるさと納税をしようと決心しました。 応援しています。

岐阜県 昨年良かったので、再度お願いします。

東京都 40代 山陰ブーム、応援しています！

東京都 30代 仕事の関係で短い間でしたが住んだことがあります。海がきれいで食べ物が美味しくて、皆さんとっても親切で・・。懐かしいです。

広島県 40代 仕事上、月に１度は出雲を訪問しています。 出雲が今以上に元気よく活力あふれる街となることを応援していますので、頑張ってください！

広島県 30代 子どもの頃から、家族親戚でよく出雲に出かけていました。 いつまでも良い意味で変わらない、思い出の場所であってほしいと思います。

福井県 60代 子供のころ、短期間ですが住んでいました。いつか一度訪れてみたいです。

神奈川県 市の発展をお祈りしております。

東京都 30代 自然を是非守って下さい。

東京都 50代 自然環境保護への取り組みをお願いします。

東京都 40代 自然保護に取り組んでください。是非一度訪れてみたいです。

愛知県 60代 自然保護等に役立てて下さい。

大阪府 50代 自然豊かな良い街にしてください

島根県 60代 宍道湖の環境教育ために使っていただきたい

島根県 30代 宍道湖の水産振興に使ってください。

大阪府 40代 秋に出雲に旅行に行きます。 出雲大社にお参りするのを楽しみにしています。 日本古来の文化遺産を大切に守って下さい。よろしくお願いします。

大阪府 50代 出雲さんの環境の少しでも、応援が出来ればと思います。

京都府 50代 出雲の食品等をよく利用しています。 これからも豊かな自然を守って安心な食材を提供して下さい。

東京都 30代 出雲マラソン見ています。 頑張ってください。

宮城県 60代 出雲市が安心、安全、幸せなように応援しています。

東京都 40代
出雲市が大好きで、何度か観光で訪れています。将来移住を考えたいと思うくらいです。叶うかどうかわかりませんが、いつまでも魅力的・神秘的な出雲市であって欲しいと思います。応
援しています。

東京都 40代 出雲市の環境、伝統を守っていってください。

愛知県 50代 出雲市の環境整備に使ってください。

神奈川県 30代 出雲市の環境保全に役立てていただきたいと思い、寄付をさせていただく次第です。

栃木県 40代 出雲市の発展を期待します

神奈川県 60代 出雲大好きだよ。

山口県 40代 出雲大社が荘厳で大好きな場所です。  今後も、神々の街のイメージを大事にしていってほしいと思います。

東京都 40代 出雲大社で結婚式を挙げて、今の生活の出発点となっています。あの時の、美しい風景が今でも忘れられません。これからも素晴らしい環境の保全を期待しています。

愛知県 20代以下 出雲大社にまた行けたらと思っています。出雲の良い雰囲気を守ってください。

愛知県 30代 出雲大社に行きたいです。

東京都 40代 出雲大社へまた行きたいです。美味しい柿を楽しみにしています。

大阪府 40代 出雲大社好きです。

東京都 40代 少しばかりですが、地域のお役に立てて下さい。

静岡県 40代 少額ですが、地域の活性化にお役に立てていただけたらうれしいです。

愛知県 60代 笑顔がすてきな街づくりを。

愛知県 30代 神々の集まる場所、文化だけではなく自然環境の保全にも繋がればと思います。

三重県 40代 神様が喜ばれるような環境を維持、継続してください。

東京都 50代 神話の国として頑張ってください。

広島県 50代 昔何年か住んでいました。

神奈川県 20代以下 先日、出雲大社へお参りに行きました。 タクシーの運転手さん、境内の警備員さんに親切にして頂きました。ありがとうございました。

東京都 40代 素敵な町にしてください

神奈川県 60代 多伎のいちじくがおいしく、毎年ふるさと納税でいただいています。

埼玉県 40代 大和しじみのファンです。貴重な資源をぜひ大事にしてください。よろしくお願いいたします。

群馬県 40代 地域の特色を生かし、まちづくりに頑張ってください。

神奈川県 30代 地方から環境への取り組みの積極的な発信を！

千葉県 60代 地方を応援したい。

島根県 40代 島根を盛り上げてください。

大阪府 60代 島根県邑南町の出身です。 島根県を応援します。

岐阜県 50代 特産品がたくさんあることを知りました。今年は何年かぶりにいづもに行きたいです。

埼玉県 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。

山口県 50代 尾道から高速道路が開通し出雲市が近くなったような気がします。 出雲大社にはいったことがあります。 これからのご繁栄をお祈りいたします。

東京都 50代 美しい自然を守って下さい。

宮城県 60代 美しい出雲市をどうか保って下さい。

大阪府 40代 美味しかったのでリピートします。友人が昨年よりそちらに住まいを移し、住みやすさを伺っている分、特産品だけでなく旅行でも足を伸ばそうと思っています。 頑張ってください！

福岡県 40代 毎年お世話になっております。 環境保全を応援したいと思っております。 引き続きよろしくお願いいたします。

大阪府 60代 娘の良縁がかなうように願いを込めて。

神奈川県 40代 有意義に使ってください。

兵庫県 旅行してみたいです。

千葉県 30代 旅行で行ったことがあり、また行きたいです。  頑張って出雲市を盛り上げてください。

千葉県 30代 旅行に行くのを楽しみにしています。

静岡県 40代 良いところは残していって欲しいです。

東京都 50代 良い自然環境を維持してください。

東京都 30代 綺麗な自然を守り続けてください！

愛知県 40代 　昨年にふるさと納税をさせて頂き、お礼の手紙が同封されており、その気配りに感動し今年も寄付させていただきことにしました。

三重県 30代 2013年に一年間、出雲市に住んでいました。 式年遷宮も終わりましたが、これから出雲市が 発展していくことを願っています。

大阪府 30代 一昨年も柿詰め合わせをいただきました。 とてもおいしかったです。 まだこどもが小さいため叶っていませんが、ぜひ出雲にうかがいたいと思います。

宮城県 70代以上
宮城県在住の者にとって、未知の土地でもあり、なにか神がかった土地のようで、一度は行ってみたいところです。  私は、干し芋が大好きで、昨年知人から、「ふるさと納税」で頂いた
「干し芋」を分けて頂き、大変おいしかったので、今回、私も申し込んでみようと思いました。

北海道 30代 元気な子供達の教育の為に使って下さい。

東京都 50代 昨年、出雲大社に参拝に行かせて頂きました。 ありがとうございます。

東京都 50代 昨年もシクラメンをいただきました。 とても気に入りましたので、今年もお願いしました。 貴市の発展を応援します。

埼玉県 70代以上 昨年もふるさと納税しました。  一度出雲大社、日御崎に行きました。  祈るご発展。

東京都 30代 出雲には６年間お世話になりました。 また遊びに行きたいです。

兵庫県 40代 出雲には行ったことがないので 機会があればぜひ遊びに行きたいです。

京都府 30代 出雲大社には何度か訪れさせていただきました。 これからも古き良き日本の伝統を守りつつ、市の発展のため頑張ってください。

埼玉県 50代 多伎町産のイチジクジャムがとてもおいしかったので、 そのビンを見てこの地名を知りました。

大阪府 30代
父の故郷であり、今も親戚が住んでます(旧平田市)。子どもの時からよく遊びに行きますが、のどかで日常から少し離れられる気がします。 いつまでも自然豊かで、昔と変わらない出雲
であってほしいです。



都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ

神奈川県 40代 本年も少しではありますが、出雲市に協力できればと思います。 頑張ってください。

京都府 60代 出西焼が縁で出雲には何度も足を運んでいます。生活の器は出西と共になのでこのたび心ばかりの寄付をと思い立ちました。

北海道 50代 ・寄付金を有意義に利用して下さい。

福島県 30代 10年間出雲に住んでいました。これからも応援します。

佐賀県 50代 20歳代の時に出雲大社に行き、その存在感に感激したのを憶えています。 また機会があれば行きたいと思います。

福岡県 50代 ２５年前、新婚旅行で出雲へ参りました。懐かしく思い出します。 シャインマスカット楽しみに待っています。

東京都 60代 町並みはずいぶん変化していましたが、きちんと清掃された環境には改めて感動しました。

埼玉県 20代以下 昨年もふるさと納税をさせていただき、おいしいお魚をいただきました。これからも出雲とつながっていけたらと思っております。よろしくお願いします。そしてありがとうございました。

東京都 50代 いずもぶどうシャインマスカットをお願いします。

宮城県 20代以下 いつか観光しに伺います。

神奈川県 50代 いつか出雲大社に行きたいと思っています。

千葉県 40代 いつか出雲大社を訪ねたいです。

青森県 30代 いつか寝台列車に乗って行ってみたいです。

宮城県 40代 いつか神様のたくさんいる街に行きたいと思います。

愛知県 50代 いつか訪れたいです。

東京都 40代 いつか旅行で行きたいと思っています。 魅力ある町づくり期待しています。

東京都 50代 いつか旅行で訪れてみたいと考えています。

福岡県 40代 いつもお仕事でお世話になっている企業様があるので応援してます。

神奈川県 いままで数回訪問したことがあります。

福島県 30代 おととし出雲大社を訪れ、また近いうちに足を運びたいと思っています。

千葉県 40代 がんばって下さい。 いつかそちらに行ってみたいです。

愛知県 40代 がんばれ。

京都府 こちらでは、出雲と言えば、出雲大社のイメージしかないように思います。他にもいろいろとアピールできることがあると思いますので情報発信してください。

京都府 40代 こどもの教育のために使っていただけましたら幸いです

大阪府 40代 この間、家族で旅行しましたので、記念に寄付します。

東京都 40代 これからもふるさと納税継続したいので、1年に1回と言わず、何度も送りたいのでリピートOKにしてほしいです。

宮城県 20代以下 これからも応援していますので、ますますの発展頑張ってください！

兵庫県 30代 これからも頑張ってください。

岐阜県 30代 これからも頑張ってください。

栃木県 40代 これからも頑張って下さい。

北海道 30代 これからも魅力ある街づくりを期待しています

静岡県 50代 シジミおいしくて、毎年いただいています。冷凍で便利。

神奈川県 40代 しまねっこＬＯＶＥ！！ ♪縁じゃないか、縁じゃないか、よい よい よい よい しーま、しーま、しま、しまねっこ～　（ニャー） あいらんど～♪

神奈川県 60代 しまね和牛を楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

東京都 ぜひ回数制限をなくして欲しいです。 すてきな特産品がたくさんあるのでいろいろお試しさせていただきたいです。

京都府 40代 ふるさと寄附金を集めたい！という気合を感じます。 がんばってください。

兵庫県 70代以上 ふるさと創生に使って下さい。

神奈川県 20代以下 ふるさと納税を通じて今後より出雲市について興味をもって、一度旅行にもいければと思います。ありがとうございます！

群馬県 50代 ほかの自治体では子育て支援、少子化対策が納税目的にあるのに出雲市は子供も少子化も対策していないのですね。残念

広島県 40代 また観光に行きたいです。

東京都 50代 また行きたいです。

岩手県 50代 まだ行ったことないので行ってみたいです。

長野県 40代 まだ行ったことはありませんが、出雲大社も含めて一度は行ってみたいと思います。

大阪府 50代 また遊びに行きたいです。

京都府 50代 より良い町つくりをして下さい。

東京都 50代 以前、観光で訪れたことがあります。 とても、好印象でした。

兵庫県 60代
以前、旅行で行って景色の素晴らしさや食材の美味しさにとても感動しました。少しですが、これからを担う人材育成に役立てていただければと思い、寄付させていただきます。良い思い
出を頂きありがとうございました。機会があればまた、行かせていただきたいと思っています。

兵庫県 50代 以前もいただきましたがとても美味しかったです

愛知県 40代 以前在住しておりました。今後の発展を期待しております。

長崎県 40代 以前旅行で行ったことがあります。また遊びに行きたい出す。

東京都 60代 一生に一度は、出雲大社に参拝したいと、思っています。

和歌山県 50代 一度行ってみたいと思っています

三重県 50代 一度遊びに行きたいと思っていたのとお酒好きなので応募しました。

神奈川県 40代 応援しています！

東京都 40代 応援しています！

神奈川県 30代 応援しています。頑張ってください！

東京都 40代 応援してます

東京都 50代 何度か旅行で訪れて以来、すっかり出雲市のファンになりました。歴史と文化の感じられる街だと思います。毎年、少額ですが寄付させていただいています。

広島県 50代 家族旅行で行った思い出の場所です。また、行きたいなぁ

兵庫県 50代 過疎化が進む中、若者が地元で生活できる産業の育成に努力してください。

神奈川県 50代 学生の時に一度訪れたことがあります．もう一度行ってみたいところです．

東京都 30代 活力ある街づくりに役立ててください。

東京都 60代 観光や果物などで、頑張っている様子が東京からも窺えます。

奈良県 40代 頑張ってください

千葉県 40代 頑張ってください！

東京都 30代 頑張ってください！

兵庫県 30代 頑張ってください！！

大阪府 50代 頑張ってください。

山梨県 30代 頑張ってください。

東京都 30代 頑張ってください。

神奈川県 30代 頑張ってください。

茨城県 30代 頑張って下さい。

宮城県 30代 頑張って下さい。

東京都 60代 企業の活性化と期します。

東京都 50代 寄付金の有効利用と発展を願います。

大阪府 40代 去年もふるさと納税しました。出雲大社に初めて行ったときの驚きと喜びは忘れられません。これからも頑張って下さい。

埼玉県 40代
去年もふるさと納税でお味噌をいただきました。 大変おいしく、家族にも好評だったためリピートです。 鉄道大好きな5歳の息子がいます。 いつかサンライズ出雲に乗って出雲に行って
みたいです。

東京都 40代 去年も佐田みそをお願いしました。 無添加なので安心して、美味しく頂きました。 ありがとうございました。

大阪府 50代 去年も参加させて頂きました。 マスカットが凄く美味しかったです。 今年はもうなかったので牛肉をお願いします。 出雲大社へもまた参拝させて頂きます。

大阪府 50代 去年も頂いておいしかったので、また今年も頂きたいです

東京都 40代 去年も同じお味噌をいただき、素朴でおいしいお味噌だったので今年もお願いしました。いつか出雲大社に行こうと思っています

東京都 30代 去年も頼みました。赤い箱の出雲蕎麦が非常に美味しかった記憶があります。

東京都 50代
去年も冷凍のしじみを頂きましたが、味が濃くとても美味しく、家族で楽しみにごちそうになりました。今年は大粒のものをお願いしましたので、また、楽しみにしています。機会があれば
そちらの方面に旅行で訪問したいとも話しています。

大阪府 40代 教育の充実に役立ててください。

東京都 30代 教育への投資をお願いいたします。 頑張ってください。

愛知県 40代 教育を通じて歴史文化資源の保存・活用に役立ちますように。

大阪府 30代 教育関係に有効に使って欲しい。
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神奈川県 50代 穴道湖のシジミも食べてみたいです。

東京都 50代 元気で賢い子供達を育ててください。

群馬県 50代 原発から、自然や農業を守ってください。島根原発の再稼働に同意しないでください。

広島県 50代
広島に住んでいるので出雲は身近に感じております。 夏に新しく出来た道で出雲まで２時間かからずドライブできました。 わたくしごとですが来年、初孫が誕生します。 出雲の可愛い子
供さん達の支援ができたらと応募します。

静岡県 40代 高校時代に修学旅行に行かせていただき、楽しい思い出があります。

大阪府 60代 高校時代に出雲市内に転居し、２年間住みました。その縁もあり多少ですが応援させていただきます。

千葉県 50代 今後も応援したいと思います。

福島県 40代 今後も出雲市の発展をお祈りいたします。

東京都 40代 今度出雲大社に行きます

大阪府 40代 今度旅行する予定です。 応援しています。

埼玉県 30代 今年、出雲にいきました。自然も多くてまた行きたいと思います。

東京都 50代 今年、松江城～出雲大社を観光したことが契機になりました。

滋賀県 50代 今年で2回目です。よろしくお願いします。

埼玉県 70代以上 今年もよろしくお願いいたします。

茨城県 50代 今年もよろしくお願いします。

茨城県 50代 今年もよろしくお願いします。

群馬県 60代 今年も僅かですが協力させていただきます。

宮城県 40代 今年も訪問することができませんでした。 いつか訪れることができたらと思っています。

埼玉県 40代 今年初めて出雲へ観光へ行きました。 また、行ってみたいです。

千葉県 40代 今年初めて出雲大社に行きました。感動しました。

広島県 50代 再々訪れさせてもらってます。

東京都 40代 最近、島根のお酒に興味を持ちました。 美味しいお酒が多いですね。

神奈川県 30代 妻が常に旅行に行きたい地として出雲市を挙げています。いずれ伺いたいと思います。

大阪府 50代 妻が大学生時代を出雲市で過ごしたので、寄付させていただきます。

岡山県 30代 妻の実家です。出雲市の今後に幸あれ。

千葉県 50代 昨年、２泊３日で出雲大社に行きました。出雲そば、は非常に楽しみです。

東京都 30代 昨年、出雲に旅行してからすっかり出雲贔屓になりました。少しですが応援の気持ちとして寄付させていただきます。益々のご繁栄を願っております。

東京都 40代 昨年、出雲大社に行きました。  おちついた雰囲気があって、とても良かった。

東京都 30代 昨年、旅行で出雲を訪れ、良い思い出ができました。市の発展を心より応援しています。

奈良県 40代 昨年に引き続き寄付させていただきます！！よろしくお願い致します！！

千葉県 30代 昨年に続き二度目です。このご縁を機にいつか出雲に伺いたいなぁと思っています。

愛知県 60代 昨年も応募しました。美味しかったです。

神奈川県 50代 昨年出雲大社を訪問しました。出雲市は素晴らしい文化のある日本を代表する故郷でした。

東京都 40代 昨年初めて寄付させていただきました。  とても美味しいデラウエアをいただきありがとうございました。  今年も楽しみにしております。  出雲市の更なるご発展をお祈りしております。

大阪府 40代 子どもたちが自立した日本人となるために寄付金を活用してください。

茨城県 30代 子どもたちへの教育に対する予算を充実させてください

石川県 60代 子どもは国の宝です。少子化対策・子育ての為に活用してください。

東京都 60代 子育てしやすい環境づくりが一番発展につながり、地域の目が多いほど明るい未来が見えてくるような気がします。

千葉県 70代以上 子供がお世話になっております。

京都府 30代 子供が大きくなったらぜひ出雲大社に観光に行きます。

岐阜県 40代 子供が暮らしやすい街づくり、楽しみにしております。

埼玉県 50代 子供たちが希望を持てる未来を作ってください。

岡山県 40代 子供たちの為に使って下さい。

神奈川県 40代 子供の教育環境にぜひ使って下さい。

東京都 50代 子供の増える街づくりを。

東京都 40代 子供を連れて一度行ってみたいと思っています。

東京都 30代 市のますますの発展を希望いたします。

東京都 40代
私が小学生だった頃（３０年ほど前）、父が旧平田市に３年ほど単身赴任したことがあり、その時からの親近感もあって、今回の寄附をさせていただいた次第です。今後とも、遠くからで
はありますが、応援しております。

千葉県 30代 次世代の育成のために役立ててください。

神奈川県 60代 若い人が子育て教育のしやすい環境を作ってください。

神奈川県 40代 若い人の為に使ってください。

大阪府 50代 秋に出雲大社へ家族旅行の予定なので、ホームページなどを見ていました。楽しみにしています。

神奈川県 20代以下 秋に旅行で出雲に行きました。 ゆったりとした街で楽しかったです。 日本の自然をこれからも残してください。

埼玉県 50代 週末出雲に通い、高校生を教えるようになって10年近くになります。 出雲は人も食べ物も自然もみんな好きです。  仕事以外で、応援できるのがとても嬉しいです。

神奈川県 40代 住民のみなさんが幸せに暮らせますよう、頑張ってください。

東京都 40代 出雲といえばやはり出雲大社ですが、それ以外にも全国にアピールできることが沢山あるんですね。いつか訪れてみたいです。

千葉県 40代
出雲とその周辺へ2年前へ旅行へ行ってから、島根が大好きになりました。今年も先月訪れ、海と緑と神社が美しい出雲を少しでも応援したいと思っています。また、中学生の子どもが
いるので、首都圏と違い、選択肢が少なく、通学などの負担も大きい地方の教育状況を微力ながら手助けしたいと考えています。

広島県 50代 出雲の人、土地、美味が大好きで、隙あらば通っております。 出雲蕎麦と地酒をもっともっとアピールしてください。 これからもずっと応援しています。

愛知県 30代 出雲はとても素敵なところですね。 少ない額ですがお役に立てれば嬉しいです。

神奈川県 40代 出雲は妻の実家がある所です。とてもすてきなところだと思います。すてきな環境を維持してください。

神奈川県 30代 出雲市にはまだ訪れたことがないのでいつか伺いたいと思います。

東京都 50代 出雲市には伺ったことがありませんので、是非一度訪れたいと思っております。

東京都 50代 出雲市のファンです。頑張ってください。

京都府 40代 出雲市のますますの発展を祈念致します！

東京都 40代 出雲市の子どもたちに支援します。有意義に使ってください。

北海道 60代 出雲市の発展を願ってます。

千葉県 40代 出雲市は私にとって亡き祖父と揃って出雲大社に参拝した思い出の地です。 今後もあの荘厳さとともに更なる発展を期待しています。

神奈川県 40代 出雲市を訪問してから出雲そばのファンになりました。頻繁にはでかけられませんので、このような形で出雲そばをいただけることに感謝します。

東京都 40代 出雲市好きです。

兵庫県 30代 出雲市大好きです。

福岡県 30代 出雲出身者として少しでも出雲の発展に貢献できれば幸いです。

東京都 60代 出雲大社には新婚旅行と版元仲間との2度訪れる。歴史を護るためにも子供たちの教育が大切です。

千葉県 40代 出雲大社に一度行ってみたいと考えています。

新潟県 50代 出雲大社に参拝に行ったことがあり、古代の日本に思いをはせ、ゆったりとした時間を過ごすことができました。あの神聖な趣をこれからも大事にしてください。

大阪府 40代 出雲大社はずっとあこがれていて、一度は訪れてみたいと思っています。是非来年は行くことが出来ることを願って寄附させていただきたいと思います。

東京都 50代 出雲大社素敵です。神様のご加護があるかな!?

東京都 40代
出雲地方の知名度があがることにより、私も恩恵を受けておりますので、わずかではありますが、寄付させていただきます。 出雲地方を多くの方が訪れていただけるよう、また出雲地方
のお子さんが元気に成長していかれるよう、是非、これからも頑張ってください。 なお、特産品につきましては、可能であれば年明け以降にお送りいただけますと、大変助かります。

京都府 40代 出身者です。両親・兄弟もおり、子供たちの今後の教育発展を祈って、ふるさと納税させていただきました。

福島県 50代 初めてふるさと納税させていただきます。よろしくお願いいたします。

千葉県 30代 女性や子供たちにとって、暮らしやすい社会づくりをお願い致します。

青森県 50代 小額ですが、お役に立てば嬉しいです。

東京都 50代 小中学校のトイレの洋式化と、照明の明るさも増して（LEDとか）いただけると掃除も含めて、清潔化にもいいかと思うので 進めていただけるといいかと思います。

東京都 20代以下 小中高を出雲市で過ごしました。 実家が島根を離れてから戻る機会がないですが、機会を見つけてまた妻子を連れて旅行に行きたいと思っています。 過疎に負けず頑張ってください。

大阪府 60代 少しですが、地域の為に使ってください。

山形県 30代 少ない金額ですが、役立てていただければと思います。

愛知県 30代 少額ですが、子どもたちの将来のために投資してください。

岐阜県 70代以上 少額ですが今年も寄附させていただきます。
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東京都 50代 神話のふるさと、本当に目に心に感じます。  素晴らしいふるさと、遠くから応援します。

栃木県 30代 人と街と社会に活気ある今後の発展を願っております。

三重県 50代 数年前から、出雲地方が話題になる事が有り、訪問したい土地の一つです。

青森県 50代 是非、市の発展のために使って下さい。

長崎県 40代 是非、有意義に使って下さい。

東京都 50代 成績優秀ながら経済的な理由で進学が難しい方の一助になれば幸いです。

愛知県 30代
生まれ育った街であり貴重な思い出のたくさんある出雲市は 本当にすばらしい街だと思います。 今後子供からご年配の方までみんなが活気づいた街として さらに発展していくことを願
い、応援しております。

徳島県 50代 生まれ故郷の発展を遠くから願っています

千葉県 60代 昔、3年間出雲地区で働きました。出雲の方々には随分助けられました。今でも感謝しています。少額ですがお役に立てれば嬉しいです。

東京都 50代 先日のテレビの番組を見て、出雲のおそばを食べたくなりました。

大阪府 50代 前回ライスバーガーを食べた息子が美味しいのでもう一度食べたいとのことでした。

東京都 40代 祖父が島根県出身です。出雲大社にも行ってみたいです。

兵庫県 40代 素晴らしい街づくりに期待しています。

東京都 50代 素晴らしい所、美味しい食べ物、色々有ると思いますが、なかなか東京にまでは伝わって来ないので、ぜひ頑張って発信して下さい。楽しみにしています。

大阪府 40代 素敵な町 出雲市、応援しています。

兵庫県 50代 息子が去年から出雲で学生生活を送っています。応援しています。

徳島県 60代 息子が島根大学医学部でお世話になりました。

東京都 30代 多少でもお役に立ちましたら幸いです

徳島県 40代 大学時代にお世話になりました。

奈良県 50代 大学時代出雲に住んでいました。 がんばってください。

広島県 40代 大学生の時、出雲大学駅伝に招待して頂き、お世話になりました。 ありがとう御座いました。

東京都 60代 人口が少ない中教育に力を入れて、優秀な人材を育成に努力してください

東京都 40代 地域の宝、子育て、人材育成に期待しております。

岡山県 20代以下 地元の活性化に繋げて下さい。

大阪府 40代
地方で頑張っている自治体を応援したい気持ちと、お礼の品に惹かれて、少額ですが寄附させていただくことにしました。みんなの希望である子供のために、役立てていただきたいと思
います。

兵庫県 40代 地方の活性化にお役立てください。

大阪府 70代以上 地方創生で日本中がにぎやかになりますように。

石川県 60代 地方都市の活性化で東京一極集中を打開して下さい。

埼玉県 40代 中国地方出身なのでいつも気になっています。

神奈川県 60代 町の活性化をお祈りしております。

大阪府 70代以上 長男が島根医大の卒業生で、世話になった。

神奈川県 50代 鳥取県に負けないように頑張って下さい。

愛知県 40代 伝統を維持して下さい

大阪府 40代 島根で3年半お世話になりました。

岡山県 40代 島根ワイン大好きです。

埼玉県 40代 島根医科大学在学中には出雲市ならびに市民の方々にお世話になりました。医療分野でも出雲市に貢献したいと考えていますが、ひとまず、ふるさと納税と言う形で恩返しをします。

兵庫県 50代 島根医大出身です。出雲の発展を祈念します。

広島県 50代 島根県には、時どき出掛けるので、親しみがあります。

東京都 40代 島根県頑張ってください。

東京都 60代 東京。娘達、旅行で伺いました。

東京都 60代 特産品がたくさんあり、楽しいです。地域活性化にがんばってください。

東京都 50代 特産品が楽しみです。ありがとうございます。

東京都 40代 特産品の送付は、年度に１回、というとりきめは、撤廃してください。

大阪府 40代 日本酒が好きなので、これからも日本酒の特産品をご用意して頂けると嬉しいです。

大阪府 50代 日本中の神々が集合するという神無月に出雲大社にぜひお参りしたいと思います。

東京都 40代 年度内に複数回申し込みができると嬉しいです。 よろしくお願いします。

千葉県 40代 父の故郷が島根なので、よく行きました。 また、訪れたいと思います。 少額ですが、市の発展に使ってもらえると幸いです。

神奈川県 50代
父の出身地です。本家とはおつきあいがありませんが、私自身は旅行者として何度も訪ねています。 ふるさと納税が都市生活者と地方を結ぶ機会になることを祈念しております。  理想
とは違うかもしれませんが、”お礼の品”には地域の農林水産部、地場産業によるものを拡充していただき、地域文化と経済に役立つようにしていただけますと幸いです。

東京都 40代 父親の仕事の関係で幼少期に数年ほど、松江で過ごしたことがありました。出雲へも何度か足を運びました。懐かしく思い出されます。子育て世代にやさしい政策をお願いします。

茨城県 30代 母があんぽ柿が好きです。昨年は品切れになっていたので、今年こそと思っていました。

岐阜県 50代 毎年、出雲駅伝を応援しています。

愛知県 50代 毎年お願いしています。

東京都 30代 毎年応援しています！

大阪府 50代 未来の子ども達が住みやすい街にしてください

大阪府 40代 魅力ある街づくりに利用ください。

愛知県 60代 魅力的な市です。亡き母と旅行したのが出雲大社でした。今も心に残っています。

岐阜県 60代 娘が６年間お世話になったので応援したい。主人と旅行に行くなら出雲へ行こうと決めています。何としても出雲市を応援したい。

愛知県 50代 約２年前に出雲大社に行きました とってもいい街ですね。またぜひ観光で 行きたいと思います。

大阪府 30代 友人の田舎になります。応援しています。

神奈川県 50代 有意義にお使い頂ければと存じます。

大阪府 30代 有効にご活用ください。

茨城県 30代 有効に活用ください。

埼玉県 40代 遊びに行きたいです

島根県 50代 来春から出雲での生活をする予定です。 快適な新生活を楽しみにしています！！

大阪府 40代 旅行で何度も訪れたことがあり、親近感を持っています。

北海道 60代 旅行で訪れた事があります。良いところですね。また行きたいと思います。美味しいしじみ楽しみにしています。宜しくお願い致します。

神奈川県 30代 旅行や仕事でたびたび訪れていますが、とても素敵なところでまた機会があれば訪れたいと思っています。

埼玉県 40代 両親が鳥取の出身でしたので、子供の頃に帰省するとよく大社にお参りに行っておりました。　その頃のことを懐かしく思い出し、いまも大社や日御碕に行ってみたいと思っています。

神奈川県 歴史ある出雲市の益々の発展を祈念申し上げます。

福島県 50代 歴史豊かで環境のやさしい出雲がいつまでも続きますよう希望します。機会があればまた訪れたいと思います。

福島県 50代 出雲大社には近いうちに是非夫婦揃って伺いたいと考えて おります。

東京都 60代 夫婦とも島根県出身です。頑張れ島根！

埼玉県 60代 より良い街を形成してください。 以前旅行で立ち寄った地です。 きれいな街を思いだします。

大阪府 30代
妻の実家があり、義父母が住んでおります。 私自身年一回は帰省しております。 やはりふるさと納税するのであれば、自分に関係のある自治体がいいと思いました。 よろしくお願いし
ます。

千葉県 60代
昨年、はじめて出雲市へ応援寄附をさせていただきました。 出雲市については、出雲大社と出雲そばぐらいしか知りませんでした。 今年も、応援寄付を行う予定をしていたところ、パン
フレットを送付していただき、寄付金の状況や活用予定などがわかりました。 微力ながら今年も応援をさせていただきます。

東京都 40代 ”出雲”の地名度は、全国的に高く、誇らしく思います。

千葉県 70代以上 「日本の心のふるさと」キャッチフレーズ。本当にそのように思います。歴史・文化・風景等々、大事に残して欲しいものです。

東京都 30代 102歳まで人生を全うした祖父のような方が幸せに暮らせますように。

広島県 40代 1か月に1度は車で行っています。特に秋が好きです。

東京都 60代
①昨年度の納税で頂いたしじみが美味しく、身も大きく、砂もなくとても気に入りました。宅配で大和シジミを購入しても、身も小さく、砂もあり、不満でした。なんとか同じものを購入したい
とずっと思っていましたが、今回図らずもふるさと納税の特産品として手にすることができそうです。②寄付金の使い道として、犬猫の殺処分回避に役立ててほしいのですが。項目にあり
ません。その他（フリー記入）として項目追加をお願いします。

大阪府 60代 2度ほど訪れました、とても神々しい素敵な街です。 お年寄りが楽しく過ごせるように、よろしくお願いします。

東京都 50代 3年前から納税させていただいています。なんとなくですが、応援しています。

岡山県 40代 アルバイトで出雲市出身の方がいます。とても良いところと伺っていましたので。

東京都 40代 いつか訪れたいと思います。応援します。
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福岡県 70代以上
お手数をお掛けいたしております。ここに特産品の申し込みを同封いたしますのでよろしくお取り計らい下さいますように!!当方主人も７６歳でまだ現役で頑張ってます。出雲市の発展を
心よりお祈り致しております。皆さん頑張って下さいネ!!

神奈川県 40代 がんばってください

愛知県 50代 がんばれ出雲

沖縄県 40代 これからも頑張ってください

神奈川県 60代 これからも頑張って下さい

東京都 40代 ご高齢の皆さんが笑顔で暮らせる町づくりにお役立ていただければ幸いです。

埼玉県 50代 シャインマスカット楽しみにしています。

三重県 50代 ぜひ行ってみたい町です

愛知県 50代 昨年のふるさと納税で今年も案内があったのは出雲市だけでうれしく思います。

奈良県 60代 その他（出身地だから）両親とも生まれ育った出雲で、穏やかに老後を過ごし、長寿で天命をまっとういたしました。高齢者が過ごしやすい街づくりを応援したいと思います。

熊本県 30代 なかなか帰省できませんが、出雲市はとてもいいところです。寄付は少しですが役にたてて欲しいです。

大阪府 30代 パンフレットを送付していただいたので、寄附の使途や町のことを熟考できました。これからもがんばってください。

愛知県 60代 ふるさと応援しています。

大阪府 20代以下 ふるさと納税を通じて、少しでも地元に貢献出来ればと思い寄付をすることしました。住み心地の良い市になるよう、有意義な使い道を考えていただけると幸いです。

東京都 40代 また行きます。

兵庫県 50代 わが故郷である出雲市の益々の発展を祈念しております。

埼玉県 30代 わずかですが地域のために役立ててください。

千葉県 70代以上
安心して車いすを押して歩ける歩道があればいいのにとかそういう場所にとっておきの草餅販売の店があればいいのにとか思います。全国の顔となるような。今市の土曜夜市は復活し
ないのでしょうか。ホテルに泊まったとき、お土産を買うものがなくて困りました。

埼玉県 40代 安心して住める地域の構築に頑張ってください。

長野県 60代 以前、宍道湖から出雲大社、日御崎神社を参拝した事があります。素晴らしいところですね。

茨城県 40代 一度行ってみたいです。よろしくお願いいたします。

長野県 60代 遠くに住んでいますが、一度訪ねてみたい場所です。

広島県 20代以下 応援してます！頑張ってください。

神奈川県 60代 応援します。

福岡県 50代 学生時代お世話になりました。出雲市の発展をお祈りします。

大阪府 30代 学生時代を島根で過ごしておりました。いつもなつかしく思っております。ささやかながら応援させていただきます。

福岡県 50代 活気ある街になりますように。

大阪府 40代 観光をアピールして頑張って下さい。

東京都 60代
観光を重視するあまり、自然を破壊する（つながる）ような事業はぜひとも中止するようにお願いしたいと思います。たとえば、出雲大社の周辺に温泉を掘り、ホテルを建設する計画があ
るとのことですが、神話のふるさとにそぐわしくないような高い建物等の規制を設けていただきたいと切にお願いいたします。故郷の自然を守っていただきたいと思います。

神奈川県 40代 頑張ってください。

千葉県 50代 頑張って下さい。

広島県 60代 頑張れ！出雲市!

