
都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ

千葉県 30代
２度出雲を訪れたことがあり。 出雲大社に子宝の願掛けを行いました。 今では、二児の父となり私にとって出雲は、特別な場所のような気がしています。 貴重な文化財保存に少しでも役
に立てればと思います。 頑張ってください。

埼玉県 50代
２年前、神在月に旅行社のツアーで出雲大社他複数の神社を参拝し、生活が一変しました。その時の願いがかなったのだと思います。もう一度ゆっくり訪れたい素晴らしい地です。 是非、
素晴らしい神社とその空間を維持されますよう、ささやかですが寄付させて頂きます。

福島県 20代以下 出雲大社など日本を代表する文化を継承し、日本中さらには世界中に発信していってください。

福岡県 30代 出雲大社など歴史ある建物の保存をよろしくお願いします。

千葉県 50代 出雲大社には何度か参拝にいきました。 すばらしい日本の宝です。 少しですが維持・保存のお役に立てれば幸いです。

栃木県 40代 出雲大社に参拝したことはまだありません。 数年先になると思いますが、行きたい場所です。 保全管理、大変だと思いますが、今までの姿を残してください。

大阪府 50代 出雲大社のメンテナンスをお願いします。必ず参拝に参ります。

神奈川県 50代 出雲大社の益々の繁栄を願ってます

茨城県 40代 出雲大社の観光情報をもっといろいろだしてほしいです。

神奈川県 30代 出雲大社の保全に役立ててください。

静岡県 50代 出雲大社の保存に使って頂けるとありがたいです。

石川県 30代 出雲大社は素晴らしいので、今後も日本の為に保存してください。

千葉県 50代 出雲大社は日本の貴重な遺産であると思いますので、 今後ともよろしくお願いします。

愛知県 30代 出雲大社は日本の宝だと思います。出雲大社の補修などに役立てていただけたらなと思います。

東京都 40代 出雲大社は日本の宝です。守ってください。

神奈川県 30代 出雲大社へ行き良い縁に恵まれました。ぜひ出雲大社を後世へ残すべく税金を活用してください。

東京都 40代 出雲大社を、引き続き大切にしてください。

徳島県 50代 出雲大社を後世に残して下さい。

静岡県 40代 出雲大社を守ってください。それ以外の神社も。

広島県 40代 出雲大社を末永くお守りいただきますよう、よろしくお願いいたします。

埼玉県 50代 出雲大社等の保全にお役立てください。

埼玉県 40代 出雲が大好きです！出雲大社をお守り頂きますようお願いします！

兵庫県 70代以上 出雲市の文化の保全、とりわけ出雲大社の維持、発展、観光に期待しています

千葉県 70代以上 世界遺産の出雲大社、ぜひ大切にしてください。

愛知県 30代 良いご縁がありますようにと願いをこめました。出雲大社の周辺整備に役立てて下さい。

福岡県 出雲大社・出雲観光が今までも最高の思いでの旅行の一つです。 また是非行きます。 出雲の歴史の保存と観光振興、応援しています。

愛知県 30代 出雲大社等、素敵な遺産がある市なので寄付させて頂きました。

広島県 40代 出雲大社を始めとした歴史的建造物を是非、守っていってください。

東京都 30代 出雲大社を始めとする神社の整備をお願いします。

広島県 50代 出雲大社を始めとする歴史文化の利活用を宜しくお願い致します。

東京都 50代 出雲大社はじめ、伝統を守り未来へつなげていって下さい。

東京都 30代 ５年前位に友人と出雲大社を訪れて、パワーをもらいました。 これからも伝統を守りながら、素敵な街づくりをしていってください。

東京都 30代 かなり前になりますが、出雲大社に行きました。 とても素敵なところでした。 そんな素敵な出雲を継承していって、いただきたいと思います。

大阪府 50代 出雲大社・温泉、大好きなところです。 魅力を守ってください。

東京都 30代 出雲大社お詣りにいつか行ってみたいです！ 歴史的建築物の保護に努められるよう応援してます！

愛知県 60代 出雲大社が世界的な有名な土地に希望します。

鳥取県 40代 出雲大社で挙式しました。出雲市は心に残る町です。この寄付を出雲市の文化保存に役立ててください。

神奈川県 60代 出雲大社など、日本の故郷の地として維持をお願いします。

千葉県 50代 出雲大社などの歴史的遺産に利用されることを希望します。

神奈川県 50代 出雲大社など是非一度は観光に訪れたいと思います。これからも出雲の歴史，文化を大切に保存してください。

大阪府 50代 出雲大社など歴史的建物や施設などに使って頂きたい。

東京都 50代 出雲大社にお参りに行きましたが、みなさん親切で素敵な地域ですね。伝統文化を守るのは課題が多いと思いますが、頑張ってください。

千葉県 70代以上
出雲大社には30年以上前の未だ現役時代に出張時の空き時間に忙しく訪問したことがあります。 近い内にゆっくりお参りしたいと考えています。 歴史的な種々の建築物やしきたり、行事
が大切にされることを願っています。

大阪府 40代 出雲大社には行ったことがありませんが、八百万の神が集まる歴史のある神社やその神話を大切に守っていっていただきたいです。

大阪府 40代 出雲大社には行ったことがありませんが、八百万の神が集まる歴史のある神社やその神話を大切に守っていっていただきたいです。

大阪府 50代 出雲大社に行かせて頂きました。歴史的資源を有効活用して、 歴史が後世に残せるようお願いします。

東京都 30代 出雲大社の御利益にあずかれたので、文化的遺産の保護に活用していただきたいと思います。

宮城県 30代 出雲大社は歴史と文化の面で、一度は行ってみたいと思っています。 後世に残す為にも、歴史と自然環境の保全をお願いします。

福岡県 50代 出雲大社をはじめ歴史的な資源が溢れる魅力的な市です。是非、大切にして欲しいと思います。

東京都 40代
出雲大社詣りで初めて訪れてから、２年に１度は旅行で訪問させていただいております。行く度に、歴史に守られた土地のすばらしさ、人のやさしさに触れることができ、大好きな土地です。
これからも土地の持ち味を大切に、変わらずにあり続けてほしいと感じています。

千葉県 30代 今年は出雲大社に参拝させていただきました。  ずっと素晴らしい出雲市が残っていきますように、微力ながら寄付させていただきます。

神奈川県 70代以上 歴史、文化を守ってください。

大阪府 40代 歴史ある街ですから、資源の保護活用に使って頂ければと思います。

青森県 50代 歴史ある街をいつまでも残していただきたいと思います

神奈川県 30代 歴史ある街並みや文化の保護、応援しております。

埼玉県 40代 歴史ある出雲市を継続的に維持できるよう有効的に活用してください。

群馬県 70代以上 歴史ある町の保存、活用に役立ててください。

北海道 40代 歴史と伝統のある出雲市をいつまでも輝かせてください。

東京都 60代 歴史のある出雲市、いつまでも魅力的で素敵な町をお願いします

神奈川県 40代 歴史のある出雲市をもっと世界に発信できることを期待しています。

愛知県 40代 歴史のある神社、これからも維持お願いします。

東京都 40代 歴史のある町づくりをお願いします。

大阪府 60代 歴史のある町なので、歴史的建築物を守り続けてください。

神奈川県 30代 歴史のある土地なので、建造物や文化財等、大切にしていただきたいなと思います。

大阪府 50代 歴史の町出雲を次の世代に残してください。

福岡県 60代 歴史の町出雲市の益々のご発展を祈念しております。

神奈川県 40代 歴史の保存をお願いします。

東京都 50代 歴史をお持ちの自治体になられるのでそれを守って行って いただければ幸いです。

東京都 50代 歴史を大切にして頑張ってください。 須佐神社の整備をもっとお願いいたします。

東京都 60代 歴史遺産と自然環境保護　よろしくお願いします。

神奈川県 60代 歴史遺産を大切に。

滋賀県 50代 歴史遺産を大切に保存願います。頑張ってください。

京都府 50代 歴史香る出雲、その美しい佇まいをいつまでも守り続けて下さい。

茨城県 60代 歴史文化遺産をこれからも、大事に後世に伝えてください。

東京都 30代 歴史文化遺産を後世に伝えることができるようお願いします。

神奈川県 40代 歴史文化財の保存や修理などにお役に立てば幸いに存じます。

大阪府 40代 歴史文化資源の保存、活用に役立てて下さい。

長野県 70代以上 歴史文化資源の保存と観光振興に頑張って下さい。

東京都 40代 歴史文化資源の保存に少しでも助けになればと考えています。

東京都 40代 歴史文化資源の保存期待しております。

宮崎県 50代 歴史文化資源を大切にして下さい。

岡山県 60代 和の心と笑顔で、大きな明るい出雲市を発信し、歴史と伝統のある郷土の繁栄を祈念します。

平成２８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２８年度もたくさんのご寄附（ご縁）をいただきました。また、ご寄附をいただいた方から、出雲市へ心温まる応援・激励メッセージや思いを伝えていただきましたので、その一部をご紹介します。
　出雲市は、これからも多くのみなさまのご期待に応えていけるように頑張ってまいります。今後とも、変わらぬご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。



都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ

埼玉県 70代以上 「神話の国出雲」の歴史と文化に誇りあれ！

奈良県 50代
「大社線廃線跡」を大切に保存して下さい。出雲高松、荒芽２駅のプラットホーム跡は貴重な「文化遺産」です。出雲市駅から旧大社駅まで歩きました。自転車専用道路か散歩道としての整
備で、地域の皆さん、旅行者双方にメリットがある筈。ホーム跡石積みは是非残して下さい。川の迂回路はコスモス等「花歩道」にすれば如何。ウォーキング完歩者へは一畑電鉄が「完歩
証明書付乗車券(割引の有無までは期待しません）」を発行すれば、一畑電鉄の旅客増も期待できると思います。

千葉県 50代 ２０１５年８月に家族旅行で出雲市（出雲大社）に行きました。出雲の歴史、文化、自然を末永く守っていってください。

広島県 60代 ２０代に仕事で出雲市に住んでいました。 歴史ある街の代表として発展して欲しいです。

京都府 50代 ２５年前、市内のお社をめぐりに一人旅しました。 懐かしいです。 いつまでも日本の良いところを残して頂きたいです。

東京都 60代 ３５年前に旅行で訪れました。 歴史と伝統を守りつつ益々のご発展を祈念しています。

神奈川県 40代 ４年前に旅行で出雲に訪れました。出雲大社のように日本の文化や豊かな自然を守りつつ、活性化して欲しいと願っております。

神奈川県 20代以下 いつか訪問したい町で、文化等ぜひ大事に保存いただきたく、今回寄付させていただきます。

神奈川県 60代 いつまでも日本のふるさとを残す事業にお使い下さい。

静岡県 60代 いつまでも日本のルーツである歴史と自然を守っていって下さい。

神奈川県 60代 いつまでも文化と歴史のある町を大事にしてください。

東京都 30代 お邪魔したことはないのですが、近いうちにぜひ行きたいと思っています。魅力的な歴史遺産を残していってください。

広島県 30代 これからも歴史のまちを大切にしてください。観光でうかがうのを楽しみにしています。

愛知県 60代 これまで出雲大社に何度も参拝し大好きな町です。これからも伝統工芸などの文化の発展も願っています。

東京都 50代
こんにちは。２回目のふるさと納税になります。 千葉県出身・東京都在住ですが、出雲大社など数社を訪れた際に感激し、機会があればさせていただいています。 どうか御市の豊かな文
化が未来永劫に伝わりますように。

千葉県 50代
ふるさと納税に興味を持ち、あちこちの市町村ホームページを見ています。出雲市を訪れた事はありませんが、豊かな自然をホームページから感じられ、是非訪れたいと思いました。歴史
文化資源の保存に役立てていただければうれしいです。

神奈川県 40代 もっと、壮大な出雲の歴史を全国に広めてください。

広島県 40代 観光でよく行かせていただきます。豊かな自然や歴史、ひとの温かさに心洗われる思いがします。貴市のお役に立てましたら幸いです。

群馬県 50代 観光で訪れ、とても好きな場所になりました。 貴重な文化遺産を守っていってください。

東京都 40代 寄付の使い道を記載させていただきました。  日本の歴史をちゃんと国民が知ることが、 国際競争力を高めることなのだと思います。

神奈川県 40代 貴重な歴史の保存をお願いします。

香川県 50代 貴重な文化遺産がいつまでも残されますように。

沖縄県 60代
現在は、沖縄に住んでますが、元々、広島出身で出雲市にはよく行ってました出雲大社など歴史ある神社仏閣も複数あり、歴史好きな自分としては是非とも納税することで少しでもお役に
立てたらと思い申し込みしました。

兵庫県 40代 古い町並みが残る景色のファンです。古民家を大事にしてあげてください

千葉県 40代 古き良き文化を引き続き大事にしてください。

神奈川県 60代 古事記・神話のふるさとを訪れる旅をしています。歴史文化財の保存・活用にお役立て下さい。

兵庫県 60代 古代の遺跡、史跡を是非あったままの形で保存してください。

東京都 40代 古代日本。 この広告の言葉に惹かれる人は多くいると思います。 そうした心の元をふるさと納税として活用していただいたらと。

福岡県 70代以上 古代文化　自然を大切に守り育ててください。

千葉県 40代
高校の卒業旅行と遷宮の年と、今まで２度、出雲を訪れたことがあります。太古への思いを馳せ、日本人としての誇りを感じることができました。このすばらしさを、世界中の多くの方々に感
じて頂くため、わずかでもお手伝いができればと思い、ふるさと納税に申し込みます。

兵庫県 50代 今年、民藝メインに出雲に出かけました。出西窯、出西織、出雲民芸館等　大変よかったです。 今後も出雲地方がますます栄え、文化が絶えないことを願ってます。

東京都 40代 今年の秋に伺い、いろいろな神社を訪れました。 それぞれが魅力的でとても感動しました。 ただ･･･、須佐神社をもっと整備して頂きたいなと思いました。 スサノオ館も少し暗かったです。

東京都 40代
今年の正月に出雲大社に初めて行って、心が洗われて大満足！近くで食べた出雲そばやのどくろの握りずしと塩焼き、とても美味しかったです。また、夫婦箸なども大切に使用していま
す。これからも出雲の伝統を守り続けて下さい。

埼玉県 50代 今年も寄附できて良かったです。たくさんの文化財、文化資源があることはすばらしい事ですが維持には資金が大変な事。少しでも協力できたらと。

香川県 30代 昨年、社員旅行で出雲へ伺いました。 出雲大社には圧倒されました。 これからも伝統と文化を守っていって下さい。

東京都 60代 昨年出雲大社に行きました。 伊勢神宮と並ぶ我が国の代表的文化遺産だと実感しました。周辺の街並みも含めて保存、維持管理の重要性を感じております。

茨城県 30代 昨年旅行で伺ったときは歴史情緒ある神社の数々を楽しませていただきました。これからも保全保護活動をよろしくお願いします。

神奈川県 50代 三度目のふるさと納税です。いつか機会が出来ましたら伺いたいと考えています。文化財保存のためお使い下さい。

神奈川県 60代 若いときに、出雲大社にお参りして、大変感動した。 これからの若い人々にも、残してほしい。

東京都 30代 修学旅行で出雲大社等を巡った思い出があります。注連縄の大きさは圧巻でした。貴重な文化財が長く伝えられていく事を期待します。

東京都 40代 出雲が好きです。歴史的文化遺産の保存に役立ててください。

東京都 40代 出雲が好きです。歴史的文化遺産の保存に役立ててください。

東京都 40代 出雲が好きです。歴史的文化遺産の保存に役立ててください。

東京都 40代 出雲が好きです。歴史的文化遺産の保存に役立ててください。

東京都 40代 出雲が大好きで今まで何度か旅行で訪れています。いつか住んでみたいです。歴史と神話の出雲の魅力を末永く大切に保存していっていただきたいです。応援しています。

鳥取県 50代 出雲には何回か行きました。伝統ある名所を大切に保存して下さい。

神奈川県 40代
出雲には時折旅に参ります。 これからも、 いつ戻っても「あぁ、帰ってきた」と 思えるような、自然と歴史文化をぜひ これからも守り続けてください。 私も、一旅行者として、マナーを守り、
旅をしたいと思います。

東京都 50代 出雲のふんいきが大好きです。歴史保全にも力を入れてください。

大阪府 40代 出雲の国のよき伝統継承をお願いいたします。

千葉県 30代 出雲の伝統と文化の維持、継承に役立ててください。

神奈川県 60代 出雲の文化は　これから先永遠に受け継がれるべきだと思います。 是非お役立てください。

大阪府 30代 出雲の文化財保護に役立ててください。

大阪府 60代 出雲の歴史と伝統の保存、活性化に頑張ってください。

東京都 70代以上 出雲の歴史を大切に保存してください。

東京都 70代以上 出雲の歴史遺産の保存、観資源としての活用を期待します。

茨城県 30代
出雲は生まれ育った故郷であり、私にとっては大きな誇りです。遠く離れていても、出雲の風景がふとよみがえります。 出雲のブランド化は上手くいっていると思いますが、引き続き、出雲
神話と歴史を生かし、出雲独自の街づくりを進めて行って頂きたいです。日本の中規模都市は、同じような街並みが溢れていて、個性を感じないことが多々あります。街づくりをするうえで、
他の都市を模範にしては駄目ですね。出雲が目指すところは、日本に出雲しかない、出雲独自の街並みを作る、守ることでしょう。

静岡県 50代 出雲は日本神話のふるさとです。歴史文化の保存のため役立てて下さい。

神奈川県 30代 出雲市には観光で訪れたことがあります。縁結びのお箸入り特産品も魅力的で、申し込みました。 出雲市ゆかりの寺社が永く守られていくことを願います。

山梨県 40代 出雲市には出雲大社に参拝しに何回も伺っています。パソコンの特産品も魅力的で、主人と２人で納税させていただきました。出雲大社などを中心に歴史文化資源の保存を望みます。

埼玉県 40代 出雲市の貴重な歴史資産の保持にご活用くださいますようお願いします。

大阪府 40代 出雲市の歴史、伝統をこれからも大切に後世に受け継いでください。微力ながらふるさと納税という形で応援させていただきます。

神奈川県 40代 出雲市の歴史的建造物等の保存・保護に活用して頂きたく寄附させて頂きます。

千葉県 50代 出雲市の歴史文化の保存、発展を期待しております。

千葉県 50代
出雲市は、出雲大社をはじめとして史跡がたくさんあり、日本の古代を感じることができる地域だと思います。 平成25年に初めて訪問させていただきました。出雲大社や荒神谷遺跡などを
訪ねることができ良い思い出となりました。 またいつか訪ねようと思っています。 多くの史跡を保存、活用して下さいますようお願いいたします。

愛知県 50代
出雲市へは２回訪れました。人の優しさと歴史と文化に触れまた訪れたい町です。その節はありがとうございました。出雲大社の参道でたまたま見たにじは今でも忘れることはできません。
また近いうちに時間をとって出かけたいと思っています。これからも歴史的資源を大切に残していっていただきたいと願っています。

兵庫県 50代 出雲市大好きで毎年伺います。 文化と遺産をお守りください。わずかですが納税いたしました。

東京都 60代 出雲文化の振興に期待します。

山梨県 40代 出来れば、出雲大社他、出雲の歴史文化資源の保存に使ってください。出雲市をいつも応援しています。

千葉県 30代 初めて旅行で訪れてから、１０年程になると思います。とても雰囲気がよく楽しい旅行の思い出があります。今後とも、古くからの良いものを残していってほしいと思います。

富山県 50代 神様のおわします国出雲。日本の良き象徴となる地です。いつ永遠にその気高さを保持してもらえますように。

香川県 50代 神様の集まる街、落ち着いた街並みが後世にも続きますように。

鹿児島県 60代 神話の郷のイメージがあります。鹿児島には三山陵があり、 神武天皇前の「神代の世界」に興味を抱きます。 ぜひご当地の史跡の保全を期待します。

兵庫県 50代 神話の里である出雲の歴史文化施設の保存・活用してください。

愛知県 60代
親族が島根県在住ということもあり、出雲大社には何度か参拝しております。訪れる度に厳かながら、開放的な雰囲気に呑み込まれてしまいます。少額ですが、後世に伝えるべく、多くの
国宝、重要文化財などの文化遺産の保存に活用ください。

神奈川県 50代 昔からの歴史や伝統を守りながら、 活気のある町づくりをしてほしいです。

東京都 50代 先月、出雲大社にお参りにお伺いしました。貴重な歴史資産として、周辺施設を含めて更なる振興を期待しています。

東京都 40代 祖父が松江出身で、出雲にはよく立ち寄らせてもらっています。神々の街としてとても素敵な街なので文化遺産の保存に使って頂けたら、幸いです。

東京都 40代 祖父が松江出身で、出雲にはよく立ち寄らせてもらっています。神々の街としてとても素敵な街なので文化遺産の保存に使って頂けたら、幸いです。

埼玉県 60代 息子の嫁が出雲市出身の縁があり、出雲大社で結婚式を挙げました。歴史遺産の保存に使ってください。

長野県 50代
大学生になった娘のパソコンを購入しようと検討していたところ、ふるさと納税制度で節税しながらパソコンが手に入ることがわかり、今回寄附させていただくことになりました。 ２０数年前に
出雲大社にお参りに行ったことがある程度で出雲市のことはほとんど知りませんが、文化財の保護に利用していただければ幸いです。
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大阪府 50代 大切な文化財の保存をお願いします。