神奈川県 50代
帰省するたび、40年前にタイムスリップできる原風景や、昭和と平成を程よく調和させた町並みは、我々に懐かしい日本の原点をいつも取り戻させてくれます。どうかこのおとぎ話のよう
な風情と、そこに住まう心優しい人々を大切にしながら、次世代に向けた進化も推進する、という難題に果敢にチャレンジしていってください。ずぅーっと！応援しています♪

静岡県 50代
旧平田市猪目町は、母の出身地です。遠く離れたふるさとへの想いを、高齢の母に代わって、何かしら形にできればと思いました。 お年寄りの方々にとって、将来も住みよいまちであっ
てほしいものです。

東京都 50代 去年出雲大社に初めて伺って、風土や郷土文化に惹かれました。

千葉県 50代 錦織圭選手が、のどくろが 好きと知って、食べてみたくなりました。 よろしくお願いいたします?

熊本県 30代 結婚して、本籍が島根になりました。90歳前後の祖父母が3人とも出雲市にいるので、高齢者の生活がしやすいように行政サポート宜しくお願い致します。

島根県 70代以上 月１回程度で里帰りしますが、その度にきれいな町になり、うれしく思っています。

東京都
現在９０才の母は、デイサービスを利用させてもらっています。弟夫婦と同居ですが２人とも教員。昼間は１人になりますので、助かっています。元気な高齢者でいるための施策をよろしく
お願いします。

京都府 40代 故郷の発展のためにご尽力下さい。

千葉県 40代 高齢の父親が出雲市に住んでいます。 高齢者福祉の充実の一助になれば幸いです。

宮城県 60代 高齢者が健康で元気に楽しく生活できるような街づくりをよろしくお願いします。

神奈川県 50代 高齢者にやさしい街づくりを期待します

神奈川県 30代 高齢者に優しい町になってください。

大阪府 40代
高齢者の方々が今の日本を作られてきたので どうぞ高齢者の方々が住みよい町にしてあげてください  8/27は私の誕生日なので大好物のジャイアントマスカットを 頂きますね たくさん
いれてね～とお伝えくださいね 出雲の神様ごめんなさい

神奈川県 60代 高齢者増加で過疎化しないように、若者たちが地元に戻ってくるような施策を考えていってもらいたい。

東京都 50代 高齢者用が住みよい町にして下さい。

兵庫県 40代
今はもう家はありませんが、母の里が島根県で、小さいころは何度も出雲に行きました。式年遷宮でお伺いしたかったのですが叶わず、いつかまたお伺いしたいと思っています。 神様が
いる町、島根は過疎化の問題もあると学校で習ったような気がしますがいつまでも神秘的な街でいてほしいと思います。

福岡県 60代 今回はしじみをと思っていたときに、大型店のしじみが宍道湖産でした。こんな身近で売っていることを知った時はうれしかったです。

東京都 70代以上
今年２月に出雲大社に行きました。石見銀山を見て、温泉津温泉に泊まり、一畑電鉄に乗り松江へ、松江城を見て帰京しました。松江城が国宝に選ばれ、島根県も観光客が増えるので
はないでしょうか。

東京都 50代 今年3月に、娘と出雲旅行に行き、とても楽しく癒された思いです。少しばかりですが、お役にたてればありがたいです。

東京都 60代 妻の出身地です。応援しています。

大阪府 70代以上 昨年、出雲大社にお参りさせていただきました。

宮城県 60代
昨年、大和しじみを送っていただき、大変美味しく、また重宝いたしました。あの味が忘れられなくて、今年もお願いします。 年金生活ですが、そのうち行ってみたい場所のひとつです。
よろしくおねがいします。

京都府 30代 昨年に引き続き寄付させて頂きました。僅かばかりの寄付ですが、有効に使ってもらえると嬉しいです。

東京都 60代 昨年に引き続き納めさせて頂きます。 より一層の出雲市の発展を期待しています。

千葉県 70代以上 昨年の春、出雲市で全国教職員卓球大会があり、その時、出雲大社、鳥取砂丘、湯村温泉、天橋立等を訪れました。そのとき以来親しみを感じています。

静岡県 30代 昨年は妻の名義で寄付させていただきました。妻の祖母が出雲市在住です。わずかな額ですが、高齢者福祉のために使っていただければと思います。よろしくお願いいたします。

千葉県 70代以上 昨年も孫と一緒に出雲そばで年越しをしました。 今年も楽しみにしています。

京都府 70代以上 昨年より母（９７才）姉（７６才）出雲市へ転居し、お世話になっております。よろしくお願いします。

東京都 30代
昨年度のふるさと寄付でいただいた神西湖産冷凍大和しじみが大変美味しかったので今年も同じものをお願いしました。こんなにおいしいしじみは初めて食べたと家族全員で大絶賛で
した。今年も楽しみにしています。

福岡県 40代 子供の頃 両親と大山にスキーに行く際に出雲にも立ち寄り 出雲大社や宍道湖を訪れたことを今も懐かしく思い出します  今度は 我が子を連れて行きたいです

福岡県 30代
私の母は、大社町の出身で、私も出雲市で生まれました。 祖父母は現在も大社町に住んでおり、少しでも祖父母の住む環境が充実すればと思いました。 自然と文化に非常に恵まれた
出雲が、これから発展していき、そこに暮らす皆様の生活が豊かになる事をお祈り致します。

北海道 70代以上 宍道湖、出雲大社近辺は、のんびり旅行をしたい場所です。 愛媛県宇和島市育ち、社会人生活は北海道。ふるさとを忘れた私です。

広島県 30代 実家があるので応援します

三重県 50代 若者が故郷へUターンできるよう応援してます。

東京都 50代 住みやすい町づくりにお役立て下さい。

埼玉県 40代 出雲が大好きです。 出雲に帰るといつもほっとします。

福岡県 70代以上 出雲はホッとするふるさとです。ほんの心ばかりですけど。

三重県 30代 出雲を離れて数年になりますが、いつ帰っても出雲はいい土地です。 これからも出雲の発展を願っています。

富山県 50代 出雲駅伝を毎年ＴＶで観ており、近々遊びに行きたいと考えています。

埼玉県 40代
出雲市（平田）は妻の出身地なので、島根に縁がなかった私ですが、ご縁があり第二の故郷・大好きな地にもなりました。今年の夏、出雲市を訪れ、歴史的な遺産、自然、グルメ、人の
温かさなど本当に大切な想い出ができました。出雲まではなかなか行けないですが、また出雲で見た風景を脳裏に浮かべながら出雲を感じていたいので、今回寄付させていただきまし
た。「島根和牛ご縁ライスバーガー」は食べたことがないので、とても楽しみです。いずれ出雲に移住してもいいかなと思い始めました。

宮城県 60代 出雲市の増々の御発展をお祈り致します。

兵庫県 60代 出雲市の発展を願っています。

山口県 70代以上 出雲市の発展を心から応援しております。

愛知県 60代 出雲市は私のふるさとです。出雲市の更なる発展をかげながらお祈りしています。

山口県 60代
出雲市へは、ずっと以前から仕事でそして観光でも何度も伺いました。市内のほとんどの場所にいきましたが、田舎の良さと新鮮味を感じます。いつまでも神聖な場所であって欲しいと
願っています。 出雲そばを食べにまた行きます。

愛知県 50代 出雲市へは行ったことがありません。行きたい行きたいと思いつつ、なかなか行けません。出雲大社とか、興味はあるのですが・・・よろしくお願いいたします。

東京都 60代 出雲大好き応援しています。
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東京都 40代 出雲大社にいつか行ってみたいです。

京都府 20代以下 出雲大社に行ってみたい

東京都 70代以上 出雲大社の大遷宮を見に行きました。楽しかった旅行を思い出し、ふるさと納税をすることにしました。

東京都 50代 出雲大社は有名でも、まだまだ山陰、島根、出雲、 アピール度は弱く感じます。 もっともっと良さを関東圏でもアピールした方が、 良いと思います。

東京都 40代 出雲大社へ行ったことがあります。素晴らしい自然の中で皆がそれぞれの人生を全うできるような町でありますよう、応援しております。

広島県 40代 出雲大社大好きです。 応援してます。

広島県 40代 出身地が、合併して出雲市になったが、出雲そばが好きなので、少しでも応援したい。

千葉県 70代以上 出身地が背中合わせの広島は東広島市。出雲へは車で二度ほど訪問。 裏と言われないよう産業の発展を祈りたい。 今回の寄付は娘の縁を願ってです。

福島県 60代 初めてなのでよろしくお願いします。

東京都 60代 少しでもふるさとにお役にたてばと思います。

岐阜県 40代 少子化対策に力をいれてください。

神奈川県 30代 松江出身です。出雲の発展無くして島根の発展はありえません。がんばってください。

広島県 20代以下 大切な我がふるさとをどうかお守りください。生まれ育った出雲が大好きです。心ばかりですが。

神奈川県 40代 神話の国出雲がメディアで取り上げられる機会が増えうれしい限りです。 歴史と自然とを大切にしながら、人にやさしい街であり続けてください。応援しています。

福井県 40代 神話の国出雲が大好きです。高齢化社会ですが、元気な高齢者で出雲を盛り上げて欲しいです。

広島県 40代 神話の素敵な町なので大好きです。これからも頑張ってください。

神奈川県 40代 親戚の大半が島根で暮らしており、恩返しの一環です。

岡山県 30代 生まれ育った出雲市のために寄付をするので、有意義に寄付金を使ってください。

岐阜県 50代 生涯健康、事業応援します。

兵庫県 50代 誠に少額ですが、子供のころにお世話になった出雲市の方々（現在はご高齢者となられた皆様）の健康増進にお役立て頂ければ幸いです。

東京都 60代 前年の寄付について　文書のお礼ありがとうございました。 あと　何年続けられるか　わかりませんが　ご縁を つないで　いければと　おもっております

神奈川県 50代 全国に神話のふるさと『いずも』が広まり、神在り祭のように全国の若者が集まり活性化することを期待します。

千葉県 30代 祖父母がより暮らしやすい街となることを願っています

北海道 50代 祖母が、お世話になつてます。

北海道 20代以下
祖母が旧大社町に住んでおります。 小学生の時は毎年海のそばにある祖母の家で夏を過ごしました。 その時は元気に働いていた祖母も、もう80代後半です。 足の持病のせいで生活
するのにも苦労をしており、今は出雲市の介護サービスを利用していると聞きました。 孫の私が直接祖母にお金を渡すのは憚りますので、 代わりにふるさと納税という形で出雲市にお
納めします。 どうぞ、祖母をよろしくお願いいたします。

香川県 60代 大社には２年続けて参拝させていただきました。大変良かったです。

千葉県 50代 地方からのメッセージを全国に発信してください。

神奈川県 30代 地方都市には頑張ってもらいたいです。 働き先があれば、地方に移住したいと思っています。

大阪府 20代以下 これからも素敵な出雲市であることを お祈りしています。

神奈川県 50代 島根県出身です。出雲市を応援します。

千葉県 70代以上 島根県出身者です。

神奈川県 40代 島根出身です 出雲の発展に少しでもお役に立てれればと思います。

愛知県 60代 日本の古来文化をこれからも継承してください。

兵庫県 50代 年間寄付回数の制限撤廃を望みます。

兵庫県 30代 微力ですが、応援しています！

広島県 40代 夫が平田出身です。

山口県 40代 夫の父の生まれたところです。夫の叔母も住んでいます。安全に暮らして欲しいです

大阪府 40代 父が出雲市の出身です。祖父がまだ健在なので、時々、出雲に帰省しています。私は都会育ちなので、出雲にはノスタルジーを感じます、心のふるさとですね。応援しています。

東京都 40代 父が出雲出身です。なかなか足を運べませんが応援してます。

東京都 30代 父が斐川生まれで、昨年初めて出雲市に行くことが出来ました。 伯母が２名出雲在住ですので、高齢者事業を応援させていただきます。

宮城県 50代 父と母が住んでいます。よろしくお願いします。

岡山県 50代 父母が出雲で住まいしています  今後とも老人に住みやすい街をよろしくお願いします

東京都 40代
母が出雲市出身です。小さい頃は毎年夏に帰省していました。特急やくもに乗り、出雲市駅で下車、一畑百貨店で割り子そばを食べて、だいねん寺そばの母の実家へ行くのを楽しみに
していました。今は祖父母は亡くなり、母の実家に帰ることも無くなってしまいましたが、今でも出雲が大好きです。これからも機会を見つけて旅行したいと思います。人が優しくて、美しい
神様の街、これからも続いて行きますように。

大阪府 30代 母の実家が出雲で、子供の頃は母に連れられてよく遊びに行っていたため、第二の故郷のような気がしています。少額ですが出雲の方々のためにお使い頂けると嬉しいです。

東京都 50代 本年度もよろしくお願いいたします。

福岡県 50代 妹が住んでいます、よろしくお願いします

福岡県 60代 毎年寄附を楽しみにしています。ハムだけの詰め合わせがほしかったのですが、今年はなかったので残念です。

千葉県 40代 役立てて下さい。お願いします。

愛媛県 60代 来春、出雲大社に行く予定です。

静岡県 50代 来年は出雲大社に参拝したいです。

兵庫県 50代 旅行にも行きました 道路も広く走りやすかったです

大阪府 40代 旅行先を検討していてホームページを拝見しました。一度訪れてみたいと思っています。

奈良県 60代 両親が在住していますので高齢者に関する事業に役立てください。

兵庫県 40代 両親とも出雲に住んでいます。時々出雲に行くと、豊かな自然を満喫しています。さらに高齢者に住み良い町を作って下さい。

東京都 50代
両親の介護で毎月出雲に戻っていますが、地域の人たちに助けられて、なんとか無事に過ごさせて頂いています。ありがとうございます。 その御礼も兼ねて、納税をさせていただきたい
と思っております。

広島県 50代 良いところですね。大社にも何度も行ってお参りしています。

山形県 60代 歴史ある出雲市のますますのご発展をお祈りいたします。

滋賀県 30代 １０月か１１月に、出雲大社参拝したいと思っています。 島根には行ったことがないので、楽しみにしています。

東京都 40代 20代の頃、友達と出雲に訪れ、日本の素晴らしいところだと感動しました。また、そこで食べた出雲そばが忘れられません。 出雲の産業がこれから発展していくよう、応援したいです。

埼玉県 40代 いちじくが大好きで申し込み致しました。 楽しみに待って待っております。 寄付金はぜひ地場産業にお役立て頂ければと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。

東京都 50代 応援しております。

大阪府 60代
昨今の出雲大社の人の波、ニュースをにぎわす錦織選手などの 活躍やらで活気に満ちた出雲、美しい砂浜の続く海岸、神話の国と相まって心の故郷出雲を誇りに思います。 自然にや
さしく人にやさしい出雲、また帰りたくなる出雲の発展を祈ります。"

東京都 30代 昨年も寄附させていただきました。 産業発展にお役立てください。

愛知県 40代 西日本の安全なほしいもを買いたくても、お店で見かけないので、出雲市産のほしいもは嬉しいです。 美味しければまたよろしくお願いします。

大阪府 40代 地域産業充実お願いします。

東京都 40代 島根医大の卒業生です。 卒業以来は、旅行でしか訪れていませんが、市の発展を応援しています。

茨城県 50代 友人の出身県ですので寄付させていただきました 地域発展にお使いください

東京都 30代

１度だけ、出雲の街を訪れたことがあります。夏の炎天下をフラフラになって歩いていた際、タクシーが通りかかったので手を挙げたのですが、乗車中で乗ることが出来ませんでした。で
も、すぐに別のタクシーが通りかかって乗ることが出来ました。聞いてみると、乗車中で私を乗せることが出来なかった運転手さんが、近くを走っている別のタクシーに「〇〇付近を歩いて
いる人がタクシーを探しているから行ってあげて。」と連絡を入れてくれたそうです。心温まる街を何年経った今でも忘れられません。その後、出雲とはご縁がありませんでしたが、今回再
びご縁が出来たことが嬉しく思います。応援しています！

山口県 60代
30年前まではよく出雲を訪れました。友人が居たお陰でいろんな美味しい食べ物に、特に海の幸に出会えました。物造りの日本です。出雲の産業、農業の成果が日本中に広がることを
期待しています。

東京都 TPPに負けないよう国産品を応援しています。

千葉県 40代 いつかいってみたいです。

大阪府 50代 いつか帰ることのできるよう、Uターン者の 支援もお願いいたします。

広島県 50代 おいしいお酒をつくり続けてください。

滋賀県 60代 おそば楽しみです。

大阪府 50代 おととし出雲市は何度か行ってますが、落ち着く町です。出雲市の発展を応援します。

東京都 30代 かえりますけん。

神奈川県 40代 これを機会に一度訪れたいと思います。

茨城県 60代 ご活用下さい。

栃木県 40代 たまに帰りますが、古き良き出雲の面影を残しつつ発展してほしいと願ってます。

東京都 40代 ふるさと納税はとても良い施策だと思います。 出雲市に興味を持ちました。 ぜひこれからも、頑張ってください。

佐賀県 60代 まだ出雲大社に行ったことがないので、一度は行きたいと思っています。

三重県 50代 以前、佐田みそを頂いて、美味しかったです。 出雲には、一度出雲大社にお伺いしたのですが、自然豊かな所だったと記憶してます。これからも魅力ある産物、お願いします。
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千葉県 30代 以前観光で行き良い所たっだので、また遊びにいきたいです。

神奈川県 40代
一度は行ってみたいと思っている出雲大社。 産業振興のために使っていただけるとありがたいです。他の産業も盛んになっていけば、出雲市の魅力も上がっていくと思います。頑張って
ください！！

兵庫県 70代以上 一度観光旅行に行きたく思っています。

茨城県 50代 茨城には常陸国出雲大社があります。 御祭神大国主命と茨城は縁があるようです。

東京都 60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。頑張って下さい。

千葉県 60代 楽しみにしています。

愛知県 50代 楽しみに待っています。

愛知県 30代 観光に伺いたいです。がんばって下さい。

東京都 頑張ってください

兵庫県 30代 頑張ってください！

青森県 30代 寄付金を街作りにお役立てください。

神奈川県 40代 寄付金を有意義にご活用下さい。

東京都 50代 漁業等の産業の発展を応援しています。

愛知県 40代 古事記に出てくるあこがれの出雲市を一度訪れてみたいと思っています。

広島県 70代以上 故郷出雲の発展をお祈りいたします。

埼玉県 60代
故郷納税が　地方の財政と産業を活性させると思っています。 故郷納税を日本中でするようになれば　その自治体と地域の人々が協力して産業を育成すると思います。TPPなんぞに負
けていられません。

東京都 50代
広島で勤務していたころに何度が訪問しました。 出雲神社の傍でサーフィンをしたことがあります。 稲？の浜？だったような？ 自然豊かな環境だった記憶があります。 ただ、人が少なく
感じましたので、地場の何かを活かした産業を興して発展することに、微力ながら応援したく思います。

滋賀県 60代 今年度も些少ですが寄附させて戴きますのでお役立ていただければ幸いです。

東京都 50代 昨年いただいたマスカット大変おいしかったです。ありがとうございました。今年は白魚を楽しみにしています。

東京都 50代 昨年もシャインマスッカトをいただきました。とても美味しく感激しました。これからも、美味しいくだものを作り続けて下さい。

東京都 60代 昨年度、「食べるしじみ」を希望しましたが、「粕漬け」が送られてきました。「粕漬け」もおいしかったですが、今年は「しじみ」を楽しみに待っています。

長野県 30代 産業を発展させるためにご活用下さい(^-^)

東京都 60代 産業を誘致して若者が住みやすい出雲にしてください。

神奈川県 50代 仕事がきっかけで島根県に頻繁に足を運ぶようになりました。観光産業はもちろん、情報産業の活用による、島根県、出雲市の多角的な経済的な発展を願っております。

山口県 50代 仕事で出雲市に行ったのが約２５年前。今度は観光でゆっくりと行ってみたいものです。

京都府 40代 自然の調和と産業発展に期待します。

神奈川県 60代 自然を大切にしてほしい。

東京都 30代 質の良い商品を作り続けてください。

大阪府 50代 若い人が住みやすくなるように、産業を開発してください。 出雲市のおかげで医者になれたので。

大阪府 30代 若者の就職先が増えるようお役立てください。 応援しています。

奈良県 60代 出雲の美味しいお酒を造っている、酒造業の振興もよろしくお願いします。

兵庫県 50代 出雲の美味しい特産品を頂きながら出雲の神様の恵みに感謝します 。

兵庫県 60代 出雲の方々や自然や風土を愛するものです。 これからも美しい自然を守っていって下さい。

神奈川県 40代
出雲市がますます発展されるためには、古くからの観光資源に頼るのではなく、産業がしっかり根付き、県内外の若者が市内に就職し、市内で生計を維持することだと思います。寄付金
の有効活用を期待しています。

千葉県 40代 出雲市さん、応援してます！

東京都 30代 出雲市の観光資源等のない地域も活性化できるようにお願いいたします。

奈良県 50代 出雲市の産業発展に活用してください。

香川県 30代 出雲市出身で、香川県で就職しています。地元が発展してくれることを期待しています。

千葉県 40代 出雲大社に行った時に、すごくいい街だと思いました。

兵庫県 20代以下
出雲大社へ行ったことがあります。サンライズいずもや夜行バスで出雲市駅に着いた際に朝早く着くと化粧室が混みます。化粧ができるスペースを作るなどすれば，快適に過ごせるの
になと思います。

兵庫県 20代以下 少額ですが、市の産業の発展に貢献できれば幸いです。

広島県 50代 少額ですが有効活用してください

東京都 60代 神様の国として（国会議員が減っても）しっかり地域を守って下さい。

大阪府 60代
先日ふるさと納税させて頂き、多岐いちじく加工品セットを返礼いただきました。自然で豊かな美味しさに驚きました。再度ふるさと納税させて頂き、前回と同じ返礼のお品を頂き友人や
家族に贈ろうと思います。この様な素晴らしい農産品が今後も継続生産できますこと、生産者の方々のご努力を感じながら祈っております。またこれからも繰り返し、この様な形で納税さ
せていただこうとも思っております。有難うございました。

鳥取県 50代
息子が、出雲市で就職しています。 昔ながらの伝統を重んじながら、発展を続ける姿に魅力を感じています。  ときどき、訪れて美味しい島根和牛の美味しさを堪能しました。幾度に街
並みが変化して応援したくなりました。ますますの、発展を願いつつ、伝統も継続していってください。

静岡県 30代 大学生の頃に知人に会いに行ったり、両親が旅行先に選んだりと、たまに話題に上ります。益々のご発展を祈念いたしております。

愛知県 50代 地域の産業を活性化させてください。

東京都 40代 地場の文化を大切にして下さい。

東京都 50代 地場産業を大切にして下さい。

東京都 40代 地方創生の成功例として、益々のご発展をお祈り申し上げます

大阪府 30代 島根の和牛・島根のお米を使ったライスバーガーに惹かれて、寄付します。安心・安全のものをつくってくださる生産者のみなさんを応援します。

東京都 20代以下 島根県からの奨学金で大学を卒業することができました。今は東京に住んでいますが、これからも少しでも島根県の役に立ちたいです。

神奈川県 40代 島根県には行った事ないですが、機会があれば行ってみたいと思います。

東京都 50代 島根県に住んでいたことがあります。皆さんに大変お世話になりました。ますますの発展をお祈りします。

神奈川県 30代 島根出身なので、島根の発展を願っています。 寄付金を有効に使っていただければ幸いです。

東京都 40代 東京から応援しています。

静岡県 50代 特産品の多さに出雲市の魅力を感じ、一度旅行したいと思いました。これからも、頑張ってください。

東京都 40代 日本の伝統を守り伝えてください

東京都 50代 年に数回仕事で訪れますが、郷愁を感じる場所です。 市の活性化に少しでもお役にたてれば。

神奈川県 20代以下 農業、水産業の振興に注力頂き、豊かな食文化、生活を提供いただきありがとうございます。

兵庫県 30代 微力ながら応援しております。

茨城県 50代 福祉財源の元になる産業の充実発展を応援します。

東京都 70代以上 出雲市の木工品で「ハンニャ・小面・おきな」の面を最近みませんが是非奨励してほしい。（中央では贈答品としてすごく評判がいい）

京都府 30代 民芸には興味があり、以前より何度も出雲には足を運んでいて思い入れがあります。 もちろん出雲大社にも。 西製茶所のお茶も好きです。

東京都 30代   少しですが、さらに出雲市が発展しますように

東京都 60代 旅行して出雲市の素晴らしさを知りました。

徳島県 50代 旅行で数回行ったことがあります 学生時代は弓道部の合宿で出雲市にお世話になりました。 穏やかな感じのよいところでした。 いっそうのご発展を願います。

石川県 30代 両親が寄付し頂いた特産品の〝西浜いも”があまりにもおいしく、私も是非寄付させていただきます。

千葉県 50代 歴史文化を大切にする心を日本全国の方々に知ってもらうリーダーであってほしいです。

神奈川県 60代 サラリーマン時代は出張で月に１回お邪魔していました。その時にお世話になりました。

埼玉県 40代 まだ行ったことはありませんが、いつか旅行に行きたいと思ってます。少しの金額ですが、市民のために使ってください。

宮崎県 60代 　一人娘が島根の方に嫁ぎます。結婚式を始め、おじゃまする機会が増えますのでよろしくの思いをこめて・です。

徳島県 50代 　出雲大社へ、行ったことあります。

長崎県 60代 姪が出雲に住んでおります。なかなか行きにくい所でしたが　神々のふるさとに触れて 楽しい旅をさせて貰えました。もう一度　行ってみたいですね 。

千葉県 60代
来年からも引き続きふるさと納税を行いたいと思います。増額 もしたいと思いますがとりあえず今年は当額にします。ふるさとの 出雲には、何処に住んでいても頑張って欲しいと思って
います。

奈良県 50代 9月の連休に出雲を４年ぶりに訪問予定です。 楽しみにしています。

千葉県 30代 いつか訪れてみたい街のひとつです。 少ない金額ですが有効に活用していただければ うれしいです。

東京都 40代 いつか訪れてみたい土地のひとつです。 やはり神社が魅力ですね。

東京都 40代 これからも期待しています もっと寄付したいので、何度でもお礼の品がもらえるとうれしいです。

東京都 30代 一度出雲大社を訪れたことがあります。 また是非行きたいです。

神奈川県 40代 横浜市在住で、遠方ということもあり、島根県に行ったことがないのですが、 一度、出雲大社にお参りに行ってみたいと思っています。
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愛知県 60代 寄付金は 有効に 活用して下さい。

東京都 30代 義父が島根県の出身です。 私自身は、広島の出身です。 中国地方に、少しでも、貢献できればとの思いです。

三重県 50代 去年も、寄付をして特産品のあんぽ柿を頂きました。 とてもおいしかったです。有難うございました。 来年は、家族で出雲大社あたりに、旅行したいと考えてます。

埼玉県 50代 去年もシクラメンをいただきました。 とてもよかったです。

福島県 50代 去年初めて出雲に行きました。 とてもよかったので、また行きたいですけど、交通の便が悪いですよね。でも、ぜひ行きたいと思います。

京都府 60代 昨年、山陰を旅行しました 壮大な出雲大社は素晴らしかったです。

東京都 50代 昨年いただいた特産品のあんぽ柿がとてもおいしかったので 今年もお願いしました。楽しみにしています。

神奈川県 50代 昨年申し込みまして、柿の美味しさにビックリ！しました。 届くのを楽しみにしてます。

神奈川県 60代 出雲とても素敵な地名ですよね。 　市の発展のためお役立て下さい。

愛媛県 40代 出雲の干し芋、楽しみにしています。

大阪府 30代 先日、玉造温泉に旅行でうかがった際に八千矛を飲んで、とてもおいしかったので、今回寄付してみました。 また機会があれば出雲に足を運びたいです。

千葉県 40代 先日、島根県に初めて視察に行きました。海あり山あり湖あり、お城と温泉、出雲大社あり！ すっかりファンになりました。また行きたいです！

兵庫県 50代 風情豊かな出雲に行くと 大変おちつきます。また機会があれば是非 行きたいです。

愛知県 50代 「日本の心のふるさと」を標榜する地域は全国にたくさんありますが、出雲市を旅行で訪れた際、まさにその通りだと感じました。

長野県 50代 11月16日に出雲大社に行きました。皆様の心遣いを気持ちよく感じました。ふるさと納税をさせていただき、少しでも出雲の貢献になればと存じます。

神奈川県 40代
13年前に１年間でしたが、出雲市民として、出雲の皆様に良くしていただきました。その後、出雲市の方々と情報交換をさせていただいています。昨年同様、ささやかですが、出雲サポー
ターとして支援いたします。出雲市の発展を心より祈念しております。

東京都 40代 ２０１４年に観光で訪問しました。 出雲お米は普段もよく購入しています。

東京都 50代 27年前に出雲に行きました。時間が余裕が出来たら、行きたいと思います。

栃木県 40代 ２回行きましたが、神聖な空気を感じます。 また行こうとおもいますので、歴史を守りつつ、豊かな出雲市にさらになることを願っています。

栃木県 70代以上
2度出雲に参りました。太古の姿を残す風景に感動いたしました。できますればもう一度行きたいと思っておりますが果たしてどうでしょう。年金暮らしの身、少額ですが申し込ませていた
だきました。

北海道 40代 ２年前，出雲市に出張で訪れ、あわただしく観光もしました。

兵庫県 60代 30代に入った30年前、出雲市で1年間働きました。 人情味のある過ごしやすい所だったと懐かしく思い出します。 出雲市の発展をお祈り申し上げます。

愛知県 60代 ３０年近く前、一度だけ旅行したことがあります。 美しい自然をいつまでも保って下さい。

山形県 40代 ３度目です。しじみとってもおいしいです。

大阪府 50代 ４年半程出雲市に在住していたことがあり、今回そちらに納税させていただくことにしました。

愛媛県 60代 いつも美味しいしじみを楽しみにいただいています。

千葉県 30代
5月に出雲市へ旅行に行きます。 そういったご縁があり出雲市へ寄附を決めました。 少ない額ではありますが、市の事業にお使いください。 また、出雲市自慢の「いずも和牛」を楽しみ
に待っております。 「ふるさと納税事業」頑張ってください！応援しています。

愛知県 40代 5月に旅行で伺います

福岡県 70代以上 ５年前に旅行で訪れました。 とてもいいところだったので、気に入っています。 機会を見てまた、訪れたいと思っています。

福岡県 30代
5年前まで、仕事で出雲市に4年間住んでおりました。人々が温かく、ひとりでも寂しくないとても心地良い空間でした。縁あって出雲大社で挙式もさせていただきました。今度はまた、家
族で出雲で暮らしたいと思っています。まずは、久しぶりに夏に遊びに行く予定であります。

兵庫県 70代以上 ７０年前の疎開生活に感謝しております。

京都府 40代 7年強、転勤で家族と過ごして、とても暮らしやすく思い出深い街です。今でも年に一度は訪れます。これからも、歴史と人を大切にし続けてください。

愛知県 40代 以前出雲大社に行ったことがありました、シャインマスカットの産地だとは知りませんでした。娘が大好きです。これからも美味しいシャインマスカットの生産頑張ってください。

埼玉県 50代 あまりにシジミが美味しかったので、昨年に引き続き応援させていただきます。いつか実際に出雲市に行きたいです。

東京都 いいまちづくりをしてください。

東京都 40代 出雲市の更なる発展のために！

愛知県 40代 いつか、ぜひ、おとずれたいです。

宮城県 40代 いつかは観光で訪れたいと思います

東京都 30代 いつかは行ってみたいです。 大変ささやかな金額ではありますが、有意義に使ってください。

東京都 いつか一度訪れてみたいところです。

茨城県 30代 いつか観光で訪れてみたいです。

神奈川県 30代 いつか行きたいと思っています。これをきっかけに出雲市のことをもっと知れると嬉しいです。 応援していますので頑張ってください。

岡山県 30代 いつか行ってみたいです！ 子供がもう少し大きくなったら、旅行したいです。

富山県 40代 いつか行ってみたいです。

奈良県 40代 いつか出雲へ訪れたいと思います。

宮城県 40代 いつか出雲大社行きたいです。

北海道 50代 いつか神社に行きたいです。

北海道 40代 いつか是非行ってみたいです。

東京都 30代 いつか訪れてみたいです。

宮城県 60代 いつか訪れてみたいと思っています。

東京都 60代 いつまでも日本人の心の拠りどころの地であり続けて下さい。

岐阜県 50代 インターネットが普及して、地方と都会の違いがないです。 地方発信の元気を待っています。

広島県 40代 うちの夫婦は、出雲大社の参拝ご利益があったようです。

東京都 60代 おいしいお魚がとれた時に送ってください。楽しみにしています。

山口県 50代 おいしいものをこれからもたくさん作ってください．

埼玉県 40代 おいしそうな特産品ばかりですね！

愛知県 30代 お参りしに伺います。

鳥取県 40代 お世話になります。 寄付金有効にお使い下さい。 よろしくお願いします。

鳥取県 30代 お隣の鳥取県にいます。一緒に頑張りましょう。

大阪府 20代以下 がんばってください！

兵庫県 40代 がんばってください！

大阪府 30代 がんばってください！

神奈川県 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。

東京都 60代 がんばってください。応援しています！

埼玉県 50代 がんばれ。

東京都 60代 ここ数年出雲の知名度がアップしており、うれしく思っています。頑張ってください。

山口県 40代
これからの時代、農水産物の安心安全は、大きなセールスポイントになると思います。利用者の信頼を損なわないよう、これからも精進していただきたいと思います。 ふるさと寄付金制
度を知る目的も兼ね、初めて制度を利用しましたが、出雲市さんの積極的な姿勢は、大変参考になりました。

大阪府 40代 これからも、安心で美味しい食べ物期待しています

東京都 40代 これからもよい特産品の提供をお願いします

神奈川県 30代 これからも応援しています！

熊本県 40代 これからも頑張って下さい

千葉県 40代 これからも出雲らしさを大切にしてください。

大阪府 50代 これからも素晴らしい故郷でありつづけて下さい。

東京都 50代 これからも素敵な街であるように応援しています。

埼玉県 60代 これからも美味しいものを届けてください。

埼玉県 50代 これを使って市政に役立ててください。

東京都 40代 こんにちは。 昨年お米セットをいただきましたが、とてもおいしく、特に古代米を 妻がとても喜んでいましたので、またお願いします。

富山県 50代 ご発展をお祈りいたします。

埼玉県 60代 ご発展をご祈念致します。

佐賀県 50代 しじみ　美味しいですね。リピーターです。来年もよろしくお願いします。

熊本県 40代 しじみ、楽しみにしています

東京都 30代 しまねっこが大好きです。これからの活躍も楽しみにしています

奈良県 40代 しまね出身です。 出雲市の発展を応援してます。

新潟県 50代 シャインマスカットが食べたかったです。

愛媛県 40代 ずっと行ってみたかった出雲大社、今年こそ訪れたいと思っております。
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東京都 30代 ぜひ出雲市民の健康づくり、福祉施設のためにお役立てください

大分県 60代 益々の御発展を大分より応援します。

大阪府 70代以上 そば好きで、全国のそばを食べてるので、出雲そばを楽しみにしております。

埼玉県 30代 たのしみにしています。

東京都 60代 だれでもが共存できる市であることを期待しています。また、貴地域を訪れたいです。

埼玉県 60代 つい三日前に、出雲に行ってきました。梅雨時期なのに晴れて、楽しい旅行になりました。 ありがとうございました！

大阪府 70代以上 テニスプレイヤーの錦織圭さんの大ファンですので出身地の島根県に寄付をしました。

広島県 50代 とても好きな地方です． 是非活性化を！

埼玉県 40代 とても良い所だったので、またゆっくり行きたいです。

愛知県 40代 のどぐろを食してみたいです。よろしくお願いいたします。

富山県 60代 パンフレットが届き今年も応援させていただくことにしました。今年は、昨年度は申し込みができなかった、シジミが加わり、楽しみにしています。パンフレットの送付は効果大ですね。

愛知県 ふるさと創生に使用してください。

滋賀県 70代以上 ふるさと創生頑張ってください。

兵庫県 40代 ふるさと納税が出雲市の振興に役立てば幸いです。

大阪府 60代 ふるさと納税はふるさと納税に関することに使用して頂ければ毎年リピート致します。

東京都 20代以下 ふるさと納税をきっかけに出雲に興味を持ちました。ぜひ旅行で行ってみたいです。

神奈川県 40代 ふるさと納税をさせていただきます。よろしくお願いします。

神奈川県 50代 ますますふるさと納税したくなるような特産品を多数取り揃えてください。

兵庫県 50代 また、訪れたいと思っています。 心が落ち着く場所です。

京都府 30代 また行きます！

大阪府 70代以上 まだ行ったことありませんが、一度は訪れてみたいです。

神奈川県 40代 まだ行ったことがないので、いつか行きたいなあと 思っています。

福岡県 40代 また遊びに行きたいです

東京都 30代 また来年もしたいと思います！

千葉県 30代 また旅行したいと思います。頑張ってください

東京都 30代 また旅行で訪れたいと思います。

広島県 50代 むかし，仕事の関係で住んでいました。 これからも頑張ってください。

宮城県 30代
もともと東京駅で扱いのあった多岐の干しいちじくのファンだったのでサイト内を検索して運よくヒットしたので決めたのですが、ふるさと納税で出雲市という歴史文化のある都市へ寄付す
るというご縁ができて嬉しく思っています。

大阪府 50代 よい街ですね。

兵庫県 30代 より良い市にしてください。

長野県 40代 わずかな額ですが、お役立て下さい。 いつか時間が取れたら、ゆっくり訪れてみたいです。

東京都 40代
以前、ツアーで出雲大社や鳥取砂丘に行ったことがあります。すごくいい所でした。 そして、最近、流行りのふるさと納税で検索しましたら、お肉が美味しそうでした。 楽しみにしておりま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

神奈川県 50代 以前、出雲市に大変お世話になりました。少しでもお役にたてれば嬉しいです。

広島県 50代 以前、西部に住んでいたころよく行きました。蕎麦もおいしく好きな街です。知名度は高いのですが、アクセスがもう少し改善できればさらに発展していけると感じました。

愛知県 50代 以前一度訪れたことがあります。また機会があれば訪れたいと思います。

東京都 50代 以前出雲を旅行し大変楽しい思い出があります。

神奈川県 30代 以前出雲市には観光でお邪魔しました。とても楽しかったのでまた行ける日を楽しみにしています。

愛知県 60代 以前訪れた時、宍道湖の夕日が目に焼き付いています。いつまでも美しい自然と素晴らしい環境に恵まれた出雲の街を守っていってください。

茨城県 60代 以前旅行で出雲を訪れ、思い出がたくさんあります。頑張ってください。

北海道 50代 一昨年より引き続き寄付させていただきます。 お芋がおいしかったので、今年も希望させていただきます。

京都府 50代 一度、家内とゆっくり出雲市を訪れてみたいと思っています。

東京都 60代 一度、夫婦で出雲大社へ参拝したいと思っています。

東京都 60代 一度、夫婦で旅行に行きたいと思っています。

山口県 40代 一度、旅行で行ってみたいのですが・・・ いつか必ず。

愛知県 50代 一度は、出雲大社へ行きたいと思います。

宮城県 50代 一度は行ってみたい町です。

東京都 一度は訪ねてみたい魅力的な地域です。応援しています。

福島県 40代 一度も行った事ありませんが行きたい所なので応援してます。

東京都 50代 一度ゆっくり行ってみたい所です。

北海道 50代 一度行ってみたいです。

兵庫県 50代 一度行ってみたいです。ふるさと納税には旅行もあるのですね。来年は検討してみます。

大阪府 70代以上 一度出雲に行ってみたいと思っています。

愛知県 50代 一度出雲大社に行ったことがあります。また、中井貴一さんの一畑電鉄の運転士の映画を見て親しみを感じています。もう一度行きたいと思っています。よろしくお願いします。

兵庫県 50代 一度出雲大社に訪れたことがあります。 またいつか、のんびりともっといろいろな所を訪問したいと思います。ささやかな寄付ですが、お役に立てれば幸いです。

東京都 40代 一度訪れたいと願っている憧れの地です。

長野県 60代 一度遊びに行きたいです

東京都 40代 益々のご発展をお祈りしております。

東京都 50代 益々のご発展をお祈りします。

東京都 30代 益々のご発展をお祈り申し上げます。

兵庫県 50代 益々のご発展をお祈り致します。

愛知県 40代 縁のある土地でふるさと納税に初めて申込させていただきました。 観光、産業の両立で将来も魅力ある地域として発展を祈ります。

熊本県 30代 縁結びのお守りをずっと大事に持っています。娘を連れていつか遊びに行ってみたいです。

青森県 50代 遠いのでなかなか伺えませんが、いつか神在月に出雲大社にお参りさせていただきたいと思っています。お参りのかわりに応援寄附させていただきます。

兵庫県 甥が島根大学（医）にいますので、出雲市に縁を感じています

東京都 60代 応援しています

東京都 40代 応援しています

千葉県 30代 応援しています！

大阪府 30代 応援しています！！

高知県 30代 応援しています！頑張ってください！

兵庫県 60代 応援しています。

東京都 60代 応援しています。 元気に頑張ってください。

神奈川県 50代 応援しております、頑張って下さい。

神奈川県 50代 応援してます。

東京都 40代 応援してます。

東京都 40代 応援してます。

神奈川県 40代 応援します。

東京都 40代 応援します！

京都府 70代以上 何回か、旅行で訪れました。静かな落ち着きのある雰囲気が気に入っております。この環境、歴史文化が維持されるようお願いします。

大阪府 50代 何度か旅をしました。いいところですね。また訪ねたいと思います。

大阪府 30代 何度も旅行させていただきました。 また行きたいと思います。

岐阜県 40代 夏に観光で伺いました。良いところでした。又伺いたいと思います。

滋賀県 60代 家族は出雲旅行に何度も出かけていて、「また行きたい。」 と言っています。 私も機会があれば、是非訪れたいと思っています。

埼玉県 40代 家族揃って毎年夏に島根県を訪問させて頂いております。 （義祖母と、義母が島根県出身）

大阪府 70代以上 家内が旧平田市出身なので応援したい。

東京都 40代 家内が出雲市出身なので選びました。私は一度も出雲市に行ったことがありませんが、いずれ訪れたいと思います。

東京都 50代 家内が島根県出身なので、微力ながら貴市のご発展を応援致します。

東京都 50代 家内の出身が島根県なので、微力ながら貴県の一層のご発展を応援致したく。

福岡県 40代 過疎に負けない街づくりにお役立て下さい。
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岐阜県 60代 過疎化がすすんでるとは思いますが、地域活性化に色々取り組んで下さい。

東京都 50代 会社のコールセンターでお世話になっております。今年もよろしくお願いします。

大阪府 70代以上 懐かしい心のふるさととして大切に思っております。 ささやかな寄付ができることを幸せに思います。

東京都 40代
海外在住が長く、日本のことをより知りたいと思っておりました。美味しいものと酒が大好きで、そのよこしまな考えで正直今回の選択をしましたが、家族含めて楽しめればと考えておりま
す。よろしくお願い申し上げます。

大阪府 50代 街の活性化に活用してください。

千葉県 60代 学生時代の旅の思い出が蘇ります。今度はプラチナプランで訪れたくがんばっています。

愛知県 30代 楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

愛知県 40代 楽しみに待っています。

広島県 40代 観光でよく行かせていただいております。

東京都 70代以上 関東の大学を卒業しましたが、来年、神在月の頃、出雲で同期会を行う予定です。参加者は20名前後です。

茨城県 60代 頑張ってください

埼玉県 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

東京都 30代 頑張ってください！

北海道 30代 頑張ってください！

東京都 30代 頑張ってください！

大阪府 30代 頑張ってください！旅行で行かさせていただきます！

東京都 40代 頑張ってください。

群馬県 40代 頑張ってください。

神奈川県 40代 頑張ってください。

東京都 30代 頑張ってください^_^

高知県 40代 頑張って下さい。

愛知県 70代以上 頑張って下さい。

神奈川県 30代 寄付金は、鉄道の設備更新費用に使っていただきたいです。

鹿児島県 50代 機会があれば、またゆっくり出雲大社を参拝したいです。

兵庫県 70代以上 気候が良くなれば弟の家族を尋ね御市を観光したい!!

岡山県 50代 貴市のご発展をお祈り申し上げます．

兵庫県 50代 貴市の益々のご発展をお祈り申し上げます

北海道 50代 貴市の発展を心よりお祈り申し上げます．

神奈川県 60代 宜しくお願い致します。

東京都 40代 義理の両親の出身地なので応援しています。 一度だけしか行ったことがありませんが、またお邪魔したいです。

埼玉県 60代 休暇を利用して出雲に行きたいのですがなかなか・・・東京のアンテナショップで我慢しています。

東京都 50代 去年に続き２度目です。去年とてもおいしくいただいた西浜いもを秋には家族が再度応募しようと思います。

京都府 50代 去年も、ぶどう頂きました。大変美味しかったです。今年も、よろしくお願いいたします。また、ご丁寧にパンフレットのご送付ありがとうございました。

兵庫県 50代 去年もふるさと納税で頂いて、とても美味しかったので、今年も注文します。

大阪府 70代以上 去年も寄附をしましたが今年は特産品の種類が多くたのしみが増えました。

東京都 30代 去年観光で出雲に行きました。とても楽しい旅行となりました。ふるさと納税を活用していただき、出雲市が更に発展することを願っています。

兵庫県 50代 去年出雲市へ旅行し、とても楽しい思い出になりました。また必ず再訪したいと思っています。

大阪府 50代 去年初めて寄付させてもらいました。今年も少しですがお役立てたらと思い

京都府 50代 漁業農業がんばってください。５０歳前後で都会から第２の人生をスタートし、農業などに従事したい方への支援・作業教育などへも力を入れてみてください。

大阪府 70代以上 故郷を離れて５０年以上たちますが、いつもふるさとの思いは消えません。里見さんや高校駅伝を応援しています。

埼玉県 40代
近年、神有祭、出雲大社ご遷宮などでたびたび足を運び、 すっかり出雲が好きになりました。 出雲そばをはじめ、おいしい食べ物と温泉も魅力です。 またぜひ行きたいと思っています。
今度はぜひ神楽をみてみたいです。 応援しています。

福岡県 40代 九州福岡在住ですが、高速道路が出来たら一度貴市を訪問してみたいと思っております。

東京都 40代 結婚した年に旅行へ出かけた思い出の場所です。 お役立ていただければと思います。

神奈川県 60代 元気な街づくり頑張って下さい。

東京都 50代 厳かな雰囲気を維持してください。

東京都 60代 古くからの文化と自然をこれからもお守りください。

神奈川県 70代以上 故郷の発展に寄与したい。

東京都 50代 広島県三次市出身です。年に数回は帰省しています。出雲大社には、小さな頃から何度もおまいりしています。出雲市の発展を祈念しています。

岡山県 30代 更なる地域活性化をお願いします。

東京都 20代以下
高校まで出雲で育ちました。自分の知らない特産品も沢山あり、故郷のことをまだまだ良く知らないのなだ実感しております。神西湖のしじみなど、この制度を利用して他県の方にも出雲
の魅力をどんどん発信して頂ければと存じます。  心ばかりの金額ではありますが、今後の町づくりのために使って頂けたらと思います。

石川県 70代以上
今まで何度か「ふるさと納税」をしようか、しまいか迷っていましたが、そろそろ本制度を利用すべく決心した次第です。とりあえず 出雲市を第一に選択させていただきました。 選択理由
は隠岐の島めぐりがきっかけです。

愛知県 60代 今夏貴地を旅行する機会がありました。

東京都 40代 今回をご縁にもっと出雲のことを知りたいと思っております。

大阪府 30代 今後ともふるさと特産品に期待しております

三重県 30代 今後のさらなるご活躍を祈念しております。

千葉県 40代 今後も出雲を盛り上げていってください。

埼玉県 40代 今後も魅力あふれる街づくりに期待しています。

埼玉県 今春、出雲大社に行きました。心安らぐひとときでした。また次回ゆっくりと詣でたいと思います。

神奈川県 40代 今度、初めて出雲大社に行こうと思っております。 楽しみです。

愛知県 30代 今度、訪れます。楽しみ。

神奈川県 40代 今度出雲大社に行きます！

北海道 50代 今度出雲大社に行こうと思っています。神の集まる場所としてこれからも頑張ってください。

神奈川県 70代以上
今年、５０年ぶりに友人達と山陰地方を一周しました。  来年桜の時期には、妻にも荘厳な大社を見せてあげたいと思います。  新婚旅行で行った懐かしい鳥取、島根、山口をレンタカー
を使って回るつもりです。  住む人に優しい町は、観光客にも優しい町だと思います。

神奈川県 50代 今年6月、高校の修学旅行以来で出雲大社へ行きました。 素晴らしいの一言です。

東京都 50代 今年こそは出雲旅行をしたいと思っています。

埼玉県 40代 今年で、２年目です。 出雲へ行ってみたいと思っています。

東京都 60代 今年で２回目です。出雲市ガンバレ！（松江市出身）

神奈川県 50代 今年の3月に家族で出雲を旅行しました。とても清々しく気持ちよく過ごすことができ、また是非訪れたいと思いました。 有難うございました。

神奈川県 30代 今年のお正月そちらに初詣に行ったので、応援したいと思いました。何かのお役に立てれば幸いです。

奈良県 60代 今年の夏に、出雲大社に久しぶりにお参りしましたが、いい雰囲気でした。よき伝統と文化を引き続きお守りください。

神奈川県 60代 今年も応援させて頂きます。

東京都 30代 今年出雲大社で挙式させて頂きました。その時の思い出を振り返り、寄付させていただきました。

宮城県 40代 今年初めて出雲に行きました。とても素晴らしく次回は時間をかけて行きたいと思っています。

和歌山県 50代 些少ですが貴市にお役立てください

千葉県 40代 佐田みそは美味しいです。去年からのリピートとなります。

東京都 60代 最高の、ふわふわタオルが、楽しみです。 出雲市の発展を、お祈りします。  よろしく、お願い致します。

大阪府 40代 妻が、大社出身で毎年寄付させていただいてます。

東京都 50代 妻が安来市出身。今年の夏は出雲大社や日御碕に行きました。

東京都 40代 妻が出雲市出身です。

東京都 60代 妻の実家が旧平田市です

京都府 40代
妻の出身地で、義母、義姉、義兄は出雲に住んでいます。又、自分も島根で１０年過ごしました。近頃、よく出雲の事が耳に入ります。更に、知名度を上げ、在住者には暮らしやすい市に
していただきたいです。

神奈川県 50代 昨年、シクラメンが良いと好評だったので今年も申し込みます。

東京都 30代
昨年、仕事で初めて島根県に行きました。そのついでに前から行きたかった出雲大社にお参り。想像以上に雄大でびっくりしました。また、仕事では、仕事先の方にとてもよくしていただ
き、島根県が大好きになりました。お土産に買ったしじみの佃煮が父に好評で、ふるさと納税の特産品の中にあればと思って探しましたが、見当たらず、ちょっと残念でした。
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岐阜県 30代 昨年、出雲に旅行に行きました。 とてもよいところでした。また行きたいと思います。

千葉県 50代 昨年、出雲大社に家族でお参りにお伺いしました。この時に接した出雲市の皆様のおもてなし、あたたかみに触れ、心が洗われました。さらに良いまちにしていただきたいと思います。

山口県 40代
昨年、出雲大社へお参りに行きました。そこで本当に素晴らしいご縁をいただきましたのでお礼に寄付をしたいと思いました。 交通の便がもう少し良くなると良いと思いました。これから
のご発展を祈ります。

大阪府 50代 昨年、出雲大社へ行きました。とても素敵な街でした。

愛知県 50代 昨年、娘が島根出身の方と出雲大社で挙式しました。 ご縁ができましたので、ほんのわずかですがお役にたてればと思います。

兵庫県 30代 昨年いただいたマスカット、大変美味しかったです。 よろしくお願いいたします。

福島県 40代 昨年いただいたマスカットがとても美味しかったです。

東京都 30代 昨年いただいておいしかったので。

神奈川県 40代 昨年に引き続き、今年も少額ですが、お役立てください。

岐阜県 50代 昨年に引き続き寄付させていただきます。少子化対策に力をいれてください。

東京都 50代 昨年に引き続き送らせていただきます。よろしくお願いいたします。

長崎県 50代 昨年に続いてのふるさと納税です

北海道 40代 昨年に続き、子供がしじみ好きなので、宍道湖のしじみをお待ちしております。

東京都 50代 昨年に続く寄付です。元気な出雲からの発信を祈念します。

北海道 40代 昨年のメール、今年の案内と印象に残り、今年も寄附します 今年は出雲へ旅行しようと計画中です

東京都 40代 昨年の夏季休暇の際、はじめて出雲市（山陰地方）へ伺いました。 素晴らしく、また今年もご寄附させて頂きたいと思いました。

北海道 50代 昨年は、年内申し込みに間に合わず、出雲市にふるさと納税できず残念でした。今年は余裕を持って申し込みます。よろしくお願いします。

愛知県 60代
昨年は出雲大社及び足立美術館に行き松江温泉に宿泊してきました。  前回は友人と行きましたので今度は妻を連れて行こうと 思っています。 私の家族には独身の息子が１人おりま
すので　出雲の神様へお願いに行こうと思っています。

東京都 40代 昨年もおいしく頂きました。

東京都 50代 昨年もお願いしました。今後ともよろしくお願いします。

福岡県 30代 昨年もタオルをいただきました。とても使い心地がよく気に入ってます。

京都府 30代 昨年もふるさと納税でお世話になりました。 木の器、追加でほしいので今年もお願いしました＾－＾ よろしくお願いいたします。

神奈川県 40代 昨年も一昨年もデラウェアをいただきました。 毎年美味しくいただいています。 ありがとうございます。

北海道 60代 昨年も応援寄附をさせていただきました。また家族で旅行に行きたいと思っています。

兵庫県 30代 昨年も干しいもをお願いしたのですが、とても美味しかったので今年もお願いしました。

神奈川県 40代 昨年も寄付させていただきました。 よろしくお願いいたします

新潟県 20代以下 昨年も寄付させていただきました。いい御縁がありますように！

東京都 50代 昨年も寄附をさせていただき、しじみを送ってもらいました。 とてもおいしかったです。 今年もよろしくお願いします。

東京都 50代
昨年夏、娘（２２）と二人で仁摩や出雲大社に行きました。その時ゆるキャラのしまねっこに会えた事に娘は感動し、今でも良い思い出となっています。是非ゆるキャラグランプリで、優勝
してほしいですね。応援しています。それと、出雲そばが美味でした。息子（１７）も真似してか昨年末、出雲大社に行きました。今では家族みんなで島根ファンです。時々日本橋にあるア
ンテアショップで、出雲そばを購入します。黒っぽい麺と歯ごたえが病みつきです。

山口県 60代 昨年寄附した自治体の中で、出雲市だけ応援お願いしますとパンフレットが送付されました。とてもよい取組みだと思います。

北海道 70代以上
昨年御町から北海道釧路市へ長期滞在でお越し下さいました方がおられ、大変お世話になりました。滞在期間中御町の風物名跡をお聞きし、古の歴史に大変関心を持ちました。近々
訪問したいと思っています。私は現在釧路市で長期滞在される方のお世話するボランテアをしています。釧路市の夏季期間の平均気温が21.6℃と冷涼な気候です。釧路湿原、阿寒湖、
摩周湖、真っ赤な夕日等自然遺産に恵まれた地域でマリモ、タンチョウと貴重な生物との出会いもあります。是非、釧路にお越しください。

滋賀県 60代 昨年出雲大社に夫婦で参拝いたしました。 今後も維持活動大変と思います。 ささやかですが応援させていただきました。

東京都 30代 昨年出雲大社に旅行に行き、もっと出雲の魅力を知りたいと思いました。

東京都 50代
昨年初めて出雲大社に行きました。無料のガイドさんが案内してくれましたが、あまり良くなかったのが残念です。松江城の同じようなガイドさんはすばらしかったです。旅行者に良い印
象が残るようにがんばってください。

東京都 50代 昨年度いただいた干し芋が大変美味しかったので、再度申し込みました。

福岡県 60代 昨年度に続き２回目です。１８才から遠く離れて暮らしており、ふるさとがいつも気になります。些細な金額ですが、何かのお役立てになればと思っております。

東京都 40代 昨年度も納税させていただきました。　しじみがとてもおいしく、今年も納税させていただきました。　いつかそちらへ、観光で足をはこんでみたいものです。

東京都 40代 昨年特産品のしじみを送って頂いて有難うございました。 とってもおいしかったです。 今年もよろしくお願いします。

埼玉県 50代 昨年納税させてもらいました。　５月頃だったか　今年も…とご案内状を頂いたので応援させて頂くことにしました。 出雲市頑張ってる～な感じが、応援したくなります。

茨城県 60代 山陰地方にはまだ訪れていません。 神話の国出雲は、特に行きたいところです。 自然と歴史を大切に街づくりをお願いします。

東京都 40代 仕事でよくお世話になっています

千葉県 50代 仕事の関係で出雲市にお世話になっています。

滋賀県 40代 姉が島根県に嫁ぎました。島根の活性化を願っています。

千葉県 40代 子供が鷹の爪団が好きなので、少額で恐縮ですが寄付させて頂きます 出雲への寄付を通じて子供たちにご縁があります様に願います

大阪府 50代 子供の頃は亡父の帰省のためよく訪れました。

東京都 40代 子供達が大きくなったら家族旅行で訪れたいと思っております。

埼玉県 50代 市のますますの発展を祈念いたします。

岐阜県 20代以下 桃太郎電鉄が好きで良くやりますが、出雲のそばがいつも気になっていたので、購入検討中です。

石川県 40代 市の発展に向け頑張ってください。

広島県 40代 市の発展を願っております。

東京都 40代 市の発展を祈っています。

大阪府 50代 市の繁栄を祈念します

東京都 70代以上 市行政のご努力に敬意を表します。

島根県 70代以上 市内にｱﾊﾟｰﾄを所有しており、毎年心ばかりの寄付をしています。 出雲の益々の発展を祈ります。

愛知県 50代
市役所観光課に勤める友人からパンフレットを送付してもらっていました。出雲大社は数回訪れていますが（出身は隣の山口県です）、神在祭に行けたことがないので、次回はぜひ、神
在祭に行ってみたいです。私も山陰地方の出身ですが、山陰はこれから寒くなりますので、しばらく身体を大事にしていきましょう。

大阪府 30代 私の父が出雲市出身で、祖母は、現在も出雲市に在住しています。自分に所縁のある土地ですので、盛り上がってもらいたいです。

茨城県 60代 私は、１８歳まで多伎町田儀で育ちました。何かのお役に立てれば幸いです。

滋賀県 50代 宍道湖のしじみ、大きくて美味しいですよね。

東京都 40代 実家が島根県です。毎回出雲大社へ参拝させていただいております。応援してます。

福岡県 60代 若い頃は、よく観光で訪問していました。あのころのような他県の者が興味を持てる地域であることを期待してます。近々訪問します。

大阪府 60代 主人が出雲出身です。 これからも、ますます発展しますように。

東京都 40代 主人も寄附をしたいのでお手数ですが申込書（納付書も）をお送り頂けますでしょうか。

東京都 50代 主張で伺いお世話になりました。

大阪府 50代 修学旅行で訪れたことがあります。もう一度行きたいまちです。

埼玉県 50代 修学旅行のみの思い出ですが好きな街です。

三重県 50代 住みよい町にしてください。

東京都 50代 住民の声をよく聴いて、暮らしやすい街づくりをお願いします。

福岡県 50代 出雲がんばれ。

三重県 40代 出雲が好きで、毎年お邪魔させて頂いております。よろしくお願い申し上げます。

神奈川県 40代 出雲そば、昨年も頂き、年越しのおそばとして家族で食べました。ありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。

京都府 40代 出雲そばはおいしいと思います。

岡山県 30代 出雲で食べた出雲そばの美味しさが忘れられません。 家族みんなで楽しみにしています^^

三重県 40代
出雲と言えば「出雲大社」が有名ですが、自分の住んでいる伊勢市には伊勢神宮があり、お互い式年遷宮で大変賑わっているあたり、今まで以上に親近感を感じます。 また、伊勢では
ないですが、松阪牛に対していずも和牛となれば、一度食してみたくなり、今回の選択に決まりました。 ＧＷに家族で頂こうと思っていますので、是非宜しくお願いします。

東京都 40代 出雲には、日本の古来からの神様がいらっしゃるような気がします。

神奈川県 60代 出雲には今後訪れたいと思っています。

大阪府 30代
出雲には小さいころよく行きました。山もあり，海もあり，出雲大社もあり，のどかで，とてもいいところです。昨年訪れた時は，出雲大社前が「激変」していて，びっくりしました！！さびれ
ていた，せいだまり前にスタバができるとは・・・ 出雲市の，今後のご発展を心よりお祈り申し上げます。

東京都 40代 出雲にまた旅行に行きたいです。

神奈川県 30代 出雲に一度いってみたいと思っています。

東京都 50代 出雲に行ってみたいと思っています。 頑張ってください。

茨城県 50代 出雲に伺った時、とても良い時間を過ごす事が出来ました。 自分にとって　とても好きな場所になりました。

広島県 50代 出雲の海で釣りを楽しんでいます。 いつまでも、豊かで美しい海を守ってください。

大阪府 出雲の活性化に少しでも貢献したく思います。 頑張って下さい！
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広島県 60代 出雲の元気づくり、頑張ってください。

神奈川県 50代 出雲の特産品を楽しみにしています。

静岡県 60代 出雲の魅力的な歴史・文化・環境を今後もより良く発展していくことを望みます。

福岡県 60代 出雲は、２０歳の頃行った事があります。又、のんびり行ってみたいですね。

広島県 50代 出雲は、とてもホッとする大好きな地域です。これからも、この出雲が訪れる方々の癒しの場でありますように。。。

岡山県 40代 出雲は、仕事で訪れたことがありますが、おそばもおいしかったです。地域の役にたって、おいしいものがいただけるということで、嬉しく思います。ありがとうございます。

神奈川県 40代 出雲はいつか行きたい場所です。 ブドウが届いたら、みんなに宣伝します。

千葉県 40代 出雲はとてもいいところです。 是非寄附金を役立てて頂きたいと思います。

埼玉県 50代 出雲は大好きな場所です。 是非、地域活性化に役立ててください！

福岡県 60代 出雲は大好きな町です。これからも応援します。

京都府 50代 出雲は母の実家があり、子供のころは第二の故郷としてお世話になりました。今も大好きです。

東京都 20代以下 出雲へは何度か旅行で伺ったことがあります。これからも魅力あふれる街にしていってください。

東京都 30代 出雲へは数年前に出雲大社参拝のため行きました。また機会があれば参拝しに行きたいと思っていますが、とりあえずふるさと納税させていただきます。

福岡県 40代
出雲へ行ったことはありませんが、いつか家族旅行で 行ってみたいと思っていました。 この機会に出雲市へのご縁ができたように 思います。市政の運営に役立つことができれば幸い
です。

東京都 60代 出雲へ旅行したいと思っています

北海道 50代 出雲を応援します。

大分県 50代 出雲市　この夏訪れたいです。

大分県 40代 出雲市、いつかは観光に行きたいと思っています。

兵庫県 40代 出雲市がよりよい街になる様に使ってください。

鳥取県 50代 出雲市が元気になれば、米子市にもいいことがあります。

東京都 30代 出雲市にはこの前初めて行きまして大好きになりました。 宜しくお願い致します。

山口県 60代 出雲市には知人が多く住んでいますので、応援しています。

大阪府 60代
出雲市には美味しいものがとても多いので、大阪にアンテナショップがあればいいのにと思います。（島根県全体としてでも） 常設が無理でも、エキナカの催事のような形でも実施して頂
けると嬉しいです。

東京都 40代 出雲市には訪れた事がありませんが、出雲市の観光ガイドを拝見すると見どころが多そうです。スケールも大きい自然や出雲大社には一度は行ってみたいと思いました。

東京都 60代 出雲市に関するニュース、よく拝見しています。今回、寄付金という形で、ご縁があったこと嬉しく思っています。

茨城県 40代 出雲市のお酒（十字旭日と天穏）がすきなので、寄付させていただきました。

富山県 50代 出雲市のご発展を祈ります。

北海道 60代 出雲市のご発展を祈念致します。

岐阜県 40代 出雲市のご繁栄のために有効に使用していただきますよう、願います。

東京都 50代 出雲市のさらなる発展をお祈りしています。

岡山県 70代以上 出雲市のさらなる発展を期待しています。

愛知県 50代 出雲市のしじみ美味しいです。

愛知県 50代 出雲市のふるさと納税への取組みは行き届いていますね。写真付きパンフレットもいいですね。今後もがんばってください。

東京都 60代 出雲市のますますのご発展をお祈りいたします。

東京都 40代 出雲市の益々のご発展をお祈りいたします。

三重県 40代 出雲市の皆さんがお元気で過ごせますように

愛知県 70代以上 出雲市の活性化を期待しています。 出雲市への寄付は初めてですので、届くのを心待ちにしています。

千葉県 60代 出雲市の次世代を担う若い世代・将来に向けて大きく羽ばたき、大きな夢が実現できるよう祈ります。

東京都 60代 出雲市の自然を守りながら、御繁栄をお祈りいたします。

京都府 60代 出雲市の増々のご発展を祈っております。

兵庫県 50代 出雲市の発展に少しでも貢献できればうれしいです。 来年こそ出雲大社に行きたいと思っています。

東京都 40代 出雲市の発展のお役に立てればと思います。

愛媛県 70代以上 出雲市の発展を応援します

茨城県 50代 出雲市の発展を願っています。

東京都 70代以上 出雲市の発展を願ってます。

滋賀県 60代 出雲市の発展を期待しています。

大阪府 20代以下 出雲市の発展を祈願いたします。

愛知県 30代 出雲市の繁栄を願っています

東京都 40代 出雲市の魅力を特産品で伝えて頂けると行きたくなります

奈良県 50代 出雲市はすばらしいところなので、ぜひ行ってみたいです。もっとよく知りたいので、出雲市についての情報を送ってほしいです。

福岡県 30代 出雲市はミーハーですが、神聖なイメージがあります。 以前出雲市には訪れたのですが出雲大社には参拝できませんでした。再チャレンジしたいと思っています。

広島県 70代以上 出雲市は何度か伺った場所であります。 今後も良くなるよう願っています。

東京都 50代 出雲市は素敵な特産品がたくさんあるのですね。 欲しい物ばかりで迷ってしまいました。 いつか遊びに行きたいです。 応援しています！

広島県 50代 出雲市は和菓子もワインも美味しいです

香川県 60代 出雲市への故郷納税去年より寄付しています。  今年は何処の市町村へ寄付しようかと考えていましたら、出雲市より封筒が届きましたので、今年も寄付をさせていただきます。

東京都 40代 出雲市へは何度か訪れています。訪れる度に、楽しく、清々しく、元気を頂いています。ありがとうございます。

福岡県 60代 出雲市へは何度も観光に行きました。懐かしく思います。 地域の発展、頑張って下さい。（福岡県出身）

東京都 40代 出雲市を応援しています！

福島県 60代 出雲市頑張れ

東京都 60代 出雲市出身です。少額ですが応援しています。

東京都 40代
出雲市長さま 昨年度に引き続き、また今年度も寄付させていただきます。 微々たる金額ですが、有効に活用されることを祈っております。 なお、さだ味噌は本当においしいですね。 我
が家はもちろん奥さんの実家でも大好評です。 今後も、こういったいいものを大切にしていってくださいね。