神奈川県 60代 大変ですが遺産の保存をお願いします。

東京都 30代 知り合いがいるので応援したいと思いました。歴史文化の振興をより一層頑張ってください。

大阪府 30代 知名度が高い出雲市の文化遺産等を大切に守ってもらいたいと思います。

東京都 30代 鳥取で地震があり、出雲にも影響が出ることを心配しています。歴史文化資源の保全に少しでも役立てていただければ幸いです。

香川県 40代 島根県には未だ行ったことがありません。いつか行けるときには出雲市に立ち寄りたいと思います。歴史的な遺産を守りながら発展してください。

東京都 50代 当地の歴史保存と環境振興に役立ててください。 日本の歴史において特別な位置づけにある出雲への関心が深まることを希望します。

宮崎県 50代
憧れの地、出雲、先日　娘が旅をしてとても心に残ったと申しており、私も、時間さえできたらいつの日か、と思っております。いつまでも　神話の里として、美しい町でいてくださるよう、小さ
な力になれば、と寄付させて頂きます。娘の大好物そばを年末家族で、楽しみます。応援してます！

大阪府 40代 銅鐸など、出雲市にある国宝・重要文化財を活かした取り組みに期待しています。

埼玉県 30代 日本でも有数の歴史ある文化施設を，これからも守っていって下さい。

大阪府 40代 日本の古き良き歴史の残る街だと思います。これからの景観、資源の保護に少しでも役立てて下さい。

東京都 50代 日本の心のふるさとを大事に守ってください。

千葉県 50代 日本の素晴らしい歴史文化の保存をお願いします。

東京都 50代 日本の歴史と伝統を守っていってください

京都府 60代 日本の歴史を大切にしてほしい。

兵庫県 50代 日本人の心のふるさとを守ってください。

東京都 60代 日本人の心のルーツを大事に保護していただきたいと思います。

神奈川県 60代 美味しいそばを愛しています。 文化財と共に繁栄ください。

三重県 50代 夫婦がであったまさに縁結びの町です。 歴史ある町は日本の宝物です。 どうぞ大切にしてください。

千葉県 20代以下 末長く歴史的な価値を維持していって下さい。

奈良県 60代 旅して思うことは、すばらしい文化と歴史遺産です。しかしそれを維持するのに膨大なお金がかかることです。わずかですが、少しでもお役にたてればうれしいです。

香川県 50代
出雲市へは、夫婦で２度旅行にいきました。出雲大社や稲佐の浜、日御碕灯台など、名所旧跡なども点在し、好きな観光地の一つです。また、今年１１月には、夫が職場で出雲市に行くと
のことです。今後もこの素晴らしい史跡を大切に保存管理して、出雲市の魅力を発信し続けてください。

神奈川県 60代 新婚旅行で行ったきり，出雲に行く機会がありませんでした。 今度はゆっくりと再訪したいと思っています。 文化財の保護はもちろん、全国への情報発信をして欲しいと 思っています。

愛知県 40代 歴史文化資源の保存や観光振興に使っていただければ幸甚です。

福岡県 30代
昨年、出雲市へ旅行に行き、とても楽しく過ごさせていただきました。ぜひまた足を運びたいと感じる、とても魅力的な街であると思います。今回の寄付が歴史文化の資源保存や、観光の振
興に少しでもお役に立てればと思っております。

神奈川県 40代 出雲の歴史の発信に利用していただければと思います。

福岡県 60代 出雲の歴史の保存、出雲の魅力の発信期待しています。

神奈川県 20代以下 出雲の歴史や文化に興味があります。 ぜひ魅力の発信等にご活用して頂けたらと思います。

千葉県 50代 出雲には５年位前にお邪魔しました。 伊勢と並んで日本の神話のルーツ。日本人の心の拠り所だと思います。子供たちの育成と文化遺産の保護にご活用願います。

神奈川県 60代 寄付は、出雲弥生の森博物館関連の事業に使って欲しい

岐阜県 20代以下 出雲大社とその周辺の文化財保存、および伝統の継承を引き続きお願いいたします。

静岡県 60代
出雲大社にお参りさせていただいた帰りの新幹線の車中で、娘から結婚を決めたとメールが入り驚きました。 　神様のご縁と感謝しています。 日本人の心のふるさととして、貴重な文化財
を末長くお守りください。出雲大社の門前でいただいた出雲そばを懐かしみながら、味わいたいと思います。

東京都 40代 出雲大社等の重要文化財の維持・保護に変わらず励んでいただけるよう願っています。

大阪府 50代 去年旅行で出雲を訪れ、楽しみました。文化財保護に役立てて下さい。

静岡県 50代 誇れる文化財の保存を希望します。

東京都 40代 ２回旅行で伺いましたが、２回ともたいへん楽しく過ごせました。 文化財が多く、維持もたいへんかと思いますが、少しでもお役に立てればうれしいです。是非また伺いたいと思ってます。

神奈川県 40代 文化財の保護など頑張って下さい。

兵庫県 40代 文化財の保護に役立ててください。

神奈川県 50代 文化財を活用した観光事業用途に役立てて頂ければ幸いです。

奈良県 50代 文化財を守ってください。

千葉県 50代 文化財保護をお願いします。

千葉県 40代 出雲大社が末永く魅力的で観光客を惹きつけてやまない存在であるようご尽力願います。

埼玉県 30代
３度、出雲大社へ参拝に行きました。いつも行く度に、心が洗われ、自分の仕事の目標が明確になったり、悩んでいたことに向き合える自信がついたり、スタートラインに立ち返られる場所
です。日本だけでなく海外の方の観光も今以上に増え、活気ある街になりますように。

愛知県 40代 いつかは出雲大社に行きたいです。 観光復興頑張ってください！

愛知県 30代 出雲大社など観光してとてもよかったのでより観光に力をいれてほしい

千葉県 30代 出雲大社に一度お参りして感動しました。また、行きたいと思います。より多くの方々が出雲市訪問を楽しめる魅力的な場所であり続けますように。

東京都 50代 出雲大社に行ったら長年出来なかった子供を授かりました 7年後子供を連れて御礼参りに行きました 出雲市とは何かご縁を感じています 観光振興にお役立てください。

神奈川県 50代 出雲大社に参拝しました。出雲そばいただきました！わずかですが観光振興にお役立てください。

神奈川県 50代 出雲大社のあることで知られている出雲市　観光で訪れたことがあります。　神楽殿に昇殿して正式参拝した思い出があります。　観光誘客推進事業　応援しています。

島根県 40代 出雲大社を中心に島根の観光の拠点として発展していくことをお祈りしております。

神奈川県 50代 歴史資産を活かして、観光を発展させてください。

千葉県 50代 観光、頑張って下さい。

富山県 40代 観光にお使いくださいませ

大阪府 50代 観光資源を充実させてください。

富山県 40代 観光事業に役立ててください。訪問するのが楽しみです。

東京都 40代 観光振興とともに日本の伝統を次の代に引き継げるようなことに役立てて下さい。

大阪府 60代 観光都市としての発展を期待しております。

愛知県 40代 義母が島根出身です。懐かしいふるさとを残し観光発展を期待しております。

大阪府 60代 ２２歳から７年間出雲でくらしました。 出雲大好きです。 歴史を大切に観光振興おねがいします。

東京都 40代
９月に観光で訪問しましたが、出雲大社が観光の中心になっていますが、そこから他の観光地への公共交通機関が更に整備されると良いと感じました。 出雲市駅以外の所に宿泊しても、
観光しやすくなることを希望します。

大阪府 30代 もっと魅力的な観光地にしてください。

静岡県 40代 国内外の人が何度でも訪れたくなるような観光地に是非なって下さい。

神奈川県 30代 今年の４月に新婚旅行で出雲大社を訪れ、 壮大なスケールと神々しさに圧倒されました。 また訪れたいと思う気持ちから寄付致します。

愛知県 30代 昨年から出雲に行きたいと思っていて気になっていました。更なる観光事業の発展と保存に少しでも役に立てればと思いました。

東京都 30代 山陰地方の観光情報発信に使っていただけると嬉しいです。

京都府 50代 出雲の観光に興味があるので頑張ってください

岐阜県 60代 出雲は一度は訪れたいところです。観光しやすい環境を整えるために寄付しました。

神奈川県 50代 出雲市の世界遺産をたびたびおとづれています。 観光面での発展を期待しています。

兵庫県 40代
出雲市は一度、出雲大社にお参りに行かせていただきました。 割子そばも美味しくいただき、街の雰囲気も大変気に入りました。納税させていただくお金で観光振興に役立てていただきた
いと思います。

神奈川県 30代
初めてふるさと納税します。出雲市ではないですが、日本橋のしまね館の観光コーナーでとても、親切にしていただいたので、島根県に納税したいと思っていました。しまね館が楽しいので
たまに行っています。観光を盛り上げて下さい。

愛知県 30代
初めてふるさと納税をします。もう、10年程前ですか、朝ドラ「だんだん」がきっかけで松江城、出雲大社など旅行したことがあり、街の雰囲気もとても気に入りました。今後も観光資源の保
存など頑張ってください。

東京都 50代 神話や歴史をいかした観光をさらに発展させてほしい

東京都 50代 世界に誇る観光資源をしっかりと守って下さい。

滋賀県 40代
先月末、出雲市にお伺いしました。岡山からの特急と出雲大社行きバス(時間によっては電車も)との接続があまり良くない状況が変わっていなかったのは少し残念でしたが、それ以上に出
雲市駅のお土産売り場で「現金のみ」でしか買い物が出来ないのは残念でした。滋賀の観光地・彦根市では、観光客誘致のための市の目標の１つとしてクレジットカード等の決済可能店舗
を増やす事も挙げていますので、手数料はかかるかとは思いますが、もっとお金を落としやすい環境整備を自治体から進めて頂ければと思います。

千葉県 50代 先日、そちらに３５年ぶりに訪れました。 ぜひ、すてきな観光資源を残していただけたらうれしく思います。

島根県 50代 島根県の観光振興の為にも出雲市ガンバレ！！

静岡県 40代 旅行にいってとても良かったので寄付しました。 観光振興がんばってください。

岐阜県 30代 旅行業の仕事に携わっています。益々観光が盛んになることを期待します。

神奈川県 60代 日本で唯一カレンダーが違う特別な場所ということで、京都や奈良よりもう一段昔の「古都」を感じてもらえるようなしつらえをして、外国人にアピールできるよう、期待します。

大阪府 30代 いつか出雲大社へ参拝したいと思っています。 魅力ある街づくりをしていただきたいです。

東京都 40代 出雲大社を中心とした歴史あるまちづくりに利用してください。

東京都 50代 若い人がいつまでも住めるまちづくりをお願いします。
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神奈川県 60代 若い方が住める市にお願いします。

兵庫県 40代 毎年訪れています。これからも豊かなまちづくりを進めてください。

熊本県 40代 魅力ある街づくりにお役立てください。

東京都 40代 魅力ある街づくりを応援しています。

愛知県 50代 魅力ある町作り応援しています

茨城県 50代 魅力のある街づくりと観光情報発信を応援します。頑張ってください。

愛知県 70代以上 来年こそは旅行で出雲に行きたいと思っています。 魅力ある街づくりを応援してます。

富山県 50代 来年の退職記念に是非貴市を訪れたいと思っています。今後、ますます魅力的な市になられますよう祈念しております。

東京都 40代 良い街づくり頑張ってください 。

東京都 40代
出雲大社に行ってみたいと思い調べていたところ ふるさと納税を知り、出雲の魅力をもっと大勢の方に伝えてほしいと思いました。 東京からもっと身近なルートで旅行がしたいと思います。
頑張ってください。

大阪府 30代 出雲大社以外にもいいところがあるので、もっと広くアピールして欲しいと思います。

滋賀県 40代 もっと情報発信頑張ってください。

愛知県 40代 寄付を出雲市のPRのために使ってください。

滋賀県 50代 「古事記」日本発祥の物語を今後も発信してください。

大阪府 60代 私は安来市出身です。島根を応援しています。出雲の魅力をピーアールして下さい。

東京都 20代以下
私は広島出身で東京在住なのですが、出雲にもよく行った人間として、東京に来てから出雲のブランド力に驚くとともに嬉しく思っています。引き続きブランド力（という言葉が適切かわかり
ませんが）を強化し、出雲の魅力を発信してほしいです。…できれば広島とタッグを組んでいただいて（笑）。

大阪府 50代 若いときに訪れた出雲。いい思い出があります。 魅力をたくさん発信してください。

大阪府 20代以下 出雲では小学校、中学校時代の３年間を過ごした、私の故郷です。 これからもずっと国内外に出雲の魅力を発信し続けて、出雲を盛り上げていっていただければと思います。

千葉県 40代 出雲の魅力をもっと全国に、世界に広めてください。 まだまだたくさんあるはずです。

東京都 40代 出雲は歴史ある街なのですが、出雲大社以外が目立たない。もう少し出雲地方独特の文化を全国に発信して頂きたいと思います。

大阪府 30代 出雲へ旅行して、神秘的な雰囲気と、力強さを感じました。 出雲市の魅力を、是非とも世界に向けて発信して下さい。

愛知県 40代 出雲を魅力を国内外に発信してください。 たくさんのご縁がありますように。

東京都 50代 出雲市の魅力をもっと発信していただきたいです。

大阪府 40代
出雲市の良さを全国にアピールしてください。海の幸、出雲大社、温泉、お米、お水、デラウェア、そば等々、あまり言葉に出さず控えめであるがとても暖かい出雲人、そして出雲弁。吉田
君のようなキャラクターを用いてアピールされるのも効果的だと思います。島根と鳥取が右か左か分からない人でも、「出雲大社」「出雲市」と言えば一発でわかってくれる、そんなすごい街
です。交通の便が悪いですが、時間をかけて来る価値のある出雲市を広報してください。

埼玉県 30代 島根出身です。 とても素敵なところなので全国的にいろんな人に知ってもらいたいです。

東京都 40代 東京出身ですが、ルーツは島根県雲南市です。 出雲大社が大好きで何度か訪れています。 出雲の素晴らしさを発信し続けていってください。 ささやかながら応援しています。

東京都 30代 父親の出身地なので寄付しました。これからも魅力発信に努めて下さい。

北海道 60代 神社好き、日本酒好きですが、あまりに有名すぎて まだ行ったことなしです。そこのお酒もぜひ神社とともに アピールしてください。

神奈川県 50代 神々のストーリーを発信して、国際的にもアピール期待しています。

北海道 60代 歴史文化の保存し出雲市の活性化を全国に発信してください。

宮城県 30代 出雲大社には、一度だけ行きました。とても大きなしめ縄が印象的です。 少しだけですが、街の賑わいにお使いください。 ワインも楽しみに待ってます。

大阪府 50代 出雲大社で十分に有名。ますますのご発展をお祈りします。

福岡県 30代 出雲大社に一度参拝に行ってとても良い所だと思いました。益々の発展を願ってます。

愛知県 40代 出雲大社のお参りに行くことがあります。交通の便があまりよくありませんから、町が発展していくことを願います。

東京都 50代 出雲大社のお膝元、益々の発展を祈念致します。

愛知県 60代 出雲大社のご縁を授かります様に。 これを機会に一度訪れたい都市と思っています。 ますますの発展をお祈り致しております。

広島県 30代 出雲大社へ毎年お参りしております。ますます発展することを期待しています。

神奈川県 40代 出雲大社へ旅行に行ったことがあり、出雲市は身近に感じられます。自然豊かなすてきな町なので、さらなる地域の振興を期待しています。

神奈川県 50代 出雲大社を中心とする観光資源を活かし、益々発展させてください。

大分県 60代 市町村の繁栄を期待しています。 ご当地の名産品をご賞味させて頂きたいと思っています。 ふるさと納税制度の有効活用。

埼玉県 40代 ２年前に島根県を訪問し、自然の美しさや温泉を堪能しました。 これからも、すてきな街づくりを期待します。

千葉県 30代 ２年前に旅行で出雲大社に訪れました。出雲大社が魅力的であったことは勿論、現地で食べた食事も美味しかったです。今後の街のご発展を応援します。

東京都 いい街づくりをしてください。

大阪府 40代 いい街になりますように。

東京都 50代 いつか必ず訪れたいと思っております。 出雲市の皆様のご多幸と、市のますますのご発展をお祈りしております。

埼玉県 50代 いつか訪れます。素敵なまちづくりを進めてください。

千葉県 50代 いつまでも素敵な街を維持して行ってください。

沖縄県 40代 お正月位しか帰省できていませんが、心落ち着くふるさとです。 これかも古き良き日本を残しつつ、出雲の発展に役立てていただけると喜びます。 毎年納税できるようがんばります！

和歌山県 40代
この春、家族で出雲市に初めて観光に行かせていただきました。出雲市の方に本当に親切にしていただきました。風情のあるまちで良かったです。地域振興に少しでもお役にたてればと
思います。

兵庫県 50代 これからは地方が主役！

神奈川県 40代 これからもいい町づくりをしていってください。

東京都 40代 これからも魅力的な街づくりをお願いします。

東京都 40代
ご縁をいただいて今年は２回訪れました。日本の日本らしさと良さが全て揃っている町、大好きになってしまいました。 どうぞ良さを失わず、独自の発展を遂げて欲しいと思います。 応援し
ています！

東京都 30代 なかなか帰れない故郷ですが，出雲市が大好きです。 いつまでも活気あふれる出雲市であってほしいと思います。

東京都 40代 ますますのご発展を祈念いたします。

大阪府 30代 よく出張で行きました。お世話になりました。 お魚がおいしくきれいな町です。  ますますの発展お祈り申し上げます。

静岡県 60代 より良いまちづくりを目指してください。

東京都 20代以下 より良い町へ。

神奈川県 30代
学生時代、母校が出雲駅伝に出場し、応援演奏のため初めて出雲市を訪れました。皆さまとてもあたたかく接してくださり、出雲大社の荘厳なたたずまいとともに心に残っています。今後も
益々のご発展を祈念しております。

東京都 40代 活性化にお役に立てればうれしいです。

愛知県 50代 観光で訪ねました。素敵な場所がたくさんあるので、保存、発展してほしいです。

埼玉県 50代 寄付を有意義に使用していただければ幸いです。

東京都 70代以上 旧出雲農林定時制、佐田分校出身。郷土に役立っていないこと残念。祈発展。

茨城県 60代 僅かですが、豊かな町づくりにお役立てください。

広島県 40代 結婚以来毎年出雲大社にお参りしています。旧大社駅の活用など益々の発展を期待しています。

沖縄県 40代
古の歴史と文化を継承する貴市に深い感銘を抱いております。なかなか訪れる機会がありませんが、近い将来是非訪れ、体感したいと考えております。末永く、貴市が繁栄することを祈念
いたしております。

奈良県 50代 故郷の発展を期待しています。

福岡県 50代 今後とも益々のご発展を祈念致しております。

大阪府 50代 今後も出雲の魅力を発信してください。

千葉県 50代 些少ですが素晴らしい町にするために使ってください いつか出雲大社にも伺いたいと思います。

大阪府 30代 妻が出雲市出身で、大阪出身の私にとっても非常に馴染み深い市でもあります。 行く度に住み心地の良い街だなと思ってます。 今後のさらなる発展をお祈りしております。

東京都 60代 昨年同様応援させていただきました。出雲の発展を願っております。

福島県 40代 昨年念願の出雲の地に行きました。出雲大社、上宮、稲佐の浜、本当にすばらしかったです。出雲市の益々のご発展を心よりお祈りいたします。

大阪府 60代 自然と歴史が調和した出雲市の認知度は高く、大切に未来へ繋いでいって欲しいと願います。

千葉県 50代 出雲の発展にささやかですが協力します。頑張ってください。

埼玉県 40代
出雲を始め島根県への愛情は深いつもりでいます。なるべく早いうちに戻って島根県と他県を結び付けられるような交流ができる仕事ができればな、と思っています。出雲市における地域
発展、文化交流、過疎及び高齢化は課題でありチャンスでもあると思っています。ぜひ出雲市からイノベーションを起こしてください。応援しております。

大阪府 60代 出雲市が今後とも住みやすい街であって欲しいように 進んでください。

徳島県 50代 出雲市の発展のためにご使用お願い致します。

愛知県 60代 出雲市の発展を応援します。

愛知県 60代 出雲市の発展を祈念いたします

京都府 30代 出雲市の発展を心から祈念しております。

福岡県 50代 出雲市は大学生の息子が住んでいます。 安心して住めるますます活気ある町つくりを期待しています。

大阪府 30代 出雲旅行行ったとき、温泉や恋愛スポット、パワースポット、とっても楽しかったです。これからも、街の活性を願ってます！
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富山県 50代 少額ですが市の発展に役立てて下さい。

愛媛県 70代以上 神話の里が、穏やかに、発展しますよう。

大阪府 30代 是非活力ある街にして下さい。

岐阜県 50代 全国の人が訪れる魅力ある街づくりを続けて下さい。

東京都 50代 地域のご発展を祈念いたします。

東京都 40代 地域のさらなる発展をお祈り申し上げます。

大阪府 60代 地域の活性化を応援しています！

大阪府 60代 地域活性化を応援しています。

東京都 40代 地域振興がんばって下さい。

埼玉県 50代 地域振興のお役に立てればと思います。

京都府 40代 地域振興頑張ってください。

茨城県 60代 地方活性！

大阪府 40代 地方再生がんばって下さい。

埼玉県 40代 地方創生に頑張ってください。

兵庫県 50代 町おこしがんばってください。

島根県 40代 日本一魅力のある故郷に！

京都府 40代 母の郷なので，応援してます。 いつまでも心のふるさとであるべく，すばらしい町づくりを期待します！

神奈川県 40代 訪問をしたことのない場所なのですが、これをきっかけに出雲市に興味を持てたらいいと思います。出雲市の更なる発展を期待してます。

広島県 30代 名字が神門通りと一緒でご縁を感じております。今後も貴市のさらなるご発展を祈念しております。

大阪府 30代 旅行で訪れた際、とても綺麗でまた訪れたいと思いました。 微力ではありますが出雲市の益々のご発展をお祈り致します。

千葉県 30代 旅行で訪れる度に出雲の落ち着いた空気に癒されています。 昔からの良い雰囲気を壊さずに不便な部分は改善する等、調和のとれた発展ができるように期待しております。