島根県 70代以上 出雲市内でｱﾊﾟｰﾄを経営しています。市の発展を望みます。

東京都 30代 出雲大好きです

神奈川県 60代 出雲大好きです。神々のお世話を宜しくお願いします。

三重県 40代 出雲大社、いつかは行ってみたいです。

愛知県 50代 出雲大社、素晴らしかったです。又、行きたいと思います。

栃木県 60代 出雲大社がきれいでした。

兵庫県 50代 出雲大社が素敵でした。 また行きたいと思ってます。  申告特別申請書の送付もお願いします。

岐阜県 30代 出雲大社で有名で一度いきたいです。

大阪府 40代 出雲大社などすばらしい文化的建造物の維持・保全、地域活性化などにお役立て頂ければ幸いです。

北海道 50代 出雲大社にいつか行ってみたいです。日本中でも有名なので。

東京都 30代 出雲大社にお参りさせて頂き、よきご縁に恵まれました。 訪れる方が増えて、益々出雲市が発展しますように！

東京都 30代 出雲大社にお参りに行きたいです。

群馬県 40代
出雲大社にお参りに行きました際、沢山色々なところで素晴らしい名所が有りましたが、分散しており、広範囲で整備や維持が必要だと感じました。これからも素晴らしい出雲市であり続
けますよう、ささやかながら応援致します。

愛知県 40代 出雲大社には是非もう一度行きたいと思っています。

東京都 60代 出雲大社にまたお参りに行きたいと思っています。

兵庫県 40代 出雲大社にまた行きたいです。魅力ある町としてどんどんアピールしていって下さい。

愛知県 70代以上 出雲大社に一度行ってみたいです

東京都 30代 出雲大社に家族で行きました。また訪れたいです。

東京都 60代 出雲大社に隔年、参拝させていただいております。

大阪府 40代 出雲大社に行ったことあります。

宮城県 30代 出雲大社に行ったことがあります。いいところでした。

長野県 50代
出雲大社に行ってみたいと思っていますが、遠いのでなかなかむずかしいです。なので、出雲の雰囲気を楽しみたいと思い、また、出雲の振興を願いつつ寄付をいたしました。気持ちの
上では、いつか必ず出雲大社へお参りができたらいいな、と思っています。

新潟県 50代 出雲大社の神主さんの結婚等で、大変盛り上がっているようで結構なことです。これからも活力ある地方都市でいてください。

東京都 30代 出雲大社の人気でメディアで取り上げられる機会が増え嬉しく思っています。 ますますの発展を期待しています！

青森県 40代 出雲大社は行ったことありますが、それ以外はあまりわからないので、いろいろ発信していってください
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愛知県 50代 出雲大社は素晴らしい。また、行きます。文化財保護、お願いします。

大阪府 30代 出雲大社へは一度行ってみたいです。観光業に力を入れてください。

山口県 50代 出雲大社へまた家族でお参りにうかがいたいと思います。サンライズ出雲で東京からの観光客が多いと聞きます。益々魅力的な街となりますように。

福岡県 50代 出雲大社へ行きたいと思っています。 温泉や自然あふれた　出雲に泊りがけで行きたいです。

東京都 40代
出雲大社をはじめとする歴史を感じさせる建物や史跡、宍道湖、一畑電鉄といった出雲市と言って思い浮かぶものがいつまでもそこにいてくれることを願っています。また訪ねて行きた
いと思っています。

東京都 50代 出雲大社をはじめ観光に行きたい地域で是非一度 行こうと考えています。 少ない金額ですが、今後の発展の為にお役立て下さい。

神奈川県 40代
出雲大社詣で２度程伺いました。 一度目は十年以上前にのんびりと畑電車にゆられ、二度目は二年程前レンタカーで日御碕神社、灯台まで足を伸ばしました。 大社周辺があまりに変
わっていてとてもビックリしました。 昔ののんびりとした雰囲気もよかったですが、ものすごく活気が出てましたね。 何度でも行きたい所です。 微力ながら寄附させて頂きます。

兵庫県 50代 出雲大社等、何回か訪問したことがあります。 ふるさと納税を有効に使っていただければと思います。

愛知県 60代 出雲地域は、一度訪れてみたいと思っている地域です。リーフレットの特産品を見ても、自然の豊かさが感じられる気がします。これからもいろいろと留意していきたいと思います。

愛知県 40代 出雲殿で結婚したことと、出雲大社におまいりにいったことあります。応援させていただきます。

広島県 30代 出西焼とても楽しみです。ありがとうございます。

広島県 70代以上 出西窯の大ファンです

東京都 30代 出張で伺います。 食べ物がおいしく素敵なまちだと思います

愛知県 50代 初めてのふるさと納税です。 記憶に残り親しみが生まれます。 また来年も！

兵庫県 40代 初めて寄付させて頂きます。 よろしくお願いします。

栃木県 40代 商品の到着を楽しみにしています。 頑張ってください。

東京都 40代 将来、Iターンも検討しています。

北海道 50代 将来、夫と共に出雲市にUターン移住予定なので、出雲市の市政を今のうちから応援したい。

山口県 50代 小学校は1年から5年まで今市小学校に通学していましたので、出雲市に寄付をいたします。

東京都 40代 少しですがお役にたてれば幸いです。

兵庫県 60代 少しでも応援できたらと思います。

愛知県 30代 少ないですが、お役立てください。

埼玉県 50代 少額ですが、出雲市のお役にたてれば幸いです。

埼玉県 40代 少額ですが、出雲市のお役に立てれば幸いです。

東京都 60代 少額ですが、役立てて下さい。

石川県 60代 少額ですが、有効に使って下さい。

埼玉県 少額ですがお役立てください。

北海道 60代 少額ですが何かのお役にしてください。

東京都 60代 少額ですが宜しくお願します。

広島県 60代 少子高齢化に過疎化が進む中で、少しでも応援できればと思います。ふるさとをこれからもよろしくお願いします。

東京都 40代 松江市に赴任中、買い物やレジャーでよく出雲市へ行きました。 子供たちは出雲科学館とゆうプラザがお気に入りで、 今でも思い出すようです。 応援しています！

大阪府 40代 松江市出身ですので、ご近所の出雲市に寄付します。子ども達が小粒の島根ブドウが大好きなので、楽しみにしています。

兵庫県 40代 障がい者支援に寄附します。

広島県 70代以上 自然な条理を大切にしてください。

大阪府 60代 新しいものがよいのではなく自然・文化を大事にしてください。

北海道 40代 神の国、出雲市として頑張ってください。

熊本県 50代 神々の集う処たる出雲市の益々のご発展を祈念申し上げます。

大阪府 60代 神話のふるさと出雲がいつまでも美しい街でありますように。

兵庫県 60代 神話の國出雲として、やさしさ・しあわせ・げんきいっぱいの市になって下さい。

京都府 30代 親族います。

富山県 20代以下 進学を機に県外へ移住しましたが、地元の動向は常々気になります。今後より一層発展し、住みよい市になるよう応援しています！

長崎県 70代以上 人口増加をがんばってください

長崎県 30代 数年前、出雲に観光に行きました。とてもよかったのでまた行きたいと思います。

愛知県 30代
数年前にふるさと納税で頂いたお酒がとても美味しかったので、それ以来取り寄せて買うようになりました。 ふるさと納税の商品を出雲市かどこかのホームページから買えるようなサー
ビスがあると嬉しいです。電話して注文だと、仕事中に電話をかけることもできないですし、ハードルが高いのでインターネット注文が出来れば便利だと思いました。

東京都 30代 数年前に縁結び祈願で旅行しました。 無事に結婚できたのでまたお礼参りに伺いたいと思ってます。 これからも魅力的な土地でいてください。

東京都 60代 数年前に観光で訪れました。前回は時間が無かったので、今度はゆっくりしてみたいと思っています。

東京都 70代以上 生まれたのが出雲で、ＨＰをみて懐かしさがこみあげてきました。 昨年行きそびれましたので、機会があれば、訪れたいです。

東京都 40代 生まれは出雲でした！

大阪府 50代 生まれ育った故郷です。故郷を離れ40年がたちました。いつまでも元気ある市であってほしいです。

東京都 40代 西浜いもは今まで食べた中で一番おいしいお芋でした。今年もおいしいお芋を期待しています。

岡山県 30代 税金を有効に活用ください。 今後の出雲市の発展を願います。

埼玉県 60代  出雲市の発展をお祈りいたします。

静岡県 60代
先月、家内とふたりで出雲を旅行しました。出雲大社から宍道湖をぐるり一周しましたが大変思い出深い旅をすることが出来て嬉しく思いました。旅は道連れ、世は・・なんて申しますがこ
のような形で寄付をすることが出来、また道中目に留まった島根ワインを飲みたくなって申し込みしました。

神奈川県 60代 先日　出雲大社に参拝した。歴史を十分感じたので。

東京都 40代 先日、そちらに旅行に行きました。

千葉県 50代
先日、市内の温泉に遊びに行きました。道の駅きららで海鮮丼としじみ汁を頂いて、大社にお参りしてきました。のどかで食べ物が美味しくてよい土地ですね！次は冬に行ってみたいで
す(*^-^*)

愛知県 50代 先日はじめて観光で訪れました。現地の方には、とても親切にしていただき大変感謝しています。このたびは感謝の意を込めて少しばかりですが寄付させていただきます。

東京都 30代 先日観光に行った際、市民の方々にとても良くしていただきました。ありがとうございます。

大阪府 30代 先日旅行に行きました。また楽しかった思い出を感じながら食したいと思います。

新潟県 50代 前にも冷凍のしじみを食べたらおいしかったので、また頼みました。

大阪府 70代以上 疎開で小３から出雲高校卒業までお世話になり感謝しています

愛知県 30代 祖父母が松江市に住んでいるため、出雲大社には5-6回訪問しました。

大阪府 30代 祖母が住んでいます。今年の夏にもいきましたが、自然豊かですばらしい地域だと思います。これからも自然豊かなまちを作っていってください。

大阪府 60代 素晴らしい大自然がある出雲へ行きたいです。

群馬県 40代 素敵な街づくり、応援しています。

埼玉県 30代 素敵な街であり続けてください。

愛媛県 50代
息子が島根大学でお世話になっています ふるさと納税をするのは初めてですが、最初は出雲市に。と決めていました。 少しで申し訳ないのですが、何かの足しに活用していただけると
嬉しいです。 出雲の方々は穏やかで温かく、そちらで学生生活を過ごせている息子は本当に幸せだと思います。 どうかこれからもますます素敵な出雲市でありますように。

宮城県 70代以上 息子が島根大学病院でお世話になっています。

神奈川県 50代
大学時代と卒後、合計１０年ほどお世話になりました。 特に学生時代は収入も無く納税対象でも無く。。。 お陰様で社会人として頑張っています。 育ててくれた出雲市には感謝、感謝で
す。 これからも人材育成に頑張って下さい。

兵庫県 50代 大好きな街です。

東京都 30代 大好きな場所「出雲」のますますのご発展をお祈りいたします。また、出雲大社に縁結びしていただいたと思っております。感謝の気持ちも合わせて、寄附させていただきます。

神奈川県 70代以上 大好きな町です。また、機会を作って訪問したいと思っています。

愛知県 50代 大昔出雲大社に行って以来一度も訪れていないので、また観光に行きたいです。

大阪府 50代 単身赴任していました 出雲大社や畑電　等々すべて懐かしいです

神奈川県 50代 地域の活性化を期待しています。

宮崎県 40代 地域振興頑張ってください。

岐阜県 50代 地方活性化頑張ってください

東京都 40代 地方活性化頑張ってください。　応援しています。

千葉県 60代 中学時代に出雲市に住んでいました。今は千葉県に住んでおり、なかなか訪れるチャンスがありませんが、昔を懐かしんでおります。頑張って良い故郷にしてください。

愛知県 50代 町の発展を祈念しております。

大阪府 70代以上 長岡市長殿、お元気で御活躍お祈りします。

東京都 50代 定年退職したらぜひ出雲の国へ旅行に行きたいです。出雲の方々のご健康と益々のご発展をお祈りしています。

神奈川県 30代 島根、いいところ！頑張って！

愛媛県 70代以上 島根にはよく訪れます。高速道路が開通してより便利になりました。ますますの発展を祈ります。

東京都 40代 島根の良さを残し、他所ではない魅力づくりをお願いします。
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神奈川県 40代 島根県！旅行に行ってみたい県の一つです 応援します

大阪府 70代以上 島根県は宮根さんや錦織さんの故郷と聞き.興味をおぼえました.

大阪府 60代 島根県人なので頑張って欲しいです

東京都 60代 島根土産でおいしかったので、もう一度食べたかった（妻談話）。

東京都 40代 到着を楽しみにしております！

愛媛県 30代 特産品、楽しみに待ってます。

岐阜県 60代 特産品がたくさんあっていいですね。

大阪府 40代
特産品が美味しければ「ふるさと納税」とは関係なく、そのお店から通信販売で購入しようと思っています。そういうきっかけにもなるので、「３万で２品」ではなく、「２万で２品」「回数に制
限なし」とかであれば他にも特産品の依頼をする事ができるので、今後検討してみてください。

北海道 50代 特産品が豊富で楽しみです。

神奈川県 70代以上 特産品が魅力的です。楽しみにしています。

岡山県 40代 特産品たくさん選べるのがよい

新潟県 40代 特産品に魅力を感じて寄附させていただきました。 これをきっかけに出雲市のことを知るきっかけが出来ました。

東京都 50代 特産品楽しみにしています。出雲大社へも行ってみたいと思います。

埼玉県 50代 特産物が楽しみです

東京都 30代 今後も出雲ファンとして応援させていただきます。よろしくお願いいたします。

東京都 70代以上 突然の連絡にもかかわらず、親切に対応して頂きまして感謝しております。ありがとうございました。

静岡県 40代 日本の一次産業振興を希望します。

神奈川県 60代 日本の不易の宝。湯の川温泉も最高に良かったです。

愛知県 50代 日本人の心のふるさと出雲市を応援しています。

鳥取県 40代 年に複数回寄付をして、特典をいただけるようにしてほしいです。

東京都 40代 年の回数制限を外していただけると嬉しいです。 頑張ってください。

島根県 50代 買い物や映画館へよく行っています。

鹿児島県 30代 非常に魅力的な特産物ばかりで目移りしてしまいます。今回は特産品から出雲市を知りましたが、この縁でいつかは訪れてみたいです。

滋賀県 60代 微力ですが、来年以降も続けていこうと思っています。

群馬県 40代 微力ながら出雲市を応援します。 出雲市の為に有効に使われる事を願います。

東京都 60代 微力乍ら応援させて頂きます。

東京都 40代 美味しい特産品、文化、歴史応援しています。

茨城県 30代 夫が小学生のころ出雲市にいました。 数年前出雲旅行をしたおりに キララ多伎でいちぢくを買いました。 おいしかったです！

兵庫県 40代 夫婦で出雲市に２泊したのですが、食事も美味しくとても楽しい旅が出来ました。来年も行きたいと思ってます。頑張って下さい。

北海道 50代 父が出雲市出身です。

神奈川県 50代 父が多伎町出身なので寄附させていただきます

東京都 40代 父の育った街です。今後も応援していますので頑張ってください。

神奈川県 40代 父の出身が斐川町なので、今回寄付させてもらいました。

埼玉県 30代 父も寄附をしますので、納付書をお願いします。

滋賀県 40代 父親の実家が出雲市の平田です。

神奈川県 60代
父親の出身地であり、年１回程度帰省滞在する為、寄付する次第です。メール等での対応も親切丁寧でレスポンスも早く、市のサービスに満足しています。質で松江市を凌駕する市政
をお願いします。

千葉県 70代以上 風光明媚な島根・出雲の益々の発展を祈ります。又出雲旅行へ行きたいと思います。

千葉県 60代 福祉分野の発展に資するとは思いますが、もう少し細目での使途として子育て支援に使ってもらえばと思います。

大阪府 60代 平成２６年出雲の神様に長女に子宝を、長男に彼女をとお願いしていた事が叶いました。出雲の神様ありがとう。今年は忙しくなりそうです。

東京都 40代 米子出身なので出雲には何度もいきました。 出雲市のますますのご発展心よりお祈りいたしております。

埼玉県 40代 母の実家が旧平田市（旧姓；岩成）なのでちょっとですが納税します。(^^)

宮城県 50代 母の実家が松江市で私も6歳まで松江で育ちました。最近出雲大社が話題になる事が多くて喜んでいます。島根県応援しています。

兵庫県 60代 母の実家が稗原町です

兵庫県 30代 母親のふるさとで、毎年帰省しています。 これからもよろしくお願いします。

埼玉県 50代 亡き母と旅した思い出の地です。またお伺いしますので、よろしくお願いします。

千葉県 30代 本当はUターンすべきですが、踏み切れないでいます。遠くからですが出雲市の安寧を願っています。

大阪府 60代 本年、高校の同窓会にて出雲大社にうかがいました。

岐阜県 30代 毎年、出雲へ訪れています。 心が穏やかになれる土地で出雲の人々に癒されています。

東京都 40代 毎年スイートパーシモンを楽しみにしています。知り合いも皆、あまりの美味しさに驚いています。

岡山県 30代 毎年のように足を運ばせていただいております。ますます良いまちであり続けてくださいますよう。

福岡県 30代 毎年ふるさと納税するので、よろしくお願いします。

東京都 40代 毎年ふるさと納税をしています。これからも応援していきます。

大阪府 60代 魅力ある出雲市になりますように。

兵庫県 30代 魅力のある商品がいっぱいあり、楽しく悩めました(^^) 応援してます、出雲市(^o^)

東京都 40代 魅力的な商品を全国に発信してください。

大阪府 50代 魅力的な特産品を増やしてください。

大阪府 50代 娘が今年から島根大学（出雲キャンパス）でお世話になっており、少しでも役立てていただけたら幸いです。

富山県 50代 友人の出身地です。わずかですが応援します。

山口県 40代 有意義にご利用ください

静岡県 40代 有意義に使って下さい。

神奈川県 30代 幼いころ出雲大社に行った記憶があります。歳を重ねた今、また、訪れたいと思っています。

熊本県 40代 来月、観光（４回目）に行きます。

愛知県 40代 来年、家族そろって旅行に出かけたいと思います！

北海道 60代 来年、山陰地方を旅する予定です。 出雲にも立寄るので楽しみです。

東京都 40代 来年こそは出雲市に行きます。

東京都 40代 来年こそは訪れたいと思っている場所です。

栃木県 50代 来年には、旅行で訪問する予定なので、少しでも寄付が少しでも役に立っているとうれしい

埼玉県 40代 旅行してみたい

静岡県 30代 旅行してみたいと思います

東京都 40代 旅行で何度か訪れていて好きな地です。これからも素敵な地でありますように。

宮城県 30代 旅行で行きとても楽しく旅行が出来て良い思い出になりましたので寄付させていただきたいと思いました。

東京都 50代 旅行で出雲市を訪問し、好きになりました。観光がんばってね。

愛知県 30代 旅行に行った際に、とても楽しく過ごすことができました。いつまでもあたたかい町であってほしいです。

千葉県 40代 旅行に出かけた際、とっても食べ物がおいしくて温泉があって…気に入りました。また季節を変えて伺いたいと思います。

東京都 50代 旅行や仕事で何回か訪れた事があり とても良いところで気に入っております。 何かのお役に立てればと思い寄付させていただきます。

三重県 40代 両親が山陰の出身です。

大阪府 60代 歴史、自然豊かな出雲は憧れです。

鳥取県 50代 歴史、文化で山陰を代表する街だと思いますので、リーダーとして頑張ってください。

東京都 30代 歴史があり、とても良い所だと訪れた友人から聞き、いつかお訪ね出来る事を楽しみにしております。 少額の寄付で恐縮ですが、お役に立てれば幸いです。

東京都 30代 歴史と文化が次の世代に引き継がれますことを願っております。

愛知県 60代 歴史と文化に恵まれた出雲市。ますますの市の発展を期待しています。

東京都 60代 歴史の町として益々発展されますように。

埼玉県 40代 綺麗な街をありがとうございます。また行きます。

千葉県 70代以上 ２７年度の寄付の活用の予定に賛同し、 昨年に続き今年も出雲市を応援します。  一度は出雲観光をしてみたいと思っています。

東京都 50代 お世話になります。 出身地にふるさと納税することで少しでも貢献させて頂きます。

大阪府 30代 ふるさとの出雲市、さらに母校である旧島根県立看護短大の 益々のご発展をお祈り申し上げます。

大阪府 50代 親戚が斐川にいます。 出西生姜が好きです。

石川県 30代 西浜いもを頼みました。 楽しみにしています。 がんばってください。
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福岡県 60代
40代の頃、松江市に10年間住んでおり出雲大社へ何度も 生き、「故郷納税」を考えた時に出雲が最初に浮かび納税する事にしました。特典に「イカ一夜干し」が有っても良いので
は･･･？

千葉県 30代 4月に出雲大社に行ってきました。非常に素晴らしい神社でした。また行ってみたいと思います。

神奈川県 50代 ８５歳になる母が佐田みそのファンです。

東京都 20代以下 いつか、訪れてみたいです。

埼玉県 40代 いつかお邪魔したいです。

千葉県 50代 いつかぜひ訪ねてみたいと思っています。

茨城県 50代 いつかまた訪問したいと思っています。

東京都 50代 いつか伺いたいです。

沖縄県 60代 いつまでも、心のふるさとでありますよーに。

神奈川県 30代 いつまでも魅力溢れる街であってほしいと思います。

埼玉県 50代 お年寄りが多いが大切にしたい。介護の負担を軽くするようにしてもらいたい。

東京都 60代 お年寄りや障害をお持ちの方の福祉に活かして下さい。

兵庫県 30代 かならず帰ります！！！

茨城県 30代 がんばっぺ、出雲！

石川県 50代 この春から簡単に納税ができるようになったため、初めてトライしてみました。いつかは参拝に訪れたいと考えています。

栃木県 60代 これからも出雲市が発展することを祈っています。

東京都 30代 これからも良いものをたくさん作ってください。 応援しております。

福岡県 60代 こんにちは、出雲大社へのお参りがまだ実現出来てません 早く実現したいです。出雲市のご発展を期待して居ります。

東京都 50代 サイトで出雲市の特産品を知りました。食文化が豊で興味深いと思いました。これをきっかけにいろいろな食品を頂いてみたいと思います。

兵庫県 50代 ず～っと昔、若かったころに大雪の出雲大社に友だちと行き、ユースホステルに泊まって楽しい時間を過ごしました。なつかしいなつかしい街です。

東京都 50代 ぜひ一度、旅行で行ってみたいと思っています。

茨城県 40代 テレビなどで拝見するととても厳かな雰囲気が伝わります。 一度訪れてみたい所です。

東京都 40代 とても楽しみにしています。来年以降も是非　続けてください。

山口県 40代
ふるさと納税の本で知りました。 出雲と言えば出雲大社くらいしか思い浮かびませんでしたが、これをきっかけに出雲について調べてみます。 特産品のそば等は妻の実家に送って貰っ
て、皆で頂きたいと思います。

千葉県 50代 ふるさと納税制度に賛同しています

茨城県 70代以上 ふる里をはなれて約５０年、出雲のニュースを見ると見入ってしまいます。福祉の充実で８０才過ぎの姉兄が３人共皆元気で喜んでいます。

岡山県 40代 まだ出雲に訪れたことがありません。 これを機会に出雲への旅行を検討したいと思います。

北海道 20代以下 もっとアピールしてがんばってください

愛知県 50代 以前 出雲市を訪れてとても好きになりました. 神の國の物語のパンフレットを読んで興味深かったし 神秘性を感じました.

兵庫県 60代 一昨年、家族で出雲大社、宍道湖周辺を旅行し、素朴な人たちとふれあうことが出来、出雲に親近感をもつようになりました。

沖縄県 50代
一度、旅行で訪れてすっかり気に入ってしましました。 雰囲気が好きです。今は沖縄市に住んでいますが、四季がないので、自然や四季の写真をそちらに住んでいる友人に送ってもら
います。 環境はそのままで発展されますように。

愛知県 40代 一度ツアーですが行って食べ物もおいしく気に入りました。でも不便でなかなかいけなくて残念です

三重県 50代 一度は訪れたいと思います。

長野県 40代 応援してます

島根県 40代 介護福祉人材育成に力を入れてほしい。

埼玉県 60代 街づくりを応援してます。

千葉県 50代 干し芋が大好きです。

東京都 30代 頑張ってください

大阪府 40代 貴市の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

京都府 50代 宜しくお願い申し上げます。

埼玉県 40代 去年旅行で出雲大社に行きました。 とてもよいところだったので また行きたいと思っています。 これからもステキな出雲市に期待しています。

千葉県 30代 結婚して、本籍を夫の本籍地としたため、本籍が出雲市となりました。出雲市にはまだ住んだことはありませんが、とてもいいところだと思っています。

神奈川県 50代 結婚適齢期の娘が二人おりますので、近いうちに旅行をかねて出雲へ縁結びの祈願に参りたいと思っています。

千葉県 60代 広島市出身です。 若かりし頃、何回か訪れた、出雲市に思いを馳せました。 出雲市がますます発展していただきたいです。

岡山県 30代 高齢者が住みやすい町つくりをお願いします。

神奈川県 40代 高齢者が住みやすい町でいてください。

福井県 50代 今年も些少ですが、お役立ていただければ幸いです。

京都府 70代以上 今年も些少ですが送らせていただきます（５年目） （大和しじみが楽しみです。いつも美味しく頂いています。

神奈川県 50代 今年出雲大社に行きました。 また、訪れたいと思います

神奈川県 60代 些少ですが子供たちやご高齢の方のためにお役立ていただけると幸いです。応援しています。

広島県 60代 妻の実家が出雲市乙立町

大阪府 60代 昨年，初めて佐田みそを頂きました。とても美味しくて，気に入り，今年もお願いすることにしました。 出雲大社にはまだ行ったことがないので，是非一度，行ってみたいです。

千葉県 50代 昨年、秋に観光で出かけました。 穏やかでしっとりした街の印象。 また、一畑電車に乗りに出かけたいと思います。

東京都 50代 昨年、出雲市を旅しました。素晴らしいたびになりました。

大分県 40代 昨年、出雲大社の参拝のため、初めて島根県に行きました。とても素敵な街だったので応援したいと思います。

長野県 50代 昨年いただいたシジミが美味でした。

愛知県 50代 昨年もお礼の品を頂きました。有難う御座いました。おいしかったです。

神奈川県 40代 昨年も寄付し、美味しい冷凍しじみを堪能し、2回目の寄付です！

東京都 40代 昨年数ヶ所にふるさと納税をしました 今年になり、案内をくれたのは出雲市だけでした この縁に感謝して、今年も申し込みます よろしくお願いいたします

東京都 60代 私の次男が島根大学学生でお世話になっています。今後とも、よろしくお願いします。

東京都 40代 私は東京出身ですが、苗字の由来の地に関心を持っています。一度訪れたいと思っています。

茨城県 50代 自分の住所からみると、距離があるので、出雲市＝出雲大社と いうイメージしかうかびませんでした。 これを機に、ホームページ等拝見させていただきます。

神奈川県 50代 借金の負担が重い市7位でしたが、大丈夫でしょうか？ 頑張って下さい。

千葉県 40代 叔母や従姉妹が出雲市に住んでいますので、寄附させていただきます。

東京都 20代以下 出雲って色々な特産品があるのですね。 再認識する良い機会となりました。 この御縁に、ありがとうございます。 又、特産品は届き次第、美味しく頂きます。 ごちそうさまです(^O^)

東京都 30代 出雲と玉造温泉の大ファンです。 ほっこりした雰囲気をいつまでも守ってください。少しですが、協力させて頂きます！

東京都 40代
出雲には2年前に旅行で伺いましたが、自然豊かで食べ物もおいしく、出雲大社も神聖な場所でまた行きたいと思っております。 出雲に住まわれる方の暮らしがますますよいものとなり
ますように、このふるさと納税が有意義に使われますことを願っております。

和歌山県 60代 出雲の福祉に役立てていただきたいと思います。すばらしいプランを立てていただいておりますが、ホテルだけの宿泊券の案も入れていただければと思います。

神奈川県 40代
出雲市には行ったことがありませんがテレビなどで何度も拝見したことがあります。 一度は行ってみたいと思っています。 これからもますます出雲市の皆さんが元気に暮らせるよう寄付
させていただきます。

千葉県 50代 出雲市のご繁栄を祈念いたします(^-^)/

京都府 50代 出雲市は私にとっては馴染みの深い所です。 また是非とも訪れたいです。

千葉県 30代 出雲市へいつか行ってみたいです 関東で珍しい、のどぐろの干物なども 魅力的でふるさと納税しようと思いました。

埼玉県 50代 出雲市へは、まだ行ったことがないので、是非一度行きたいです。果物などがおいしいそうなので。

千葉県 30代 出雲市頑張ってください。

愛媛県 50代
出雲市周辺は小学生の頃に家族で大社まで夜行列車に乗って出雲大社にお参りしたり，大学生の時に友人らと頻繁に旅行したりした思い出の地です。大阪に長年住んでいましたが，
今は仕事の都合で愛媛に住んでいます。愛媛と島根は新幹線が来そうにないという点でよく似た地理的条件の県です。地方都市で初めて住みましたが，子育て支援が大阪よりもずっと
充実していて住みやすいことに驚きました。出雲市も子育て支援が充実した住みやすい市であってほしいと思います。

兵庫県 50代 出雲大社、足立美術館へ行きました。感動しました。

兵庫県 40代 出雲大社で有名ですが更なる発展を祈願しております！

埼玉県 40代 出雲大社にいつか行きたいと思っています。

愛知県 40代 出雲大社にぜひ伺いたいです。

北海道 30代 出雲大社に行ってみたいです

愛知県 50代 出雲大社へ、一度は行きたいです。

神奈川県 30代 出雲大社へまた参りたいです。

北海道 40代 出身地の室蘭市の蘭の舞が島根のお酒と聞いておりました。その縁で応援したく申し込みました。いつか行ってみたいところでもあり応援しております。

東京都 30代 少額ですがお役立て頂ければと思います。
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埼玉県 40代
神在月に出雲大社にお参りするようになって７年目になります。毎年お世話になっているお礼と思い納付させていただきます。今年は時間に余裕をもって、市内を散策できればと思って
おります。

栃木県 50代 神々の国、出雲市を応援しています。

大阪府 50代 親が、出雲にいます。 なかなか帰れませんが、少しでもお役にたてばと思います。

大阪府 40代 親が島根県出身のため出雲も馴染みがあります。 綺麗な海と土地を守ってください。

神奈川県 40代 人口の都市集中などにより大変かと思いますが、日本全体が活力を持てるようになればよいと思っています。

愛知県 40代 是非一度、島根県出雲大社に行きたいと思っています。

山口県 60代 昔、出雲市で生活していたことがあります。出雲市の発展を願っています。

神奈川県 30代 祖母が住んでいます。 少しでもお役に立てれば幸いです。

東京都 50代 素晴らしい歴史遺産を守って下さい。

千葉県 30代 素敵なお礼の品をありがとうございます。 これからも、頑張られて下さい。

東京都 50代 素敵な出雲市一度いきたいです。

東京都 40代 素敵な特産品をどうもありがとうございます！

大阪府 50代 大学生時代にお世話になりました

大阪府 70代以上 大阪で県人会があるので、毎年楽しみにしています。

神奈川県 70代以上 地域の発展を望みます。

徳島県 50代 地方からガンバリましょう。

大阪府 60代 地方頑張れ

大阪府 70代以上 長男が島根医大を卒業したから。

福岡県 40代 島根県の農業を応援します（特に減農薬・無農薬栽培）。 島根の農業をダメにするＴＰＰには、市を挙げて反対されるよう願っています。

宮城県 30代 特産品のみそに興味があり、寄付いたします。

埼玉県 50代 日本の原風景、豊かな自然環境と優しい風土を維持してください。

愛知県 40代 美しい自然を見に訪れてみたいです。

福岡県 40代
福岡から参加しました。 ２歳の娘が味噌汁が好きで、以前しじみを入れて出したところ喜んでくれたのがきっかけでした。 車で出雲市を訪れるには遠くて未だに行けずにいますが、いつ
か行ける日を楽しみにしています。

岐阜県 60代 福祉に携わっているのでこの分野に

群馬県 50代 福祉に役立ててください。

福岡県 30代 福祉に力をいれて頂けたら幸いです

千葉県 60代 福祉の充実に活用してください

鳥取県 40代 福祉の先進的な取り組み頑張ってください

東京都 40代 母の実家になります。 幼少の頃は毎年帰省しておりましたが、母も高齢になり私自身も 足が遠のいております。 少しでもお役に立てればと思い今回寄附をさせて頂きました。

東京都 70代以上 亡父のふる里の役に立ちたいと思って居ます。

千葉県 60代 娘の結婚相手の親御さんが出雲市出身で、私はシジミが大好きで、ちょうど良かったです。

東京都 50代 友人が出雲市に住んでいて親近感もあり、寄付させていただきました。いつか訪れてみたい場所です。

愛知県 70代以上 両親と旅行に行った思い出が今でも心に残っています。

東京都 40代 良い街にしてください。

千葉県 60代 歴史と観光都市出雲がますます発展し、若い人たちが 出雲で活躍する事を期待する。

鳥取県 40代 歴史のある地方都市の復興で日本の経済発展を願います。

埼玉県 40代 　いつの日か出雲市にお伺いしたいと考えています。

大阪府 50代 　観光資源や自然環境の保全に力を入れてください。

高知県 40代
　昨年亡くなった父が若い頃、１年ほど出雲市で働いていることを聞きました。生前、父は「高知から長い時間かけて訪れた出雲市は遠かった。」と話していたのを昨日のように思い出し
ます。 　若いとき、父がお世話になった出雲市に少しでもご恩返しができれば幸いです。

奈良県 60代
　出雲は、私のとって不思議な場所！古事記を読むとむくむく好奇心が湧いてくる。お近づきになりたいと思い、まず手始めに1万円寄付をさせて頂きたいと思います。よろしくお願いしま
す。 　旅行プランにはすごく興味があります。

三重県 50代 わずかですが、お役立てください。 　魅力的な特産品ばかりですね、よろしくお願いします。

千葉県 60代 また訪れてみたいと思います。  宍道湖や大社、のどぐろの思い出が忘れられません。  友人にも会いにゆきたいですね。

神奈川県 40代  出雲大社、行ってみたいです。

奈良県 50代
１１月にプレミアム宿泊券を使って、神在神事を見に行くのを楽しみにしています。私の住む奈良・橿原と同様、古事記、日本書紀の舞台である出雲が大好きです。出雲の人はとても暖
かく、行く度にほっこりとさせていただいています。 わずかですが、出雲を応援します。

岐阜県 50代 7月に、初めて訪れました。 また行きます。

北海道 20代以下 ８月に初めて出雲に訪問しました。 荘厳な出雲大社を町全体が支えているように感じました。 長い歴史と由緒あふれる遺跡を未来の世代へと引き継いでいってほしいと思います。

滋賀県 50代 93の義母が大社町の出身です。 出雲のごはんを楽しみにしています。

北海道 50代 いつか訪れてみたい憧れの街です。 これからも応援します。

静岡県 60代 この夏、家族で出雲を訪ねました。とてもいいところでまた遊びにいきたいと思っています。 今後も出雲市をますます魅力的な町にしてください。

東京都 50代
こんにちは。 一昨年出雲大社、須佐神社、八重垣神社に参拝しました。とても素晴らしく心に残る旅でした。 ふるさと納税をご縁にまたご訪問させてください。 今後とも末永くよろしくお願
いいたします。

東京都 70代以上 はじめまして。出雲は常に憧れの地です。 貴市の益々の繁栄、発展をお祈り申し上げます。

神奈川県 40代 よく訪れています。 応援しています。

神奈川県 30代
以前、観光で訪れた際には、出雲大社をはじめ数々の歴史や文化的な場所・施設に触れることができ、これまでの観光の中でも記憶に残る旅となりました。 ぜひ、これからも資源を大
切に保存していってもらいたいと思います。

埼玉県 30代
一昨年、出雲大社へ参拝しに行かせていただきました。 そして今年、めでたく結婚することができました。 縁結びの神様に、感謝です（笑）。  また、その旅行の際に出会った「出西窯」さ
んのお皿に魅了されてしまい、今では大ファンです。 素敵な出会いにも、また感謝しております。

愛知県 50代 一昨年出雲大社を訪れすてきなご縁をいただきました。 また機会を見つけ出雲へ旅行に出かけますのできれいな町でいてください。

千葉県 50代 一度、訪れてみたい街ですが、今まで機会がなかったですがこれで身近になって親近感が出てきて今度訪れてみます。

千葉県 40代
一度は行きたい出雲なので、子供が成長したらゆっくりと観光したいと思っています。 いつまでも残していただきたい歴史的文化資源保存のためにも気持ちだけですが、寄付させていた
だいております。

神奈川県 50代 学生時代に、幾度と無く立久恵峡ユースホステルですごしました。 その時市役所の職員さんにとてもお世話になりました。 微力ですが、出雲市の発展に協力させていただきます。

群馬県 50代 寄付金使用目的に少子化対策がなぜないのか不思議 ほかの市町村ではほとんど選択項目にあるのに

東京都 60代 今年の冬に初めて主人と出雲大社にお参りさせていただきました。 地域の方々の心地よい対応に触れ、出雲市や島根県が大好きになりました。また行きたいです。

兵庫県 50代 佐田味噌とても美味しかったです。 今年も楽しみにしています。

神奈川県 40代 妻が出雲市出身です。 出雲の魅力を全国に広めて頂ければと思います。

神奈川県 40代 妻の実家への帰省途中に立ち寄ります。 これからも貴重な文化遺産を保存していただきたく、寄附する次第です。

秋田県 40代
昨年、観光で初めて訪れました。どこかほのぼのとした雰囲気がある街に魅了されました。二日目の午後から台風が直撃しましたが、それも良い思い出です。近いうちにまた訪れたいで
す。

愛知県 50代
昨年、寄付させて頂いたところご丁寧に冊子を届けて下さりありがとうございました。紙ベースの方が読みやすく嬉しかったです。 出雲市は魅力的な観光地が多いので僅かながらでは
ありますが、役立てて頂ければ幸いです。

神奈川県 50代 昨年もしじみを送っていただきました。 とても美味しかったので、今年もお願いいたします。

滋賀県 30代 仕事の関係で7年出雲に住んでいました。島根の自然、歴史、温かで穏やかな県民性に惹かれました。 今後の発展に役立てて頂ければと思います。

岐阜県 40代 出雲にはなかなか行けないので、特典の特産品が楽しみです。

千葉県 40代 出雲の土地は、私のなかで、なにか懐かしい感じがして 気持ちの良い土地です。 時代の流れにのりながら、古きものもこのまま大切に していってほしいです。

神奈川県 出雲へは2回行っていますが、また訪れたいと思っています！ 心穏やかになれる癒やしの地を守って下さい。

東京都 40代
出雲神話と鷹の爪団が好きでたびたび伺っています。古墳のシルバーボランティアさんたちにも大変お世話になっています。 しかし、交通機関が少ないので話し込みたいのにバスの時
間を気にして帰らざるをえません。困ってしまいます。

神奈川県 40代 出雲大社にはよく行きました。 今後のますますのご発展をお祈りいたします。

大阪府 60代
出雲大社には今まで3度お詣りをいたしました。 松江より宍道湖の北側を一畑電車に乗りゆったりとした気持ちでまいりました。松江城も国宝に再度なり、島根県にも注目が集まる今後
と思います。石見銀山もあり、県内の自治体がネットワークをより密にして観光立県を目指してください。

奈良県 60代 出雲大社は縁結びの神社なので、息子にも良縁があれば良いなぁ~?って思い寄附させて頂く事にしました。 良いご縁が頂けますように?

東京都 40代 出雲大社をはじめ、町の雰囲気がとても好きです。 これからも保全に努めてくださいませ。

東京都 50代 少額ですがお役立てください。 岡山県出身です。出雲は、出雲大社に観光で伺いました。

愛知県 60代 身内が4月から出雲に住んでいます 出雲がとても気に入っているようです これからも元気な出雲でいてください。

兵庫県 40代
先日、出雲大社に参拝しました。 そのお礼に些少ですがご寄付させていただきます。 また、車のため地酒を味わうことができなかったため、今回お酒を申し込みました。到着を楽しみに
しています。

東京都 40代
先日１泊でしたが島根に家族で行く機会があり、 松江に滞在し出雲大社を観光しました。 おそばがとても美味しかったのと、出雲大社の壮大さに感激しました。 僅かではありますが是
非大社の周りもそうですが、市の繁栄にお使いいただければと思います。 出雲米が出ましたら再度申し込みます。
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広島県 60代
先日出雲大社にお参りした際に、自身の苗字と同じ町名があることを知り、何かご縁を感じずにはいられませんでした。 また、家内も松江の出身で同様です。 これからも、出雲市が発
展することを願っています。 またお邪魔させてもらいます。

大阪府 30代 鷹の爪団のファンです。

東京都 40代 出雲市の更なる発展を願っております 。

千葉県 40代
島根県には一度だけ訪れたことがあります。 出雲大社に行き、温泉に入り、朝食でしじみのおみそ汁を いただきました。とても自然豊かな良い土地だと思いました。今度はもっとゆっくり
行ってみたい場所です。

埼玉県 30代
９月連休に帰省した際に家族みんなで特産品を楽しみにしております！ 出雲には、数年前に一人旅をいたしました。出雲大社、宍道湖、和菓子など、本当にリフレッシュできて癒されま
した。これからも、むやみに女子にむけた戦略だてた誘致ではなく、どの世代も心から癒される街づくり、環境保全に寄付金を役立てていただきたいです。

京都府 50代 毎年出雲さんにはいきます。 自然・歴史をいつまでものこしてください。

愛知県 60代 来週、出雲大社に参拝します。 楽しみです。

大阪府 40代 旅行に行った際、とても楽しく過ごせましたので毎年寄附させていただいております。 また機会がありましたら是非遊びに伺いたいです。

徳島県 20代以下 旅行に行って以来、出雲のファンです。

千葉県 60代 歴史ある町いつかはきっと行ってみたいと思ってます 。

大阪府 30代 『神秘的であり、心が落ち着く』出雲市の魅力を日本全国はもちろん、世界に向けてアピールして下さい。より多くの方々に、出雲の素晴らしさを体験してもらいたいです。

東京都 40代 ・８月に貴市へ初めて観光の予定です。出雲大社やその他歴史的に価値のある建造物の保存に微力ながら寄与できればと思いご協力させていただきました。

東京都 40代 １０年以上前に訪問したことがあります。 観光客の誘致に頑張ってください

静岡県 30代 １１月に十数年ぶりに出雲大社を参拝し、改めて感動しました。

岐阜県 40代 ワイン3回目のリピーターです。いつも美味しくいただいています。

千葉県 40代 12月に家族3人で出雲大社へお参りに伺います。 2度目の出雲参りとなしますが娘も年頃になりましたので、楽しみにしております。

兵庫県 50代 16年程前に1年間出雲市に住んでいました。 まだ子供達が小さく、出雲ドーム横の芝生広場でよくキャッチボールをしました。 いい思い出です。

東京都 60代 １月に出雲市に観光で伺いました。

滋賀県 50代
1度訪れたことがあります。素敵なところですね。中学生がすれちがっただけですてきな笑顔であいさつをしてくださったことが印象的です。私のところでは知らない人挨拶するなんてあり
えないです。2～3年のうちに訪れる予定です。

大阪府 60代 2013年7月に石見・出雲を旅行しました。 その際、出雲大社には「国の安泰」を祈願してまいりました。

神奈川県 40代
2015年の4月に出雲を観光したのですが、とても良い旅となったので寄付をしようと思いました。 来年もまた観光へ行きたいと思います。 （出雲大社の観光ボランティアの方がとても親
切・丁寧に案内をしてくれたのが特に印象的でした。とてもよい勉強になりました。）

神奈川県 30代 2回目です。 出雲大社の観光発展の環境整備に役立てて欲しいです。

千葉県 40代
２月初旬に、夫婦で出雲市と松江市を訪れました。 都会では味わえない、充実した良い旅行となりました。 その思い出として、私は出雲市、夫は松江市に１万円ずつのふるさと納税をし
て、両市を応援しようと思います。

千葉県 40代
2年前にふるさと納税をしたときは、市内で使用できる特典をいくつも送付いただいたのですが、うかがう機会もなく使用できませんでした。今年はやっと秋に伺えそうですので、楽しみに
しています。

埼玉県 50代 2年前に娘と出雲大社に行きました！ お陰様で娘は、この春めでたく結婚いたしました。 ぶどう畑がたくさんあって是非食べてみたいと思っていました。ワイナリーも良かったです。

東京都 40代 30年前の子供のころ観光で訪れました。 出雲神社など歴史を感じさせるのどかな街が印象的です。 ぜひ歴史を大切にした良い街づくりをお願いします。

愛媛県 30代 ３年半住んだことがありますが、いいところです。ますますの発展を期待しております。

神奈川県 40代 5月に出雲へ行きました。 出雲大社と出雲そばが思い出です。 いつまでも自然豊かなふるさとに期待しています。

東京都 30代 5年間出雲市に在住した事があり、心のふるさとです。

神奈川県 70代以上 ５年間島根でお世話になりました。

大阪府 5年前に出雲大社に行きました。2月末くらいで寒かったですが空気が澄んでいましてとても癒されました。

埼玉県 60代 ６０年遷宮の年に息子の結婚式を出雲大社で行ないました。

東京都 30代
8月に出雲大社に旅行に行き、魅力に取り付かれました。 出雲大社、玉造温泉、松江市など島根県を周り、とても感動しました。またぜひ行きたいと思います。お礼の気持ちで寄付をし
ようと思いました。出雲大好きです。

三重県 50代
9月、念願の出雲大社さんに夫婦で詣でる事が出来ました。 老齢の両親を置いているため、一泊の旅でしたが、かなり悪天候の中、無事帰る事が出来、只々ありがたいことでした。 私
の生まれた伊勢も神々のおわします様な恵まれた地だと想います。一言で申し上げて恐縮ですが、大社さんの重厚感に感銘を受けました。もっと、何度も訪れたい、特に厳寒のころ。旅
の心地よい疲れを、うまい酒とカニはじめ日本海の幸を少々いただきたいものです。

三重県 50代 9月に島根県に旅行に行く予定なので寄付してみました

千葉県 40代 これからも出雲市を応援します。

神奈川県 50代 いちど行ってみたいです。遠いのですが、、

東京都 50代 いつか、家族で来訪したいと思っています。

埼玉県 30代 いつかは出雲大社に観光に行きます。 周辺の整備や特産品の醸成を築いてください。

千葉県 30代 いつかは出雲大社に行ってみたいです。 いつまでも貴重な文化財をまもってください。

東京都 50代 いつか家族3人で訪れたいと思っています。

東京都 40代 いつか家族で出雲へ旅行したいと思ってます。

静岡県 60代 いつか観光で伺いたいと思っています。貧乏旅行でも移動や宿泊に便利で安全なまちであってほしいと願っています。

愛知県 40代 いつか観光に行きたいです。より魅力ある街になりますように。

東京都 20代以下 いつか行ってみたいです！

北海道 30代 いつか行ってみたいと思いながら、訪れることができていない場所です。数年のうちには行きたい!

東京都 30代 いつか行ってみたいと思いながら実現できていませんが、いつまでも日本古来の文化を守っていて頂けたらとおもいます。

愛媛県 40代 いつか行ってみたい場所の一つです。 文化財などを保っていてください。

神奈川県 30代 いつか出雲へ行きたいです。

新潟県 40代 いつか出雲市へお邪魔してみたいです。

青森県 30代 いつか出雲神社に行ってみたいです

埼玉県 50代 いつか出雲大社に行きたいと考えております。出雲市のため寄付金を有効に活用してください。

徳島県 60代 いつか出雲大社に行こうと思っています。

北海道 30代 いつか出雲大社へ参詣したいのという夢があるので寄付させていただきました！

神奈川県 30代 いつか出雲大社へ参拝に行きたいと思っています。 いつかのその時も、今のままの美しい環境であることを願い、寄付をさせていただきます。

東京都 40代 いつか出雲大社を訪れたいと思っています。

富山県 40代 いつか出雲大社を訪れたいと思っています。

東京都 40代 いつか訪れたいと思っています。 これからも魅力ある街づくりをお願いします。

神奈川県 40代 いつか訪れたいと思っています。住みよい街になりますように。

神奈川県 20代以下 いつか遊びに行きたいです！

東京都 40代 いつか旅行してみたいです。

東京都 20代以下 いつか旅行に行きたいと思っております。 出雲大社を含め、日本の遺産を守って頂けますと幸いです。

大阪府 30代
いつまでも、出雲市が観光で栄えますように。また、去年、出雲市に行きました。一畑電車も、車両更新があったようなのでみたいです。斐川町の空港近くのそば屋もまた行きたいとおも
います。

神奈川県 40代 いつまでもステキな場所でいてください

愛知県 40代 いつまでも出雲大社をきれいに保存してください。

兵庫県 50代 いつもありがとうございます。

東京都 30代 いつもありがとうございます。 出雲大社へ毎年参拝させていただいています。  今後ともよろしくお願い致します。

大阪府 50代 いつも応援してます。

愛知県 30代 いわのり大好き人間です。

東京都 50代 インバウンド受容を活かして観光振興をお願いします。

埼玉県 50代 おいしいしじみがいつまでも収穫できるように自然環境を保全していってください

千葉県 50代 お隣りの鳥取県出身者です。 幼い頃から出雲大社等馴染み深いところです。 少しですがお役に立てると幸いです。

東京都 50代 がんばってください

東京都 50代 がんばってください！

神奈川県 70代以上 がんばってください。東京出雲市会です。

東京都 30代 がんばれ出雲

東京都 40代 ここ何年か出雲へふるさと納税をしているのでパンフレット（ふるさと納税のご案内）が送付され助かっています。

岡山県 50代 社会人１年目を出雲で過ごしました。初心を忘れないよう、寄付したいと思います。

和歌山県 40代 ここ数年寄附させていただいています。少額ですがお役に立てば幸いです

東京都 40代 こちらへの応援は三年目です。これまで美味しい特産品を頂いたことで、いつかぜひ訪れてみたいと思っています。

大阪府 60代 この夏に、出雲市に夫婦で行き、改めて歴史文化遺産保護の大切さを認識しました。ほんの少しでもお役に立てていただければと思います。

神奈川県 50代 これからも観光に力を入れてください。
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大阪府 30代 これからも日本の歴史を守って活動してください。

東京都 40代 これを機に訪問したいと思います。

埼玉県 50代 ささやかですが、お納めください。

東京都 60代 さらなる観光振興とご発展を期待しています。

茨城県 60代 さらなる出雲市の発展にお役に立てれば幸いです

大阪府 40代 しじみが好きです。

大阪府 40代 しまねっこ好きです

東京都 30代 じゅうじあさひ 大好きです。  よろしくお伝え下さい。

埼玉県 40代 じゅうじあさひは現地酒蔵に行って購入したことがあります！

鳥取県 50代 今度出雲大社行きます。楽しみです。

大阪府 50代 たくさんの人々に島根の、出雲の魅力を知ってもらいたいです。ふるさと出雲のますますの発展を願っています。

千葉県 60代 とても落ち着いて良い街ですね。交通の便がもう少しよくなると気軽に旅行できるのですが・・。

北海道 30代 とても良い新婚旅行が出来たため寄付したいと思いました。

北海道 40代 なかなか食べることができないブドウなので家族で楽しみにしています。宜しくお願い致します。

青森県 60代 バードウォッチング、特に渡り鳥の観察に行きたいと思っています。応援しています。

埼玉県 40代 毎年、商品が届くのを楽しみにしています。

東京都 50代
ふとどきながら、有名な島根県穴道湖さんのしじみを食したくお願いしました。しかし思えば、幼少時に習った神話など、島根は日本の歴史に造詣の深い場所、いつか家族を連れて行き
たい場所になりました。

愛知県 50代 ふるさと（出雲市）の更なる発展を願っています。 年に1回の帰省を楽しみにしています。

愛知県 70代以上 ふるさと出雲を出て、はや７０年近くなりますが、出雲に帰る度懐かしく心が躍ります。観光で出雲が更に活性化される事を祈っています。

東京都 40代 ふるさと納税を有効にご活用ください。あんぽ柿を楽しみにしております。

兵庫県 40代 ほぼ毎年出雲には訪れています。街並み、雰囲気などが好きです。

神奈川県 70代以上 ますますの、ご発展をお祈りしています。

千葉県 30代 ますますの発展を期待しています

千葉県 50代 ますます魅力的な出雲市でありますように願っています。

東京都 30代 また、おいしい出雲そばを食べにいきたいです！

北海道 40代 まだ、出雲には行ったことはありませんが、 歴史のある魅力ある地だと思っております。 時間に余裕ができた際には是非主人と行ってみたいと思っております。

福島県 40代 またいつか行きたいと思います。

山梨県 40代 またいつか旅行に行きたいです。

兵庫県 60代 まだまだ未調査の遺跡等が数多くあると思います。保存ととともに調査に少しでも役に立てばと思います。

東京都 30代 また行きたいです。 将棋の里見さんを応援しています。

青森県 70代以上 まだ行ったことがないので、一度いってみたい。

神奈川県 60代 また今年も、寄付させていただきます。 「佐田みそ」は、生活必需品です。景気が良くなくて昨年の半額になってしまいました。来年こそは・・・・・。

東京都 20代以下 まだ出雲には行ったことないですが、旅行の計画を立てていて、とても楽しみにしています。 歴史が途絶えないよう願ってます。

神奈川県 50代 また出雲に行きたいと思っています。

東京都 40代 まだ出雲に行った事がないのでぜひ行きたいです。

千葉県 40代 また出雲に遊びに行きたいと思います。少額ですが、文化財の保護に貢献できれば嬉しいです。

埼玉県 40代 また出雲大社に御参りに行きます！

大阪府 40代 まだ訪れたことがないのでぜひ訪れたいです。観光客にやさしい街であってください。

広島県 40代 また来年、出雲駅伝観戦でお邪魔します。いつも出雲市の雰囲気が好きで、特に鳥居の前の歴史的な情景が好きです。

神奈川県 40代 また旅行に行きたいです。 前回は早足であたこちたくさん回ったので、 次はもう少しゆっくりと！

東京都 50代 もう3年目になりました。シャインマスカットや柿が早々になくなっているようで、とても残念ですね。

神奈川県 70代以上 もう一度行ってみたい

埼玉県 60代 もう一度出雲大社に行きたいけど、なかなか機会がないです。でもいつも気になってます。

東京都 50代 わずかですが、お役に立てば幸いです。

東京都 50代 わずかですが、貴市のためにお役立ていただけたら幸いです。

福岡県 60代 以前　旅行しました　出雲大社　足立美術館　荒神谷遺跡など  回りました。土地の人には親切にしていただきました

京都府 70代以上
以前、家族と出雲大社に旅行に行った際、とても良かったため、寄付しました。 京都と島根は近いので、よく島根県産の魚やそば等を食べており、親近感があります。 また山陰地方に
旅行に行きたいと思っています。

東京都 40代 以前、家族旅行で出雲を訪れました。 また行きたいと思っています。

東京都 40代 以前、修学旅行と社会人１年目の時に訪問しました。 いつまでも変わらぬ出雲市であって欲しいと思います。 これからも応援しています！

東京都 40代 以前、出雲市に住んでいました。これからも魅力ある街作りに頑張ってください。

神奈川県 20代以下 以前、神在月のとき、出雲大社に参拝し、仕事においえ素敵なご縁を結んでいただました。 そのお礼として寄付させていただきます。

北海道 60代 以前、夫婦で出雲に旅行をしてとても印象に残り良い思い出となりました。 しかし出雲大社辺りが多少寂しい感じがしてもう少し活気があればと感じ何かに役立ててほしいと思います。

東京都 30代 以前、旅行で訪れ出雲市をとても好きになりました  今後も記念品が増えるのを楽しみにしています（割子そばのお手ごろセットなどもあると嬉しいです）

神奈川県 40代 以前に観光しました。また行きたいと思います。

神奈川県 40代 以前に観光でいきましたが、出雲大社などみどころがたくさんあり歴史を感じ素敵な場所だとおもいました。また行きたいと思います。

大阪府 50代
以前皆生温泉の旅館が大阪に食事のお店を出されていまして毎月のように食べに行かせていただいていました。それがきっかけで皆生温泉に泊まりに行かせていただき、出雲大社や
小泉八雲記念館を訪れたり一畑電鉄に乗ったりと島根を満喫させてもらいました。 大阪からは仕事があるためはなかなか行くことができませんが、定年を迎えてからまたゆっくりと訪れ
たいと思います。 出雲、島根の良いところをほかの皆さんにもアピールしてください。私も周りの人たちにも頑張ってアピールさせていただきます。

東京都 50代
以前干しイモをいただき、大変おいしくいただきました。 一度行ってみたい街です。機会があれば行きます。 いろいろ観光等の情報を発信してください。北陸に負けないように頑張ってく
ださい。

千葉県 30代 以前観光に行った際非常に素晴らしく微力ながら出雲市のために出来ることがあればとふるさと納税することにしました

栃木県 30代 以前遊びに行ったことがありとてもよい旅でした。

東京都 50代
以前旅行で出雲市をおとずれ、日本のふるさと感を心にうけました。とてもゆきとどいた街や暮らしているひとびとの様子に感銘をうけ、食べ物もたいへんおいしく、いいところだなーと思
いました。訪れてから、古事記の関連本をたくさん読んだり、興味ひかれています。また旅で訪れたいと思います。

神奈川県 30代 以前旅行で訪問しました。これからも町並みを守って下さい

大阪府 40代 意味のある歴史保存にご活用ください。

東京都 50代 一昨年、出雲へ旅行させていただき　感動しました。 歴史の保存、活用に　期待しています。

愛知県 40代
一昨年、出雲へ旅行に行きましたが、大雪で交通機関が乱れ、宿に着くのがかなり遅くなり、出雲の食や観光を十分楽しむことができませんでした。せめて、その時の分をふるさと納税
で楽しみたいです。また、いつか訪れることができる日まで観光産業が栄えているように観光振興に寄付します。

東京都 30代 一昨年、出雲大社へ旅行して感動しました。

千葉県 60代 一昨年、出雲大社を参拝、歴史の重みを実感しました。 出雲大社を主とした、出雲の歴史・文化を、 全世界に発信して下さい。

奈良県 50代 一昨年に松江市と出雲市を訪れましたが、とても好印象を持ちました。

千葉県 40代 一昨年出雲大社に行きました。 また行こうと思っているので寄付しました。

埼玉県 60代 一昨年特産品でいただいたお魚がとてもおいしかったのでまたお願いします。

宮城県 60代 一昨年訪れましたが、気に入ったのでまた行きたいと思っています。たくさんの銅剣には驚きました。

神奈川県 30代 一昨年遊びに行き、とても良い所でした。 また行きたいです。

神奈川県 30代 一人旅で出雲大社に行ったことがあります。歴史漂う素晴らしい場所へまた行きたいと思います。

愛知県 40代 一度、出雲大社へ行って見たいと思っています。

大分県 60代 一度、出雲大社を参拝いたしました。 また是非、行きたいと思ってますので、素敵な町づくりを応援しています。 では、美味しいマスカットが届くのを楽しみにしてます。

宮城県 一度だけ出張で出雲大社に行ってスケールの大きさに感動しました。今度は家族でお邪魔させていただきます。

岐阜県 50代 一度は行ってみたい憧れの土地です。

愛知県 30代 一度は伺いたいところです、観光には素晴らしい地と思いますのでPRをしてください。

富山県 50代 一度は訪れてみたいと思っています。

岐阜県 40代 一度は訪れてみたい所です。

千葉県 30代 一度は訪れて見たいです。一層魅力的な街にしてください。

宮城県 60代 一度出雲大社にお参りしたことがございます。いつか夫と二人お参りに行きたいです。美味しいおそばも楽しみにしております

東京都 40代 一度出雲大社に旅行でいきとても楽しかったです。またよりよい観光ができるようにお願いします。

愛媛県 40代 一度訪ねてみたいです。

愛知県 50代 一度訪れたいと思っております。今回は知人から干しいちじくを頂きとてもおいしかったので良い機会になりました。これでまたおすそ分けをして出雲のファンを増やしたいです。



都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ

千葉県 30代 一度訪れたことがあります。 7月中旬に出産予定なので、次は子連れで訪れたいです。

奈良県 40代 一度訪れたことがある出雲市、ぜひ寄付をしたいと思います。

神奈川県 30代 一度旅行で行ってみたいと思っています。

埼玉県 30代 一度旅行に行って好きになりました。歴史的な建築物を残して欲しいと思います。

東京都 60代 一年足らずでしたが、滞在中は出雲の皆様には大変お世話になりました。益々のご発展をお祈りいたします。

奈良県 50代 一畑電鉄の存続と旧JR大社駅の永久保存を望みます。

福岡県 70代以上 一畑薬師、出雲大社、そして隠岐の島など旅行したことを覚えています。食べ物・景色の美しさが心に残っています。

北海道 50代 引き続き、出雲大社の美化に取り組んでください。

三重県 30代 縁結びで名高い出雲大社に、近いうちに行きたいと思っています。

神奈川県 50代 縁結びの出雲、去年は出雲ととても縁がありました。 今年のふるさと納税で縁つくり。輝く市を作ってください。

千葉県 40代 縁結びの神様に感謝しています！

群馬県 70代以上 縁結び定住課　出雲ブランド室のネーミングが とても素敵です！！

岐阜県 60代
甥が出雲医大に在学中に行きたいと思っておりましたが、実現しませんでした。神話や神楽や出雲大社のある出雲にあこがれております。１度は行ってみたいと思っておりますので、出
雲の名産品のしじみをお願いしてしまいました。交通の便が悪いので、ついおっくうになってしまいますが、それが良いところなのでしょうね。古代の出雲はすてきだったのでしょう。あこが

茨城県 50代
甥が島根大学医学部で勉強しております。それから気になる土地であります。 遷宮の時に、訪れましたが、自然にも食べ物にも恵まれたいいところだと思いました。 貴市のご発展を祈
ります。

熊本県 50代 応援しています

東京都 40代 応援しています！

埼玉県 20代以下 応援しています。

大阪府 50代 応援しています。

千葉県 50代 応援しています。

神奈川県 50代 応援しています。

東京都 30代 応援しています。

東京都 60代 応援しています。頑張ってください。

東京都 60代 応援しております。

東京都 70代以上 応援しております。

埼玉県 50代 応援しております。頑張ってください。

大阪府 40代 応援してます。

東京都 40代 音楽祭など、芸術振興にも熱心とお見受けします。 これからもしっかり取り組んで下さい！

福岡県 70代以上 何１０年ぶりに行ってみたい場所です

茨城県 60代 何かお役にたてば幸いです。 シジミを楽しみにしています。

千葉県 50代 何といっても出雲大社ですね。 卒業旅行で行った思い出があります。 妻の親の実家が鳥取なので、何となく親近感があります。 維持・発展のお役にたてればと思います。

兵庫県 70代以上 何故、出雲が古代に於て全国より発展していたか。古代出雲の成り立ちと発掘出土品から徹底検証して、全国へ発信して欲しい。出雲大社を中心とした古代ロマン誌を発行して下さい。

千葉県 30代 何度か出雲大社に参拝させていただきました。  これからも残していきたい場所や文化ですので寄付させていただきます。

長崎県 40代 何度か訪れたことがありますが、情緒ある素敵な街だと思います。 裏日本を元気にしてほしいです。

兵庫県 60代 何度も訪れたいです

東京都 40代 何度も訪れています。 これからも自然豊かな出雲でいて下さい。

大阪府 40代 何度も旅行で訪れている街なので、寄付金を観光業に役立ててほしい。

千葉県 40代
何年か前にも旅行で訪れましたが、出雲の歴史には大変興味があり、日本人が誇れるものでもあると思います。 この先も変わりなく大事に保存されていくことに協力させていただきたい
ので、寄付をさせていただきました。

東京都 40代 夏休みに家族で出雲大社に参拝しました。

静岡県 70代以上 家族で１月最終週に出雲に行くことを予定しております。

東京都 30代 家族でサンライズ出雲に乗って旅行に行ったのがとても良い思い出になってます。出雲市の発展を願っています。

神奈川県 60代 家族で何回か出雲大社など訪れました。思い出深いところです。 歴史保護に役立ててもらえれば幸いです。

東京都 40代 家族で再度行きたいと思っています。

愛媛県 40代 家族で旅行に行きたいと思っています！

大阪府 20代以下 家族と出雲大社に旅行に行った事があります。良縁に恵まれますようにと願います。

埼玉県 50代 家族旅行で出雲市にいきました。また行きたいです。

東京都 70代以上 家内が出雲市出身です。　時々お伺いしています。　各分野・施設に前向きな市なので、いつも感心しています。

東京都 40代 家内の実家が出雲大社のすぐそばにあり、とても大好きな町です。貴重な資産を保存しながら、活用して経済的な発展につなげていただきたいと思います。

千葉県 50代 過疎の山陰に少しでも元気を届けられれば幸いです。

大阪府 70代以上
過日（６月６～８日）ふるさと出雲に帰郷。出雲大社参拝の節、島根県立古代出雲歴史博物館を初めて拝観、すばらしい展示館にびっくりしました。出雲に生まれたことを誇りに感じまし
た。出雲の歴史を大事にして下さい。

福島県 50代 学生の頃、出雲大社から日御碕を回って一人旅をしました。美しい風景が今でも浮かんできます。

東京都 40代 学生時代、松江への里帰りで良く友達と行った出雲大社や日御碕。 いつまでも、昔のままの姿を残してください。

京都府 50代 楽しみに、まってます。

福岡県 50代 楽しみにしています。

東京都 50代 活気を感じられる街となって欲しいが、景色や人の穏やかさは変わって欲しくない。難しいとは思いますが、故郷に対する極普通の思いです。

静岡県 50代 活性化のために利用してください。

兵庫県 40代 感謝してます。

大阪府 60代 観光、産業活性化させてください。

長崎県 60代 観光で2回いきました。すばらしいところでした。

埼玉県 40代 観光で数度、訪れたことがあります。頑張って下さい。

東京都 40代 観光に力を入れて是非海外からの旅行者の方々も集まる街づくりを期待しております。

愛知県 30代 観光資源の活用により、地域全体が活性化できる町作りをお願いします。

神奈川県 30代 観光振興によるさらなる発展を期待いたします。

東京都 50代 頑張って

北海道 30代 頑張ってください

愛知県 70代以上 頑張ってください。

兵庫県 50代 頑張って下さい

大阪府 40代 頑張って下さい

大阪府 50代 頑張って下さい。

大阪府 50代 頑張って下さい。

埼玉県 70代以上 頑張れ！！出雲！！

東京都 30代 寄付させて頂きます。島根のぶどうは食べたことがなく、楽しみにしたいと思います。

愛知県 40代 寄付金を出雲市のために有効にご活用ください

大阪府 50代 寄附が役立てていただけると嬉しいです。

東京都 50代 出雲神話の国、好きです。

広島県 60代 機会あるごとに出雲にはでかけます。 歴史と現在、そして将来の町づくりに大いに期待しています。

千葉県 貴市のご発展を願っています。

兵庫県 60代 貴市のご発展を祈念します。

福岡県 50代 貴市のますますのご発展をお祈り申し上げます。

熊本県 60代 貴市の御発展をお祈り申し上げます。

兵庫県 60代 貴重な歴史文化遺産の保存に注力ください。

東京都 40代 貴重な歴史文化財の保護を、よろしくお願いいたします。

神奈川県 70代以上 宜しくお願い致します。

神奈川県 50代 義父の出身地です。歴史や伝統ある出雲を末永く応援しております。

埼玉県 40代 宮大工の技を残して下さい

広島県 40代 旧斐川町出身の優秀な人財に恵まれました。 ご縁をありがとうございます。

東京都 50代 去年ふるさと納税をして、興味を持ち9月に初めて出雲を訪れました。 素敵なところでした。また訪れたいと思っています。

東京都 60代 去年もふるさと納税しました。
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山口県 50代 去年もふるさと納税をしました。出雲の地は神聖な所だと思っているので、そのままの素朴で清らかな土地柄を守っていってほしいです。

大阪府 70代以上 去年も寄付をさせていただき特産品のシジミの真空パックを頂きました。貝がとても大きく美味しかったです。是非今年もお願いしたいと思い寄付させていただきました。

大阪府 50代 去年寄付をして、今年もパンフレットをいただきました。去年、かまぼことても好評でした。 よろしくお願いします。

奈良県 20代以下 去年出雲へ旅行に行き楽しかったので 誕生日の日に商品を届けてもらいたいと思ったので 寄付させていただきました。 少額ですがご活用ください。

東京都 30代 去年出雲大社に行きました。 良い所でした。

長野県 50代 去年出雲大社へ観光で行きました。伝統をいつまでも大切にし後世へ残したいものです。

東京都 30代
去年初めて出雲市へふるさと納税を寄付しました。  すると先月、平成26年度の実績とお礼というパンフレットが届き、自分たちの寄付したお金がきちんと活用されてることを確認できま
した。  とても嬉しかったのと同時にきちんとしている市だなと好感が持てました。ぜひ今年も市のためにご活用ください。