東京都 30代
両親が島根県大田市出身で、帰省の度に出雲へ遊びに行っておりました。 出雲の雰囲気、食事、神社など、幼い頃から大好きです。 来年には出雲大社で挙式を控えており、少しでも出
雲に恩返しができればと寄付を申し込みました。 ますますの発展をお祈り申し上げます。

茨城県 60代 歴史と共に豊かな食を持っている都市だと思っています。ますますのご発展を祈念いたします。

神奈川県 60代 ８年前に出雲に旅行して以来、出雲そばのおいしさに目覚めました。出雲大社だけでなく、宍道湖などすばらしい自然も多く、また行いたいと思っています。

東京都 50代 近々出雲へ旅行する予定です。 いつまでも美しい街であることを願っています。

神奈川県 20代以下 今年の夏に出雲に行きました。落ち着きがあり、素敵な街です。自然と調和する街を作っていってください。

神奈川県 50代
昨年の１０月、出雲大社に夫婦で行きました。 ずいぶんと観光地の様子が変わっていました。 交通の便がもう少しよくなるといいなあと思いました。車のない観光客にとっては少々時間の
使い方に苦労しました。 でも神様のいらっしゃる地ですから、自然を壊さずに共存しながら発展していってほしいと思います。

神奈川県 60代 出雲大社はもちろん、美味しい食べ物がたくさんある街。ますますの産業発展期待します。また出雲に行きます

愛媛県 50代 もっと、高級ホテルを誘致してはいかがでしょう  地方にお金がもっと落ちるようになり地域振興に繋がると思います。

大阪府 40代 昨年度ワイナリーを訪れ、凄く感動しました。 これからも、ずっと続けていただきたいです。

長野県 40代 出雲のお芋はとてもおいしいと思います。生産を応援しています。

神奈川県 40代 漁業や観光業の推進に役立ててください。

愛媛県 40代 やまなみが出来て、出雲大社への参拝が行きやすくなりました。維持管理にほんの少しですが貢献できれば幸いです。

茨城県 50代 交通が不便。山陰への交通網整備に力を入れていって欲しい。

兵庫県 50代
山陰　中国地方は　良い観光地がたくさんあり、文化遺産も多く、美味しい物も多いのに、交通の便が悪く、なかなか行く機会がありません。 もっともっと、観光文化が発展する事を祈ってま
す

岡山県
出雲市は大好きで年に数回訪れますが、出雲大社から島根ワイナリーまでのアクセスが悪いです。観光客向けのループバスの運行、出雲大社周辺での自転車の貸し出しをしてほしいで
す。

北海道 40代 豊かな自然と貴重な歴史遺産を大切にしてください。

東京都 40代 豊かな自然と文化の保存維持に、気持ちばかりですがお役立てください。

東京都 40代 豊かな自然や文化遺産等、後世にもそのまま残してください。

愛知県 30代 出雲大社に行って素敵な街だと思いました。 いつまでもそのままでいてほしいです。

東京都 50代 環境を守っていただけることを期待します。

東京都 30代 自然と神話の里として日本の誇れる素晴らしいところと思っています。 これからもその環境を守ることを頑張っていただきたいです。

東京都 40代 自然を大切にしてください。

三重県 60代 少額ですが出雲市の自然保護の為に使って下さい。

東京都 50代 神無月に出雲のお品を選びました。歴史文化資源の保存、自然と環境を世々に代々に伝えられますように応援いたします。

愛知県 50代 美しい自然、環境の保護にお役立てください。

福岡県 50代 美しい出雲を守って行ってください。

大阪府 40代 父が奥出雲出身です。 島根県が自然豊かなで魅力のあるまちだと思っています。 少しでもお役立てください。

兵庫県 50代 父母の里が出雲市斐川町です。 祖父母が他界してからはあまり行く機会がなくなりましたが 小さい頃、よく連れて行ってもらいました。 いつまでも美しい町であったほしいと思います。

埼玉県 50代 毎年おいしくいただいています。いつまでもおいしいしじみが育つ自然豊かな出雲であるように期待しています。

東京都 30代 来年旅行で訪れようと思っています。素敵な街の維持をお願いします。

大阪府 50代 旅行で以前訪れました。 豊かな自然を守ってください。

大阪府 40代 両親が出雲市出身です。年に一度は帰省します。街の発展はよいことですが、歴史的景観にもう少し配慮してはと思います。特に、道路事業、帰省のたび新しい道路に迷います。(笑)

埼玉県 50代 パック旅行で出雲市へいきましたが、とても素晴らしかったので、今度は、じっくりと景色も特産品も味わいたい。環境、歴史的建造物の保護、人づくり、応援します。

愛知県 70代以上 僅かですが、縁結びのまち出雲市の為にお役に立つよう宜しくお願い致します。

大阪府 50代 出雲の神様 いつもご縁を有り難うございます。 これからも益々良いご縁を結んで下さい。

東京都 70代以上 出雲神社前の参道を利用して見合いの場を設けては如何でしょうか。

東京都 40代 特産品のアピール頑張ってください。

岐阜県 40代 日本酒造りの町を応援してます。

埼玉県 50代 最近観光に行き、とても興味を持ちました。道路も整備されてきており、発展されることを期待します。

広島県 50代 寄附金は、ディオッサ出雲F．C．の支援・発展にお役立てください。

広島県 60代 毎年３～４回訪問しています。 文化と教育、益々の向上期待しています。

茨城県 70代以上 伝統ある文化を大切にして、特色ある地域の良さを強調して子供が多い街づくりをされることを期待します。出雲は子供を養育するのに適した良い街だと思います。

東京都 50代 熊本城のように、地震で倒壊の危機に遭遇しないように少しでも役にたてて下さい。

東京都 50代 旧国鉄大社駅の保存費用に。

東京都 20代以下 ２年前に初めて出雲大社に伺い、その後たくさんの友人ができました。 とても感謝しています。 今後も大社はもちろんお蕎麦やぜんざいを守っていってください。 必ずまた伺います。

千葉県 40代 高齢の父親が出雲市で暮らしています。今後も高齢者に優しい出雲市を目指して頂ければと思っております。

兵庫県 50代 高齢の母が暮らしやすい街にしていただくために　僅かですが役立てていただけたら幸いです

長野県 50代 高齢化が進んでいると思いますが、高齢者にやさしい街であり続けてほしいです。

千葉県 30代 高齢化社会に向けて住みやすくよりよい街づくりにお役立てください。よろしくお願いいたします。

広島県 60代 高齢者が安心して暮らせる街に。

東京都 40代 高齢者が住みやすい街であり続けることを願います。

兵庫県 40代 高齢者の方が、住みやすい町になるような事業にご活用いただけると幸いです。

神奈川県 40代 高齢者の方の暮らしやすい環境を整えてください。

兵庫県 30代
妻のふるさとです。でも、私も出雲が大好きです。美味しいものがたくさんあり、何より人が魅力的。これからもみんながのんびり生き生きと暮らせるそんな豊かな街であってほしいと思いま
す。

愛知県 50代 妻の母が一人暮らしをしています。皆様が健やかに暮らせますように。

岡山県 30代 私は市外に住んでいますが、両親が出雲市に住んでいますので、高齢者が住みやすい町になるように願っています。

大阪府 50代
自然環境に配慮した開発と高齢者をはじめとして、みんながが元気で安心して暮らせる市になっていただきたいです。 Ｕターンした友人が仕事がないといっていました。５０代だから仕方が
ないのでしょうか。

神奈川県 40代 若者も高齢者も住みやすい街づくりを進めてください。

神奈川県 50代
出雲が、高齢化社会を迎える日本の地域リーダーとして範となることを期待しこれからも応援し続けたいと思います。これまで日本を支えてくださった高齢者の方々が「ホッと」でき、若年層
がそれに共感し新たな雇用が誕生する地域づくりを、是非、胸を張って目指して伝播して頂きたい。

島根県 40代 出雲市出身で親もまだ生活していますので高齢者に優しい施策に税金を使って欲しいです。

島根県 40代 出雲市出身で親も市内に住んでいるものですから、高齢者の健康に関することに寄附金が使われるとうれしいです。

北海道 20代以下
祖母が旧大社町在住で、現在は市内の老人施設でお世話になっております。自分の住む北海道からだと交通の便が悪く、ここ何年も祖母には会えておりません。その代わりにふるさと納
税をし、祖母の一助になればと思っています。よろしくお願いします。

神奈川県 40代 祖母が住んでいます。 福祉施設充実の為に使って頂きたいです。
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東京都 60代 斐川町の出身です。高齢者の健康に役立ててください。

千葉県 50代 暮らしやすい街づくりにお役立てください。

兵庫県 40代 両親が出雲在住です。住み良い社会をさらに作ってください。

静岡県 20代以下 老若男女みなが住みやすい街を作ってください。

奈良県 60代 ふるさと出雲市が発展されることをお祈りしております。

三重県 60代 ますますの発展をお祈りいたします。

宮城県 50代 過疎化が進む中アイデアで地域の活性化を望みます。

広島県 30代 学生時代を出雲で過ごしました。 高齢化率の高い出雲ですが、少しでも活気が出てくれればと思います。

兵庫県 60代 貴市のご発展を祈念します。

広島県 40代 広島から近く、美味しい魚を頂きに行ってます。活発な市になってください。

島根県 50代 今後の出雲市の発展を祈ります。

兵庫県 50代 若いころデートで、松江城、出雲大社を訪れたことがあります。また訪れたい街です。これからも、美しく、夢と希望を与える町出会ってください。

神奈川県 20代以下 出雲の発展を心より願っております。

広島県 50代 出雲は亡き母と最後に行った旅行の 思い出の地です 心からの益々のご発展をお祈りいたします

愛知県 60代 出雲市の一層の発展を願っています。

静岡県 70代以上 出雲市の発展を祈っています。

茨城県 50代 地域活性化へ！

大阪府 30代 出雲市のますますのご発展をお祈り申し上げます。

東京都 60代 微力ですが、地域活性化のお役に立てれば幸いです。

石川県 50代 毎年出雲市には何度も訪問させていただいています。とても住みやすい街と思います。今後もご発展をお祈りしています。

三重県 50代 市民を生かせる環境を。

奈良県 30代 年に一度必ず行っています。 きれいな田園風景をずっと残してほしいです。

徳島県 50代 出雲大社を守ってください。

福島県 50代 過疎対策に頑張ってもらいたい。

島根県 40代 近年にぎやかになって嬉しいです。今後も観光に力を入れて頑張ってください。

千葉県 50代 借金負担「実質公債費比率」１８．２％が気になりました。健全化するように取り組んでいただきたい。

福岡県 40代 出雲には訪れた事がないので行ってみたいです。出雲の魅力発信をしてください。

高知県 40代 福祉、教育などいろいろ応援しています。

東京都 60代 出雲市には、小学校から文通をしていた友人がいます。ふるさと納税の特産品を見て懐かしくなりました。出雲の歴史を今後も大事にして頂きたいと願っています。

広島県 40代
古代遺跡の発掘に役立ててほしいと思っていましたが、へき地高齢者タクシー事業とあったので、こちらの事業目的にしました。田舎の高齢者は街に比べお元気な方多いですが、移動は
大変だと思います。がんばってほしいです。

福岡県 40代 いつもライスバーガー美味しく頂いています。出雲市のご発展を祈念いたします。

福岡県 40代 いつもライスバーガー美味しく頂いています。出雲市の発展を祈念いたします。

神奈川県 50代 特産品を通して出雲市の益々の活性化を応援しております。

広島県 30代 やはり、生まれた土地に貢献したくて申し込みました。 良い街だと思っているので、各分野がもっと発展するよう、願っております。

東京都 40代 益々の発展を期待しております。

神奈川県 40代 僅かですか、名産を絶やさないよう地域活性化にお役立てください。

広島県 70代以上 故郷出雲のますますの発展をお祈りいたします。

東京都 30代 市の益々の発展を希望します。

東京都 30代 出雲に旅行に行きたいと話していた母が亡くなりました。今回の寄付を通じて出雲市の発展を願います。そしていつか母の思いを連れて旅行に行きます。

東京都 40代 出雲市がますます発展するよう役立ててください。

東京都 50代 出雲市のますますのご発展をお祈りいたします。

岐阜県 30代 出雲市の活性化を願っております！ がんばれ出雲市！

愛知県 60代 少しの寄附ではありますが、出雲市発展のお役に立てば幸いです。

兵庫県 60代 神話と歴史の町ですが、産業の症例による山陰の活性化に 注力してください。

神奈川県 50代 特産品を通して益々のご活性化を応援しております。

東京都 40代 微力ですが出雲市の御発展の一助となれば幸いです。

神奈川県 40代 魅力のある町なので、これからも文化の維持、町の発展を 応援しています。

兵庫県 60代 これからも、伝統産業の保護に頑張って下さい。

岐阜県 60代 安心・安全な製品作りしてください。

神奈川県 40代 寄付金は産業振興に役立ててください。 製造の海外移転の回避が必要です。 また、国内製造子会社間競争への対応も必要だと思います。

神奈川県 60代 寄付金は地場産業の発展に活用して下さい。

愛知県 50代 偶然にも昨日、市民の集い　みよし男女共同参画啓発事業にて映画RAILWAYSを拝見した所で寄付を考えました。益々の産業発展を願います。

千葉県 30代 産業の発展に協力させていただきます。

兵庫県 50代 産業振興にお使いいただければ幸いです

埼玉県 30代 産業発展に役立ててください。

東京都
出雲には観光で訪れたことがあります。 とても美しい自然の社でした。 全国の農林水産業の応援としてふるさと納税に参加しています。山林と海を大事にした地域産業の発展を応援して
います。

千葉県 40代 出雲市のみなさん、富士通の出雲モデルを応援します。地域と企業の協力で今後も高品質な国産コンピュータを製造してください。

千葉県 30代 出雲市の産業が発展することを応援しています。

滋賀県 30代 出張でよく訪問いたします。働き口確保のための産業振興よろしくお願いします。

新潟県 40代 同じ地方都市在住者として、産業分野発展に使われることを強く希望します。頑張って下さい。

宮城県 50代 特産品が届くのが楽しみです。産業発展のために役立てて下さい。応援しています。

神奈川県 50代 日本国中で工芸品が少なくなりつつあります。使える工芸品の生産を是非継続する仕組みづくりをお願い致します。

東京都 60代 若い人の職場が増えることを願っています。

東京都 70代以上 若い人の職場を増やしてください。

茨城県 60代 若い人の定住化推進をお願いします。

東京都 50代 より住み易い街づくりを推進してください。

神奈川県 40代 景観も大切にした町づくりをしてほしい。

千葉県 60代 若い人がより多く残る町作りを期待しています。

埼玉県 30代
念願の出雲大社へお参りが出来、参道の風景、一畑電車からの車窓、そして大社さんの荘厳な空気に感激しました。出雲の自然、産業、文化を維持する一助としていただけたらと思いま
す。

東京都 60代 豊かな自然の存続を！

東京都 60代 宍道湖に行きました。 夕日がきれいでした。 自然を大切にずっとしじみが取れるようにお願いします。

北海道 50代 安心安全な農産物を期待しています。

千葉県 30代 出雲大社という素晴らしい場所があるので、観光で盛り上げてください。

大阪府 40代 魅力がたくさんありますので、ますますアピールしてください

東京都 30代
出雲大社国造館で結婚式を挙げた際に、天穏をいただきました。香りも良く、おいしかったです。 この機会にと思い、ふるさと納税制度を活用いたします。 今後とも、文化・産業の発展を応
援いたします。

滋賀県 50代 大事な日本人の心のふるさと、守り続けてください。

東京都 40代 義理の両親が住んでいます。 高齢者が多い地域なので福祉の充実を期待します。

大阪府 50代 高齢になる両親がいます。 福祉関連の充実をお願いします。

埼玉県 30代 高齢の親族が暮らしています。福祉・医療の充実に役立てていただけると幸いです。

栃木県 60代 今、高齢社会ですので福祉分野にお使いください。

静岡県 30代 数年前から寄付させていただいています。お陰様で祖母は要支援を維持しながら元気に過ごせています。今年も祖母を含め、福祉の拡充に使っていただければと思います。

静岡県 50代 父が島根出身です。地方は特に高齢化が進んでいると思います。高齢の方々が少しでも暮らしやすくなるよう願っています。

広島県 40代 島根の発展のために出雲に期待しています。特に高齢者福祉と雇用創出の充実を期待します。

岩手県 50代 みんなが幸せに  視聴覚障がいの方のお役に立てば幸いです。

神奈川県 50代 家内が出雲出身です。障がい児への福祉の充実を願います

埼玉県 60代 障がい者の就労支援などに活用されると幸いです。

兵庫県 障がい者支援に寄附します。
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兵庫県 障がい者支援に寄附します。

広島県 50代
転勤のため現在は県外で暮らしていますが、数年後には出雲に帰る予定です。息子に障がいがあるため、その頃には（親亡き後も）息子を安心して託せる場所があれば嬉しいです。なお
一層の福祉の充実をよろしくお願いします。

神奈川県 70代以上 これからの長寿時代に適合した安心して暮らせる街として頑張ってくださいますようお願い致します。

大阪府 50代 よい町づくりに努めてください。応援してます。

埼玉県 応援しています。みなさまの安全、安心な町つくりに 役立ててください。

愛知県 50代 皆さんが幸せになれる街づくりを期待致します。

神奈川県 70代以上 元気あふれるまち出雲へ。ちいさな、ちいさな応援です。

京都府 40代 元気で明るい福祉の町を作ってください。

愛知県 60代
高校まで、出雲に住んじょりましたけん、育ててもらった お礼に、思いつきました。若いもんが、のこってくれるような、街作りを、人を呼べる様な街作り、アイデアを、出して、又、年寄りに、
優しい、街で、あってほしいです。

北海道 60代 住みよい町作りに役立てください。 旅行で寄って見たいと思います。

埼玉県 50代 出雲市は、全国の人々が多少なりとも、何処か興味を持ち一度訪れてみたい地の一つかと思います。これからもいい街作りが続けられることを願っています。

大阪府 50代 親戚もいますのずっと住みやすい町であってほしいです。

埼玉県 40代 素敵な町を維持するためにはその町の方々の暮らしが豊かであることが大切です。町の方の暮らしをよくするために使って頂きたいです。

兵庫県 50代 長男夫婦が出雲市で居住しております。出雲市がますます発展し、住みよい所になることを願っております。出雲市にお住まいの皆様がお幸せに暮らせますように。

神奈川県 50代 これからもますますの出雲市のご発展を願います。

青森県 60代 貴市の益々の御発展を祈念いたします。

千葉県 60代 貴市の発展をお祈りします。

東京都 60代 今後ますますの発展をお祈りしています。

神奈川県 40代 市の発展にお役立てください。

神奈川県 40代
私は以前、一畑電車の運転士として勤務しており出雲市と旧平田市に住んでおりました。現在は首都圏に住んでいますが、かつて出雲市の皆さんには大変お世話になり、その恩が忘れら
れず寄付をしたいと考え応募いたしました。 特に一畑電車が盛り返していると聞きます。将来に亘り地域の発展と福祉の向上の為に使って頂ければ幸いです。

神奈川県 30代 自然が豊かで食べ物もおいしいくとても大好きなところです。 より良い発展を願っております。

栃木県 30代 出雲大社等、有名な観光地を活かして地域創生を続けてください！

埼玉県 20代以下 少しでも発展につながれば嬉しいです。

愛知県 40代 先日、出雲市に旅行に行き、地元の方々にお世話になりました。 これからもご発展を応援しています。

福島県 50代 先年出雲市を訪ねて、大変感動してきました。貴市のご発展をお祈りして、ふるさと納税させて頂きます。

鹿児島県 70代以上 地域の活性化に役立ててください。

兵庫県 50代 地域振興に頑張って下さい！

東京都 30代 長くふるさとを離れて暮していますが、たまに帰るたびに変わらず心地よく住みやすい出雲の街に癒されます。 家族や友人たちも暮す地元出雲の今後も益々の発展を願っております。

兵庫県 50代 伝統を残しつつ、都市としても活性化が進みますように。

東京都 50代 島根県（現在）雲南市出身です。ささやかではありますが、地域活性にお役立てください。

東京都 30代 微力ながら寄付させていただきます。 出雲市の発展をお祈り申し上げます。

三重県 30代 亡くなった祖父母の故郷なので、いつまでも元気な街であってほしいと願っております。

東京都 60代 可能であれば、シングル世帯や貧困世帯の子供たちのために使ってください。

東京都 50代 寄付金は恵まれない家庭環境の子供達のためにお使いください。

東京都 70代以上 盲導犬の育成に役立ててください

東京都 60代 福祉・教育などの事業を応援します。

兵庫県 60代 介護・福祉にお役立て願います。

東京都 40代 島根大学麻酔科学教室が学会を出雲市で主催されることを希望します。

福岡県 50代
昨年は妻が出雲市へふるさと納税を行いましたので 今年は自分が申し込みをしました。歴史と自然豊かな 出雲市の発展を応援したいと思います。 寄付だけでなく、家族旅行で訪れたい
とも思って おります。これからもよい町づくりを応援しています！