愛知県 50代 蕎麦が好き

香川県 60代 僅かな金額で申し訳ありませんが、寄付をさせていただきます。 四国の地から出雲市の益々の弥栄をお祈り申し上げます。

長野県 50代 近いうちにきっと、出雲大社と松江城に行きます

神奈川県 20代以下 近いうちに旅行で行きたいと思っているので、楽しみにしています！

兵庫県 60代 近畿いずも会でふるさと出雲の状況を聞いております。益々の発展と活性化を期待しております。

大阪府 50代 近々、ぜひ出雲に行ってみたいです。

神奈川県 30代 近々、出雲市に観光に行きたいです。

兵庫県 40代 近々、旅行しようと思っています。

岡山県 30代 近年、高速道路も通り瀬戸内地方岡山よりアクセスしやすくなったので、ドライブで出雲へよく出かけます。

兵庫県 60代 古い伝統と新しい文化を取り入れ地方から全国にどんどん、発信していってください。

大阪府 70代以上 古い歴史と出雲大社に崇敬の思いをもっております。

神奈川県 60代
古事記、日本書紀を愛読しています。ゆかりの地を訪ねて、今年は 出雲を8日間 旅をしました。プランニングのアドバイスを 日本橋の島根館の方に相談しました。大変丁寧な説明や資
料を頂き、おかげ様で無事に充実した観光ができました。感謝の気持ちと神話の故郷の益々の維持、発展を願い寄付をさせていただきます。 有難うございました！！

新潟県 40代 古代史に大変興味があります。近々出雲市に旅行に行きます。

山口県 70代以上
故郷を離れて６０年、心はいつも故郷にあります。 老いとともに故郷は懐かしく感じます。全国どこの地区も少子高齢化が進み、故郷の伝統文化や行事も過去のものになりつつあるの
は 大変残念です。しかし出雲は日本で最も歴史的文化遺産である出雲大社は存在価値の高い故郷であり誇りです。 昨年は大遷宮や千家様と皇室との結婚で、その名は全国版になり
ました。今後も伝統文化を守り若い人の力を育成する事業を積極的に 取り組んでいかれることを期待します。

新潟県 60代 湖陵町出身です。故郷を出て５０年過ぎましたがいつも生まれ故郷 が懐かしく何かにつけて思い出します。少しですが故郷納税、毎年 させていただきます。いつも応援してます。

徳島県 60代 五月の連休に訪れました。三度目になりますが、何処に行っても素晴らしい所ばかり。感動しました。益々のご発展をお祈りいたします。

東京都 70代以上
御市に置かれては歴史遺産は当然ですが、自然環境の保護にさらに力を割かれることを希望します。なぜならば都会は地方の自然保護の結果を享受しており、その意味で地方の自然
保護は都会人の責任でもあります。

広島県 50代 広島から近いので時々遊びに行ってます。出雲大社では心が洗われます。また、行きます。

愛知県 40代 更に活力ある出雲市となるよう応援しております。

岡山県 40代 行きたい観光地のひとつです。 魅力あるまちつくり、がんばってください。

東京都 60代 行ったことがあります。出雲市大好きです。日本人の心のふるさとというキャッチフレーズは本当ですね。

宮城県 40代 行ったことはありませんが、今後も人や神を魅了する街として大事にしてほしいと思います。

富山県 40代 行った事がありませんが、納税をご縁にいつか訪れる事ができればと思います。

京都府 40代 行った事が無いところですが、いつか絶対旅行してみたいです。

大阪府 40代
高校生の時にクラブの合宿で出雲市周辺を訪れました。 出雲大社の壮大さに感動しました。 式年遷宮を迎えられ、その年と翌年は最高のパワーがあるとのことで、また参拝に行きた
いと思いつつ遠方なので中々行けませんのでせめて寄付をさせて頂こうかと。 有効に使って頂ければ幸いです。

北海道 60代 国造りの神、出雲市が発展しますように。

兵庫県 50代 今の良いイメージを大切に守ってください。

東京都 60代 出雲市の益々のご発展をお祈りしています。

山梨県 20代以下 今まで多くの県や市町村に伺いましたが、最も人柄の良い街です。ありがとうございました。

富山県 60代 今回で2回目になります。 日本の歴史のふるさと、出雲の自然が守られることを祈ります。

神奈川県 60代 今回で2度目です。 出雲市の発展を応援します。頑張ってください。

愛知県 40代 今回申し込みをしました。宜しくお願いします。

東京都 50代 今月は神在月なので、神様のたくさんいらっしゃる出雲に寄付をしました。歴史を大切にしてください。

福岡県 50代 今後とも自治体の発展に期待致します。

京都府 30代 今度、家族で出雲大社に行きたいと思っています。

東京都 60代 今度は雲州平田の町並み、日御碕神社を訪れてみたいと思っています。

千葉県 40代 今度観光に行きたいと思っています。

埼玉県 50代
今年　初めて　春と秋　2回出雲を旅行させていただきました。 行く先々で親切にしていただき、食べ物も美味しく帰ってまた すぐに行きたくなりました。 これからも恵まれた自然と歴史を
大切にしていただければ嬉しいです。

京都府 40代 今年、出雲大社等へ旅行に行きました。また、機会あれば訪れたいと思い、ふるさと納税しました。

神奈川県 60代 今年、初詣に行きましたが、大雪でした。また、ゆっくり参拝したいと思います。歴史文化遺産の保存に役立てて下さい。

東京都 70代以上 今年2月に出雲大社へ行きました。

兵庫県 30代
今年２月に訪問しました。出雲大社は４回目となりましたが、冬は始めてでした。いつ来ても心が洗われるようで、日本のふるさとのような気持ちです。出雲大社周辺の歴史的景観を守る
ため、ご用立てください。

福岡県 50代
今年４月，はじめて出雲市を１泊２日で旅行しました。 出雲大社参拝など観光し，出雲そばも美味しくて たいへんよい旅行でした。 記念品のそばを食べながら， 楽しい旅の想い出を振
り返ろうと思います。

熊本県 60代 今年に入り、４０年ぶりに　出雲を訪れました。出雲大社の遷宮もあり、観光客で賑わっている様に思いましたが、もっともっと　出雲の魅力を発信して欲しいと希望しています。

東京都 60代 今年の2月出雲に行きました。3年ぶりです。雪で大変でしたが久しぶりにうれしい旅になりました。出雲は大好きです。これからもがんばって観光に力を入れてほしいと思っています。

石川県 60代
今年の５月に出雲大社に行き、美味しい出雲そばを家内と食べました。約５０年ぶりで、ゴールデンウイークでもあったためか、たくさんの観光客でした。とてもきれいな町で感激しまし
た。毎年、家内と一緒にふるさと納税させてもらっています。これからもよろしくお願いします。

福岡県 40代 今年の６月出雲大社で結婚式を挙げさせて頂きました。とても良い人、おいしい食べ物と出会えて良い思い出ができました。

東京都 50代 今年の9月に出雲、松江、石見銀山を旅行して、島根の豊かさ、歴史の重み、神々の国であることを実感しました。是非、後世へ分かり易く、親しみやすく伝承してください。

兵庫県 30代
今年のＧＷに彼と出雲大社へお参りにいきました。 そして来年結婚することになりました。 私たち２人にとって思い出の出雲市です。 いつまでも素敵な歴史ある街づくりを期待していま
す。

愛知県 50代 今年のGWは箱根に行ってしまいました…次こそは出雲へ!!

埼玉県 40代
今年のゴールデンウィークに両親の金婚祝いに初めて出雲を旅させて頂きました。名所・名産品が多いだけでなく、行く先々で人の温かみにも触れて大変楽しく思い出深い旅となりまし
た。 神在月には友人と再び訪れまして、プレミアム宿泊券を利用したところ、縁結びクーポンまで頂きまして、お土産も余分に買うことができて感激しました。 土地の恵みをたくさん頂き
ましたので、恩返しと思い納税させていただきます。 長い歴史の蓄積を大切に保存し、単に人寄せの観光ではなく訪れる人に日本の歴史の奥深さを感じられるように頑張っていただき

大阪府 50代 今年の夏、家族旅行で初めて出雲に伺いました。 想像以上に魅力的なところでした。  ぜひ、また伺います！

京都府 50代 今年の夏、妻と出雲に旅行に行きました。 非常に楽しい旅行で、また出雲に伺いたいと思っています。

東京都 40代 今年の夏にお世話になりました。 出雲大社は素晴らしかったです。また機会をみてお伺いしたいと思っています。

大阪府 60代 今年は、のんびりと一畑電車に乗って一畑薬師の1300段の石段に挑戦したいです。

埼玉県 60代 今年は、出雲大社にお伺いしようと思っていたのですが、行けなかったので少しですが寄付させて頂きます。

千葉県 20代以下 今年はどこに寄附しようかと考えていたところパンフレットが届いたので、これもまたご縁かと考えて、また、今年も出雲市さんによろしくです。

福島県 70代以上 今年は出雲に行こうと思っています。

兵庫県 50代 今年は島根に旅行に伺いました。 また伺いたいと思います。 文化財の保存に使って頂きたく思います。

広島県 60代 今年もお世話になります。

徳島県 60代 今年も応援します

東京都 40代 今年も出雲市を応援することができてよかったです。

埼玉県 60代 今年も出雲市を訪れました、町の景観や農産物が大好きです。

神奈川県 60代 今年も貧者の一灯が奉げられることに感謝しています。

千葉県 60代

今年夏、隣県の境港市から出雲市を家族3人で旅行しました。 途中道の駅湯の川に立ち寄り、そこで案内していただいたお店の方々の地元特産品を上手に説明されている意気込みを
感じました。特にタイ焼き売りの旦那さんはここが一番うまいと「タイ焼きの形に不要な耳」もタダで頂きました。等、非常に心温まるおもてなしをしていただいたと思います。その時土産物
を買った際、特産品の一品目となっているヒロインのトマトケチャップは絶品でしたので食い意地ばかりの話で恐縮ですが、検索で見つけましたので利用させていただきました。もっと宣
伝されたらいかがでしょうか？口にすれば100％の方が◎をつけると思います。

埼玉県 40代 今年出雲に行きました。文化財が末永く保存されますように。

神奈川県 60代 些少ですが、出雲市の発展のためにお使いください

滋賀県 30代
最近は毎年出雲大社へ参拝させてもらっています。そばも大変おいしく、いつも気分をリフレッシュさせて頂いています。交通の便（特急やくもとの接続がバス・一畑電鉄ともあまり良くな
い点）は、行政から改善依頼して頂けると個人的に助かります。

埼玉県 50代 妻が出雲市出身者で年間1から2回ほど帰省しますが、いつも蕎麦や海鮮物を美味しくいただいています いつまでも綺麗な出雲を願っています

栃木県 60代 妻の実家です
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大阪府 40代 妻の出身地です。微力ながら応援します。

千葉県 70代以上 歳をとり帰郷する機会は減り、法事の時ぐらいになりました。ふるさとがもっと元気になることを期待します。

東京都 50代 昨年　夫婦で出雲大社へお参りしました。 また　ゆっくり伺いたいです。

滋賀県 50代
昨年、3ヶ月間、仕事で出雲市に滞在しました。特に驚いたのは、食べ物がおいしかったことです。児玉製麺のそばもそのとき知りました。農協牛乳と出雲ヨーグルトの味も忘れられませ
ん。わずかな金額ですが、少しでもお役にたてればと思い、お送りします。

千葉県 50代 昨年、ふるさと納税をしたら多くのひとにいろいろ聞かれました。出雲の納税はいいよ～と宣伝しておきました。今年もよろしくお願いします。

千葉県 30代 昨年、出雲を旅行しました。とても清々しい地域で感動しました。また行きたいと思います。

三重県 60代
昨年、出雲大社にツアーで行きました。約40年前に職場の同僚と車で日本海側を走り、出雲大社や日御碕などもお邪魔しました。その時以来だったので、いい思い出になりました。 た
だ、残念だったのは、大社前で食べた出雲蕎麦が食べれなかったのが残念でした。 　私の故郷、三重県も大きな神社があり、お互いにこれを生かし、さらなる観光の発展に期待します。

神奈川県 40代
昨年、初めて旅行で訪れました。自然豊かで食べ物もおいしく、とても素敵な思い出をありがとうございました。またぜひ訪ねたいと思います。由緒ある観光地としての魅力のさらなる向
上を期待します。

愛知県 50代 昨年、娘の祈念のため訪れました。また伺いたいと思ってます。 応援してます！

山口県 50代 昨年、木地雛をいただきました。別のシリーズでも出品していただきたいです。

千葉県 50代 昨年、旅行で２０数年ぶりに行って、歴史的な良さを再確認しました。今後も世界中から多くの観光客が訪れて、出雲の良さを体感することを希望します。

千葉県 50代 昨年１２月に出雲大社に行きました。 玉造温泉に泊まりました、 歴史ある神社や温泉地を守ってください

長野県 40代 昨年いただいたお芋がとてもおいしかったです。応援しています。

埼玉県 50代 昨年からお世話になっています。２度目の申し込みです。 今後とも、よろしくお願いいたします。 いつか、訪れてみたいです。

千葉県 40代 昨年になりますが出雲大社へ参拝へ行きましたが、街並みも気に入りました。やはり出雲大社を保護していって頂きたいと思いました。、

東京都 50代 昨年に引き続き、今年も寄附させていただきます。国宝を守るのは大変だと思いますが、頑張って守っていってください。

埼玉県 40代 昨年に引き続きふるさと納税をさせて頂きます。これからも無花果の美味しい里として益々のご発展を祈念しております。

山口県 50代 昨年に引き続き応援します

東京都 50代 昨年に引き続き寄付させて頂きます。 歴史的文化遺産の保存に使って頂けましたら幸いです。

三重県 50代 昨年に引き続き寄付します。

新潟県 60代 昨年に引き続き納税します。

広島県 50代 昨年に続いて寄付させていただきます。 同じ中国地方に住まう者として、出雲を日本の文化発祥の地の一つとしてを後世まで伝承して頂ければと思います

愛知県 60代 昨年に続いて寄付させていただきます。 有効に使われることを願っております。

広島県 50代 昨年の秋に、30年ぶりに出雲大社を訪れました。整備もされ、きれいになっていてとても良かったです。

埼玉県 50代
昨年の旅行で観光地の出雲大社や境港に行きました。貴重な歴史的建造物などがたくさんありますが、維持していくのには多くのご苦労があると思います。陰ながら少しでも力になれ
ればと思い、少額ではありますが寄附いたします。

千葉県 40代 昨年まで出雲市に住んでおりました。 歴史と自然を感じるとても良いところでした。

奈良県 40代 昨年もふるさと寄附をしました。今年は出雲に旅行しました。ふるさと旅行券でずいぶんお得な旅ができました。ありがとうございます。

大阪府 40代 昨年もふるさと納税をいたしました。今年も応援したいと思い、いたします。

東京都 50代 昨年も十旭日をいただきました。 島根は見所、食べ処満載なので、昨年は２泊３日で島根観光に行きました。 出雲市もゆっくり廻ってみたいと思っています。

神奈川県 40代 昨年も同じ品物を頂きました。美味しかったです。今年は初めて出雲に観光で行きました。とっても良かったです。また行きたいと思います。これからも頑張って下さい。

茨城県 40代 昨年も納税しました。昨年、卓球の大会で出雲市に初めて行き、応援したい気持ちが強くなりました。

神奈川県 60代 昨年も美味しい特産品をありがとうございました。今年は違う特産品をチョイスして楽しみたいと思います。

東京都 30代 昨年も利用させて頂きました。

愛知県 30代 昨年観光で行きました。 交通の利便性が良いともう少し行きやすくなるかと思います。 また機会があれば遊びに行きたいと思います。

埼玉県 30代 昨年観光で訪れました。歴史的建造物の保存等に活かしていただければと思います。

東京都 40代 昨年出雲の町を母と一緒に3泊4日で旅行をする機会に恵まれました。母の念願でした。落ち着いた良い街でとても良い時間を過ごせました。ありがとうございました。

東京都 50代 昨年出雲市に伺い地元の方の暖かさを感じました。有難うございました。

群馬県 40代 昨年出雲市へ訪れた際、出雲大社をはじめ、大変感銘を受けました。機会があればまた旅行で行きたいと思っています。

大阪府
昨年出雲市を訪れる機会に恵まれた縁で、年明けに佐田みそを特産品で送付してもらいました。 めっちゃ美味しくて、毎日のお味噌汁・家族や親戚にお福わけ等で楽しみました。 続け
て楽しみたくて、希望します。 また、今年も訪れる機会に恵まれますように。

千葉県 20代以下 昨年出雲大社にいきました。ふるさと納税をするならば、縁のあったところと思い、出雲市に納税します。

愛媛県 40代 昨年出雲大社に参拝しましたが、あまり時間がなかったのでまたぜひ訪れたいです。

埼玉県 30代 昨年出雲大社に旅行で訪れました。とても良いところでした。観光面での良い方向への発展を期待しています。

東京都 50代 昨年出雲大社へ伺いました。 出雲はいいところですね。 よろしくお願いします。

神奈川県 50代 昨年出雲大社を訪れ素晴らしい所だと実感しました。

埼玉県 40代 昨年初めて出雲市を訪れました。 とても素敵な場所で、また是非伺いたいと思います。

兵庫県 60代 昨年初めて夫婦で出雲市に伺うことができました。これを機会に又遊びに行きたいと思っています。

千葉県 50代 昨年送っていただいたお米がおいしかったので、今年もお米を選ばせていただきました。  歴史文化資源の保存、活用に特にご活用いただけるとうれしいです。

神奈川県 40代 昨年度に引き続き、寄付させていただきます。歴史資源の保護に活用していただければと思います。また訪れたいです。

神奈川県 30代 昨年旅行で初めて伺い、出雲の良さに触れました。 また機会があれば行きたいと思います。 いつも応援しています。

東京都 30代 昨年旅行で訪れて、とても楽しい旅となりました。たくさんの方に出雲の魅力を知っていただきたいです。

神奈川県 40代 昨年旅行にいき、とても素晴らしいところでした。また訪れたいです。

京都府 50代 山陰に住んでいたので，出雲に愛着があります。出雲の活性化に役立ててください。

埼玉県 50代 山陰のに行く機会があれば寄らせていただきます。

愛知県 40代 産業振興、人口維持、女性の就業に頑張ってください。

愛知県 50代 仕事でお世話になっています。最初に訪れた時、加茂岩倉遺跡には大変感動しました。日本のふるさととしても出雲をしっかり発信してください。

東京都 30代 仕事で良くお世話になっております。これからも出雲大社に詣らせて頂きます。これからも頑張ってください！

徳島県 50代 子供が学生時代何度か出雲市を訪問し、歴史文化遺産を見学する機会がありました。素晴らしい歴史文化遺産の保護・出雲の魅力の発信をお願いします。

滋賀県 50代 子供のころに訪れて以来、行ったことがないので、山陰旅行の際には是非訪れたい。

広島県 40代 子供の頃、初詣は出雲大社へ行ってました。 いろいろ文化財が豊富ですので、小さな所も大切にしてください。

千葉県 60代 市政に役立てて頂ければ幸いです。

大阪府 40代 前回の醤油も良かったですが、今回は別のを味わってみたいと思います。

兵庫県 40代 私の老後は島根県に住む予定です。良い島根県を作ってください。

千葉県 50代 出雲市へ旅をしたいと思いつつなかなか行けず…なので、気持ちだけでも応援したいと思います。

埼玉県 60代 私は江津の出身ですが、出雲のお礼品に惹かれて申し込みました。よろしく。

東京都 60代
私も主人も東京生まれで東京育ちで故郷はありません。主人は出雲大社を信じており六本木の分社にお参りいたします。出雲の地があまり観光化されることなく歴史や環境が保たれる
事を望み、応援したく、ささやかに寄附します。

東京都 50代 自然と文化が溢れる地域社会の維持向上を期待します

東京都 50代 自然と歴史を守っていって下さい。

東京都 40代 自然を大切にしてください。

神奈川県 70代以上 自然環境の保護が困難な昨今、厳しい条件下その保全、維持に尽力されている貴市の施策の一助となれば幸甚に存じます。

東京都 50代
修学旅行で出雲大社に行ってから大好きになりました。 あれから何度も行っていますが、パワースポットや 美味しいお蕎麦など魅力いっぱいの所だと思ってます。 また行きたいので出
雲の魅力を発信して下さい。

埼玉県 30代 住まいは埼玉ですが、島根生まれなのでたびたび訪れています。今でも十分素敵なところだと思いますが、もっともっと楽しく観光できるよう頑張ってください。

鹿児島県 30代 十旭日と海産物、特に十六島のりで非常に迷った結果、以前からファンだった十旭日にしました。 これからも、魅力ある品物をお願いします。

福島県 30代 出雲、応援しています。頑張ってください。

京都府 30代 出雲がこれからも益々繁栄していきますよう願っています。

東京都 40代 出雲が好きです。応援します。

福岡県 30代 出雲が大好きです 昨年結婚式で大変お世話になりました。 出雲の持つ素晴らし歴史、文化、環境を維持しつつ、ますます発展してください

茨城県 40代 出雲が大好きです。

広島県 40代 出雲が大好きです。 これからも観光や買い物に行きますので、良い街にしてください。

東京都 50代 出雲が大好きで何度も行っています。 できれば、年度内に複数回寄付ができるようにお願いします。

大阪府 40代 出雲そば、美味しいですよね。 そば、大好きです。

大阪府 30代 出雲ではないですが島根出身者として僅かながらでも貢献出来れば幸いです。

茨城県 30代
出雲で生まれ育ち、大阪、茨城と住んできましたが、客観的に見ても出雲はとても魅力ある街です。生活の中に、日本古来からの神道の精神が根付いています。これは仏教色の強い京
都・奈良の古都とは違う魅力です。「出雲」のブランド化は上手くいっていると思います。今後も、是非、その魅力を発信していって頂きたいです。私は科学研究者としての道を歩んでいま
すが、教育という点で、ふるさとの子どもたちに恩返しできればとも思っています。

兵庫県 30代 出雲と言えば出雲大社ですが、他にも出雲ならではの観光スポットが増えればと思います。応援しています！
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大阪府 40代 出雲には2回いったことがあります。 すごくいいところですね。 また行きたいです。

東京都 50代 出雲には何度か行きましたが、歴史資源を守り、いきいきとした町づくりをしてください。

大阪府 40代 出雲には何度か旅行で出かけたことがあります。また機会があれば訪れたいと思います。

愛媛県 60代 出雲にロマンを感じます。ほんとに日本の心のふるさとです！一度は訪れたいと思っています。

奈良県 60代 出雲に以前行きましたが、街全体が素晴らしかった。

兵庫県 40代 出雲に行ってみたいと思うアピールを期待します。どんどんアピールしていって下さい。

東京都 50代 出雲に訪れてみたいと思うので、寄付をさせていただきます。 これからも応援していきたいと思います。

滋賀県 60代
出雲の事業所に出向していたことがあり、子育ての時期を過ごしました。とても環境が良くて暮らしやすく、その頃の生活を懐かしく思いだします。わずかではありますが、有効にご活用く
ださい。

京都府 60代 出雲の食べ物は、懐かしくそしてとても美味しい。

千葉県 30代 出雲の神話、重要な文化財等の保存に少しでも役に立てればと思います

群馬県 50代 出雲の人々がとても素敵な方々なので些少ですが寄付させていただきます。

大阪府 40代 出雲の素晴らしいところを発信していってください。

石川県 30代 出雲の素晴らしさをアピールしてください。

東京都 40代 出雲の発展に役立ててください。

島根県 50代 出雲の風土記1300年の記念行事期待しています。

神奈川県 60代 出雲の文化遺産を維持管理を引き続きお願いします。

神奈川県 50代 出雲の魅力を全国に発信お願いします。

広島県 60代
出雲の落ち着いた雰囲気が大好きです。 今年は、まだ訪れていませんが、特産品のケチャップやジャムをおいしくいただきながら、出雲のことを思い出します。 また、近いうちに訪れた
いと思います。

東京都 30代 出雲の歴史、文化をいつまでも大事に。

愛知県 40代 出雲の歴史・文化を大切に守り続けてください。 応援してます。頑張ってください。

兵庫県 40代 出雲の歴史に関心が有るために貴市の発展に寄与したい

大阪府 40代 出雲の歴史資産の保存をお願いいたします。

千葉県 60代 出雲の歴史文化財が興味深いです。ぜひそれらの保存に頑張ってください

東京都 50代 出雲は、とても好きな土地です。 観光でしか行っておりませんが、何回か足を運びたいと感じる土地です。 是非、活性して、訪れるたびに違う出雲を見せて下さい。

北海道 50代 出雲は、北海道からは遠い土地ですが、何かにお役立て下さい。

東京都 40代 出雲は行ってみたいところです。

北海道 50代 出雲は神様の地というイメージもあり、憧れの場所です。歴史的遺産も多くあり、大切に保存して欲しいと願っています。いつか、訪れてみたいと思っています。

東京都 40代 出雲は大好きなところです。これからも歴史遺産を大事にしていってください。

東京都 40代 出雲は二回訪ねました。 いずれも人々の温かさがとても印象に残っています。 これからも変わらぬ街でいてほしいです。

東京都 50代 出雲は日本の始まりです！ 日本の文化を守ってください、宜しくお願いいたします。

大阪府 60代 出雲は歴史ある神話の町です。 そのよさを守っていってもらいたいと思います。

東京都 40代 出雲へ、いつかは行ってみたいと思っています。

神奈川県 40代 出雲への旅を予定しており楽しみにしています。

静岡県 60代 出雲へは２度旅行しました。出雲大社、日御碕灯台、宍道湖楽しい旅でした。

栃木県 50代 出雲へは数回仕事と旅行で伺いました。出雲大社が世間ずれするのが少し悲しいのですが、松江から大社まで好きな地域です。遠いのですが、何度も行きたい。

福島県 40代 出雲へは是非いつか行ってみたいと思っています。

埼玉県 30代
出雲へは大社詣りに度々訪れていますが、歴史が息づく落ち着いた雰囲気が好きです。 観光地化されすぎてしまうとせっかくの遺産が台無しですので、今の雰囲気を大切にした街づく
りを行っていってください。

茨城県 30代 出雲駅伝楽しみにしてます！

千葉県 50代 出雲頑張れ！

埼玉県 50代 出雲空港から観光地へのアクセスの充実をお願いしたいと思います。

埼玉県 40代 出雲国大好きです。

神奈川県 70代以上 出雲市が祖母と祖父の田舎で子供のころは 夏休み期間に4年ほど遊びにいきました。

岡山県 50代 出雲市が大好きです、年に１回か２回は旅行で行ってます。

岡山県 40代 出雲市には、以前から行ってみたいと思いながらも機会がありませんでした。今回のふるさと納税を機に、ぜひ訪れてみたいと思います。

福岡県 30代 出雲市には子供の頃10年間住んでいたので、思い出がいっぱいあります。私の第二の故郷と思っています。 これからも出雲市の発展を応援しています。

東京都 30代 出雲市には大学時代友人たちと縁結びにあやかりたく訪れ、とても楽しかった思い出があります。 今度は、こどもたちを連れていきたいです。

石川県 50代 出雲市には毎年何度も訪れています。その度に歴史を感じます。歴史文化資源の保存と後世への伝承を期待しています。

奈良県 40代 出雲市に友人がおり、夏に毎年訪れています。 出雲大社以外もとてもいい場所で気に入っています。 わずかですが、出雲のＰＲに使ってください。

岐阜県 50代 出雲市のお役に少しでもなりますように。

東京都 70代以上 出雲市のますますのご発展をお祈りいたします。

東京都 50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 70代以上 出雲市の益々のご発展をお祈りいたします。

福岡県 40代 出雲市の益々の発展を願っております。

東京都 50代 出雲市の益々の発展を祈念申し上げます。

三重県 30代 出雲市の更なる発展を遠い地から応援しています。

東京都 60代 出雲市の今後の益々の発展を期待しています。

神奈川県 30代 出雲市の図書を推進する教育政策と、歴史建造物保存にかける意欲的な取り組みを好ましく思っています。住まいは違いますが、出雲市のますますの発展を願っています。

神奈川県 30代 出雲市の多方面の魅力をどんどん発信していってください。

東京都 60代 出雲市の発展と文化遺産保存のためお使いください。

愛知県 60代 出雲市の発展を応援します。

栃木県 30代 出雲市の発展を期待しています。

埼玉県 出雲市の発展を祈念いたします。

神奈川県 50代 出雲市の文化遺産、伝統を守り続け、広く国内外へ広報していただくことで、出雲市の発展に繋がることを期待します。

栃木県 40代 出雲市の明るい未来を応援します。

埼玉県 60代 出雲市の歴史、伝統を大切に守ってください。

岡山県 40代 出雲市の歴史的文化資産、美しい街並みのために活用され、活性化につながることを願います。

宮城県 40代 出雲市はいつか必ず訪れてみたいと思っています。

愛知県 50代
出雲市はいつも頭にある街。一畑山薬師寺は愛知県岡崎市にあり小さい頃からよく行っていたが出雲の薬師寺は総本山。伊勢神宮には毎年行くが出雲大社も行きたくていつも気に
なっている。小さい頃から目が悪く親からシジミをよく食べさせれていて宍道湖の話をよく聞かされた。昔好きだった竹内まりやさんも現在の出雲出身でしたよね。 小さい頃から遠くにあ
りながら何かいつも気になっている街で、会社勤めが終わったらゆっくり遊びに行きたい街です。歴史的な文化資源も多いのでそれまで確実に保存していってください。

福岡県 40代 出雲市はパワースポットがたくさんあるイメージです。またぜひ伺いたいです。観光地を大切になさってください。

東京都 50代 出雲市は日本の歴史上重要な地域です。これからも魅力的な町つくりを期待します

大阪府 40代 出雲市は父の出身地で、何度か帰省したことがあります。 最近では平成の大遷宮で出雲大社にも行きました。 活気ある町作りに、少しですがお役に立てればと思います。

千葉県 40代 出雲市は歴史ある街というイメージがありますが、少しでも何かお役に立てれば幸いです。

愛知県 30代 出雲市ファイト！

大阪府 50代 出雲市へは、何度か旅行で行かせてもらってます。 ますます、いい町にしてください。

愛媛県 40代
出雲市へは、友人がいるので何度も出かけさせていただきました。がんばってください。ところで、1度寄附申し込みをさせていただいています。特産品が４月で変わるとかで、特産品を
連絡いたします。

神奈川県 50代 出雲市を応援します。

神奈川県 50代 出雲市益々の発展を期待しております。

神奈川県 50代 出雲市応援してます

埼玉県 40代 出雲市頑張れ！

千葉県 30代 出雲神社の維持と観光産業へお願いします

長崎県 20代以下 出雲大好きです 特に温泉が良いですね

東京都 出雲大社、何度も参拝させて頂いております。

東京都 30代 出雲大社、毎年お参りしております。毎年楽しみにしておりますので、保全・管理よろしくお願いいたします。

千葉県 30代 出雲大社いつかかならず行きます！

大阪府 40代 出雲大社がある出雲市が、いつまでも日本人の心のふるさととして、大切に守られていくことを願います。
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愛媛県 70代以上 出雲大社がいつまでも栄えますようにお願いします。

千葉県 40代 出雲大社がブームになっていますが、このブームが持続するような宣伝をお願いします。

東京都 30代 出雲大社が大好きです！ ありがとうございました。

京都府 20代以下 出雲大社が大好きです。 頑張ってください。

東京都 40代 出雲大社で結婚式を挙げたので、今後ともよろしくお願いいたします。

神奈川県 50代 出雲大社で結婚式を行う記念で毎年ふるさと納税をしようと思います。

埼玉県 40代 出雲大社で仕事のいいご縁をいただきました。

埼玉県 40代 出雲大社で有名すぎるほど有名だが、その良き観光地を大切に守り、発展し続けてほしい。

宮城県 60代 出雲大社とともに観光で今後も発展していって欲しい。

東京都 30代 出雲大社にいずれ伺いたいと思っています。

北海道 30代 出雲大社にいつか一度は訪れたいです。

東京都 50代 出雲大社にお参りした際に御市を訪れました。ささやかながら出雲大社を始めとした御市の歴史遺産の保存のためお役立ていただければ幸いです。

東京都 40代 出雲大社にお参りに行きます！！

東京都 40代
出雲大社にお参りに行ったことがあり、今回出雲市へのふるさと納税を行いました。またお礼の品が魅力的だったことも寄付の理由です。これからも出雲大社の歴史と伝統を守ってくだ
さい。

奈良県 60代 出雲大社には何度と訪ねています。古代史が興味あり、また訪れたいと思っています。

静岡県 50代 出雲大社には家族で一度伺いたいと思っています。 その際には出雲の自然、特産品にたくさん触れたいです。

山梨県 50代 出雲大社にまた行きたいです。

徳島県 30代 出雲大社にまだ行った事がありません。 ぜひ一度参拝しに行きたいと思っています。 伝統ある出雲大社をこれからもよりよくしていって下さい。

東京都 40代 出雲大社にもお参りに行きたいと思っています

岐阜県 50代 出雲大社に一度は参詣したいものです。これからも歴史的な建築物を守っていってください。

福岡県 40代 出雲大社に一度行ってみたいです。

愛知県 60代 出雲大社に一度行ってみたい思いそれならばふるさと納税を思いつきました｡

宮城県 70代以上 出雲大社に感動しました。ありがとうの感謝を込めて。

神奈川県 40代
出雲大社に観光でいったときに、近所にお住まいの男性が他のお勧め観光地まで案内して下さいました。とてもうれしくおもいました。いけなかったところにまた行ってみたいとおもいま
す。

愛知県 30代 出雲大社に観光に行きたいと思ってますので、魅力ある街づくりをお願いします。

神奈川県 30代 出雲大社に行ってみたい。

福岡県 40代 出雲大社に行ってみたいと思っています。

京都府 30代 出雲大社に参拝したいと常々思っています。

千葉県 50代 出雲大社に是非行きたい思っています。

東京都 50代
出雲大社に先日初めて行きました。とても立派なしめ縄や大きな日の丸が印象的でした。たくさんの神様が一堂に集まるのは、まさにパワースポットであると改めて認識しました。 文化
遺産維持に励んでください。