滋賀県 30代 出雲の美しい風景・豊かな文化が末永く続くことを祈念しております。

大阪府 40代 出雲の良い所をもっともっとＰＲして頂き行ってみたいと思える市をめざしてください。

岡山県 50代 出雲大社よかったです。 外にもいい場所あったら、アピールしてください。

奈良県 60代 故郷出雲市には、年２回程度帰省しておりますが、 人口減、高齢化が気になっています。少額ですが 関連施策に活用してください。

東京都 40代 農業分野への支出を指定する項目があるとうれしいです。

千葉県 60代 自然豊かな出雲市が、出雲大社を始め大切な文化遺産を大切に守っていってほしい。

埼玉県 50代 出雲大社、素晴らしいです。 歴史的建造物、お守りください。

茨城県 60代 其々の地域で生活し、子育てのできることが重要と考えています。子育て・教育のため、少額ながらご活用ください。

東京都 70代以上 出雲市が日本で一番「教育／子育て」熱心な市（村）になるよう希望します。

福岡県 50代
出雲大社をはじめ、出雲地方の歴史群が大好きです。 　その歴史群を後世に至るまで引き継いでくれるのが、 　その時代の子供達です。歴史、国家とは・・・の教育に力を注いで頂けたら
幸いです。

滋賀県 30代 いつか、出雲大社に家族で訪れたいと思っています。 子どもたちの未来のために役立ててください。

神奈川県 40代 ささやかですが、子ども達の教育のための使ってください。

東京都 40代 どうか出雲市の子ども達の為の資金としてご活用ください。 日本の未来を担う子どもを育てるのは、私たち大人の役目です。 よろしくお願いいたします。

埼玉県 40代 わたしのふるさと・出雲を応援しています。寄付額はわずかではありますが、子どもたちの未来のために、教育活動にぜひ役立ててください。

東京都 30代 寄付金は子どものために使って頂ければと思います。

東京都 60代 教育に力を入れて下さい。

神奈川県 40代 教育のためお使いください。 宜しくお願いします。

千葉県 教育施設の充実，教師の増員をお願い申し上げます。

東京都 50代 教育等を通じた地域振興に役立てていただければ幸いです。

東京都 50代 教育等を通じた地域振興に役立てていただければ幸いです。

京都府 60代 教育分野の発展にご協力出来ましたら幸いです。

神奈川県 50代 近い将来、出雲市を訪れてみたいです。

愛知県 30代 現在は市外在住ですが、幼少期に浜山公園の遊具でよく遊び、良い思い出です。子供達のためになる使い道を考えていただければ幸いです。

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。

大阪府 40代 使いみちを指定するときには、いつも子育てにしております。 次世代のためにお役立て下さい。

大阪府 50代 子どもたちの為にお金をつかってください。子供は日本の宝です。

東京都 30代 子どもたちの教育振興にお役頂けましたら幸いです。

愛知県 30代 子供がのびのび育つようなまちづくりをしてください。

大阪府 40代 子供たちの教育に活用下さい。

大阪府 30代 子供たちの教育を充実させてあげてください。

大分県 40代 子供たちの教育環境充実のためにお使いください。

埼玉県 50代 子供たちの未来のために。

京都府 40代 子供の育成の手助けになるよう微力ながら祈っております！

大阪府 50代 子供の教育にご活用ください。

東京都 40代 子供の住みやすい街づくりをお願いいたします。

東京都 50代 子供の将来にお役立てください。

愛知県 50代 子供を育てやすい街を。

東京都 30代 子供教育、予防接種などにお役立ていただければ幸いです。

愛知県 40代 子供教育等への活用をお願いします。

東京都 50代 子供支援に全力を挙げて下さい。

東京都 50代 子供達の教育に役立ててください。

三重県 50代 子供達の未来のために。

千葉県 40代 子供達全てが笑顔になれますように。

東京都 30代
私自身フルタイムの仕事をしながら２人の子供を育てています。 子供たちの教育には特に関心のあるところです。 東京とは違い環境にも恵まれているとは思いますが、全ての子供が公平
な教育にあずかれることを願っています。

埼玉県 60代 次代を担う若者に夢と希望を与えてください。

東京都 60代 自然も大事に子供も大事に頑張ってください。 すぐ近くの出身なので応援しています。



都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ

北海道 50代 主人が島根大学の非常勤講師をしておりますので、少額ですが出雲市に寄付させていただきます。 より良い教育資金にしていただければと思います。

北海道 60代 出雲は日本のふるさと。出雲大社に感銘を受けました。私が教育関係の仕事をしていますので、教育関係に寄付します。

東京都 70代以上 出雲市の教育事業にお役立て頂けましたら幸いです。

山口県 50代 出雲市の子供たちの成長を応援しています。

大阪府 50代 出雲市内の教育にお役に立てればと思います。

三重県 40代 将来ある子供、若者たちの育成等への使用を希望します。

東京都 40代 少しですが教育関連に役立ててください。

岡山県 50代 大学時代の6年間お世話になりましたので、教育分野で役立ててください。

熊本県 60代
田儀小学校の卒業生ですが、来年３月でなくなると知ってさびしく思っています。新たな多伎小学校に元気で通って、在学していたときのことを年をとっても懐かしく思い出す学校生活を送っ
てくれることを望んでいます。

東京都 40代 日本の未来、子供たちの未来が幸せであるように、 私も寄付という形で貢献させていただきます。 がんばってください。

東京都 30代
日本人でありながら出雲になぜ神様が集うのか 勉強したはずですが、はっきりと覚えていません。 古くても良いものは大切に残し、また新しいものを探求していけるような素晴らしい環境
に出雲市はあると思います。 未来を担う子ども達のために使ってください。

京都府 60代 美しい自然と歴史ある風土の中で、教育の充実にお役立ていただければ幸いです。

東京都 40代 地元のいいものを大切にしてください。 日本の未来、子供たちの未来が幸せであるように、 私も寄付という形で貢献させていただきます。 頑張ってください。

青森県 40代 豊かな歴史ある町の将来を担う子供たちのために微力ながらお役立て下さい。

神奈川県 30代 未来のためにお役立てください。

愛知県 60代 未来の子供達が、良い環境 スクスク育つ事を応援します。

鹿児島県 50代 友人家族が住んでいるので、その子供たちがより幸せになってほしいです。

滋賀県 60代 こども二人が大津幼稚園・古志幼稚園と神戸川小学校でお世話になりました。有効に活用していただければ幸いです。

埼玉県 60代 縁結びの次は赤ちゃん誕生。子供たちを大切にする町づくりを願っています。

神奈川県 50代 観光振興のできる人材を育てください。

神奈川県 40代 若い世代の人材育成事業に活用いただけましたら幸いです。

東京都 40代 若者の育成に尽力ください。

東京都 50代 出雲に２回行きました。好きです、出雲。教育で頑張って、いい人材を育成してください。

東京都 20代以下 出雲市に親戚が住んでおり、幼い頃に何度か伺いました。 今後の出雲市の存続発展のため、若い世代への投資として寄付いたします。

愛知県 40代
将来の世界に通ずる人材を育成できるように地域社会の取り組みを期待します。 特に富士通工場のある街では情報技術者育成に向けた、プログラムスキル向上等の育成発信地として
の活躍も期待します。 良い人材つくりに活用してもらえればと思います。

神奈川県 60代 将来を託す青少年の育成。

福岡県 40代 将来を担う子供たちに。

神奈川県 60代 将来を担う人材を育成してください。

東京都 50代 少しですが、子供たちにお役立てください。

神奈川県 50代 青少年が生き生きと育つ街づくりに期待しています。

東京都 50代 娘が出雲大社にお参りさせていただきました。いいご縁がありますように。  ささやかな寄付は将来ある若者のために使っていただきたいです。

愛知県 30代 良い人材を育成していってください。

兵庫県 60代 子育て応援に力を入れてください。

東京都 30代 子育て支援にお使いいただけたら幸いです。

京都府 30代 子育て支援にご活用いただければ幸いです。

埼玉県 40代 子育て支援や教育環境を通じて日本の明るい未来作りに非力ながらも貢献できたらと思います。皆さんで盛り上げて行きましょう！

東京都 40代 子育て分野に使ってほしいです。

奈良県 60代 ４０年前から大きく変わった第2のふるさと出雲です。 道も大きく変わり、大きくきれいになりました。 益々の発展を期待しております。

千葉県 60代 お世話様です。 出雲市にご発展を祈念します。

滋賀県 20代以下 お礼の品にひかれて寄付しました。 街の発展に少しでも貢献できればと思います。

東京都 60代 ますますの発展を希望しております。

静岡県 30代 これからも出雲市を盛り上げていって下さい

兵庫県 40代 これからも地域の活性化に頑張って下さい！

北海道 50代 さらなる発展を願っております。

東京都 20代以下 ふるさとチョイスで魅力ある特産品に惹かれて応募いたしました。微力ではありますが出雲市の発展と繁栄を願っております。

神奈川県 50代 ふるさと作りに役立てていただければと思います。

大阪府 40代 ふるさと創生がんばって下さい。

東京都 50代 改めて以前から訪れたいところでしたが、ブラタモリを拝見し、興味を持ちました。　人口が減少していますが、更に活気ある町となるよう頑張ってください。

奈良県 50代 街が活性化することを期待しています。

神奈川県 60代 活気あふれる市でありますよう。

広島県 50代 活気のある出雲市をお願いします。

東京都 40代 観光でも仕事でも訪問したことある出雲市で、愛着があるだけにこれからも衰退せずに緩やかな発展を期待します。

岡山県 60代 貴市のご発展をお祈りいたします。

岡山県 60代 貴市のご発展をお祈りいたします。

兵庫県 50代 貴市のご発展を祈念いたします。

大阪府 20代以下 近年、出雲ブランドや観光業に力を入れ、出雲が活気づいてきていることをうれしく思います。 これからもがんばってください。よろしくおねがいします。

高知県 60代 元気で活気あふれる出雲市にしてください。

東京都 40代 元気な街づくりを期待しております。 また、家族で訪れる際には楽しく、おいしいひと時を過ごせればと思います。

岡山県 50代 元気の出る町つくりを応援しております。

東京都 40代 出雲市のご発展をお祈りいたします。

東京都 50代 出雲市の活性化、若者定住をお祈りいたします。

愛知県 40代 出雲市の活性化に役立てて下さい。

千葉県 出雲市の発展を、願っております。頑張ってください。

埼玉県 出雲市の発展をお祈りしております。

東京都 30代 出雲市の発展を心よりお祈り申し上げます。

山口県 40代 出雲大社にいつか行ってみたいです。益々のご発展をお祈り申し上げます。

東京都 50代 出雲大社の鎮座する地である出雲市の益々のご発展を祈念致します

神奈川県 40代 地域の活性化に頑張ってください。

千葉県 40代 地域の発展を応援しています！

京都府 30代 地域の発展を願っております。

福岡県 50代 地域振興頑張ってください。シジミは以前、お歳暮で戴いて、大変美味しかったです。

東京都 30代 地方創生頑張ってください！

大阪府 30代 島根大学で4年間を過ごしました。 貴市のご発展を祈念いたしております。

東京都 70代以上 日本の歴史の原点として過疎化してほしくない。地方発展に寄与したい。

東京都 70代以上 日本の歴史の原点として過疎化してほしくない。地方発展に寄与したい。

東京都 50代 歴史あり由緒ある出雲市のさらなるご発展をお祈りしております。

愛知県 50代 いい街づくり頑張ってください。

青森県 60代 ふるさと納税制度を活用して、すばらしい街づくりを行ってください。

静岡県 40代 市民にとって住みやすい市にするためにがんばってください。

東京都 40代 若者たちにとって魅力ある街づくりにお役立てください。

神奈川県 40代 出雲大社には何度か訪れ、宍道湖もとても素敵でした。これからも活力のある街づくりを目指して頑張ってください。

大阪府 50代 出雲大社に数回旅行に行きました。 いつまでも魅力のある市にして下さい。

大阪府 30代 魅力ある街づくりを期待しています。

三重県 40代 応援しています。すみよいまちづくりに活用してください。特に将来を担うこどもたちのために！

宮城県 40代 楽しい町づくり楽しみにしています。

東京都 30代 少子化対策頑張ってください！

岐阜県 70代以上 人口減少が叫ばれいますが、若い人たちが子供を育てやすい環境を作り一人でも増える努力をお願いいたします。
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愛知県 60代 憲法９条を尊重し近隣諸国と平和共存する教育に役立つ図書の購入に役立てていただければ幸いです。

京都府 20代以下 子供達がたくさん本を読める環境を作ってほしいです。 離れましたが応援してます。

千葉県 50代
私が住んでいる富津市は図書館がないので図書館利用のために使っていただけると幸いです。あと今年結婚２０周年で出雲を訪れる際のおすすめスポットも教えていただければ幸いで
す。

東京都 50代 学校のトイレの照明を明るく、また洋式化を進めてもらえると いいかと思います。

愛知県 30代 ぜひ合唱の盛んな出雲市の教育に役立ててください。

兵庫県 60代 孫がうまれます。小児科の充実ｅｔｅ．　働くお母さんにとって住みやすい県になるように願っています。県民のためがんばってください！

富山県 50代 教育とインフラの充実を期待しています。

山形県 60代 これからも安全安心な食物を提供ください。

山形県 60代 安全安心な食の提供をお願いします。

埼玉県 60代 歴史ある市なので頑張って欲しいです。

埼玉県 50代 歴史ある出雲市を応援しております。

神奈川県 70代以上 歴史と自然がいつまでも大切にされますように。

東京都 30代 伝統を守っていってほしいです。

埼玉県 40代
母が島根県出身のため、幼い頃は出雲大社など島根県観光の記憶がありますが、大人になってから疎遠になってました。年をとったためか、日本書紀や風土記など日本古来のものを大
切にしたい、日本人のアイデンティティーを持ちたいと感じる様になり、美しい日本古来の伝統をいつまでも守って頂きたいと願います。

島根県 30代 宍道湖の水産振興のために使って下さい。

東京都 30代 ぜひもっと出雲の良さを発信して下さい。

愛知県 50代 将棋の里見女流名人を応援しています。

大阪府 40代 若い力を呼び込むために、公立私立を問わず高校までの、昼食を含めて学習費用のすべての補助を検討してください。大阪は公立私立を含めて高校教育に補助が入っています。

千葉県 50代
大学生の娘にパソコンをねだられ、ネットで探していたら、偶然に御市のふるさと納税に出会いました。 日本の製造業が皆海外に移転してしまう中で、頑張っている会社を支援できるのも、
少し嬉しく思います。

東京都 40代 家内の実家が出雲市です。帰省の折には、とても親切にしていただいております。少しでも財政の足しになればありがたいです。

北海道 70代以上 若い人達が若い内に結婚し、二人以上の子を産み育てる意欲を 持てる環境（雇用形態・賃金）を築いて下さい。 少子化を食い止めて！

東京都 50代 出雲大社をはじめ、多くの観光地を有している出雲市。他府県の方のみならず、外国人観光客も増えるよう期待しています。

大阪府 30代 出雲は十割そば等美味しい食べ物がたくさんあり、大好きな所です。 これからも素晴らしい都市の保存をよろしくお願いします。

大阪府 30代 出雲大社を綺麗にまもって下さい。

千葉県 30代 これからも美味しい海産物が採れる環境保全、まちづくりを期待しております。

北海道 40代 一度は訪れてみたいと思っている場所です。 これからも豊かな自然を大切にして行ってほしいと願っています。

埼玉県 60代 一度伺いました。佳いご縁がある！という印象の地です。 奥深い神々しい環境は、大切にしていってほしいと願っています。 また、伺います。

大阪府 30代 家族は出雲のことを愛しています。自然、風土、文化、遺跡、歴史をそのままに残していってほしいです。

埼玉県 40代 環境の保全にお役立ていただければ幸いです。

大阪府 40代 義理の父が外園で漁をしています。環境保全よろしくお願いします。

高知県 40代 景色や神社が好きで何度も旅行に行かせてもらっています。環境や歴史を守りながらより観光しやすい情報提供を続けてください。

大阪府 30代 今は亡き祖母の出身地が湖陵町で、海が好きだったそうです。 海などの自然環境を守るために使って頂けたらと思い、寄付させて頂きます。

神奈川県 50代 今年は出雲に伺うことができました。とても素敵なところでした。これからもよい環境を守っていってください。

広島県 50代 若いころには、何度も行きました。また行ってみたい。昔のままの環境であってほしいと思います。

東京都 40代 修学旅行で伺いました。 社会人１年生のときにも。 また伺いたいです。 きれいな出雲になっていることを楽しみにしています。

和歌山県 40代 出雲は、出雲大社や古き良き歴史遺産、環境が良いところで好きです。自然豊かな環境のまま、出雲市がより良い発展をしてほしいと思います。

香川県 40代
出雲は何回かいきましたが、出雲大社へも参拝もしましたし、自然豊かで出雲駅周辺の雰囲気も何か昔のなつかしい思い出がよみがえるノスタルジックな感じが好きです、また行きたくな
る街です。応援してます。

東京都 50代 出雲市がいつまでも美しい街であるよう応援しています!

山形県 60代 出雲市の環境に役立つように使用してくださるようお願いします。

京都府 30代 出雲市の環境保全に役立てていただけますと幸いです。

福岡県 50代 出雲大社へ行った夜、お料理屋さんでしじみをいただきました。 美味しくて、大きくて、翌日、道の駅で買って帰りました。 今後もしじみが取れる環境を保持していただきたいです。

神奈川県 60代 神と素晴らしい自然が共有する街として、これからも頑張ってください。

埼玉県 50代 素晴らしき自然を、次世代に引き継いでください。

新潟県 50代 素敵な環境をどうぞ守り続けてください。

愛媛県 50代 美しい景観を守ってください。

大阪府 40代 美しい自然を後世に残して下さい。

東京都 50代 美しい自然環境を守りつつ、地域の産業の発展を願っております。 ぜひ一度訪れたいものです。

東京都 40代 豊かな自然をそのままに。

千葉県 40代 豊かな自然を守る応援ができればと思います。

東京都 貴市のますますのご発展を祈念しております。

神奈川県 30代 昨年もふるさと納税を申込させて頂き、今年も申し込むことに致しました。ふるさと納税が少しでも出雲市の発展に役立てられることを祈念しております。

千葉県 40代 出雲の素晴らしい自然と伝統を守られ更なる ご発展をお祈りしています。

京都府 60代 出雲を離れて４６年です。昔お世話になった出雲市が益々発展してほしいと思います。

香川県 50代 出雲大社に３度ほど参拝したことがあり、ご縁を感じています。出雲市の益々のご発展をお祈りしております。

埼玉県 40代 出雲大社のお守りをもらっています。 今後とも出雲の発展をお祈りいたします。

茨城県 60代 人口減のなか、自然環境の保護育成や歴史史跡の保存で癒しランドの創生で経済活性化を願っています。

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。

神奈川県 30代 歴史ある出雲大社や宍道湖などの素晴らしい環境をこれからも大切にしてください。

愛知県 30代 歴史ある素晴らしい過去の遺産を未来へと変わりなくつないでもらえたらと思っています。

青森県 60代 渡り鳥の保護をお願いします。

福岡県 動物さっ処分に使えるようにしてほしいです。

滋賀県 20代以下 住宅地への街灯設置は進んでいますでしょうか。 実家近辺は暗かった思い出があるので安全のために対応してほしいです。

京都府 30代 出雲大社の保全頑張ってください。

神奈川県 40代 国内PC生産は厳しい状況かと思いますが、がんばってください。 あと観光業と環境保護に力を入れてほしいと思います。

東京都 20代以下 観光産業の発展頑張ってください。出雲を応援しています。

東京都 50代 心の故郷と思えるような、豊かな観光資源を守っていってください。お願いします。

神奈川県 30代
前回の寄付でいただいたしじみ醤油がすごく美味しく、リピートさせていただきました。 外の人間からすると、やはり出雲市＝出雲大社というイメージが強いのですが、実際に旅行で行って
みて、また現地のものも食べてみて、出雲大社以外でも素敵なものがたくさんあるなと感じました。もっともっと観光資源をアピールしていけばいいのに、と思います。

東京都 40代 地元のいいものを大切にしてください。 日本の未来、子供たちの未来が幸せであるように、 私も寄付という形で貢献させていただきます。 頑張ってください。

和歌山県 60代 出雲市の産業発展を応援しています。

神奈川県 30代 ぜひ出雲市の魅力をもっと発信して欲しいです。

茨城県 50代 そのうち訪問してみたいと思います。 関東ではなかなか知名度が上がっているとは思えませんので、出雲の魅力をどんどん発信してください。

愛知県 40代
出雲大社の規模を拡充して、厳かになっていただきたい 竹島を奪還してほしい、そのためにも世界の情報発信期間と連動してほしい。CNNとかBBCとかFOXとか、メディア戦略重視で世論
の後押しを盛り上げる方法など進めていただきたい。

兵庫県 30代 子供たちにおいしくて安全な農産物を食べてもらいたいので、減農薬などに取り組んでほしいです。

青森県 50代 美味しい食材をこれからも生産してください。

大阪府 30代 初めてのふるさと納税です。日本の農家を守ることは日本を守ることでもあります。応援しております。

香川県 30代 農業に使って下さい。

大阪府 40代 住宅を囲う風除けの松 。風景を残してください。

兵庫県 50代 甥が単身赴任中です。少しでも住みよい町作りのお手伝い出来れば。

東京都 50代 魅力ある出雲を構築していってください。

埼玉県 60代 日本のたいせつな歴史をお守り下さいませ。

京都府 40代 はじめまして。  立派な出雲大社をはじめ、いつか出雲市へ訪問したいと思っています。地場産業や地域が元気になりますよう、ささやかながら応援しております！

富山県 60代 “日本のこころのふるさと”出雲市・島根県のますますの発展を祈って（願って）います。

千葉県 60代 ７，８年前に出雲大社へ行きました。 地域の活性化のためにも観光資源として大切にしていってください。

東京都 60代 いつまでも良き故郷であって欲しいものです。ご発展を祈ります。

埼玉県 40代 いつも応援しています。 今後のますますの発展をお祈りしています。
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埼玉県 40代 おいしい特産品作ってください。自治体の活性と発展を応援しています。

兵庫県 60代 これからも自然と共に貴市の益々のご発展を心より祈念致しております。

東京都 60代 ご発展をお祈り致します。

東京都 50代 なかなか足を向ける機会がないので その地域の美味しいものなどで　その地域を知り また、少しでも地域活性のお役にたてればと思います。

滋賀県 40代 より良い街にしてください。

徳島県 40代 以前転勤で島根県に４年間住んでいました。豊かな自然と素朴な県民に大変癒されました。出雲市の益々のご発展をお祈りいたします。

栃木県 50代 学生時代を過ごした出雲の発展を祈念しております。

大阪府 70代以上 活性化を応援します。また尋ねさせていただきます。

和歌山県 30代 寄付金を地域の発展にお役立て下さい。

千葉県 70代以上 貴市のご発展を願っています。

神奈川県 70代以上 貴市のご発展を祈っております。

東京都 50代 御市のますますのご発展をお祈りしております。

滋賀県 50代 更に郷土が発展しますように。

東京都 40代 今後の益々のご発展をお祈りしております。

兵庫県 50代 些少ではございますが出雲市の発展に寄与できることは幸いでございます。

鹿児島県 50代 昨年に続き、ふるさと納税させていただきます。 出雲市の発展をお祈りいたします。

富山県 60代 昨年度も寄付させていただきました。市の発展を期待しています。

愛媛県 70代以上 山陰には車でよく訪れます。出雲市の発展を祈ります。

鳥取県 40代 山陰全体の活性化のためにがんばってください。

神奈川県 30代 山陰地方の地域活性化に頑張ってください。

東京都 50代 市の発展にご活用下さい。

福島県 60代 市政のご発展をお祈り致します。

大阪府 20代以下
私は子どもの頃、出雲市に住んでいて出雲市が大好きでよく休みの時、帰っています。 自然豊か、観光するといつも、また来たいと思っています。 今は建設業界に勤務していますが、ここ
で学び、１０年後となる３０歳に出雲に帰り、修繕工事会社をつくり地域のために働きたいと思っています。 大好きな出雲の発展のため、少しでも力になれれば幸いです。

神奈川県 50代 出雲の地域活性化のために頑張ってください。

三重県 30代 出雲は大好きな町です。また訪ねたいと思います。 発展を祈っております。

三重県 30代 出雲を離れて5年経ちますが今でも出雲から世界へという気持ちで頑張っています。 今後も出雲の発展を祈っております。

広島県 40代 出雲市が発展しますように願っています。

福井県 40代 出雲市のご発展をお祈りいたします

富山県 50代 出雲市のご発展をお祈りいたします。

東京都 70代以上 出雲市のご発展を心よりお祈り申し上げます。

東京都 70代以上 出雲市のご発展を心よりお祈り申し上げます。

東京都 70代以上 出雲市のご発展を心よりお祈り申し上げます。

東京都 70代以上 出雲市のご発展を心よりお祈り申し上げます。

東京都 60代 出雲市のご発展を心より祈ってします。

神奈川県 60代 出雲市のご隆盛を祈念しております。

東京都 30代 出雲市のますますのご発展をお祈り申し上げます。

東京都 60代 出雲市の一層のご発展をお祈りいたします。

大阪府 40代 出雲市の益々のご繁栄をお祈りしております。

千葉県 50代 出雲市の活性化を応援しています。

神奈川県 70代以上 出雲市の今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。

神奈川県 70代以上 出雲市の今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。

東京都 70代以上 出雲市の発展と街の活性化を応援します。

兵庫県 40代 出雲市の発展にお役立て頂けたら幸いです。

東京都 40代 出雲市の発展を願っています。

神奈川県 60代 出雲市の発展を祈ります。

東京都 50代 出雲市の発展を祈念しております。

群馬県 30代 出雲市の発展を祈念しております。

兵庫県 50代 出雲市を更に良くしてください。

静岡県 50代 出雲市活性化のために役立てて下さい。

京都府 50代 出雲大社、島根ワイナリーととても楽しい見どころが一杯で魅力ある街だと思います。益々の発展を期待し、応援しています。

千葉県 30代 出雲大社には何度も通いお世話になりました。 今後も出雲の街を盛り上げてください。

埼玉県 50代 出雲大社に一度行ってみたいと思っています。 益々の発展をお祈りいたします。

福岡県 50代 出身が鳥取県米子市です。地元にいた頃は、出雲市にはよく出かけていました。出雲市のご発展を祈っております。

山口県 40代 神の町出雲、自然豊かな出雲市がいつまでも、奇麗な町で、更なる発展をとげますよう応援しています。

神奈川県 40代 前回いただいたタオルがとても良かったので、今年もこれにしました。 出雲市の発展を楽しみにしています。

京都府 30代 大学生活で6年間、住みました。 さらなる発展を祈っています。

東京都 50代 地域の活性化にお役立てください。

大阪府 40代 地域の活性化のために頑張って下さい。

神奈川県 40代 地域の活性化を期待しております。

群馬県 30代 地域の発展に貢献させていただければ幸いです。

京都府 60代 地域の発展を期待しています。

岐阜県 60代 地域活性化に、引続き、ご努力をお願いします。

大分県 40代 地域貢献のお役に立てたら、うれしいです！

石川県 50代 地域振興に尽力願います。

福岡県 60代 地域振興のお役に立てば、幸いです。

愛知県 50代 地域振興頑張ってください。 機会を見つけて、出雲市を訪ねてみたいと思います。

東京都 40代 地域振興頑張って下さい！

東京都 50代 地域振興頑張って下さい。

東京都 50代 地域振興頑張って下さい。昨年も、シジミを戴きました。とても美味しかったです。

埼玉県 地方の活性化に是非がんばってください。

兵庫県 40代 地方の都市が少しでも活性化するよう期待しています。

東京都 40代 地方都市が発展するように応援しております。

神奈川県 60代 地理的にも歴史的にも出雲市はアジアの出雲市として 発展できると思います。今後の発展を支援したいと思っています。

大阪府 50代 町を活性化させてください。

広島県 60代 長岡市長、引き続き出雲の活力づくりをお願いします。

三重県 70代以上 島根県は学生時代に過ごした第二の故郷です。 妻は雲南市の出身で故郷への思いはひとしおです。 出雲市の発展を願っています。

大阪府 30代 島根県出身の身として益々の発展の力添えになれば幸いです。

愛知県 60代 特産品のシジミを昨年 頂き 今年も お願いすることにしました。冷凍品なので 使い易く 重宝しています。 わずかな寄付金ですが  出雲市の経済の活性化を期待しています。

東京都 30代  地方の活性化のために少額ですが寄付させていただきます。頑張ってください。

神奈川県 50代 父のふるさと、出雲。 一層の発展をお祈りしております。

兵庫県 40代
父親が島根県出身で、私は神戸生まれですが、本籍は島根県にあります。島根が好きで、県内のあちこちにたびたび旅行しています。出雲市も好きなところです。地域発展のためにわず
かな寄付を使っていただければ幸いです。

東京都 40代 米子出身なので出雲にはよく行きました。 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。

東京都 70代以上 毎年寄附させていただいております。御市の益々の発展を祈ります。

奈良県 40代 旅行で何回か行きましたが、大好きな所です。これからも頑張って次世代のためになるような施策を期待しています

京都府 40代 歴史的遺産がたくさんあるだけでなく、人柄が穏やかな方が多いのでもっと発展して欲しいと思い寄付致しました。よろしくお願いいたします。

京都府 60代 歴女の先駆けですが、関心は今の出雲市です。これからも発展して頑張ってください。

東京都 60代 甥が島根医大の卒業生で、結婚式のときに出雲市に参りました。 出雲大社を含む環境を守ってください。

千葉県 50代 環境の保護のために御活用下さい。
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東京都 70代以上 行く機会がありませんが、自然豊かな環境を大切になさってください。

東京都 70代以上 出雲市に行ったことがありますが、大変おちついた町で気に入りました。大切に守ってください。

宮城県 50代 出雲市は歴史ある、自然豊かな、心優しい人が住んでる魅力ある町だと思います。いつまでも、この良さを維持して下さい。応援しております。

神奈川県 50代 日本の心のふるさととして美しい出雲の地をいつまでも大切に育んで下さい。

東京都 30代 出雲には２回ほど行きまして、食事や観光を楽しむことができました。よりよい観光地を目指して頑張ってください。

京都府 50代 出雲市が世界一の観光地になることを夢見ています。

大阪府 20代以下 出雲市には　神秘的な・魅力のある街として　誰もが　何度も　 『訪れたいなあ～！』　と思えるような　素敵な場所であって下さいませ。

東京都 40代 鳥取県出身のため、島根県には親しみがあります。観光振興など前向きに頑張って下さい。

東京都 40代 魅力的な観光都市だと思います。 高齢化社会に負けず、頑張ってください。

東京都 50代 観光資源と環境が両立できるよう期待しています。

奈良県 60代 歴史や自然など出雲市の特長を生かして観光や地場産業を伸ばし、知名度を高め、出雲市ならではのブランドを築いていってほしい。

東京都 20代以下 出雲の素晴らしい自然や観光の整備の少しでも足しになれば幸いです。

埼玉県 30代 １度は出雲に訪れたいと思っています。歴史遺産をしっかり保護しながら、観光資源として活用し、街を盛り立ててください。

神奈川県 30代 今後も観光事業の発展や歴史・自然の保護に期待しています。

滋賀県 50代 出雲大社に祖父が行きたいと言っているので、家族で参拝したいと思っています。保存と観光の発展に頑張ってください。

東京都 30代 これからも歴史ある素敵な都市にしていってください。

兵庫県 40代 素晴らしい日本文化の誇りです。

神奈川県 60代 素晴らしい歴史の貴市に寄付を申込みたいと思います。

東京都 60代 日本の心の故郷づくりに励んでください。

大阪府 60代 日本の神様の歴史を大事に守って下さい。

大分県 50代 日本人の聖地です。世界遺産でもあるこの地を未来永劫遺せますようにお祈り致します。

神奈川県 50代 父の出身地です。日本の歴史と伝統のふるさと、いつまも応援しています。

千葉県 40代 歴史に魅力を感じております。文化を守っていただきありがとうございます。

東京都 60代 歴史のある街と聞いております。末永く発展されるようのぞんでおります。

千葉県 30代 以前、出雲大社へ参拝にいきました。 これからもずっと、伝統・文化を守り続けてください。

神奈川県 50代 何度か出雲大社を訪ねたことがあります。 このような伝統的な建物や文化を引き継いで欲しいです。

愛知県 50代 貴市の歴史建造物の維持などにご利用頂ければ幸いです。

埼玉県 40代 古き良き建造物・伝統を守り続けてください。

東京都 60代
山陰地方には行ったことがなく、今後訪れてみたい場所のナンバーワンです。 出雲大社も是非参拝したい 鳥取、島根はマイナーな県と言われていますが、とても素敵な場所だと思ってい
ます。 評判に惑わされずに自分たちの文化を守り続けて頂きたい。

北海道 40代 ３年目の寄附になります。これからも住みよいまちでありますように。

東京都 50代 RAILWAYSを見てから、一畑電車や出雲の観光施設に行くようになりました。今後も魅力ある街づくりを頑張ってください。

東京都 30代 いい街づくりに期待しています！

北海道 50代 いつか夫婦で訪れたいと思っています。 素敵な街づくり、応援しています。

埼玉県 60代 これからも魅力的な街づくりに邁進してください。

北海道 30代
ご縁の国出雲は、時代のニーズとともに今後ますますネームバリューが増してくるのではないでしょうか。  出雲市は、出雲大社以外にも、須佐神社、木綿街道など素敵なところがたくさん
あります。どうぞ今あるものを大事にされながら新しいまちづくりをされてください。

東京都 30代 引き続き素敵なまちづくりを期待します。

三重県 40代 引き続き魅力ある町つくりに期待しています。

兵庫県 街の発展にお使いください。

兵庫県 60代 差別のない平和な街づくりを希望します。

千葉県 40代 自然を生かした素晴らしい土地の良さを生かした政策を期待します。

神奈川県 60代 若い方が住めるような市になってください。

東京都 40代 出雲の伝統を守りながら、魅力あるまちづくりをしていってください。

静岡県 50代 出雲らしい魅力ある街づくりを期待します。

東京都 40代 出雲市の美しい街づくりを願っております。

京都府 50代 出雲市への旅行で良い思い出があります。良い街づくりに頑張ってください。

山口県 40代 出雲大社前がとてもきれいになってました。 このような街並みが広げていってください。

神奈川県 30代 素敵な街をつくってください。

東京都 50代
日御碕で見た荒々しい日本海が強く印象に残っています。 人口が少ないことは、デメリットだけでなく、メリットもあるはずです。その特性を活かして、出雲市らしいまちづくりを進めていただ
きたいと願っております。

北海道 40代 魅力ある街づくりにご活用ください。

東京都 50代 出雲の豊かな自然と農産物をずっと守っていってください。

東京都 60代 いつか訪れてみたいです。自然、環境の維持、を期待いたし 応援したいです。

兵庫県 60代 自然を大切に人に優しい出雲市にしてください。

兵庫県 60代 自然を大切に人に優しい出雲市を。

広島県 50代 島根富士通さんを見学させていただき、出雲市の寄附を知りました。有効にお使いください。

東京都 40代 当社の関連工場もあります。頑張ってください！

神奈川県 40代 応援しています。

岐阜県 60代 返礼品が良いのと、地元にある企業への支援にもなり寄附を決めました。

福島県 50代 旅行で訪れましたが、素晴らしいところでした。地域産業の振興と素晴らしい街の維持発展をお願いします。

千葉県 50代 いつまでも自然豊かな地域であってほしい。 純国産のしじみを守ってほしい。

東京都 70代以上 おいしいシジミをいっぱい増やしてください。

東京都 40代 特徴ある農産業を維持発展してください。

北海道 60代 国産の農林水産業を守って行きたい。

埼玉県 30代 出雲市さんの地場産業の発展について、心より応援しています。これからも頑張ってください。 　お蕎麦楽しみにしています。

神奈川県 60代 人材育成、産業振興に役立てば幸いです。

大阪府 70代以上 高齢化、過疎化で若い人たちが県外に出で行き，活気なくなってるように思う。工場の誘致をして、若者の働く場所を作ってほしいと思います。

京都府 30代 ふるさと納税にあっては、魅力あふれる返礼品を充実させ、出雲のブランド力を全国へ向け発信してください。

兵庫県 40代 もっとＰＲしてください！ 旅行に行ってみたくなるように。

静岡県 50代 各種の発信継続をお願いします。

大阪府 50代 出雲市の良さをもっとたくさんの人に知ってもらいたいと思います。頑張って下さい。

東京都 60代 松江市の出身ですが弟が出雲に勤務していたご縁で寄付を思い立ちました。ぜひ島根県にがんばってもらい、出雲の歴史を全国に発信してください。

大阪府 60代 美味しい多岐のいちじくジャムが有名になり嬉しく思っております。他にも多くの自慢の品があると思いますので、いろんな機会にどんどん紹介していって下さい。

埼玉県 70代以上 出雲地方の歴史が好きです。 地方創生に期待します。

神奈川県 50代 地域創生に頑張って下さい。

東京都 40代 地方創生を応援しています。 実は出雲には行ったことがないのですが、必ず一度は訪れたいと考えております。

神奈川県 60代 出雲大社にお参りいたしました。 いつまでも大切に保存して下さい。

香川県 60代 出雲大社をいつまでも大切にしてください。

香川県 30代 出雲大社を保存してください。

東京都 50代 親しい友達が出雲に住んでいて、出雲大社での結婚式に招かれた思い出があります。出雲大社は、変わらずにそのままあって欲しいと思います。

東京都 40代 すてきな商品を楽しみにしています。観光に人気の時期は飛行機が取れずなかなか行けないので、羽田からの臨時便などが増えるといいなと思います。

大阪府 50代 車がなくても生活できるよう市内交通便良く。

兵庫県 50代 お見合い塾の○○です。 婚活セミナーに呼んで頂きました。 また　町の婚活事業に呼んで下さい。

兵庫県 50代 行政から「婚活セミナー」をさせて頂きました。 これからも頑張って下さい。

東京都 60代
妻の出身が出雲です。 同窓会で先輩から全国で６番か７番目に財政破たん危機にあると聞き、是非ふるさと納税したいと思い初めて寄付に至りました。微々たるものですが出雲に思いを
込めて寄付してまいります。

島根県 50代 市債新規発行の抑制をお願いします。

滋賀県 50代 去年、旅行で訪れました。電車からの眺めはとてものどかで、素晴らしかったです。出雲大社を柱に過疎化に負けないよう、お願いします！

東京都 70代以上 地方都市の過疎化現象が社会問題となって久しいが、都市によっては工夫と努力で改善している所もある様ですから頑張って下さい。

京都府 60代 少額ですが寄附します。近畿在住の湖陵会へ支援お願いします。



都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ

東京都 50代
遠慮なく、「十六島海苔」を頂戴いたします。すまし汁の雑煮に合いますので、家族で、毎年、香りとともに美味しく頂いております。
皆さまの市制、特に、ディオッサ出雲Ｆ．Ｃの健闘をお祈り申し上げます。皆々様のご自愛祈念申し上げます。

東京都 50代 今後とも、ふるさと納税、頑張って下さい。

東京都 50代 自然と歴史文化の保護、応援したいので。

東京都 寄付金の使い道、なるべく子ども支援に。

兵庫県 60代 防災対策にも万全を願います。

静岡県 50代 これからも後世に伝統と文化を受け継いでいって欲しいです。

東京都 40代 古いものを、なるべく残していっていただきたいです。

東京都 30代 重要な歴史資源をこれからもまもってください。

東京都 30代 出雲には素晴らしい歴史があるので、その保全にお役に立てたらうれしいです。

千葉県 60代 出雲には沢山の文化財があります。是非それをいつまでも守って頂きたいと思います。

京都府 40代 出雲の歴史がとても好きなので、是非、文化財や歴史的建築の保存に使用して欲しい。

東京都 30代 出雲市は祖父、祖母の家があるので何度も足を運んでいます。 とても素敵で大好きな場所です。文化資源の保存に是非有効活用していただきたいです。

北海道 40代 出雲大社などの歴史文化遺産の保全に役立ててください。

大阪府 50代 出雲大社に代表される歴史的文化遺産を大切にしてください。

愛知県 30代 伝統文化の継承に期待しています。

福岡県 50代 日本の神々が集いし土地とものづくりの風土を大切に継承してください。

茨城県 50代 訪れた事のない憧れの地で、いつか出雲大社にお参りしたいと考えております。歴史と伝統、文化を次の世代に伝え続けてください。

神奈川県 60代 歴史と伝統を維持して頂きたいと思います。

東京都 40代 歴史や伝統を守りつつ、旅人に開かれた街をめざしてください！

宮城県 60代 歴史継承をお願いします。

岩手県 50代 歴史文化遺産の保持に役立ててほしい。

愛知県 40代 歴史文化資源の保存をお願いします。

神奈川県 40代 須佐神社の大杉などの保存に活用して頂ければ幸甚です。

東京都 30代 これからも文化遺産を守ってください！

大阪府 30代 出雲大社にお参りしたのち、子どもを授かりました。これからも出雲大社の管理等よろしくお願いします。

千葉県 50代 出雲大社の趣きを維持して下さい。

東京都 40代 出雲大社をお守りください。

神奈川県 40代 出雲大社を守ってください。

長野県 30代 出雲大社を大事にしていただきたいです。

東京都 40代 １０数年前に観光で伺いました。改めて食の魅力に気づいたので、また遊びに行きたいです。出雲大社だけじゃない、魅力や活力に溢れる地域になってください。

東京都 40代 さらなる活性化と発展を祈念します。

大阪府 40代 以前出雲大社に行った事がある者です。 出雲市のますますの発展を祈念しております。

福岡県 20代以下 益々の発展を目指して頑張ってください。

東京都 30代 今度観光で行ってみたい市です 更なる発展を期待しております。

大阪府 40代 出雲にはいったことはないのですが、出雲大社に 一度行きたいと思っています。 活気のある観光の街を維持発展させてください。

東京都 30代 先日、出雲市を旅行し、とても楽しめました。 出雲市がより発展することをお祈りしております。

東京都 50代 米子市の出身です。出雲の発展を祈念しています。

東京都 40代 3年前に出雲大社を訪れて、歴史と美味しい食事を堪能いたしました。 これからも日本の誇れる文化を全国に伝えてください。

神奈川県 30代 観光で何度か訪れたことがありますが、素敵な街だと思いました。これからも魅力を発信してください。

埼玉県 20代以下 出雲市は縁結びで有名なので婚活中の私にとってとても身近に感じます。 今後も出雲市の情報発信を楽しみにしております。

千葉県 50代 出雲大社以外の魅力の発信を望みます。

東京都 60代 いつまでも、美しく浄き街を大切にしてください。

東京都 40代 以前旅行に行って素敵な街だと思いました。今のままま、整備、保存をお願いします。

千葉県 60代 自然環境が素晴らしいです。 ぜひ、守っていってください。

東京都 30代
一度出雲大社に祈祷に、伺いました。 ホテルや旅館が近くに無かったかと思います。今、ある実は気づいてない地元のいいものを発見して、出雲大社以外の観光資源を掘り起こしてほし
いです。