東京都 出雲大社に平成26年11月にお参りしました。街の落ち着きがいつまでも続いてほしいです。

三重県 30代 出雲大社に毎年1回参拝に行きますが、町の中がきれいで、気持ちよく参拝させていただいております。ありがとうございます。

愛知県 30代 出雲大社に旅行に行ったことがあります。 温泉旅行もできて、とても楽しく思い出に残っています。

京都府 50代 出雲大社のある日本の起源です。日本にとって一番大事な場所の一つです。

東京都 30代 出雲大社の維持を願ってます。

愛知県 40代 出雲大社の維持運営に少しでも関われればと思い、寄附させて頂きました。

群馬県 60代 出雲大社の参拝をぜひ実現したいと思いっています。市の観光事業の益々のご発展を祈念申し上げます。

東京都 30代 出雲大社の発展に利用して頂ければ幸いです。

東京都 出雲大社の保全等にお役立て頂ければと思います。

福島県 40代 出雲大社は、必ず行きたい場所です。 ふるさと納税だけではなく… …次回は、出雲大社への旅行で、お金を落としたいと思います。

大阪府 40代 出雲大社はすばらしいと思います

兵庫県 30代 出雲大社は日本の誇りです。素晴らしい歴史と文化、信仰をこれからも大切にしてください。ありがとうございます。

埼玉県 40代 出雲大社は日本の宝であり誇りですので、行政でもしっかり支援してくださいますと幸いです。

東京都 50代 出雲大社へまた行きたいです。

東京都 50代 出雲大社へもう一度参拝いたします。宜しくお願い致します。

愛知県 20代以下 出雲大社へ行って出雲の雰囲気がすごいと思ったのでぜひ寄付させてください。遠いところですがまた行きたいと思いました。

山梨県 40代
出雲大社へ毎年行かせて頂いております。毎回奉納もさせて頂いてますが修繕費などにお使い頂けたらと、少しばかりですが継続は力なり。と思い少しずつ広範囲に寄付しておりま
す。

東京都 50代
出雲大社をいつまでも守っていっていただきたいです。旅した時に、町の人たちが、みなさんきちんとした生活をしていらっしゃるようにお見受けし、感心しました。神話を今も日常に言い
伝え続け、昔話ではなくこの町の過去としてお話しされることに驚きました。

三重県 50代 出雲大社をいつまでも守ってください。

群馬県 30代 出雲大社をお守りください

東京都 50代 出雲大社をさらに素晴らしいものにしていってください。

大阪府 50代 出雲大社をはじめ、日御碕などを旅行で回った時に、美しさに感動しました。文化や自然をずっと守っていっていただきたいと思い、ふるさと納税をすることにしました。

愛媛県 40代 出雲大社をはじめとする数々の歴史文化資産を大事にしてください

神奈川県 60代 出雲大社をはじめ多くの貴重な文化財を後世まで大切に保存して、その歴史的価値を機会をとらえて発信してください。

広島県 30代 出雲大社を活かした観光をさらに全国に発信していってください

神奈川県 40代 出雲大社を始め、日本の文化をこれからも大切に守っていただきたいです。

大阪府 30代 出雲大社を信仰させていただいているので寄付させていただきました。

香川県 40代 出雲大社を大事にしてください

兵庫県 40代 出雲大社を大切に守ってください。

大阪府 30代 出雲大社を中心にした出雲市の発展を希望します。

兵庫県 40代 出雲大社を柱に、観光産業の発展と内需・雇用の拡大に期待しています。 また、歴史ある土地で子供が育てやすい環境整備をお願いします。

東京都 60代 出雲大社を保存願います。

群馬県 40代 出雲大社を有する出雲は、「日本の心のふるさと」です。 応援します。

千葉県 50代 出雲大社何度か旅行行き、出雲が大好きになりました。何かの役に立つことができればおもい寄付しました。

広島県 50代 出雲大社観光します。

広島県 60代 出雲大社宜しくお願いします。

神奈川県 50代
出雲大社始め、日本の歴史遺産を多く持つ出雲市は、これからさらに国内外の観光客が多く訪れる事となると思います。今までに増して歴史遺産をとりまく環境の整備にお使い頂けれ
ば幸いです。

埼玉県 40代 出雲大社他文化遺産の維持・保存を何卒よろしくお願い申し上げます。

神奈川県 50代 出雲大社大好きです  応援します

神奈川県 50代 出雲大社等の知名度を生かして、観光産業を発展させてください。

岐阜県 60代 出雲大社等多くの古代日本の文化遺産をしっかりと守っていただきたい。

広島県 40代 出雲大社保存、周辺環境維持に励んで下さい。

大阪府 40代 出雲大社様には何度かお参りさせていただきました。素晴らしい木の流れのところでまたお参りさせていただきたいと思っています。

島根県 40代 出雲独自の特色を活かした地域活性化を。

大阪府 40代
出雲富士の試飲を行い、とても美味しいお酒だったので、出雲市に興味を持つことができた その土地が生み出す良いものは その土地自体の良い印象を引き出すと 感じました 人と仕
事と環境が一つになった良いものをもっと 全国にアピールして欲しいです 応援しています

静岡県 30代 出雲旅行に行く予定だったのですが、行けなくなってしまったので、落ち着いたら必ず伺いたいです。

神奈川県 40代 出身県の一人として、地域の活性化の応援しています。

北海道 50代 初めて、ふるさと納税の寄付をします。  一度は、訪れてみたい出雲大社のある出雲市を、選びました。

新潟県 50代

初めまして。出西窯、出西織は以前からとても欲しくて 大変嬉しい品でした。来年も毎年続いていただけたら家族分を楽しみに増やせると期待申し上げています。民芸の教科書にもあっ
た飴色の皿も選べると更にありがたいですし、個人的には白の紅茶のセットもいつか・・・と思う品です。地方なので中々手に入れるのも難しいく、早く窯に行ってみたいと思います。個人
的には４０年近い民芸ファンなので、手仕事の里としての発信に期待しております。出雲市にはその意味で安っぽい観光表示でなく、２０年後にも残る、渋く美しい街並みや表示を先行
投資して欲しいと思います。ゆるキャラが町の美観を損ねないでほしいと願っています。松本、倉敷の美意識に通じる街づくりを願ってます。

神奈川県 30代 小さい頃よく行っていましたが、最近は行けておらずまた行けたらなと思っています。町の発展を応援しています。

千葉県 30代 少しですが、よりよい出雲市のためにお役立ていただければ幸いです。

兵庫県 50代 少額ですが、歴史建造物の維持にお役立て頂ければ幸いです
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大阪府 40代 少額ですがお役に立てて頂ければ幸いです。

京都府 30代 少額ですが歴史保存にご活用ください。

東京都 60代 松江市出身です。 毎年応援しています。

東京都 40代 松江出身です。出雲の観光資源を国際化していけばさらなるふるさと発展につながると思います。

石川県 60代 「神話の国、出雲」を応援します。よろしくお願いいたします。

埼玉県 40代 心のふるさととして、応援しています。

熊本県 40代 神の国のシンボルの市だと思います。 行ったことはないけど、いつかは出雲大社に伺います。

東京都 30代 神在祭の前後に参拝させて頂きました。 昨年に引き続きふるさと納税をさせて頂ければと思います。

神奈川県 50代 神宿る街として発展を希望します。大社にはいつかふたたびお参りに行きたく思います。

千葉県 20代以下 神々の国であり、出身地である出雲をたくさんの人に知ってもらえるようにさらなる歴史文化のPRを行っていただければと思います。

千葉県 40代 神聖な街で旅行客も多いですし、がんばってほしい街です！

東京都 50代 神代の時代を感じさせる出雲が好きです

東京都 50代 神秘な出雲大社やシジミなどで有名な宍道湖はぜひとも一度行ってみたい場所です。日本の大切な歴史遺産や自然があるので是非とも大事にしていただきたいと思い寄付致しました。

東京都 40代 神様が集まる場所にいつかは行ってみたいと思っています。 安達美術館も素敵だし、文化財の保護に使っていただけると嬉しいです。 いつの日にかliveで体験したいです。

東京都 50代 神様のお国を大事にお願いいたします

広島県 50代 神様の国ですね。またお邪魔したいです。

千葉県 40代 神話の街。応援しています。

神奈川県 30代 神話の国 出雲、一度訪れたいです。

神奈川県 70代以上 神話の国、歴史・文化の保存振興を大切に育んでください。

神奈川県 50代 神話の国。訪ねてみたいのですが、遠い所。余裕ができたらと思いながら、パンフレットを眺めています。色々な情報の配信を期待します。

東京都 50代 神話の国出雲のまちなみをいつまでも保存していただきたいと思います。今年は日本酒を楽しみにしています。

大阪府 40代 神話の世界へ入ってしまったように神秘的な街並みをいつまでもいつまでも残してください。お願いします。

埼玉県 70代以上 神話の里出雲の歴史と文化に誇りあれ！

千葉県 50代 神話や出雲大社を保存して、後世に残してください。

埼玉県 50代 親戚が出身で、名産品をいただいたことがあります。とても美味しいものが多いので、楽しみにしています。

滋賀県 30代 親戚の所在地であり、島根県が両親の出身地であるため。

神奈川県 60代 親切な対応ありがとうございました。二年前の出雲旅行も楽しい思い出になっています。出雲市の発展をお祈りします。

兵庫県 70代以上 人と人とのかかわりを大切にした活動を願望いたします

大阪府 60代 人口増加につながるよう、市内の整備を整えてほしいです。

滋賀県 30代 人生の節目でご縁が出来た出雲市。歴史溢れる場所を大事にして、訪れる人を包んでくれる、あたたかかい場所であって欲しいです

福岡県 50代 崇拝している、出雲大社がある出雲市の観光に少しでも お役に立てたらいいと思います。

東京都 50代 数年前、出雲大社にお参りに伺いました。出雲大社の参道のパン屋さんが素晴らしいと思いました。

東京都 50代 数年前、出雲大社に行きました。すばらしい所でした。 出雲の魅力を全国的に発信していただきたいと思います。

沖縄県 40代 数年前に１度旅行に行き、大変楽しかった思い出があります。また、いつか伺おうと考えています。

東京都 30代 数年前に出雲を訪れて、出雲大社などの神秘的な雰囲気に惹かれました。自然や貴重な建造物がいつまでも残って欲しいと思います。

愛知県 70代以上 数年前大社に参詣して以来続けております。大切な遺産を守ってください。

東京都 40代 世界に誇れる高品質な果物の作出をお願いします。

北海道 50代 是非、参拝したいです。

東京都 40代
西日本在住の友人から、「出雲大社近くまで高速道路が伸びたのでお参りだけして、食事も出雲そばは１回食べればいいから帰ってきてから食べる」と聞きました。島根県頑張って下さ
い！

静岡県 60代 昔、寝台特急　出雲号で訪れたことがあります。 その時に印象あるのは、らんぷの湯で　良い温泉だったと 記憶にあります。 今度は、サンライズ出雲号で訪れてみたいです。

和歌山県 30代 昔出雲大社にお参りしたことがあります。あのしめ縄は他では見たことがないので、是非受け継いでいってほしいです。

兵庫県 50代 先月観光で訪問しました。また訪れたいです。

愛知県 50代 先日、出雲大社に行きました。また、出雲大社に行きたいと思いました。

神奈川県 60代 先日、出雲大社を訪れました。歴史に彩られた街を維持してください。

北海道 50代
先日、念願だった出雲大社に伺うことができ、とてもうれしく思います。たくさんの観光客が訪れていましたが、出雲駅周辺や出雲大社周辺の静かなたたずまいをいつまでも残していって
ほしいと思います。

静岡県 60代 先日妻と一緒に出雲地方に出かけました。いい思い出となりました。

東京都 50代 先日出雲市に旅行させていただきお世話になりました。

愛知県 50代 先日出雲市に旅行に行きましてお土産券も利用させていただきました。 また行きたいと思っております。

神奈川県 20代以下 先日出雲市へ旅行で訪れました。 とても良いところだったのでまた訪れたいです。

東京都 40代 先日出雲大社へ行きました。感動的な体験でした。

東京都 30代
先日初めて出雲大社に参拝致し、出雲が好きになりました。 出雲大社の周辺の街並みもそうですが、昔の日本のような感じがしますし神様が宿っている、本当にそんな雰囲気がする街
で大変気に入りました。

徳島県 60代 先日旅行しました。すばらしい町だと思いました。また、訪れたいと考えています。出雲市の今後のご発展をお祈りいたします。

京都府 20代以下 先日旅行でおじゃましましたが素敵なまちでした！また訪ねられる日を楽しみにしています。

東京都 30代 先日旅行で訪問し、とても気持ちよく過ごせる街だと感じました。応援しています。

千葉県 40代 千葉より応援しています。

埼玉県 60代 前年同様応援寄附させていただきます。良いご縁と感謝いたしております。

岐阜県 30代 全国からの観光客へのおもてなしをさらに高めていってください

東京都 40代 祖先が出雲大社出身なので寄付を思い立ちました。お役にたてれば光栄です。

大阪府 60代 祖父が大社出身でよく親戚の家に遊びに行きました。 近代化されてきましたが出雲大社は癒される所です。

奈良県 50代 祖父母、父も他界しましたが、思いは大社町にあります。皆様のご健康をお祈りしています。のやき、楽しみにしています。

大阪府 30代 祖母祖父が暮らした出雲市！ 観光の為に使ってください。

愛媛県 30代 素敵なまちづくりを期待してます。

千葉県 60代 他とは、違う出雲らしい町づくりをして下さい。

栃木県 50代 多伎の　いちじく　とても　おいしいです。 数年前までは　宇都宮の百貨店に置いてありましたが 今は　置いていないので残念でしたが　ふるさと納税に出ていてラッキーです。

熊本県 50代 退職後、ゆっくり旅をしたい場所のひとつです。

島根県 20代以下 大学在学中と、就職してから数年間住んでいました。応援しています。

鹿児島県 40代 大学時代の第2の故郷です。益々の発展を祈念しています。

東京都 40代 大学時代を出雲市で過ごしました。出雲市のこれからの発展を心よりお祈りいたします。

東京都 40代 大社を大切にしてください。

静岡県 30代 大人から子どもまで楽しめる観光スポットになってください。

東京都 40代 知り合いが出雲市へ転居し、とてもいい街だということなので遊びに出かけたいと思います。

岡山県 60代 知名度抜群の出雲市の益々の躍進を期待しています。

東京都 40代 地域のために寄付を使っていただければと思います。

京都府 50代 地域の魅力をもっとアピールしてください

東京都 40代 地域振興がんばって下さい。

千葉県 50代 地元の特産品を生かして街の活性化に役立ててください。

神奈川県 70代以上 地元企業の発展も、お祈りしています。

神奈川県 30代 地震が頻発していますので、歴史文化資源への影響が出ないか心配しています。ほんのわずかですがお役立ていただければ幸いです。

神奈川県 60代 地方から日本を元気に！！がんばってください。昨年は出雲大社にお参りしました。

兵庫県 60代 町おこしに使って下さい

大阪府 町のますますのご発展を応援しています。

埼玉県 30代
長女がおなかにいるときに訪れたことがあります。その長女も来年小学生。時間はあっという間に過ぎてしまいます。 旅行好きな娘と一緒にいつか訪れたいと思っておりますので、今ま
で通り、それ以上の観光環境の保持を期待して寄付させていただきたく存じます。 皆様暑さが増しますが、どうぞご自愛くださいませ

神奈川県 50代 鳥取の出身です。出雲大社の保全に活用ください。

長崎県 30代 天穏は大好きな日本酒の一つです。これからも素晴らしい酒造り期待しています。

佐賀県 60代 転勤で島根県に住んだことがあり、出雲市は大好きなところです。 発展をお祈りします。

神奈川県 40代 島根では出雲や津和野に行ってみたいと思っています。

千葉県 70代以上 島根の活性化、と観光県になるように応援しています。



都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ

京都府 40代 島根の魅力をどんどん全国に発信していただきたいです。

東京都 30代
島根を故郷にもつ友達から、島根は海の幸に恵まれて素敵なところだという話を聞いて興味を持っていました。　友達が出雲大社で結婚式を挙げることになり、いつかは出雲市に訪れて
みたいと思っていたけれどより身近に感じることになり、出雲市にふるさと納税してみたいと思って今回納税させて頂きました。

京都府 60代 島根育ちです。親戚もいます。

東京都 30代
島根県、そして出雲市には過去数年で３回旅行で訪れました。出雲大社のある神の宿る歴史と文化の土地、出雲そばや出西生姜等、土地の恵みがゆたかであることを感じ、大好きに
なりました。これからも歴史・文化の振興にがんばってもらいたいと思います。

東京都 50代
島根県は母の実家でもありとても好きな県です。 とくに出雲大社は私にとって何度でも行きたい場所です。 近年多くの方か訪れていますが、出雲の良いところは そのままの姿で残して
行ってほしいと思います。

兵庫県 60代 島根県を何度か訪れたことがあります。見所もたくさんあり、その中でも歴史を感じる出雲が大好きです。今後益々のご発展をお祈りいたします。

兵庫県 30代 島根県を盛り上げてください。

大阪府 30代 島根県出身で、出雲は今でも大好きなところです。 出雲の善き歴史 、風土を後世に残していってほしいと思います。

京都府 40代
島根県出身の友人や、逆に学生時代島根医大で勉強してそのまま居付いた友人など、島根には何かと縁があります。夜の星空がすごくきれいだったことは、今でも印象深く覚えていま
す。

神奈川県 60代 島根全体を応援してます。

東京都 30代
島根大学の出雲キャンパスで学生生活を過ごしました。東京から出雲へ行ったので当時は人気のなさに寂しい思いもしましたが、今は懐かしくいい環境だったと思っています。いつか出
雲の地に恩返しをしたいと思っています。だんだん。

東京都 40代 東京からいつも出雲を応援しています。

大阪府 40代 銅鐸などの歴史資産を末永く保全して頂くことに期待しています。

大阪府 50代 特産品で気になるものがたくさんあるので、 出雲のアンテナショップが近くにあれば是非行きたいです。また、物産展も期待しています。

東京都 30代
独身時代に一人旅に行きました。神々の國という独特の空気感を感じられる街だった印象です。帰って間もなく、今の主人と出会いました。大変思い出深い街です。美しい空気を守り続
けてください。

東京都 30代 出雲大社を訪れた次の月に 現在の妻と出会いました。  これからも出雲の観光に行きやすくなるよう よろしくお願いします

埼玉県 40代 日本に外国人が多数来日しているので、外国人にも出雲の魅力をアピールしてください。今後の発展に期待しています。

大阪府 40代
日本のふるさと出雲、宍道湖畔ののどかな風景と出雲大社の本殿。何度行っても癒されます。車でしか行ったことがないですが一畑電鉄でのんびり行ってみたいです。古代史のロマン
は奈良の明日香に匹敵します。昨年も同じお味噌を戴きました。美味しいです。

北海道 50代 日本の起源のように、出雲を大切に思っています。

東京都 60代 日本の原点、原風景を有する出雲市、既に訪問回数4回、 フアンの一人です。

東京都 30代 日本の誇る出雲大社の神聖な歴史を日本および世界に向け発信されることを期待致します。

鳥取県 60代 日本の心のふるさと出雲、応援しています

神奈川県 60代 日本の心のふるさと出雲の「出雲大社」がいつまでも荘厳な形で、 存続するよう希望します。

大阪府 40代 日本の神様のふるさとである出雲をいつまでも大切にしていきたいです。 少しでもお力になればと思い、今回ふるさと納税を利用させていただきます。

東京都 30代 日本の独特な文化、神話の世界を守り続けてほしいです。

愛知県 40代 日本の未来は地場産業の活性化だと思います。子供達の未来の為にも出来ることから頑張っていただきたいです。

大分県 50代 日本の歴史の源の街だと思ってます。  発展を心よりお祈りいたします。

東京都 60代 日本の歴史をしっかりと後世に継承していただきたい。大いなるプライドを持って重責を全ういただくことを期待します。

東京都 60代 日本の歴史を産んだ出雲市だけに国際観光都市に向かって大きく羽ばたいてほしいと思います。

千葉県 30代 日本の歴史的な遺産を大切に守ってください

富山県 70代以上 年内にぜひ旅行に行きたいと思っています。

兵庫県 20代以下 年末に出雲へ家族旅行に行きます。楽しみにしています。

千葉県 これからも出雲の自然を守って、素晴らしい市でいて下さい。

兵庫県 60代
斐川町を離れて半世紀余りになりますが、いくつになっても故郷は格別のものがあります。ただ、近年は出雲平野の「築地松」が松くい虫の被害とかで景色が変わりつつあるのが残念で
なりません。 益々の発展をお祈りいたします。

岡山県 60代 尾道からの高速道路で行きたいです。

大阪府 60代 微力ですが、お役に立てれば幸いです。

東京都 50代 美しい自然を保存して頂いて 日本人として感謝しております

沖縄県 30代 美保関が素晴らしく気持ちのイイ場所でした！また行きたいです。

愛知県 50代 美味しいおいもを期待しています。

奈良県 40代 美味しいものをどんどん発信してください。

東京都 70代以上 美味しい出雲牛を姉一家に食べさせたい。

兵庫県 40代 美味しい味噌を毎年楽しみにしています。 国から、ふるさと納税の特産品について色々と干渉があるようですが、負けずに頑張ってください。

東京都 70代以上 貧者の一灯を寄附させていただきます。

神奈川県 30代 夫が出雲の出身で、帰省の度に昔ながらの風情と美味しい食材を楽しんでいます。今では私も小さな息子二人もすっかり出雲ファンになりました。

山形県 70代以上 夫婦ともまだ、出雲市に出かけた事がありませんので今後機会があったら是非たずねてみたいと思っています。

長崎県 60代 父が旧制松江高校に通ったこともあり島根県が大好きです

千葉県 40代 父が出雲市の出身です。応援してます。頑張ってください。

神奈川県 40代 父が島根出身です。出雲空港は子供の頃よく利用していました。いつか旅行に行きたいと思います。

神奈川県 30代
父の還暦祝いで出雲大社と玉造温泉に行きました。 若いころにも行ったことがあるらしく、いつも出雲のおかげでお母さんと結婚できたと言っています。 父のおかげで、私も昨年結婚で
きました（笑）応援しています！

埼玉県 30代 父の故郷で小さいころから何度も里帰りしています。 これからも応援しています。

東京都 30代
父の実家が米子ですので、何度か出雲大社へと参拝させて頂いております。とても立派で心癒され、また、人々もとても親切で良い場所だなあと思っております。 僅かですが、お役に立
てて頂ければ幸いです。

神奈川県 40代 父の出身地です。

東京都 50代 風光明媚でいて神秘的な出雲の地がとても好きです。歴史文化の保存と観光振興は相反することかもしれませんが、今の良さを最大限活かせるようにお願いします。

兵庫県 20代以下 文化や景観を大切にしていってください。

東京都 50代 文化遺産の保護にご尽力ください。

兵庫県 60代 文化遺産を守ってください。

広島県 60代 文化遺産を守って行ってください。

埼玉県 30代 文化遺産を守ることに使っていただきたいです。

東京都 50代 文化財や自然保護に関連して、周辺のトイレ整備なども、お願い致します。

大阪府 50代 文化資産の保存を望みます

愛知県 50代 平成の大遷宮時に出雲大社に参拝させていただきました。出雲市が今後益々発展することを応援しています。

東京都 50代 母のふるさとです。いとこの代になりましたが、法事で出かけるときには、車でいろいろ案内いただきます。文化と自然を残していてほしいと思います。

愛知県 40代 母の実家が出雲で毎年のようにそちらへ行っていました。 最近は行ってないので、また家族で行きます。

滋賀県 30代 母の実家に小さい頃からよく行ってました。また、遊びに行きます。

大阪府 50代 母の出身が出雲市です。 幼いときから出雲の海で遊んでいました。 出雲市を応援してます。 がんばってください。

山形県 40代 母親の実家がある出雲市なので、これからも自然を大切にしてください。

宮城県 60代 訪問したいのですが、なかなか・・・

東京都 40代 豊かな環境、風土をいつまでも大切に守ってください。

東京都 50代 豊かな自然を残してもらいたい。

北海道 40代 北海道との飛行機直行便をつくってください。

東京都 40代 本年家族旅行でお邪魔しました。楽しかったです。

静岡県 40代 本年度、出雲大社を参拝させていただきました。また、訪れたい場所となりました。

大阪府 50代 妹家族が大社町に住んでいます。遊びに行った時 雰囲気と食べ物の美味しさと風景に感動して 今回寄付させていただきます

東京都 50代 毎年、ご案内が送られてくるのを愉しみにしております。ありがとうございます。

神奈川県 50代 毎年、干し柿を東京で買っていました。

大阪府 60代 毎年、些少ですが寄付させていただいております。今年も少ないですが、有効にお使いください。

奈良県 50代 毎年「ふるさと納税」させていただいております。 出雲への旅行もよく行きます。 これからも観光資源の充実、活用をお願いします。

兵庫県 50代 毎年1回は出雲大社におまいりさせていただいております。

滋賀県 40代 毎年あんぽ柿を楽しみにしています。

神奈川県 50代 毎年寄付をしています。頑張って下さい！

千葉県 20代以下
毎年出雲大社を訪れております。行くたびに、人もご飯も街も素敵な市だと思っております。文化保全に是非お役立て頂ければ幸いです。  来年も出雲大社に行けることを心から楽しみ
にしています。

岡山県 50代 毎年春、斐川町と出雲市で開催されるウオーキングに参加して、お世話になっています。少しでも役に立てばと思い納税をしました。
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東京都 60代 毎年送っていただいています！

東京都 40代
毎年納税しています。 出雲には、今年夏休みの家族旅行で行きましたが、 皆さん親切で大変楽しく過ごすことができました。 良い思い出を作っていただきありがとうございました。 これ
からも応援しています。

東京都 50代 魅力ある町づくりを応援します

東京都 30代 魅力的な都市づくりを期待しています。

千葉県 30代 魅力的な特産品が多くてとても迷いました！これからも続けて行ってください。

愛知県 30代 魅力的な特産品の掲載をよろしくお願いいたします。

大阪府 60代 友人と旅行に行きました。時空を超えた空間に感動いたしました。

京都府 50代 友達に出雲のいいところをいつも聞いております。 応援しています。

埼玉県 50代 有意義な寄附金の活用希望します。

東京都 40代 有効に使ってください

東京都 30代 幼いころから慣れ親しんだ出雲市が大好きなので、応援の意味を込めて申し込みさせていただきます。

東京都 40代 来月出雲大社に行くので身近に感じました。

広島県 30代
来月出雲大社へ行く予定です。これまでも何度か行かせていただいていますが、皆さんとても親切で、気持ちよく旅を満喫出来ました。これからも、素敵な市であり続けてください。よろし
く御願いします。

大阪府 40代 来年、出雲市に遊びに行きます。

京都府 50代 来年こそは出雲へ訪れたいと思っています。これからも期待しております。

大阪府 40代 来年春に幼馴染と二人で出雲市に旅行へ行く予定です。今後益々の発展を期待しています。

愛媛県 60代 裏日本と呼ばれていたころには、良い印象はありませんでした。出雲大社に訪れてより島根県にあこがれの気持ちが湧いてきました。

神奈川県 50代 旅行でまた行きたいです。

大阪府 40代 旅行で行ったことはありますが食べるものが美味しく非常に良いイメージです。 今後も市が活性化することを願っています。

千葉県 60代 旅行で出雲市を尋ねました。素晴らしい観光地で有り続けて下さい。

福岡県 40代 旅行で訪れたとき、日本昔話で描かれる神々しい雲をみて出雲らしさを実感しました。風光明媚な出雲を守っていってください。

奈良県 50代 旅行で訪れました。 良い町ですね。

新潟県 30代 旅行で訪れました。いい思い出です。

東京都 50代 旅行で訪問した際、人とまちの温かみを強く感じました。素晴らしいまちです。 更なる発展に寄与いたしたく、ほんの僅かですが寄付させていただきます。頑張ってください。

福島県 30代 旅行に一度行きました。 出雲大社さんのおかげで、無事結婚できましたよ(^^) また旅行に行きたいと思います。

東京都 60代 旅行に行き、出雲のすばらしさに感激いたしました。ワイナリーに時間がなく行けなかったので申し込みました。

奈良県 50代 旅行に行ったとき、とても楽しく過ごすことができました。出雲大社の駐車料金のかからないことに感激しました。

東京都 50代 両親が出雲市出身で、よく、出雲に訪れました。素敵な出雲市が存続しますように！

奈良県 40代 両親が島根にいる時に私を授かったそうです。 歴史を大切にして、若者の心が安らぐようなまちづくりを考えてみてください。

兵庫県 50代
両親の実家が出雲市なので、毎年夏休みは自然の中で、穏やかな時間を出雲で過ごしていました。楽しい思い出がいっぱいです。神々の國出雲の自然と文化遺産をこれからも維持し
て行ってください。

東京都 50代 両親は出雲大社で結婚式をあげました。 歴史的に貴重な文化に役立てて下さい。

愛知県 40代 良いご縁があると良いですね。

神奈川県 30代 良い街づくりにお役立てください。 近いうちに出雲市を訪ねてみたいです。

神奈川県 40代 良い街ですね また観光でお伺いしたいです

栃木県 60代 良き故郷です。 益々の発展を祈念します。

静岡県 60代 隣の山口県出身ですが、山陰地区の活性化に少しでも役に立ちたいですね。

東京都 30代 例年通りよろしくお願いします

愛知県 60代 歴史、風土を保全するほか、当地の良い財産を発信してください。

東京都 40代 歴史、文化、伝統を守りつつ、新しい出雲市を期待します。

神奈川県 60代 歴史、文化を大切にして下さい。

大阪府 40代 歴史あるまちを維持されるのは大変だと思いますが、神秘的な出雲であり続けてください。

愛知県 50代 歴史ある出雲の町を大切に保存したいと思います .