大阪府 20代以下 箱モノは十分にあると思います。 観光資源を活かし、雇用を生み出し、高齢者も若者も共に、経済的に発展していくことが必要かと思います。

東京都 40代 バイクツーリングで行きたくなるインフラ整備をお願いします

東京都 40代 出雲大社前をもう少し賑やかにしてほしい。

大阪府 40代 あごのやき、大好きです。

東京都 60代 いつか行ってみたいと思っている所です。 応援しています。

東京都 20代以下 いつか出雲に帰って来ます！

東京都 20代以下 いつか出雲大社に行きたい気持ちもあり申込みしました！

福島県 60代 いつか訪れたい思ってます。

神奈川県 30代 いつか旅行で訪れたいと思っております。

島根県 20代以下 お隣の出雲市には、よくお出かけするのでお世話になっています。心ばかりですが、活用していただけたら喜びます。

京都府 40代 がんばってください

埼玉県 60代 これを機に今後ともよろしくお願いします。

東京都 50代 ご繁栄をお祈りします。

香川県 20代以下 しまねっこちゃん可愛いです☆ これからも活躍応援してます！出雲そば楽しみです(^^)

東京都 40代 ぜひ旅行で訪れたいです。

神奈川県 30代 また行きたい町！出雲市！

東京都 40代 また訪れたいです。

広島県 40代 よいご縁を。

東京都 30代
以前、出雲大社を訪れたことがあり、また、出西窯の食器を購入しました。その際、出雲市民の方々にはとても良くして頂きました。 神西湖のしじみは美味しかった記憶があるので楽しみで
す。よろしくお願いします。

東京都 30代 育ちは東京ですが、生まれは大社町です。頻繁に訪れることはなかなかできませんが、ふるさと納税で出雲市を応援できて嬉しいです。

東京都 50代 一度旅行で行きたいと思っています。

神奈川県 50代 引き続き頑張ってください。

愛知県 50代 応援したいです。

福岡県 30代 応援しています！

東京都 40代 応援しています！

愛媛県 70代以上 応援しております。

神奈川県 50代 応援しております。

埼玉県 60代 応援します。

埼玉県 50代 何回か訪れ、とても気に入っている場所です。 寄付金の使い道のとおり、お役に立てれば幸いです。

神奈川県 40代 観光で２回訪ねました。いい街ですね。東京一極集中に負けず頑張ってください。

岡山県 20代以下 観光でいきたいです。

京都府 50代 観光で何度も訪問しており、たいへん愛着があります。

埼玉県 30代 観光で行ったとき楽しかったです。

広島県 50代 還暦の祝いに、大社に行きます。

東京都 30代 関西出身で出雲市には何回か観光で行ったことがあります。歴史的建造物が多く食べ物もおいしく魅力的な町、これからも頑張ってください。

千葉県 50代 頑張っておられますネ。

東京都 30代 頑張って下さい！

東京都 40代 頑張って下さい。

東京都 40代 頑張って下さい。

東京都 30代 頑張って下さい。

福井県 60代 頑張れ！

神奈川県 30代 寄付金は出雲市の役に立つよう使っていただけることを願っています。
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兵庫県 40代 故郷を応援できること、嬉しく思います。

神奈川県 40代 今後も応援していきたいと思っています。

千葉県 30代
今年の夏、家族で出雲大社に行かせて頂きました。家内がかねてから行きたいと言っていた場所に行け、その壮大さや趣に家族そろって魅了されました。また改めて行かせていただきた
いと思います。

神奈川県 50代 妻の両親の出身地です。応援します。

千葉県 50代 財政は厳しいようですが頑張って下さい。

埼玉県 40代 昨年サンライズ出雲で立ち寄りました。ほしいも大好きな子供が楽しみにしてます。よろしくお願いします。

愛知県 30代 昨年出雲大社に行き、もう一度行きたいという思いから寄付をさせていただきました。

静岡県 20代以下 昨年妹が寄付をして満足していたから。

北海道 40代 札幌で１店舗だけ出雲富士の取扱いがありファンになりました。いつか出雲市に行ってみたいと思います

福岡県 60代 山陰地方　海が美しく大好きな場所です。

東京都 40代 出雲そばが好きです

神奈川県 40代 出雲は一度だけ訪れたことがあります。是非また行きたい場所です。遠いのでなかなか行くことができないので応援だけでもと思っています！でもまた絶対に行きます！！

香川県 40代 出雲は大好きな、パワーをもらえる場所です。

東京都 50代 出雲は大好きな街で、よく行きます。 また、近いうちにおじゃまします。

愛知県 50代 出雲市には観光で行きました。 応援したいと思います。

大阪府 40代 出雲市は何回いってもとっても落ち着いていて好きです。 一畑電車でのんびり旅行するのが好きです。 これからも頑張ってください。

神奈川県 60代 出雲市は訪ねていきたい町です

兵庫県 20代以下 出雲大好きです！

兵庫県 30代 出雲大社、一度は訪れたい場所のひとつです。 ぜひ、出雲大社以外の魅力も感じ取れるように、来年は足を運びたいと思います。

広島県 70代以上 出雲大社、温泉に行ってみたいです。

静岡県 30代 出雲大社で結婚式をさせていただきました。また、行きたいと思います。

東京都 50代 出雲大社に感動しました。また行きたいです。

埼玉県 20代以下 出雲大社のご縁の力にあやかりたく、納税させていただきます。 近い将来、参拝に行きたいです。  お社の維持は大変かと存じますが、日本国民として応援しております。

静岡県 40代 出雲大社はぜひ訪れてみたいと思っています。

大阪府 20代以下 出雲大社へ何度かいきました。雰囲気が素敵です。もっと出雲市の他のところも巡りたいです。

東京都 40代 出雲大社へ行きたいと思いながらも中々行けずにいます。少ないですが何かのお役に立てればと思います。

千葉県 50代 出雲大社最高！

東京都 30代 出張でお世話になっているので、出雲の神様に！

愛知県 30代 初めてふるさと寄附させていただきます。以前食べた「神西湖しじみ」に惹かれて、選ばせていただきました。今度、出雲大社にもぜひ伺えればと思っております。

群馬県 50代 神話の国、出雲にいづれは訪問してみたいと思います。

愛媛県 60代 親族が出雲市に住んでいるので、少しでもお役にたてればと思い、寄付することにしました。

北海道 30代 先日初めて出雲大社に行きました。思いがけず平成の大遷宮と神在月で，とても良い記念になりました．また行きたいです。

東京都 50代 前回のしじみ、大変おいしく頂きました。またよろしくお願いします。

兵庫県 30代 素晴らしい歴史文化資源があると思います。

愛知県 40代 大学生の時に、一度訪れたことがあります。いつかもう一度行きたい町です。

島根県 20代以下 大好きな出雲がもっともっと魅力的な町になりますように！

広島県 50代 大社で結婚式を挙げていただきました。出雲は大切な地域です。

東京都 50代 地域振興！がんばってください。

奈良県 40代 島根県に両親が住んでいる時、私を授かったそうです。応援しています。

大阪府 40代 島根県は妻の出生地なので応援してます。 毎年島根に帰省してます。

愛知県 50代 斐川町に親戚があり毎年伺っております。世の中目まぐるしく変化しますが、変わらないことの大切さをいつも教えてくださる出雲が大好きです。是非お役立てください。

東京都 30代 平成２８年に出雲大社に参拝させて頂きました。連綿と続く歴史に感動させて頂きました。今後も頑張ってください。

東京都 30代 毎年家族で出雲に旅行しています。

大阪府 30代 娘が生まれて今年初めての家族旅行で出雲市に伺いましたので、ご縁と思い寄付させていただきました。 よろしくお願い致します。

兵庫県 60代 夜行列車サンライズ出雲号に乗って訪れてみたいです。

埼玉県 30代 有効に使っていただけたら幸いです。

埼玉県 40代 来年あたりに観光に訪れたい場所なので、興味を持っております。

東京都 70代以上 来年出雲に家族旅行を計画しております。 応援しております。

神奈川県 30代 旅行で何度か行かせていただきました。とても素敵な街なので大好きです。また遊びに行きたいです。これからもよろしくお願いします。

広島県 40代 両親もですが高齢化社会でのすみよい出雲市を期待しています。少しですがよろしくお願いします。

東京都 30代 良いご縁が結べたらと思い、ふるさと納税してみました。

千葉県 30代 ふるさとの活性化に期待しております！

埼玉県 30代 以前一人旅をした時の美しい宍道湖の風景が今でも忘れられません。 出雲市の益々の発展を祈念いたします。

島根県 50代 出雲市の益々の発展を祈ります。

神奈川県 60代 地域おこしに頑張ってください。

東京都 20代以下 私の両親が還暦を迎え、出雲大社に旅行に行っておりました。私の行きたい町のひとつでもあります。 いつの時も綺麗な景観が守られるよう応援しております。

愛知県 20代以下 ガンバレ出雲！！

神奈川県 40代 また近いうちに行きたいです！！

茨城県 60代 よいご縁がありますように。

静岡県 50代 一度いきたいと思います。

愛知県 40代 応援してます。まだ結婚して無いので縁結びの為 出雲大社に行きます！！

東京都 50代 何度か訪れ、好きな町です。

埼玉県 50代 寒い冬、市民の皆様、お体に気を付けてお過ごしください。

神奈川県 40代 頑張って下さい。

東京都 50代 出雲に住む母や親戚のためにふるさと納税をします。

東京都 40代 少しですが、高齢者福祉に役立ててください。出雲市は父の出身地であり、高齢の親戚も多数住んでいます。

大阪府 30代 離れて暮らしてみると、田舎も良いところだということが分かります。これからも良いところであって欲しいと思います。

愛知県 40代 旅行したいとおもいながらまだ行けてないです。 いつかいけるといいなと思っています。

福岡県 50代 両親がお世話になっています。

東京都 40代 寄附金が貴市の活性化に少しでも役立てていただけることを祈っております。

兵庫県 30代 今後旧斐川町を含めた出雲市がより住みやすい街として発展することを願ってわずかですが寄付させて頂きます。 よろしくお願い致します。

東京都 地域の振興・発展に役立てていただければと思います。

埼玉県 40代 非常に気になる場所ですが、行ったことがありません。 そのうち是非行って、出雲市を巡りたいと思います。 活気ある人々のあふれる街であるよう祈っています。

大阪府 30代 出雲市駅前の産業の衰退が目立ちます。 観光業ばかりでなく、地元商工業の発展も祈念して寄付させていただきます。

東京都 50代 農業振興を強化してください。

東京都 70代以上 先に旅行をしました。心からのおもてなしと神々しい町の雰囲気に圧倒されました。この風情を是非末長く維持して欲しいですね。わずかですがこの寄付がその一助になればと思います。

東京都 50代 いつか旅行で行きたいです。

埼玉県 60代 これを機に宜しくお願い致します。

東京都 30代 縁結びに期待します。

兵庫県 70代以上 出雲市には学生時代と約５年前の２回旅行しました。出雲大社の荘厳さには心打たれるものがあります。地域の地震被害の復興にご尽力ください。

東京都 70代以上 少しでもお役に立てれば幸いです。

山口県 50代 応援してます。出雲大社前の駐車場整備お願いします。

神奈川県 60代 非常に美味しいお酒です。

長野県 40代 わずかな額ですが　お役立て下さい。昨年も、蒲鉾を大変美味しく頂きました。ありがとうございました。

兵庫県 30代 以前旅行で行った時に とても素敵な街だったので、 寄付させて頂きます。

長崎県 50代 応援しています

東京都 50代 応援しています！

新潟県 50代 頑張ってください。
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福岡県 30代
去年もふるさと納税させて頂きました。そして、今年出雲大社にバスツアーで行きましたが、素敵なところでした。時間の都合上出雲そばやぜんざいが食べれず残念でしたが、また来年出
雲に行きたいです。

大阪府 60代 妻が旧大社町です。

大阪府 50代 仕事でたまに平田に行きます。 とても良いところですね。 少しですがお役に立てて頂ければ嬉しく思います。

京都府 40代
姉が大学時代から出雲で過ごしています。出雲には遊びに行きました。久しぶりに、今度は息子をつれて、出雲に行きたいです。姉の子供は大きな病気をかかえているので、充実した福祉
をお願い致します。

茨城県 40代 私は関東で、旅行いかせていただきました。自然と、街並みがとても、癒されました。

福岡県 40代 出雲はとても良い街だと思います。大学駅伝もいつも楽しみにしています。

沖縄県 60代 少額ではございますが有効に利用ください。

兵庫県 30代 大学時代を過ごした出雲市を応援します。

兵庫県 50代 大好きな場所です♪

東京都 40代 福祉に活用いただけると嬉しいです。

東京都 40代 母が出雲に疎開してました！！ 方言で九九をおしえてもらったのがいい思い出です。

東京都 40代 毎年出雲大社にお参りにうかがっていて、島根に伺うのを楽しみにしています。

東京都 40代 教育・スポーツ分野にも力を入れてください。

千葉県 30代
かつてボイセンベリーのグミを食べて美味しかった記憶があり、こちらを選ばせて頂きました。 稀少品種ですし、農業に携わる方々、果樹園を営む方々も後継者不足に困っていらっしゃる
かと思います。 微力ながら、子育てや教育の分野でお役立て頂けたら嬉しく思います。 これからも応援しております！

東京都 40代 はじめて納税します。ふだんはできない贅沢を楽しみたいと思います。 ぜひ、教育など子供達に還元されたらうれしく思います。

東京都 40代 教育の充実にお使いください。

東京都 30代 行ったことがないので、いつか行ってみたいです。 寄付金は子供の教育活動の充実に、役立ててください。

兵庫県 40代 子供の学力低下が気になりますので、学力向上に使用してください。 子供がライスバーガーが大好きなので、選びました。

埼玉県 40代 ますますのご発展を祈念いたします。

岡山県 20代以下 街の活性化に向け頑張って下さい。

東京都 30代 仕事で何度か訪れております。 とても良い街で、教育にも力を入れていると聞きました。 今後の発展をお祈り申し上げます。

東京都 50代 出雲市の発展に期待しています。

埼玉県 40代 少額の寄付金ですが、出雲市の発展に役立つと幸いです。

神奈川県 50代 地域活性化、応援しています！

埼玉県 30代 地域活性化に役立ててください

東京都 40代 地域発展のために微力ながらお役立てください。

神奈川県 40代 地方の活性化を応援しています。

神奈川県 30代 鳥取県出身です。山陰の地域振興を応援しています。

宮城県 30代 よりよいまちづくり、頑張ってください！！

東京都 30代 子供にとって魅力のあるまちづくりを進めていってください。

東京都 40代 子供の住みやすい街づくりをお願いいたします。

岐阜県 60代 いつかいきたいです。

京都府 60代 いつかきっと行きます！

愛知県 30代 いつか訪れてみたいです。

大阪府 50代 がんばってください！！

山口県 50代 がんばってください。

東京都 40代 がんばってください。

神奈川県 40代 これからも頑張ってください！

大阪府 30代 これからも良いところであり続けて下さい。

埼玉県 40代 これを機会に皆さまの町の勉強をしたいと思います。 これからもよろしくお願いします。

東京都 40代 しじみは島根産に限ります！

千葉県 50代 以前、出雲市に住んでいましたので、気になります。

東京都 30代 育ててもらった出雲へささやかながら恩返しできればと思い寄附致します。

東京都 30代 一度、訪れたことがあり今回寄付をしました。また、是非伺いたいです。

福島県 50代 一度は行きたいです。

愛知県 40代 応援しています！

神奈川県 60代 応援しています。

北海道 50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 頑張ってください。

神奈川県 30代 頑張って下さい。応援しています。

宮城県 40代 頑張って下さい。

千葉県 30代 高校生のときに友人と旅行で訪れた際の思い出が忘れられません。いい街だと思いました。

神奈川県 40代 今年も少しずつですが、頑張ってください。

東京都 50代 仕事の同僚の二人が出雲の出身なので、なんとなく気になってチェックしました。

愛媛県 60代 子供は国の宝です。

神奈川県 30代 出雲、島根の焼き物が好きです。 楽しみにしています。

大分県 50代 出雲市は以前訪れたこともあり、よい街ですね。また、行きたいと思っています。

大阪府 40代 出雲市へはよく家族で伺います? これからもより一層素敵な町になって頂きたいとおもいます。

京都府 30代 出雲大社には、何度か行かせていただいています！ 朝の神秘的な雰囲気が大好きです☆ 子供達にも、この良さを伝えていって欲しいです！

愛知県 50代 少しですが役立ててください。

愛知県 40代 神の国を大切にします。

神奈川県 50代 前回の遷宮は訪れられませんでしたが、次回より前に伺いたいと思います。

兵庫県 50代 大変になっているでしょうが、頑張ってくださいね。

東京都 30代 来年、出雲大社に参拝しに行きます。

東京都 70代以上 ますますのご隆盛を願っています。いつまでも”うさぎ追いし野の山〟を堅持して欲しい。

茨城県 50代 環境分野の充実発展に期待しています。お互い頑張りましょう！

千葉県 60代 出雲を訪れて出雲大社で撮影した三人の息子の写真が居間に飾ってあります。成長して社会人です。厳かな出雲市の自然豊かな風土を大切に守ってください。

神奈川県 40代 出雲大社を参拝して出雲市の綺麗な町並みが印象に残りました。 クリーンさをキープできるよう頑張ってください。

大阪府 40代 益々の発展を祈念しております。

愛知県 20代以下 これからも頑張って下さい。

愛媛県 30代 わずかな寄附金ですが、有効活用してください。

神奈川県 50代 一度は訪ねてみたいところです。環境を後世まで残せますように頑張ってください。

兵庫県 50代 応援しています！

愛知県 50代 応援します。

長野県 60代 環境省が行っている「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」の中で推進している収容動物の殺処分を無くし、人にも動物にも優しい出雲市を！

兵庫県 40代 頑張ってください。

和歌山県 60代 些少ですが貴市にお役立て下さい。

大阪府 40代 仕事でいきました。 のどかでお蕎麦が美味しかった。 もっと発信していいと思う。

千葉県 50代 出雲大社に訪れたことがありますので、懐かしく思いました。

埼玉県 50代 神の国出雲　頑張ってくださいな！

兵庫県 30代 素晴らしい自治体だと思います。  これからもがんばってください。

東京都 50代 島根県の文化、自然、食品が大好きで何度も訪れています。出雲市が益々発展されますことを願っております。

東京都 50代 有効にご活用ください。

兵庫県 40代 出雲市の益々の発展に使っていただけますように。

大阪府 50代 大阪から出身地を応援しています。 少しでも地域活性できればと思います。

神奈川県 30代 地域が活性化するような事業を頑張ってください。
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東京都 50代 地域の活性化にご活用下さい。

東京都 40代 微々たる額ですが，地域のために活用いただければ幸いです！

兵庫県 40代 出雲のものは縁起が良く、ありがたいです。大社は日本の宝物なので、大切に保存されますよう願います。

京都府 30代
父の実家が出雲市（旧多伎町）にあり、私の友人も出雲市にいますので、毎年旅行に行っています。出雲大社を参拝した後はお土産を買いに島根ワイナリーに行くのですが、交通アクセス
が良くないため、いつも友人の車で連れて行ってもらっています。出雲市内の移動がもっと便利になるように、バス等の交通アクセスを充実させて頂きたいと思います。

広島県 50代 以前、出雲市に８年在住していました。活気ある町づくりを期待しています。

東京都 40代 今年の夏に、家族旅行で伺いました。 あたたかな町だったので、何か貢献できればと。 古き良き日本の風景がいつまでも、そのままでありますように。

兵庫県 30代 2度ほど出雲大社と美保神社の両参りに島根へ旅をしました。大好きな場所のひとつです。またお礼参りへ伺わせて頂きます。

静岡県 50代 7年間松江に住み、出雲の会社にもお世話になりました。人口減が顕著ですが、頑張っていただきたいと思います。

東京都 20代以下 いつか行ってみたいので、予習として？納税させていだきました。

群馬県 40代 いつか訪れてみたいです。 訪れる人にも住んでいる方にも優しい魅力的な町でいてください。

東京都 30代 お肉が上質で美味しそうだったので、家族で楽しみます。 楽しみにしています。

北海道 60代 お肉を楽しみにしています。

北海道 30代 がんばってください。

東京都 40代 がんばれ、出雲！

神奈川県 40代 このご縁を大切にいつか旅行に行かせていただきます。

沖縄県 40代 この納税で少しでも市民のために活用して頂けたらと思います。

東京都 30代 これでおそらく３年目の寄附になります。引き続き応援しています。

茨城県 50代 しじみいいね！！

神奈川県 30代 なかなか行けませんが、いつか現地へ伺っておいしいものや観光をしてみたいと思っています。

大阪府 40代 ふるさと納税のおかげで、おいしいお酒を造っていらっしゃることを知りました。応援させてください。

東京都 30代 また観光に行きたいです。

東京都 20代以下 まだ訪れたことはないのですが、来年行く予定です。応援しています！

神奈川県 50代 以前から旅行で訪れてみたいと思っていました。 来年は実現させたいです。

兵庫県 30代 以前に友人の結婚式で訪れたことがありますが、とても素敵なところでした。また家族で旅行に行きたいと思っております。頑張ってください。

千葉県 60代 一度は訪れてみたい場所です。今回のこの些少の寄付が少しでも役立つと感謝です。これからも出雲市の皆様のますますのご発展をお祈り申し上げます。

茨城県 50代 一度行きたいです。

大分県 40代 一度行ってみたいです。

静岡県 50代 一度行ってみたいです。

東京都 50代 一度訪れて見たい出雲市に興味を持ち寄付させて頂きたくお願い申し上げます。

神奈川県 60代 応援しています。

埼玉県 応援しています。

福岡県 20代以下 応援しています！

東京都 30代 応援しています。

兵庫県 30代 応援しています。 町の活性をお祈りしています。

栃木県 40代 応援しています。頑張ってください。

東京都 30代 応援しております！

東京都 30代 応援しております。

東京都 30代 応援しております。

東京都 30代 応援しております。

東京都 30代 応援しております。

岡山県 50代 応援してまーす！

神奈川県 30代 応援してます。

京都府 30代 応援してます！

栃木県 50代 学生時代、お世話になり、ありがとうございました。 出雲市の発展を祈念しております。

京都府 30代 楽しみにしています。

東京都 20代以下 干物、とても楽しみにしています！！

兵庫県 60代 観光してきれいでした。

東京都 40代 頑張って下さい。

東京都 50代 頑張って下さい！応援しています。

埼玉県 30代 頑張って下さい。

大阪府 40代 去年もワイン美味しかったです。 ありがとうございました。

東京都 40代 僅かではありますが、お役立て頂きたく。

沖縄県 50代 近くに出雲大社の分社があります。  来年こそ本社へ参拝に行きたいと思っています。

大阪府 70代以上 近畿多伎会ではいつもお世話になっています。有難うございます。ふるさと出雲市のますますのご発展を心より祈念申し上げています。

神奈川県 30代 今年出雲大社へ参拝致しました。また参りたいと思います。

京都府 40代 妻が出雲市出身です。応援しています。

東京都 40代 昨年もお世話になりました。よろしくお願いします。

東京都 50代 市民の皆さまのためにお役立てください。

東京都 70代以上 自然豊かな出雲市を応援します。

東京都 70代以上 自然豊かな出雲市を応援します。

三重県 50代 主人の実家が出雲です。 大好きな土地です。 少しですが応援させて下さい。

神奈川県 30代 出雲＝暗いというイメージがありましたが、一度行ったきりですがいいところでした。

三重県 20代以下 出雲そばだいすきです！

千葉県 40代 出雲駅伝、毎年楽しみにしています。

香川県 60代 出雲市には以前行ったことがあります。いい所ですね。出雲市を応援します。

兵庫県 30代 出雲市出身ではないですが島根県出身なので、納税したいと思いました。

神奈川県 30代 出雲大社でのお参りのお陰でご縁があり、今年結婚することが出来ました！ ありがとうございます。 今度、お礼参りに伺います。

宮崎県 60代 出雲大社にご無沙汰しています。来年は必ず参拝します。

千葉県 40代 出雲大社にはお世話になりました。がんばってください。

兵庫県 40代 初めて寄付してみます。応援しています、頑張ってください。

神奈川県 40代 初めて寄付します。 お芋届くのを楽しみにしてます。

東京都 30代 松江市出身で出雲におばあちゃんが住んでいます。 少しでもお役にたてればと思います

大阪府 親の出身地です。親戚には結婚当初からいつもあたたかく応援していただいています。心落ち着く出雲を応援しています。

岐阜県 50代 税収増に少しでも貢献できれば幸いです。

長崎県 40代 素敵な街のイメージで、一度行ってみたいと思ってます。

兵庫県 20代以下 地域発展のために頑張って下さい。

神奈川県 70代以上 町の活性化、頑張ってください！！

愛知県 50代 島根医大の卒業生です。出雲市は私の第２の故郷です。ますますの発展をお祈りしております。

神奈川県 60代 島根県出身者です。いつも帰省するとき出雲空港を利用しています。

栃木県 30代 日出ずる国出雲。いつか行ってみたいと以前から思っていました。素敵な出雲市がさらなる発展を遂げますように。

兵庫県 30代 日本有数の素晴らしい神社、出雲大社が小さな頃から大好きです。地域の振興を願っております。

静岡県 50代 父が幼いころまで住んでいた場所です。まだ一度も訪れたことがありませんが、今後もぜひ市政のご発展を祈念しています。

岐阜県 40代
父の希望で一度出雲大社に家族旅行しました。存命中最後の親孝行になりました。寄付先を選ぶ際に懐かしく思い出したので寄付させていただくこととしました。返礼品は家族でいただき
ます。そのときに亡き父の思い出話を子供たちに出来れば、と思っています。 遠くから応援しています。

東京都 60代 福岡県出身で、約４０年前に観光で訪れました。写真を見ると思いだされます。おそばは大好物なので、楽しみにしています。

東京都 30代 母が島根県出身です。島根県の活性化を応援します！

静岡県 50代 本物のシジミを賞味したく納税をさせていただきます

東京都 40代 毎年寄附させていただき、子供が好きなほしいもをいただいています。ありがとうございます。

東京都 20代以下 様々な特産品をこれからも楽しみにしています。
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東京都 20代以下 様々な特産品をこれからも楽しみにしています。

兵庫県 40代 来年遊びに行きます。

愛媛県 50代 歴史のある街ですよね、出雲大社ぜひ訪れてみたいです。

兵庫県 20代以下 後世に引き継がれる歴史の保護を。

神奈川県 70代以上 出雲は日本発祥の地。たくさんの歴史遺産がありますが、ぜひ保存にご努力いただきたく、寸志をお送りするものです。

兵庫県 40代 出雲神社はとても神聖な場所というイメージがあります。時代が変わっても守っていってほしい場所です。

神奈川県 40代 出雲大社の保全に役立てて頂けましたら幸いです。

広島県 60代 出雲大社を応援します。

東京都 50代 出雲大社等、歴史文化財を大切に将来に遺していってください。

東京都 40代 出雲大社等神社仏閣の保持に使って下さい。

埼玉県 50代 神様の国として日本の伝統をしっかり守ってください。

神奈川県 40代 出雲大社の保全に役立てていただけたら幸いです。

神奈川県 40代 日本の起源を感じる素敵な場所です。街並み、建造物を大切にし、日本の歴史を守って下さい。

愛媛県 60代 文化財を守ってください。

東京都 50代 歴史ある建造物を大切に後世へ残して下さい。

東京都 40代 歴史文化資源の保存にお役立てください。

兵庫県 60代 過疎化が進むのではないかと心配です。生まれ育った大切なふるさと観光と伝統文化でいつまでも心のふるさとであってほしい。

福岡県 40代 出雲は観光で何度か行ったことがあります。 とても雰囲気のよい町だと思います。古いものを維持するのは大変と思います。少しでもお力になれればと思います。

埼玉県 40代 昔ながらの良さを残しながら発展して欲しい。

兵庫県 40代 他の自治体が外国製品を返礼品に用いている中で出雲ブランドを返礼品にされているのはいいことだと思います。

神奈川県 30代 伝統工芸産業を応援しております。是非固有の伝統文化、産業を残していってください。

山口県 50代 山陰は自然美しく、文化が感じられるので変わらないでいて欲しいと思います。

千葉県 50代 出雲市の豊かな自然や文化が守られますように。 昨年、出雲市に旅行で行きました。空がとても広くて、また行きたいと思いました。

埼玉県 40代 今後も市民にとって住みよく、観光では魅力的な街づくりを期待しております。

茨城県 　
１０年ほど前に雑誌「食彩浪漫」で島根の旨いもんで紹介されていました。 無花果が大好きで、ふるさと納税で見つけ申し込むことにしました。前回、送っていただいき、たいへん美味しくい
ただきました。  今回も届くのが楽しみです。

奈良県 60代 ３回目です おいしくいただいております 隠岐の島出身者です。

京都府 50代 ３年ほど前に出雲大社を訪れました。また、行きたいです。

静岡県 60代 いつか行ってみたい所です。

東京都 30代 いつか行ってみたい場所です。

愛知県 30代 いつも美味しいしじみをありがとうございます。

千葉県 40代 いつも美味しいものをありがとうございます。 本年もよろしくお願い致します。

東京都 60代 お年寄りの住みやすい町でありますように。

東京都 50代 ぜひ、出雲にお参りに行きたいと思います。

東京都 40代 ぜひ子供たちもつれて遊びに行きたいです。佐田味噌は、とても味わいがあって我が家のお味噌として定着しております。

埼玉県 50代 ぜひ役立ててください。

宮城県 60代 ふるさと納税で美味しい特産品に感謝しています。出雲市には行った事がありませんが、行く機会を考えています。

大阪府 60代 以前、出雲で営業を行なってました。

東京都 50代 以前、観光で訪れたことがあります とても素敵なところでした  その時の空の色は今でも印象に残っております。

神奈川県 60代 以前旅行で出雲大社に参拝させていただきました。海産物等含め特産品も多く、気に入っています。課題も多いかと思いますが、頑張って下さい。

愛知県 30代 一昨年、夫と旅行で出雲大社に行きました。 愛知からだとなかなか気軽には行けませんが、とても居心地の良いところでした。また行きたいです。

愛知県 40代 一度出雲大社の観光を兼ねて訪れたことがあります。 もう一度訪れたい素敵な街並みでした。

大阪府 40代 応援しています。

神奈川県 40代 応援しています！出雲大社をまた行きたいです。

福井県 50代 応援してます。

福井県 50代 応援してます。

神奈川県 60代 干物お探していたら縁結び箸が付いていたのでときめきました。義理の息子の事が気になっていたもので飛びついてしまいました。神のご加護がありますように念じています。

大阪府 70代以上 頑張って下さい。

千葉県 40代
気持ち程度ですが、出雲市を応援させていただきます。 数年前に一度だけ出雲大社にお参りに行きました。 後世に残して頂きたく「使い道」を選択させていただきました。 また、出雲大社
にお参りに行きます。

神奈川県 30代 昨年、出雲と松江を家族旅行で訪れました。昨年もふるさと納税で同じお肉を返礼品としていただきましたが、美味しかったです。

静岡県 50代 昨年、出雲に訪問しました。今年も出雲がにぎやかになることを願います。

神奈川県 50代 出雲と言えば出雲大社だと思っておりましたが、貴重な岩海苔である十六島海苔の存在を知りました。 遅ればせながら出雲市の魅力を知人や家族に伝えたいと思います。

群馬県 60代 出雲のシジミをいつも取り寄せています。また歴史的魅力も大きいです。若い人の人口流出はどこも避けられませんが、頑張ってください。

東京都 30代 出雲は何度も観光に行っています。 見どころもたくさん、美味しいものもたくさん。 また伺いたいと思っています。

兵庫県 50代 出雲市が牛の生産をしているとは知りませんでした。 楽しみです。

埼玉県 50代 出雲市の発展を応援します。

岐阜県 50代 出雲市へはまだ行ったことがないのですが、歴史を訪ねていつか訪れたいと思っています。

東京都 30代 出雲大社、また行きます。頑張ってください。

神奈川県 50代 出雲大社に又行きます。

千葉県 60代 出雲大社へはいつかお参りしたいと思います。

山梨県 60代 出雲大社を遠くから崇拝しています。

京都府 70代以上 昭和２１年旧制第六高等学校在学中友人７～８人と松江、出雲、大社、日御碕灯台方面に旅した事が懐かしいです。その際も友と出雲大社へお参りしました。

神奈川県 40代 松江市出身です。出雲市にもよく行っています。島根県のために少し寄付させて頂きます。

愛知県 60代 神話の故郷島根は憧れの地です。

大阪府 50代 親戚もいなくなりましたが、引き続き応援しています。

東京都 40代 先日お礼参りに訪問しました。とてもいいとこですね。

東京都 60代 代々神道の家柄ですので、出雲の美味しいお酒をお神酒だと思って思っていただいております。亡き父の祭壇にも出雲富士純米吟醸がお似合いです。

東京都 40代 東京から二度旅行に行きました。出雲大社はじめ日本の歴史的遺産が多数存在し、海の幸や美味しい日本酒のある出雲市が大好きです。少しですがお役にたてればと思います。

千葉県 30代 日本の心、出雲の心がこの先も大切に引き継がれていきますように。

岐阜県 40代 毎年 出雲大社に参拝しています

神奈川県 30代 毎年、出雲駅伝を楽しみにしております！

東京都 50代 地域の活性化に少しでも役立てれば幸いです。まだ出雲へは行ったことがなく、いつかは訪れてみたいと思っています。

千葉県 60代 地方の活性化を応援します。

東京都 60代 高齢者に優しい街づくりをしてください。

神奈川県 60代 ３０年前に出雲市に旅行参加をして昔を思い出して。

神奈川県 70代以上
ふるさと納税システムの見直しが検討されているが、返戻品目当てではなく、純粋に「ふるさと」への思いで寄付している人が多いのではと認識しております。もし、見直しの際には、この点
をご配慮して頂ければ幸いです。

熊本県 60代 応援してます。

神奈川県 60代 学生時代お世話になりました。 結婚式も出雲でした。 応援しています。

佐賀県 60代 頑張ってください。

大阪府 40代 義父の実家があります。また行きたいです。

茨城県 60代 昨年の８月に家族３人で出雲市を観光しましたが、見どころ満載で魚介類もおいしく戴きました。また、機会がありましたらお邪魔したいと思います。

東京都 40代 出雲へは何度か観光で行かせていただいていますが、空港便数がもう少し多いと有り難いです。

千葉県 50代 出雲市にはいつも憧れを抱いています。近い将来必ず訪れたいと思っています。

群馬県 60代 出雲市は美味しいものが沢山あって、素敵なところですね。神々の地にいつか行ってみたいです。頑張ってください。

東京都 60代 初めてなので楽しみです。（宜しく！）

東京都 40代 庄原市東城町出身です。私の弟は出雲大社で名前を付けて頂いたようです。今後ともよろしくお願いします。

大阪府 30代 父が出雲出身で、祖父母は出雲在住です。 出雲振興を兼ねて寄付させていただきます。

神奈川県 50代 母がお世話になっております。今後もふるさと納税をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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静岡県 40代 毎年、寄付させて頂いてます。 妻が出雲出身です。応援しています。

奈良県 60代 有意義に使ってください。

神奈川県 50代 Uターン就職活動の企業支援等、地元の人材を確保してください。

埼玉県 30代
関東で就職し、なかなか出雲に戻れませんが遷宮を機にいっそう盛り上がってる故郷を応援しています。 出雲、島根で働きたくても働き口がなく、離れてしまった若者がたくさんいます。教
育制度のしっかりした島根県に、優秀な人材をつなぎとめるためにも高待遇で働ける産業を興してください。

東京都 50代 歴史と自然の町、若者が定着する産業振興にも注力してください。

北海道 40代 出雲へはなんども旅行に訪問しています。 日本のふるさととして発展を続けられることを願います。

愛知県 20代以下 出雲市がこれからもっと盛り上がりますように！

大阪府 60代 地域活性化のお役に立ちましたら幸いです。

愛知県 50代 地域振興に活用願う。

東京都 50代 地方創成、頑張ってください。

東京都 20代以下 観光産業の進展にご尽力ください。

東京都 70代以上 出雲空港勤務の娘が、出雲の皆様に大変お世話になっております。いつも東京から出雲を応援しております。少しでもお役に立ちたいです。

沖縄県 30代 お魚チップスの存在をテレビのニュースで知りました。 世界に通用してるなんてスゴい！ これからも頑張って、品質のいい商品を作ってください。

東京都 30代 そのうち旅行で訪れることを楽しみにしています。

富山県 　 楽しみにしています。

大阪府 40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 40代 頑張って下さい！

大阪府 70代以上 頑張って下さい。

東京都 40代 寄付金の有効活用をお願いします。

山形県 20代以下 出雲がんば！！

埼玉県 40代 出雲には観光に行きました。雰囲気も人も親しくてまた行きたいです。

東京都 70代以上 少ないけど出雲市を応援しています。いろいろお世話になっています。

愛知県 60代 美味しい干物を期待しています。楽しみです。

神奈川県 60代 活気ある街づくりに期待します。

福岡県 50代 出雲市の発展を願います。

秋田県 30代 地方の活性化を願っております。

静岡県 40代 いつか行ってみたい場所です。お年寄りにとって住みやすい街になりますように。

東京都 60代 医療の充実をお願いします。

宮城県 60代 いつまでも日本の心のふるさとの美しい市でいてください。

東京都 40代 頑張ってください。

神奈川県 40代
今、病気療養中でして、出雲に旅行に出掛けたくても、なかなか伺う事がままなりません。ですから、せめて、細やかではありますが、お役に立てれば幸いに思います。今年中には、是非と
も??と思っております。歴史と品格のある出雲市でありますよう陰ながら応援しています。

長崎県 60代 妻が平田町出身なのでふるさと納税を思い立ちました。実家には95才の義母がいます。

東京都 70代以上 出雲は大変落ち着いた街並みですね 娘達が昨年観光に行きまして写真を見ました、 １度行ってみたいと思います。

大阪府 50代 出雲大社とても素敵です。

東京都 40代 松江市出身です。しばらく帰っていませんが、家族みんな出雲が大好きです。

福岡県 30代 毎年ふるさと出雲を応援しています。

京都府 60代 教育の発展にご利用いただけましたら幸いです。

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 30代 子供のための町作りを進めていって下さい。

沖縄県 40代 子供の教育にお使いください！

東京都 40代 若い世代への教育にぜひお役立てください。

沖縄県 50代 未来を担う子供たちを育成する行政を期待しています。

愛知県 40代 これからも出雲市の発展をお祈りしております。

岡山県 60代 貴市のご発展をお祈りいたします。

岡山県 60代 貴市のご発展をお祈りいたします。

東京都 50代 今年最初の寄付をさせていただきます。 御市のますますのご発展をお祈りしております。

東京都 60代 出雲市の発展をお祈りいたします。

兵庫県 30代 地方活性化応援しています。

埼玉県 70代以上 歴史を大事にしてください。

栃木県 30代 いつか行きたい場所です！！

東京都 40代 それぞれの地方から、日本を盛り上げていきましょう！

静岡県 30代 ふるさとチョイスカフェで知りました。応援してます。

愛知県 60代 以前、旅行で出かけシジミを知り一度賞味したく申し込みをしました。

埼玉県 50代
一昨年出雲大社・松江・石見銀山・境港と旅行し、いい町で落ち着いた感じでよかったです。 　ただ、宿泊施設が周囲も含め不足している感じ（予約に苦労しました）でしたが、現在の旅行
ブームに乗って、宿泊施設を建設するわけにも行かないと思いますので、難しいところですね。

東京都 50代 一度お伺いしたいと思っています。

神奈川県 40代
一度神在月に行って見たいと思っています。出雲大社は勿論魅力たっぷりの出雲、もっとPRしたらお客さんはさらに増えると思います！お蕎麦もこんなに美味しいと思いませんでした！玉
造温泉や宍道湖も行って見たい！！頑張ってください！

神奈川県 40代 応援しています！

千葉県 50代 応援しています。

神奈川県 40代 頑張ってください

北海道 50代 頑張ってください。

滋賀県 30代 頑張ってください。若い世代の為に寄付を使ってください。

岡山県 50代 頑張って下さい。

神奈川県 40代 今年は、夫婦で出雲市にも旅行に出かけたいと思っております。頑張ってください！

神奈川県 50代 市報を楽しく読ませて頂いております。

東京都 40代 出雲は行ったことがありませんんが、今回の納税で興味が湧きました。いつか是非行ってみたいです。

山口県 60代 出雲市は何度も訪れましたが、いちじくはまだ食べたことがありません。楽しみです。

兵庫県 50代 少しでもお役に立てれば嬉しく思います。

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。

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。

島根県 20代以下 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 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 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。

島根県 70代以上 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 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 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。

島根県 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。

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 税金を有効に利用願います

東京都 40代 島根県を応援したく思い、納税させていただきます。 教育分野に使用していただければ幸いです。

東京都 20代以下 訪れたことがないので、いつか行ってみたいです。

東京都 40代 毎年しじみ楽しみにしています。

徳島県 50代 毎年応援しています。

兵庫県 50代 自然環境を大切に、また、旅行で訪ねたいと、思っています！！

愛知県 50代 出雲市は大好きです。出雲大社と歴史博物館、出雲の自然、そして出雲そば、温泉・・・すべてを大切にしてほしいです。

東京都 50代 人と自然が共存して歴史を重ねてきた魅力ある街を、これからも守り続けて欲しいと思います。
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神奈川県 50代 旅行に行くたびに好きになりました。素晴らしい環境をぜひいつまでも守って下さい！

熊本県 70代以上 きれいな宍道湖を守ってください。

大阪府 40代 貴市の益々の発展を祈念しております。

東京都 40代 地方の発展に使ってください。

東京都 30代 地方活性化の一助にお役立ていただけると幸いです。特に子育て世代が暮らしやすい環境が整備されることを期待いたします。

東京都 70代以上 いつも美味しい品、大変うれしいです。ワクワクします！！

千葉県 50代 メタンハイドレート開発推進に自治体としても尽力お願いします。

愛知県 40代 一度は訪れてみたいと思っております。

愛知県 50代 応援しています。

静岡県 30代 応援してます。

東京都 50代 些少ですがお役立てください。

兵庫県 50代 昨年も、お魚を送っていただいて、大変美味しかったので今年も。

千葉県 50代 昨年も頂き、またお願いします！ これからも頑張って下さい。

東京都 50代 出雲のしじみ大好きです。何回かふるさと納税をして、とても出雲が身近に感じます。いつか訪れたいです。

東京都 50代 出雲は必ず伺いたい街です。神の街ですから。盛況お祈りしています。

神奈川県 30代
出雲市へはじめてふるさと納税させて頂きます。 お酒好きですが、出雲市の日本酒のラインナップは好みのものばかりで嬉しいです。 独身時に何度か伺ったことがあるのですが、結婚し
てからはまだ行ったことがないので、今度は夫婦で観光に伺いたいと思っています。