福岡県 60代 歴史ある出雲市、ますますの発展を祈念しています。

東京都 30代 歴史ある出雲大社の保全に貢献したいと思いました。

埼玉県 40代 歴史ある場所だと思っています。ぜひ一度、足をはこんでみたいです。

兵庫県 50代 歴史ある町を大切にしてください。

埼玉県 50代 歴史ある町を大切にしてください。

東京都 40代 歴史ある美しい町並みをいつまでも大切にしてください。

愛知県 50代 歴史と観光の町のイメージ、あごのやきはとっても楽しみです。

宮城県 60代 歴史と重みを感じているのですが、まだそちらのほうへ旅行をしたことがありません。近いうちに行けたらなと思っています。

神奈川県 20代以下 歴史と伝統ある場所をいつまでも守り続けて下さい。 応援しています。

神奈川県 50代 歴史と伝統を 永遠に。

岐阜県 40代 歴史と文化の出雲市、一度行ってみたいです。

静岡県 60代 歴史と文化の町として世界に発信してください

兵庫県 20代以下 歴史に縁のある町で、観光に再び訪れたいと思っています。 今後も日本ひいては世界中に魅力を発信していただき、 さらなる発展と活性化を祈願しております。

埼玉県 30代 歴史のある街である出雲市には、興味があります。ぜひ、一度行ってみたいです。

神奈川県 50代 歴史のある出雲市に観光で行きたいと思っております。

奈良県 60代 歴史の地としての強みを生かして、観光振興に向けて訪れる人の目線に立ったより魅力的な街づくりを期待します。

茨城県 30代 歴史の町として重要な文化財を後世に継いで欲しい

栃木県 60代 歴史や文化を大切にしている街をいつまでも続けてほしいです。

千葉県 30代 歴史を感じる街、いつまでも続きますように。

千葉県 40代 歴史を感じる町にして下さい。

茨城県 50代 歴史を大切にしてもらいたい。

大阪府 40代 歴史を伝統をお守りください。

神奈川県 50代 歴史資産を今後とも守って下さい。

東京都 30代 歴史的な文化遺産が多く、引き続き重要文化財の保護をよろしくお願いします。

神奈川県 60代 歴史的遺産の保存を期待しています。

千葉県 40代 歴史的建造物の保存・維持に使っていただければ幸いです。

埼玉県 70代以上 歴史的建造物をしっかり後世に残して行っていただきたい。

東京都 50代 歴史的文化遺産の保持と自然の恵みを大切にしてほしいいです

神奈川県 60代 歴史的文化遺産を守り続けて下さい。微力ですがお役立て下さい。

広島県 50代 歴史伝わるまちづくり、応援しています。

福島県 60代 歴史文化の出雲に今度観光に行きたいと思っています。

埼玉県 30代 歴史文化遺産の維持費に活用してください。

千葉県 50代 歴史文化資源の保存、活用を期待しております。

茨城県 30代 歴史文化資源の保存に期待しています。 いずれ出雲市に旅行したいと思っています。

愛知県 40代 歴史有る出雲の町の文化。是非守っていって下さい。

東京都 30代
１０月末、ようやく出雲大社、稲佐浜など古事記縁の地に訪問できました。何とも不思議な感覚で、おおらかな、そして柔らかいご神気でとても安定した気持ちになりました。 食も豊かで、
そば、ごはんも美味しくまた訪れたいと思いました。

大阪府 50代 これからもずっと応援します。

埼玉県 50代 以前、出雲大社にお参りにいきました。これからも、美味しい食材を提供して下さい。

奈良県 30代 以前島根県で働いていました。島根県が大好きです。

東京都 30代 応援しています！

東京都 40代 応援しております。

東京都 30代 何度か観光でお邪魔しています。 街の人たちも親切にしていただき感謝しています。 益々のご発展をお祈りしております！

栃木県 40代 家族で旅行に行き、それから大好きな場所となりました。がんばってください。

東京都 50代 環境を死守してください！

神奈川県 60代 頑張って下さい。
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神奈川県 40代 今年も出雲へリピート旅行をしました。^_^

兵庫県 30代 昨年訪れさせて頂いたのですが、自然がきちんと残っているところが好きでした。これからも美しい自然を守ってくださいね。

神奈川県 40代 子供の頃に松江に住んでいた時期があり度々訪れていました。歴史と自然のある町、素敵です。

東京都 30代 出雲ののどかな風景、悠久の歴史、美味しい食べ物、かっこいい民藝等が好きです。これからも頑張って下さい。

東京都 30代 ワイナリーのワインが以前飲んでとても美味しかったです。

兵庫県 40代 出雲大社に行きたいと思っています。

千葉県 40代 神話の時代から続く美しい景観をこれからも残してほしいです。

兵庫県 40代 父の故郷島根県の出雲に寄付させていただきます。

島根県 20代以下 来春、実家ごと出雲に移住する予定です。 今までも好きなところでしたが 生活していくうえでもっと好きになれるといいな～と思います！

愛知県 30代 旅行で訪れた際、のんびりした雰囲気と自然が心地よかったです。もう少し市内の交通の便が良くなるといいなとも思います。

東京都 40代 旅行で訪れました。自然豊かな良いところですね。ずっとそのままでいてください。

宮崎県 40代 　来年の春から、娘が島根大学に入学予定です。 私が若いころも含め、何度か足を運びましたが、いいところですね。出雲市のこれからのますますの発展を期待いたします。

岐阜県 50代 4年前にそちらに伺いました。電鉄の駅に「ようかん」という名前の駅がありました～。

兵庫県 40代 いつか旅行に行ってみたいです。

埼玉県 30代 おいしいものをありがとうございます

愛知県 40代 すべての子供が希望する教育課程を修了できるよう環境整備をお願い致します。

東京都 40代 以前旅行で伺いました。素晴らしいところだったとの思い出から今回の寄附を決めました。

福島県 40代 応援します。

東京都 40代 頑張ってください

神奈川県 20代以下 寄付金の使い方にスポーツ振興や観光事業など、細かく指定できることや、寄付金を複数に分散させられるようにしていただきたいです。

愛知県 40代 教育環境の整備をお願い致します。

愛知県 40代 恵まれない子供へのソフト面での教育環境の整備をお願い致します。

山口県 40代 古代史の中心となった歴史ある好きなまちです。 いろいろとご縁もあり、親族も住まいしており。 さらにいいところになってください。

神奈川県 40代 昨年も寄附させていただきました。名産品の多い歴史ある地、今後のご発展をお祈りしております。

大阪府 50代 子供が出雲で学生生活を送りました。何度か訪問し、忘れられない土地となりました。これからも出雲のいろいろなところをめぐりたいと思います。

京都府 40代 子供のために使ってください。応援しています。

兵庫県 50代 出雲は心の故郷です。 今年も訪れましたが、また行きたいです。

兵庫県 30代
祖父母が住んでおり、幼いころは盆と正月には毎年出雲に遊びに行っていました。出雲は思い出がたくさんあり、育ててもらったと思っています。少ないで何かお役に立てればと思いま
す。

新潟県 30代 伝統ある当市の教育の振興にお役立てください。

神奈川県 50代 日本のふるさと、出雲市の発展をお祈りします。

千葉県 50代 2回目です。美味しかったです。

埼玉県 30代 いつかまた住むときに、より住みやすい街になっていてもらいたいです

千葉県 40代 ご先祖が出雲出身です。小額ですがご活用いただければ幸いです。

千葉県 50代 街はずいぶんきれいに整備されてきましたが、特に高齢者対策について充実していただくよう希望します。どうぞよろしくお願いします。

宮城県 40代 行政業務はいろいろと大変な事が多いと思いますが、地方発展のためにこれからもご尽力ください

神奈川県 50代 今年出雲大社へ行きました。大変いい街ですね。

東京都 40代 私の生まれは岐阜ですが、出雲出身の方と結婚して第2のふるさとです。義理の両親も出雲に住んでいます。

東京都 40代 自分の故郷のためにふるさと納税をします。

千葉県 50代 出雲大社があるという他県にはない強みを活かしきれていないきがします。もったいない！ 神様が全国から集まる神有月を焦点に観光アピールをしかけてみては？

東京都 40代 少額ではございますが街の振興のためにお役立てください。

愛媛県 50代 年末お忙しいでしょうが、頑張ってください。

大阪府 30代 微力ですが応援しています。

東京都 40代 両親が出雲市にて生活しています。よろしくお願いします。

東京都 40代 出雲大好きです。ぜひ有効な施策にご活用いただきたいです。

山口県 40代 出雲大社という全国的に名の通った資源ありますので、この活用を最大限に実施して、地理的に不利な環境の下でも頑張ってください。

東京都 40代 親の実家が旧斐川町にある関係で、幼い頃はよく遊びに行っていました。ぜひ地元の産業の振興に役立ててください。

福岡県 40代 良いものを作って出雲市の産業発展に繋げて下さい。

千葉県 50代 「音楽のまち」として頑張って下さい （出雲一中ＯＢ）

北海道 40代 １２月に出雲大社へ参拝し大国主さまに娘の誕生を報告申し上げました 古代と現代の融和する出雲市の健全な発展を期待いたします

福岡県 30代 いつか必ず出雲に旅行したいと思っています。

群馬県 40代 いつか必ず訪れたいと思っています。これからも魅力あふれる出雲市であって下さい。

神奈川県 50代 いつの日か、出雲大社に行けるご縁になればと思いを込めて利用させて頂きました。少しではございますが、何かのお役になれば幸いです。

大阪府 60代 お参りに行きたいです。

千葉県 50代 がんばってください。

長野県 40代 この度はお世話になります。 微力ながら応援させていただきます。

北海道 40代 シジミ楽しみにしています。

愛知県 40代 なかなか行けないですが、いつか行ってみたいです。

兵庫県 50代 まだ一度も出雲大社にお参りしてないので行ってみたいと思っています。

東京都 30代 よろしくお願いします。

島根県 40代 わずかですが有効に使ってください。

北海道 40代 以前、出雲市に住んでいたので税金は市民の安心・安全に活用してもらいたい。

東京都 20代以下 以前観光で伺った際にとても親切にしていただき嬉しかったです。応援しています。

東京都 30代 遠方ですが今回のふるさと納税を機に出雲市に興味を持ちました。機会があれば訪問したいと思います。

東京都 40代 応援しています。

千葉県 30代 応援しています。

山口県 50代 応援してます。

神奈川県 30代 応援します

奈良県 60代 家族が以前に住んでいました。そのご縁で今回申し込みいたします。

愛媛県 50代 家族旅行で出雲市を訪れました?? 大好きな土地です。 これからも、益々の発展をお祈りしています。

和歌山県 50代 家内が出雲市出身なので寄付させていただきました。これからもいい街にしてください

神奈川県 60代 楽しみにしています。

千葉県 30代 県外の出身ですが、親戚の田舎の近くなので、帰省した際は出雲大社に行きました。 娘も出雲が大好きです。 よろしくお願いします。

宮城県 40代 行ってみたい観光地の一つです。

熊本県 40代 今年の秋、初訪問しました。出雲大社は立派で期待どおり、バス、タクシーの運転手さんも優しくて感動しました。

神奈川県 50代 今年も生き生きとしたまちづくりを応援します。

愛知県 50代
昨年、長女が観光を兼ねて、占い師さん宅に行く為に送迎付きでしかも追加料金なしで時間延長して詳しく見て頂き当たってるし適切なアドバイスまでして頂き、すごく感謝してましたの
で、この場を借りてお礼を言いたいです。ありがとうございました！

北海道 40代 昨年と今年と２年連続で出雲大社へ参拝しました。大好きなところなので少しですが納税します。

北海道 40代 昨年に続いてパンフレットをありがとうございました。陰ながら応援しています。

東京都 40代 昨年出雲大社へ行きました。また機会がありましたら再度行きたいと思います。

静岡県 20代以下
昨年納税させていただき、今年初めて旅行で伺いました。とても素敵な旅行が出来、良い思い出が出来ました。 機会があればまた行きたいと思える出雲であってください。 出来れば鉄
道で交通系ICカードが使えたら嬉しかったです。

東京都 20代以下 子育て世代にやさしい町になってほしいです。

神奈川県 50代 自分の出生地は他県ですが、父親の出身地、自分の本籍地は出雲市です。 陰ながら御発展をお祈りします。

神奈川県 60代 出雲には行ったことがありません。いつか行ってみたいです。

愛知県 30代 出雲の活性化を応援します。

大阪府 60代 出雲はぜひ行きたい町のひとつです(まだ行ったことがありません)。これを機にもっと出雲のことを知りたいと思いました。ライスバーガーとても美味しそうです。楽しみにしています。

愛知県 60代 出雲は何度、訪問しても良い所です。 ずっと応援します。

愛知県 60代 出雲市の暮らしに安心と躍動がより加わるよう願っています。



都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ

長野県 30代
出雲市はおろか島根県に足を運んだことがなく恐縮ですが、こちらのお米にとても興味を持ちました。日本史が好きなのでワクワクします。すぐに足を運ぶことはできませんが、日々の食
事で出雲の歴史を感じることができれば嬉しいです。よろしくお願いいたします。

大阪府 40代 出雲市はまだ行ったことがないので、行ってみたいと思っています。

山梨県 40代 出雲市は是非訪問したい場所です。 都会とは違う、素敵な出雲市が末永く続くことを期待します。

東京都 30代 出雲市へのふるさと納税も３年目になりました。 また来年も頑張ってください。

千葉県 30代 出雲大社大好きです！

千葉県 30代 出雲大社旅行で行きとても神秘的になりました！ありがとうございました。

神奈川県 40代 出張の折、出雲大社を観光し、感激しました。

神奈川県 40代 素敵な観光資源があるのでこれからも頑張ってください～！

愛媛県 60代 息子が出雲市に住んでいて応援したいのと、出雲は食べ物が美味しいので寄付することになりました。

岡山県 50代 第２のふるさとです

千葉県 地方創生の旗頭となって頑張ってください！

神奈川県 40代 美味しいお味噌だという話を聞きました。応援しています！宜しくお願い致します。

神奈川県 50代 母の育った、出雲市に、ふるさと納税をいたします。 是非、有効にお使いください。

神奈川県 30代 本籍は父の実家の旧平田市になります。

東京都 30代 夜行列車で出雲大社にお参りに行ったことがあります。日本中の神様が集まる神聖な地がいつまでも栄えますようお祈り申し上げます。

埼玉県 30代 旅行で行こう行こうと思いつつ、まだ叶っていないところで、ふるさと納税があるのを拝見しました。ぜひ近年中に行きたいです。

東京都 30代 隣の大田市の生まれです。里帰りした際はいつも出雲に遊びに行っています。寄付金が出雲の更なる発展に寄与できれば幸甚です。

滋賀県 40代 こないだ出雲でソバおいしかったです。伝統継続を！

栃木県 50代 これからも利用して、少しずつでもお役に立ちたいです。 ポイント制などにしてもっとお礼の品を選びやすくしていただけると嬉しいです。

茨城県 50代 まだ行ったことがないので旅行したいです。

千葉県 30代 以前、出雲大社に行ったことがありますが、また今度はゆっくりと行ってみたいです。

新潟県 30代 以前出雲で生活しておりましたが、家の事情で出雲を離れました。出雲ではとても良い時間を過ごさせていただきました。 お世話になった方々のことを忘れたことはありません。

埼玉県 50代
観光して２０年くらい経ちますが、今でもあの時の旅行をわすれられません。夜行寝台に揺られながらの長旅でした。 出雲大社を拝観し、出雲そばも頂きました。とてもおいしかったで
す。お世話になりました出雲に少しでもお役に立ちたいと寄付をさせていただきました。出雲が誰にでも愛される街になりますように そして地域の人々が安心して暮らせますようにね

東京都 40代 義理の父母が在住です。 自然のある環境や歴史・文化に触れ第二の故郷だと思っています。

千葉県 40代 今年初めて出雲市へ旅行しました。 自然の多さや親切な人々に触れ合うことができ とても良い思い出ができました。 またぜひ訪れたいと思います。

京都府 30代
妻の父親が島根の出身で現在は京都在住ですが、 毎年７月の祇園祭では八坂神社に欠かさず石見神楽を 見に行くなど故郷江津の思い出を今も大切にし、 私たち夫婦にも度々語っ
て下さいます。  今回初めて寄附させて頂きます 地域福祉の振興のために お役に立てれば幸いです

北海道 30代 出雲にいった友人は皆すばらしい経験をしているので近日中に訪れたいと思っています。より良い市に発展するよう応援しています。

青森県 30代 出雲市で６年間お世話になりました。懐かしいです。これからも頑張ってください！

京都府 40代 出雲市の発展を願っています

東京都 40代 出雲市を応援しています。 機会があれば観光もしたいと思います。

千葉県 40代 出雲大社行ってみたいです。

埼玉県 30代 16年度は旅行に行こうと思っており楽しみにしています。

広島県 40代
1998年から2002年まで、仕事の都合で斐川町で過ごしました。歴史文化があり、自然が多く、とても良い日々を過ごさせていただきました。 寄付をさせて頂くとともに、これからの益々の
ご発展を祈念いたします。

千葉県 50代
2回ほど大社さんへは伺ったことがあり今後機会があれば訪問したいと思っております。素晴らしい文化遺産があり将来に渡ってよい形で残していってほしいと思います。其の為にも微
力ながらご協力出来ればと思います。今後とも宜しくお願いいたします。

福岡県 30代 ２年前に出雲市に旅行で行きました。そこで、素敵な所だなと思い、また行きたいなと思ってます。少しでもお役にたてれば嬉しいです。

静岡県 30代 ２年前に出雲大社にて結婚式を挙げました。 これからも、出雲の魅力を全国に発信していってほしいです。

新潟県 60代 ３０年以上前に、山陰,山陽地方を、観光で伺ったことがあります。 「また是非行ってみたい」と、思っています。

滋賀県 40代 いつか行きたいと思っています

福岡県 30代 いつか行ってみたいです。

群馬県 50代 いつか行ってみたい出雲大社。思いを馳せて応援しています。

福島県 40代 いつか必ず行きます！！

神奈川県 40代
いつか必ず訪れてみたい憧れの『出雲大社』がある出雲市を応援したくてふるさと納税をしました。この事でより一層出雲市を身近に感じることが出来ました。神様に願いが届きますよう
に・・・！

宮崎県 50代 いつか訪れたい憧れの地です。

愛知県 20代以下 いつか訪れようと思います

東京都 30代 おばあちゃんちが旧平田市にあり、小さいころよく行きました。こちらの地域も観光地化していただけると嬉しいです。

大阪府 30代 がんばってください。

埼玉県 30代 これからも魅力ある街づくりに期待しております。

東京都 40代 これからも魅力的な観光都市としての発展に期待しております。

東京都 30代 サンライズ出雲で、ゆっくり旅行するのが好きでよく観光します。 一畑電車もお気に入りです。

神奈川県 40代
テレビ、facebook等で出雲の情報を配信しているのをよく耳にしていますが、まだまだ認知度は低いと思います。歴史的には非常に重要な街であると思っていますので、是非、出雲の魅
力を今後とも配信していただけたらと思います。

東京都 30代 ますますの発展を願っています。

大阪府 40代 またプレミアム商品券やってください。 一畑バスの一日乗車券作ってください。

京都府 20代以下 以前出雲大社に正式参拝いたしました。 その後ご縁がありましたので、その御礼と、このまま順調にいくことを願いましてこの度寄付させていただこうと思いました。

神奈川県 60代 以前旅行で立ち寄り楽しかったのでふるさと納税をするならと思いました。

東京都 60代 一度は行ってみたいです。

新潟県 40代 何度か観光で訪れていますが、ここ数年行けていないので、気持ちだけ寄付させて頂きました。また訪問したいです。

大阪府 40代 何度か旅行に行っており、想い入れのある大好きな場所です。

神奈川県 40代 夏に出雲大社に行きました。

神奈川県 30代 家族で出雲に行きたいです！

東京都 30代 観光の発展を期待しております。

岡山県 40代 観光産業の振興に頑張ってください。

東京都 30代 頑張ってください

東京都 40代 頑張って下さい！

愛知県 40代 頑張って下さい、応援しています！  神様の出雲にまた伺いますね。

神奈川県 40代 頑張って下さい。

三重県 50代 近いうちに訪れる予定です。応援しています。

大阪府 40代 苦しい時に出雲大社に参って元気を貰いました。 ありがとうございます。 素敵な場所です。

東京都 70代以上
古事記を読んで出雲、古代史に興味をもちました。是非、訪ねてみたいと思っています。これからも歴史を書き換えるような発見があるかもしれません。貴重な遺産・文化財の保護に微
力ながらと思い寄付させていただきます。

兵庫県 50代 今年、TVでも見ましたが、私自身一度、出雲にいってみたいと思います。

大阪府 40代
今年出雲大社に行こうと思っていましたが、中々時間が取れず、来年に持ち越ししてしまいました。 家族で参拝したいと思っております。  訪れた際は　ゆっくり観光させていただきたいと
思います。

東京都 60代 些少で恐縮ですが、寄附をすること自体が楽しみです。 出雲観光をもっともっと充実させてください。

滋賀県 30代 妻が出雲出身で親近感あり

兵庫県 40代 妻の両親が出雲大社で式を挙げたご縁があります。

埼玉県 30代 昨年に引き続き寄付させていただきます。 観光の発展に微力ながら協賛いたします。

神奈川県 40代 昨年に出雲大社へ行きました。良い文化を発信していって下さい。

福岡県 50代 昨年初めて出雲市に夫婦で旅行して、感動しました。

静岡県 50代 昨年食べて、昔懐かしい味で美味しかったので、今年もお願いしました。出雲の伝統文化の保護を応援しています。

広島県 50代 自然と歴史の由緒正しい街にとても惹かれます。益々素晴らしい町になるように。

大阪府 50代 出雲には友人がいます。 応援しています。

東京都 30代 出雲ののどかな風景、悠久の歴史、美味しい食べ物、かっこいい民藝等が好きです。これからも頑張って下さい。

愛知県 40代 出雲の皆様の益々のご発展をお祈りしております。

東京都 20代以下 出雲の魅力をもっともっと全国の方に知ってもらいたいです。応援しています！

大阪府 70代以上 出雲の魅力を全国、世界に発信して下さい。
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神奈川県 50代 出雲はいつか行ってみたいところです。

香川県 50代 出雲は大好きです！頑張ってください！

東京都 40代 出雲は日本の大切な地だと思います。がんばってください。

神奈川県 50代 出雲蕎麦は有名なので楽しみです

兵庫県 20代以下 出雲市では無いですが島根県出身なので、島根県のどこかに寄付したと思っていました。 今後とも発展して欲しいと願っております。

京都府 30代 出雲市の市役所の皆さん、頑張ってください！  京都から応援しています！！

東京都 70代以上 出雲市への３世代旅行を計画しようと思っています。 応援しています！

大阪府 50代
出雲大社で結婚式を挙げました。 以来、数年に一度は無事息災のお礼などに伺わせて頂いています。 少しでも出雲の発展と大社などの文化の存続のためにお役に立てられればと思
います。

東京都 30代 出雲大社で結婚式を挙げました。また、観光にいきたいです。

東京都 60代 出雲大社にお参りしています。地域文化を大切にしてるので応援しています。

大阪府 40代 出雲大社には時々出かけますけど、前回５月の連休ということもあってか、駐車場を探すのに苦労しました。案内表でもあればありがたいです。

兵庫県 40代 出雲大社にまた行きたいです。

愛知県 30代 出雲大社にまつわる整備に役立てていただければ幸いです。

北海道 50代 出雲大社にもう一度行きたい。朝食に出たシジミの味噌汁腹にしみた。もう一度味わいたい！

東京都 60代 出雲大社に何度か訪れており、とてもありがたい場所と感じております。出雲市のご発展をお祈りしております。

静岡県 20代以下 出雲大社のイメージ。

長野県 30代 出雲大社の保存、応援します

東京都 40代 出雲大社は、お参りしたことないので、この機会にお参りをしたいです。

東京都 30代 出雲大社へ行ってみたいです

東京都 30代 出雲大社を応援しています！ いつか参拝に行くのが夢です。

東京都 50代 出雲大社を中心に一層の観光振興が図られますように。

奈良県 40代 出雲大社を中心に変わらぬ街づくりをしてください。

神奈川県 60代 出雲弥生の森博物館 に関係する事業に役立てて戴けたら幸いです。

広島県 50代 女子サッカーチームへの助成に使って下さいませ。

東京都 30代 松江出身ですが、出雲もよく利用します。観光地としてしっかり島根の魅力をPRしていただきたいです。

宮城県 50代 新婚旅行は出雲方面でした。 出雲大社の注連縄の大きさと、電話ボックス（お社型）は印象に残っております。 そんなことから、ふるさと納税は観光事業に希望いたしました。

東京都 30代
先日、「出西焼」の器を偶然新宿のデパートで見つけました。とてもいい感じだったのでほしくなったのですが、ふるさと納税の産品に選ばれていたことを思い出し、今年度の納税をさせ
ていただきます。　出身は、鳥取県境港市です。山陰の豊かな風土のなかで、選ばれるさまざまな寄贈品を選ぶのを楽しみにしながら、同時に小さな気もちではありますが、郷土の発展

大阪府 40代 先日、島根県に旅行に行き観光をしました。

神奈川県 20代以下 大学進学とともに島根県を離れましたが、帰るといつもほっこりまったりしています。 町が開発されていったり、どんどん新しいことに挑戦しているのを見ていると応援したくなります！

神奈川県 60代 知恵を出して頑張ってください。

東京都 30代 地域の活性化を期待しています。

愛知県 40代 伝統を大事にしてください

千葉県 40代 日本が誇るべき歴史文化財の保護に一層力を注いで頂ければと思います。

大阪府 50代 年に４回は　行ってます 結婚式も出雲大社でお世話になりました

神奈川県 40代 父が出雲市出身です。年に1回くらいしか行けてませんが、祖父母の墓参りなどで、これからも行こうと思います。出雲、大好きです。

福島県 30代 文化財の保護にお役立ていただければ幸いです。

東京都 70代以上 母の生まれ故郷。これからは、皆んなで、1人も、良い暮らしから漏れることもない、出雲になることを願っています。

埼玉県 50代 母親が疎開で島根県に世話になり、私も出雲が好きで、今までに三回訪れています。これからも機会を作って訪れたいと思います。

神奈川県 30代 本年１０月に、２回目の訪問をさせていただきました。 素晴らしい歴史を持つ出雲市が、古き良き街並みを残されながら益々発展されますよう祈念いたします。

東京都 40代 毎年，神在り祭の時期に出雲を訪れています．昔ながらの歴史を良い状態で引き継いでいってほしいです．

大阪府 40代 毎年島根県大田市に帰省するので立ち寄ることがあります。

岡山県 30代 毎年訪れている出雲市ですが、今年は行けなかった為ふるさと納税を希望します。

千葉県 40代 娘が大好きな干し芋。 楽しみに待っております。

愛知県 30代 有効活用してください。

東京都 60代 いつかは是非出雲大社を、訪れたく思っています。美しい自然にあこがれます。今回ふるさと納税がご縁に、なればうれしいです。

大阪府 50代 おいしいお米を守ってください

愛知県 40代 お世話になります 出雲大社さんには10年くらい前に参拝したことがあります またいつか参拝できればと思います。 どうぞこれからも出雲のよさを発信してください

大阪府 70代以上 故郷が発展しないのが残念です。神戸川の水が汚れていてとても残念です。

東京都 50代 何年も寄付させていただいています。これからも頑張ってください。

東京都 60代 原発関連は絶対反対

東京都 40代 昨年応援お礼品で頂いた、木の器が気に入っています！ 今年も貢献できたらいいなと。

神奈川県 30代 出雲に行ってみたいです。

東京都 50代 出雲市のご発展をお祈り申し上げます。

大阪府 30代 大学の同級生が出雲でした(^_-)-☆

神奈川県 30代 島根県に7年間出向しておりました。自然豊かな島根県が大好きでした。少額ではありますが、自然の保存、もしくは共存のために使っていただけたらと思います。

東京都 50代 美しい環境を次世代へ残してくださるようお願い致します。

兵庫県 30代 父の故郷です。今でも時々お邪魔しています。斐川ののどかな風景が大好きです。いつまでも自然を大切にしてくださいね。また、今年も行きます。

愛知県 50代 いつか一度 行ってみたいと思っています。

島根県 30代 少ないですが、カイロプラクティック大学教育又は、カイロプラクティック学士、修士、博士号の育成に使用してください。

島根県 40代 少ないですが、カイロプラクティック大学教育又は、カイロプラクティック学士、修士、博士号の育成に使用してください。

島根県 50代 少ないですが、カイロプラクティック大学教育又は、カイロプラクティック学士、修士、博士号の育成に使用してください。

大阪府 60代 少ないですが、カイロプラクティック大学教育又はカイロプラクティック学士、修士、博士号の育成に使用してください。

島根県 少ないですが、カイロプラクティック大学教育又はカイロプラクティック学士、修士、博士号の育成に使用してください。

東京都 40代 まだ出雲へ行ったことがありませんが、いつか行きたいと思っています！

兵庫県 30代 一度観光に行き、歴史ある街並みがすごく印象的でした。 食事も美味しく楽しくすごせました。 子供を連れてもう一度行きたいと思います。

大阪府 40代 一度訪れたいです

大阪府 60代 雲南市の出身です。年に３回くらい帰省し、出雲市にも行きます。いつまでも環境の良い市でありますように。

千葉県 60代 縁結びよろしくお願いします。

京都府 40代 家族旅行で出雲大社に行きました。懐かしいです。 頑張って下さい。

秋田県 50代 寄付金は、民間目線で有効に使っていただくようお願いします。

鹿児島県 40代 宜しくお願いします。

大阪府 40代 国の宝である子供のために使ってください。

大阪府 70代以上 国の宝である子供のために使ってください。

東京都 40代 今年もふるさと納税をさせて頂きます。佐田みそが楽しみです。

東京都 30代 妻が旧多伎町出身です。 子育て支援等に少しでも役に立てば嬉しく思います。

茨城県 20代以下 昨年も頼んで美味しくいただきました！楽しみにしています。

大阪府 70代以上 出雲大社にもお参りさせていただきました。感謝！

秋田県 40代 地域のお子様方が健やかに過ごせるよう願っております。

兵庫県 30代 地域の活性に少しでも役立てていただければと思います。

東京都 50代 有意義に使ってください。

兵庫県 30代
?いつも出雲市のためにご苦労様です。 帰省する度に街が変わっていて、毎回ビックリします。 私が住んでいた時とはまるで違って、田舎！ではなくなっていました。 観光客も増えて知
名度も上がり、喜びもありますが… 本当は以前のようなドッ田舎臭さを味わいたい今日この頃です。(笑)

神奈川県 50代 おそばが大好きで、今回初めて出雲そばを申し込みました。 楽しみに待っています。

広島県 30代 応援してます。

群馬県 50代 去年もこのセットを頂きました。　妻が気に入っていて、今年も出雲市に納税するように促され、今回も申し込みました。 楽しみにしてます・・・

京都府 40代 昨年に引き続き、寄付させていただきます。 親近感が沸きました。 いつか訪れたいと思います。

神奈川県 30代 私は島根の出身者なので寄付しました。 出雲そばは有名で、モチモチしておいしいです。 これからも寄付をしますので頑張ってください。

大阪府 60代 娘の嫁ぎ先がしじみの味噌が大好きです、孫もしじみが身体に良いと食べてます、本場のしじみが来るのん楽しみに待ってます、出雲市頑張って下さい。
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東京都 60代 ふるさと納税で支援します

静岡県 30代 高齢社会のモデルタウンとして、住んでいる人がいきいきとしている街づくりを期待しています。 頑張ってください。

福岡県 40代 昨年もライスバーガー美味しく頂きました。 今年も楽しみにしています。今後の出雲市の発展をお祈り致します。

東京都 60代 仕事の一環で地方創生の支援事業を行っています。活用してください。

神奈川県 50代 出雲市の発展をお祈り申し上げます。

東京都 40代 ２０年前の神無月に出雲大社にお参りしたことで、今日の自分があると思います。

東京都 40代 25年ほど前に出雲大社に行ったことがあります。微力ながら応援しております。

東京都 50代 2度目の申込みになります。僕と妻の出身である中国四国地方を応援しています。頑張ってください。特産品を楽しみにしています。

群馬県 50代 30年程前に、結婚式に出席するために、出雲へ行き出雲大社の壮観さに感動をしました。 　いつまでも美しい出雲を、維持してください。 　また、いつかは旅行で出雲に行きたいです。

愛媛県 60代 いつか行ってみたい

埼玉県 50代 おそばが美味しかったら一度訪れてみたい地域の候補にしたいです。

千葉県 70代以上 心のふるさと、歴史をいつまでも

兵庫県 60代 頑張ってください！

東京都 60代 昨年、出雲大社へお参りしました。おごそかで優しく、とても良い旅行となりました。魚がおいしく、とても良いところだと思います。

和歌山県 70代以上 益々のご発展

兵庫県 60代 応援しています。

東京都 30代 応援しています。

東京都 60代 観光で２度ほど訪れました。 いい街ですね。

東京都 観光で数回立ち寄りました。少しでもお役に立ちますように。

東京都 60代 頑張ってください

大阪府 40代 頑張れよ。

岡山県 60代 寄付+特産品送付を年，何回でも可能にしていただけないでしょうか．  貴市のご発展をお祈りいたします．

奈良県 40代 今度観光で伺います。

東京都 60代 昨年も、いただきとても美味しくて綺麗でした。東京には、ない美味しいものです。

福岡県 40代
昨年も寄付させて頂いたのですが、佐田みそを大変美味しくいただきました。市からのプレゼントも嬉しかったです。今後も安心・安全で美味しい食の産地としても発展されますよう祈っ
ております。

東京都 40代 出雲には日本のルーツがあると思います。

京都府 50代 出雲の古墳や文化財、出雲大社を大切にしてください。

新潟県 40代 出雲市は旅行した時にお魚がおいしかった印象があり、 干物、とくに真空パックとおいしさに気を使ってあるところ が素晴らしいと思いふるさと納税先に決めました。

千葉県 40代 出雲市応援してます！

兵庫県 40代
数年前に佐田みそを頂き、今回で3回目の寄付です。 手前味噌とあわせて我が家の定番になりました。 毎年お世話になりたいと思っていますので、これからも 美味しいお味噌を作って
いただきたいです。

兵庫県 40代 先日旅行に行きました。肉おいしかった(^～^)誕生日にまた食べたくなり申し込みました。

東京都 70代以上 鮮度のいいものを期待しています。

茨城県 70代以上 大昔に、出雲大社に参拝して良い嫁はんがみつかりまいた。但し4年前に病死超残念

静岡県 40代 日本の一次産業振興を希望します。

北海道 40代 北海道からは遠いですが、ぜひ出雲大社に参拝してみたいです

岩手県 50代 由緒おありの土地柄、今後も末長く次世代へと継承されていかれる事を願っております。

広島県 40代 旅行で行きたいと思います。

愛知県 50代 旅行に行きたいと思います

滋賀県 40代 以前4年間山陰に住んでいて、その風土や人々の暖かさに感激いたしました。

長崎県 50代 応援しています。 頑張ってください。

東京都 50代 何時か、是非訪れたい街です。

岐阜県 40代 学生時代，お世話になりました． 頑張ってください．

東京都 頑張ってください、応援しています！

東京都 40代 私が島根県出身のため応援したく応募しました。

北海道 60代 出雲大社は昨年訪問し感動しました そばもうまかったー！町の発展祈ってます！

千葉県 50代
２７年１２月に出雲に伺いました。
バスの運転手はじめ日御碕近くのおみやげ店（ウニ丼名物の方）たくさんお世話になりました。お礼の気持ちです。

栃木県 30代 いつか出雲大社に行きたいです！！

愛知県 40代 いつか出雲大社へ行きたいと思っています。ですがそれ以外の観光スポットをよく知らないので、寄付をきっかけに色々調べてみたいと思います。

神奈川県 60代 もう一度、行きたい町です。

東京都 30代 以前出雲市へ旅行した折には、とてもゆったりとした時間を過ごさせていただきました。 もっと出雲を知っていただき、多くの方も同じ様に素敵な時間が共有できればと思います。

神奈川県 50代 一度、歴史と文化の町出雲市に伺ってみたいですね。

東京都 50代 頑張って

東京都 50代 寄付金の使い道がもう少し細かく選択できるとうれしいです。

東京都 70代以上 貴市の一層の発展を祈念します。

滋賀県 50代 近いうちにまた行かせていただきます

大阪府 50代 古代のロマンを守ってください。

大阪府 40代 高速道路でかなり便利となりました。魅力がたくさんありますのでもっと宣伝してください。

千葉県 40代 今年で3回目の寄付をさせて頂きます。今年もご縁があったことに感謝いたします。

兵庫県 40代

昨年、出雲大社に旅行した際、近くの真名井の清水まで足をのばしました。手ぶらなので水に触れるだけでもご利益があるかなと思っていましたが、そこにはろうとや柄杓だけでなく、ご
自由にと小さなペットボトルまで置かれてあり、お陰でお水を自宅に持って帰り、お風呂に入れて全身でパワーを頂けたかなと思います。町内会の方々なのか個人の方がご好意でされ
ているのかわかりませんが、その清水が地元で愛されていて手入れされているのが伝わってきて、とても細やかな心遣いに温かな気持ちで旅を楽しむことができました。ペットボトルを
置くという些細な事ですが、市の職員の方やお店をされている方だけでなく地元の住民の方の観光客への優しさがとても有難かったです。お手数でなければ、感謝の意を伝えて頂けれ

愛媛県 60代 昨年長男が出雲の方と結婚しました。

東京都 50代 昨年旅行をしてとても良い印象を持ちましたのでこれからも環境を大切にして頂きたい。

埼玉県 70代以上 山陰地方の活性化を応援します

東京都 50代 史跡や文化、自然を大切に保存してください。

兵庫県 40代 私の中の『いってみたい場所ベスト３』に入る場所です。いつまでもそのままの自然が生きる場所であってほしいです。

東京都 50代 主人のふるさと。いつまでも美しいままであって欲しいです。

神奈川県 40代 出雲にはほぼ毎年、観光に訪れています。

大阪府 40代 出雲は、日本の歴史の中でも一番神秘的なところなので、これからも発展していったもらいたい。

神奈川県 40代 出雲は神話のふるさと、歴史ある出雲の魅力をアピールしていただけることを望んでいます。

愛知県 40代 出雲市大好きです。がんばってください

東京都 40代 出雲神社の知名度のアピールや保全に役立ててください。

千葉県 30代 出雲大社などの観光や文化の発展に貢献できればと思います。

広島県 50代 出雲大社にしまなみ海道を通ってお正月に参らせていただきました． 又来年も参ります．よろしくお願い致します．

愛知県 40代 出雲大社に今年は行きたいです。 地域復興頑張ってください。

東京都 40代 出雲大社をはじめ、出雲の魅力を全国に発信してください！！

静岡県 30代 出雲大社以外の魅力に触れてみたい

広島県 50代 女子サッカーチームへの助成に使って下さいませ

長野県 60代 島根県には、一度も訪問したことがなく歴史、文化、伝統のある町 出雲市を是非訪問したいと思います。

東京都 40代 東京目黒区より出雲を応援しています！

東京都 40代 日本にとって大切な出雲の歴史と文化、自然環境、産業を応援いたします。

神奈川県 70代以上 母親が出雲市です 応援しますがんばってくださいね