東京都 60代 出雲大社大好きです。

神奈川県 30代 少しばかりですが今年も応援しています。久しぶりに出雲に訪れたいです。

大阪府 60代 総務省の圧力にもめげず、これからもふるさと頑張って下さい！

広島県 30代 大切にご利用下さい。

宮城県 50代 美しいまち出雲を応援しています。

奈良県 40代 美味しいお酒をありがとうございます。

東京都 50代 訪れたことはあり。変わらぬ自然を。

東京都 70代以上 娘がお世話になっております。少しでも出雲のためにお役にたちたいです。出雲市がますます発展されますことをいつも願っております。

北海道 60代 良き縁となるよう願っています。

愛知県 60代 わずかな寄付金ですが 出雲市の経済の活性化にお役に立てるならば 幸いです。

富山県 60代 貴市の発展に微力ながら支援させていただきます。

大阪府 40代 出雲市は思い出の場所です。 発展を祈念しています。

静岡県 60代 出張と旅行で２度御市を訪れました。落ち着いた雰囲気で大変good！でした。最近は活性化に色々と取り組んでいる由、益々のご発展を祈念致します。

静岡県 40代 引き続き、日本の産業振興を希望します。

東京都 40代 出雲ブランドは魅力的だと思います。これからも地域産業の振興にがんばってください。

東京都 50代 出雲のしじみが気に入って、納税しています。 これからも応援し続けます！

滋賀県 50代
前年度もお願い致しました。 地域産業・特産物発展のためにも、それに携わっておられる生産者の方々のためにも、ふるさと納税という広めるツールは必要だと思っています。 これからも
無理&やり過ぎの無い範囲で、地域発展の為に頑張って頂けると嬉しいです。

兵庫県 40代 毎年佐田みそを楽しみに寄付させていただいております。

東京都 30代 友人からこちらの干しいちじくを紹介してもらい、大変美味しく、また珍しい品種とのことで応援したく寄付いたします

兵庫県 40代 僅かな金額ですが、地域振興にお役立て頂ければ幸いです。、

東京都 70代以上 地域振興に少しでもお役に立てれば幸いです。

千葉県 40代 出雲大社を中心とした活躍に期待してます。

栃木県 30代 先日，旅行で伺いました。高齢化が進む地域かと存じますが，日本の歴史の出る場所として，地道な発展を祈念申し上げます。

東京都 30代 ２回目です。 とても美味しかったです。

神奈川県 60代 ３０年前に出雲市旅行参加して昔を思いました。

和歌山県 50代
３年前に出雲市に娘と旅行に行き、出雲大社に良縁結び祈願に訪れました。 残念ながらまだまだ結婚という良縁には遠いようですが、就職は望みどおりの職に就くことができ、しっかり働
いている様子です。 また折を見て、再度縁結びの神様にお願いに参りたいと思います。

東京都 40代
８年ほどまえ、転勤で出雲に住んでいました。小山町という場所だったと思います。海も山も魅力的で子育てには理想的でしたが、長く住むことはできませんでした。これからも魅力ある街
でいてください。今度は、旅行で行きたいと思いっております。

東京都 60代 GWに家族で出雲に旅行にいきます。楽しみにしています。

埼玉県 40代 いつか行きたい所です。

愛知県 30代 いつか行ってみたいとずっと思ってます。

東京都 50代 いつか行ってみたい街の一つです。

東京都 40代 いつも応援しています。

大阪府 40代 がんばってください。

大阪府 60代 がんばりましょう。

東京都 50代 がんばれ！

大阪府 50代 がんばれ出雲！ 応援しています(^_^)

和歌山県 40代
ここ数年お世話になっています。昨年送っていただいたお肉も大変おいしかったです。出雲大社にも一度参拝させていただきたいのですが、ご縁がなく伺ったことがありません。今年は初
めて島根県に旅行にいきたいと思っています。

兵庫県 40代 このバーガー、とっても美味しいのでもっと宣伝しても良いのでは？

大阪府 　 これまでは年１回シャインマスカットを頼んで終了だったので、１年に何度もできるようになって助かります。育ててもらったお礼に、これからも寄付を続けますので、頑張ってください。

福井県 40代 しじみ届くのが楽しみです。

東京都 40代 とにかく水が美味しかった、という印象が残っています。応援しています。

北海道 40代 また遊びに行きたいです！

神奈川県 50代 また旅行したいと思います。

千葉県 50代 以前に出雲市を訪れた時に食べた美味しい蕎麦が忘れられません。

愛知県 30代 応援しています！

岡山県 30代 応援しています。

神奈川県 40代 応援しております。

愛知県 50代 何度か訪れた地です。 益々の発展を願っております。

神奈川県 40代 頑張って下さい。

北海道 40代 頑張って下さい。

東京都 50代 頑張って下さい。

神奈川県 50代 久しぶりに出雲へ行きたい！サンライズ出雲で行けると良いな。

大阪府 30代 近いうちに出雲市に引っ越すことが決まったので選びました。

東京都 40代 行ってみたいです。

東京都 40代 行ってみたいです。

福岡県 40代 今は生活が忙しく、出雲に出かけることができませんが、いつか旅行したいと思っています。

東京都 40代 今度は現地でしじみを食べてみたいです。

東京都 40代 若い頃にいった出雲大社にパワーをもらいました。

神奈川県 50代 出雲そば大好きです。

岡山県 20代以下 出雲そば好きです。頑張ってください。

静岡県 50代 出雲のしじみはいつもいただいていました。

茨城県 40代
出雲市には駐屯地があり、変な抗議やいやがらせが、市に来るかもしれません。 しかし、自衛隊は日本にとって大切な方々です。自衛隊を支援するためにも、駐屯地のある貴市への寄付
をさせていただきます。  数ある駐屯地の中で貴市を選んだのは、貴市のお酒は、燗にしておいしいお酒がそろっているのでファンだからです。  職員の皆様も頑張ってください。

大阪府 50代 出雲大社！

東京都 50代 出雲大社が大好きなので寄付をしました。

奈良県 50代 出雲大社に一度行ってみたいと思っています。

愛媛県 60代 出雲旅行で蕎麦がお気に入りになりました。 出雲そばのバリエーションがもう少し増えると うれしいですね。  また、訪れたいです。

埼玉県 50代 初夏に母と旅行へ行くのを楽しみにしています。

東京都 50代 少しですが出雲市のお役に立てれば幸甚です。

福岡県 60代 少しでもお役にたてればありがたいです。



都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ

埼玉県 60代 少しでもお役に立てればと思います ふるさとの美味しいものなどを周りに紹介していきます。

岐阜県 50代 先日、電車を乗り継いで出雲大社に伺いました。 天気にも恵まれ、楽しく過ごさせていただきました。 是非また訪問したいと思います。

神奈川県 40代 中学生の時に修学旅行でいきました。今度は子供達をつれていきたいです。

東京都 30代 島根医大に在籍していました。 第2のふるさとです。

埼玉県 60代 豊かな美味しいもの、いつも楽しみにしています。

東京都 40代 旅行で一度行ってみたいです。

東京都 60代 旅行で訪れファンになりました。

香川県 40代
仕事で出雲市に何度か訪問したことがあります。お水が美味しいからか、どこで頂いても、食事が美味しかったです。また、仕事でご縁ができた方も、良い方が多かったです。 ふるさと納税
することで、出雲市の応援になるようでしたら、非常にうれしいです。

静岡県 20代以下 出雲大社旅行して、良縁をいただきたいです。

千葉県 　 歴史ある街。応援しています！

大阪府 40代 歴史ある出雲応援してます。

大阪府 50代 歴史ある出雲市を応援しています。

千葉県 30代 歴史文化と駅伝、魅力的なものがある街なのでがんばって下さい。

岐阜県 50代 日本の伝統が多く残されている。伝統ある環境が素晴らしいと思います。

大阪府 40代 病気の娘が完全復活したお礼に今年１０月出雲大社に参りました。この神聖な場所がいつまでも美しくあり続けますように・・・

東京都 30代 観光客沢山よんでください。

広島県 30代 観光資源が、豊富なので頑張ってください。

静岡県 20代以下 行くと元気になれる大好きな場所です。地震の被害もあり大変かとおもいますが、これからも素敵な観光地としてみんなを癒してください。

福岡県 40代 今年初めて出雲に行きました。 また伺いたいので、寄付してみようと思いました。

滋賀県 30代 これからも良い街でありますように。

千葉県 40代 今年から回数制限がなくなったので、少額ですが何度も寄付させていただきます。

静岡県 　 昨年寄附しました。今年パンフレットを届けていただきとても助かりました。

大阪府 40代 楽しみにしています。

愛知県 30代 楽しみにしています！

東京都 40代 楽しみにしています。

東京都 20代以下 楽しみにしています。

兵庫県 50代 楽しみにしています。

神奈川県 70代以上 数年前から続けている。

大阪府 40代 二度目の寄付となります。 よろしくお願いします。

兵庫県 50代 美味しいので、毎年お願いしています。

神奈川県 50代 本籍地が出雲市なので寄付させていただきました。

東京都 60代 娘が住んでいます。

兵庫県 50代 歴史ある出雲の町へぜひ一度家族揃って行きたいです！

東京都 50代 連休に出雲大社に参拝させて戴くために、島根県を訪問します。 楽しみにしております。

埼玉県 　 はじめて寄付させていただきます。 よろしくお願いします。

埼玉県 60代 ふるさとを大切にしてください。

福岡県 50代
ふるさと納税のシステムを知り情報検索を行ううちに、御地の情報に行き当たりました。訪れたことがあるわけではなく　ゆかりのあるわけでもありませんが、魅力的な特産品を見ているう
ちに　応援したい気持ちになりました。わずかな金額でお恥ずかしいくらいですが、何かのお役にたてるのであれば幸いです。今後も身の丈に合った範囲で応援をさせていただきます。頑
張ってください。

香川県 50代 ゆっくり滞在しながら出雲大社など巡りたいです。

愛知県 60代 学生時代に出雲大社や日御碕に行った事があります。また、一度行って見たいと思います。

東京都 60代 干し芋が美味しくて、毎年選んでいます。

京都府 40代 観光しに行きたいです。

北海道 30代 観光で２度ほどお世話になりました 何かしらのお役に立てましたら幸いです。

東京都 40代 観光で行ってみたいです。

北海道 　 観光に行きたいと思っていますので これからも応援します。

千葉県 30代 関東在住ですが、寄れるときは必ず出雲大社に参拝させていただき、家族で多大な恩恵に預かっております。また来年も寄らせていただきます。

東京都 40代 機会があれば訪れたいと思っています。

東京都 40代 帰省の際に立ち寄ります。頑張ってください。

兵庫県 50代 義父が出雲・大社の出身です。

埼玉県 40代 去年、観光で行きました。 良いところですね。 また、行ってみたいものです。(^^)

千葉県 30代 去年いただいたぶどうが大変おいしかったです！ 期待してます！！！

東京都 30代
去年島根を５日間、ひとり旅して大変お世話になりましたので、今回ふるさと納税先として選択しました。 旅行先としてとても素晴らしい場所でしたのでまた訪れたいと思います。  このたび
の地震では出雲もかなり揺れたかと思います。被害が少ないことを祈っております。

神奈川県 40代
境港に客船が寄港して、バスツアーで出雲を訪れました。お土産屋さんでワインやお酒を買おうか迷ってるうちに、時間がなくなってしまいました。博物館も見たいし、今度また、ゆっくり訪
れたいです。

群馬県 60代 僅かですが今年も応援させていただきます。

福岡県 50代 近いうちに是非訪問してみたいと思っています。

大阪府 30代 近頃、テレビ等で神話の故郷として紹介されています。また私の高祖父が島根の出身ですので、親しみがあります。地元の名品を広く広めて下さい。とても楽しみにしています。

神奈川県 50代 結婚式は出雲大社で挙げさせて頂きました。

島根県 50代 月に一度は買い物に行っています。

東京都 70代以上
古事記を読んで出雲に是非行きたいと思っております。以前に新幹線車内で見たJR機関誌に「出雲史跡・博物館巡り一日コース」というのがありました。市の主催かJR主催か記憶しており
ませんが、そのような企画がございましたらご案内を戴けると有難いです。

福岡県 40代 好きな街です！

兵庫県 30代 広島出身なので，昔からよく訪問してます． これからも頑張ってください。

東京都 50代 国つ神のふるさとである出雲の元気が、日本全体の発展の原動力になるに違いありません。

東京都 50代 今度、本物の出雲そばを、ぜひ出雲の地元まで食べに行きたいと思います。

東京都 40代 今度は妻と行きたいです。

栃木県 30代 今度観光で訪れるのを楽しみにしております。

千葉県 60代 今年、出雲へ旅行を予定しています。楽しみにしています。

東京都 50代 今年、出雲大社に参ります。

神奈川県 30代 今年、友人の出雲大社の分詞での結婚式に参列しました。 そのご縁と一度は訪れたい場所、との思いを込めて。 遠くない将来に必ず行きます！

東京都 40代 今年、旅行で出雲大社、宍道湖を訪れました。素朴な風景がとても魅力的でした。

神奈川県 60代 今年10月に、出雲市と松江市を家族旅行で訪れました。ありがとうございました。

埼玉県 60代 今年１月に出雲に行きましたが、残念ながら雪でした。又行きたいな・・・・。

埼玉県 60代 今年３月、出雲大社に参拝しました。またお参りに行きたいと思います。

千葉県 　 今年３月に出雲に行って来ました。また季節を変えて行きたいと思います。

東京都 30代 今年９月に初めて出雲へ行きました。 とても感動しました。次は願いが叶ったらお礼に参りたいと思ってます。

大阪府 30代 今年の1月に友人と遊びに行きました。 楽しい旅行だったので、また行きたいです。

東京都 30代 今年の夏に出雲へ旅行へ行きました。 縁結び箸で身近に出雲を持っていられるの嬉しいです！

神奈川県 20代以下 今年の夏に友人と旅行しました。またぜひ行きたいです。

東京都 30代 今年の夏に旅行に行きました。 町もきれいで人も親切でとてもよいところだったので、これからも良いところでありますように。

愛知県 30代 今年の初詣として出雲大社に行かせていただきました。 まだまだ観光すべき場所があるので、機会があれば再訪したいと考えて居ます。

東京都 50代 今年は行けませんでしたが、来年は行きたいです。 出雲大社へ。

埼玉県 50代 今年も出雲へ旅行に行きました。心がおちつく出雲の自然が大好きです。

神奈川県 50代 今年出雲に初めて行き、自然に魅了されました。

東京都 50代 今年出雲に旅行しステキな時間を過ごさせていただきました ありがとうございました

東京都 30代 今年初めて出雲市を訪れて、とても好きになりました。

大阪府 40代 再訪できる日を楽しみにしています。

兵庫県 30代 妻が出雲大社に行きたいとずっと言っています。来年こそは行きたいと思っています。
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埼玉県 40代 昨年、観光で初めて訪れ、また来たいと強く思いました。 出雲らしさを守る一助になれましたら幸いです。

神奈川県 50代 昨年、出雲へ旅行して大変すばらしい時間を過ごしました。 出雲大社とのご縁を大切にしたく、寄付させていただきます。

神奈川県 50代 昨年、出雲市へ行きました。 出雲の魅力をいつまでも大切に！

愛知県 30代 昨年、出雲大社に夫婦でお参りに行きました。 早く子供を授かれると良いなと思っています。

静岡県 40代 昨年、初めて出雲大社を訪れる旅行の大きな楽しみが出西窯を訪ねることでした。念願叶い感激致しました。 出西ブルーのお皿と出西織、大変楽しみにしております。

長崎県 50代 昨年、旅行で訪れました。遺跡好きなので、荒神谷遺跡と古代出雲歴史博物館に感動しました。

東京都 50代 昨年１２月に出雲大社参拝が目的で旅行しました。 地元の方皆さんが親切で感激しました。 また訪れたい場所になりました。

埼玉県 60代 昨年そちらに旅して、ファンになりました。又訪れたいと思っています。

東京都 60代 昨年にひき続き応援しています。出雲大好きです。

愛媛県 40代 昨年に引き続き、応援します！！ また、旅行に行きたいです。

愛知県 50代 昨年に引続きの寄付です。会社生活もあとわずかなので出雲大社に行って島根の美味しい海産物をゆっくり味わいたいと思います。

岐阜県 50代 昨年に続き２回目の申し込みになります。 有効に使っていただければと思います。

熊本県 60代 昨年の３月末に出雲地方を一人旅しました。 とても良い旅行をすることができました。

愛知県 50代 昨年の夏に出雲大社に行きました。 とても厳粛で、歴史の重みを感じました。

北海道 60代 昨年は家族から葉付き生姜のお礼の品を頂き、今年は私が寄付をさせていただきました。 これからも名産品であり続ける事を期待しています。

千葉県 70代以上 昨年は出雲のふるさとの香り「おそば」をお届けいただき有難うございました。今年も宜しくお願いします。

岡山県 40代 昨年もしじみを頂きました。大変美味しかったので今年も楽しみにしています。

神奈川県 40代 昨年も出雲市に行き今年はサンライズ出雲で行ってみようと思っています。 出雲は良いところですね。 山陰応援しています。

愛知県 40代 昨年も出雲市のブドウいただきました。 とてもおいしかったのでリピートします。

埼玉県 40代 昨年夏に家族旅行で初めて出雲へ行き、 出雲大社や博物館など観光し、とても楽しい思い出が出来ました。

千葉県 30代 昨年出雲を旅行してとてもいい想い出になりました。素晴らしいものをいつまでも残していってほしいです。

神奈川県 40代 昨年出雲市を訪れました。出雲そばがとても美味しかったです。

神奈川県 50代 昨年初めて出雲大社にお参りに伺いました。

東京都 70代以上 昨年度に引き続き応援させていただきたいと思います。

大阪府 50代 昨年訪れて、歴史ある素晴らしい街だと感じました。

福島県 60代 昨年訪れて感動しました。

東京都 40代 昨年末に初めて旅行で伺いました。 出雲大社の壮大さと街全体の穏かな雰囲気が印象に残りました。

兵庫県 50代 山陰地方は車も走りやすく、よく旅行します。出雲に立ち寄ると心がきれいになるような気がして大好きな観光地です。

兵庫県 50代 残念ながら一度も訪ねたことはありませんが本、映像ではよく目にします。「いい所だ」と感じています。

兵庫県 40代 仕事が落ち着いたら出雲大社へ旅行に行きたいと考えております。

神奈川県 40代 仕事でしか行ったことがありませんが、是非プライベートでも訪れてみたい土地の一つです。古事記の世界などに浸ってみたい。

兵庫県 40代 仕事でよく行きました。応援しています。

兵庫県 50代 仕事で出雲市には、お世話になっています。これからも、よろしくお願いします。

神奈川県 50代
子どもたちが小さいころ出雲大社にお参りし、その近くで出雲そばを堪能しました。まだ未就学児なのに子どもの食べっぷりがあまりに良かったのか、お店の方が「これをお土産にどうぞ」
と、持ち帰り用のそばをサービスしてくださり恐縮しました。その節はごちそうさまでした。この制度でそんな昔のことを思い出しました。 これからも出雲のあたたかい町を大切にしてくださ
い。

神奈川県 　 子供の頃、「神様のお話」という古事記をもとにした童話を読んで以来、出雲は特別な地域でした。お役にたて、しかも大好きなのどぐろまていただけ、大変ありがたいです。

千葉県 40代 私が独身の頃、母と嫁が出雲大社に良縁祈願に行ったそうです。そんなこともあり、行ったことがありませんが、私も出雲になんとなく親近感があります。

千葉県 60代 私の義母が出雲出身です。

京都府 40代 私の祖母が出雲市出身でした。ますますのご発展をお祈りしています。

兵庫県 50代 私の父親は十六島の出身です。親族もありますがなかなか行く機会が減ってしまいました。お国訛りや自然など出雲は良いところですね。近いうちにまた行きたいです。

東京都 20代以下
私は未だ訪れたことはありませんが、昨年両親がパックツアーで訪れた際に、まだまだ見たりなくて、再度個人旅行でゆっくり旅をしてみたいと申しておりましたので、神々が集合する月に
便乗して訪れたいと思っています。

大阪府 60代 遷宮後の大社を訪れておらず、近いうちに観光に行きたいと思っています。

滋賀県 50代 若い頃、出雲大社へ参拝させてただいたことがありますが、改めてまた参拝して、他の場所も、観光したいと思っています。

東京都 60代 若い頃一度旅行に行き、とても素敵なところでした。また行きたいです。

石川県 40代 秋にそちらに旅行に行くので、楽しみです。

神奈川県 40代 住んでいた周りの自然と史跡が好きでした。 落ち着いたら旅行に行きます。

愛知県 30代 十六島海苔楽しみです！

東京都 　 出雲、応援しております！！

岡山県 70代以上 出雲いい國　がんばって！

東京都 30代
出雲が大好きで３回旅行で訪れています。出雲大社に抱かれた文化と神話の香るまち、そして出雲そばをはじめとする美味しい食材にもめぐまれ、大好きになりました。いつまでも出雲は
出雲らしく、出雲のよさを応援していきたいです。

福島県 70代以上 出雲で生産された日本茶、とても美味しいと思います。 日本茶のみのセットがあると嬉しいです。

千葉県 30代 出雲には２０年近く前に旅行に行ったっきりなので、是非また行きたいと思っています。

大阪府 40代 出雲には以前からよく旅行に行くので、駅周辺の飲食施設を充実させてほしいです。

広島県 30代 出雲には今年３月まで住んでいました。これからも応援しています。

東京都 30代 出雲に行きたいと思いながら、行けてないので、このわずかな寄付でもお役に立てればと思っています。

埼玉県 40代 出雲に旅行したいと思っています。

茨城県 30代 出雲に旅行にいき好きになりました。 また旅行に行きたいです。

東京都 30代 出雲に旅行に行き、とても素敵なところで応援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 30代 出雲に旅行に行きたいです。

京都府 30代 出雲のお蕎麦大好きです。

埼玉県 50代 出雲の街が大好きです！応援しています！！

千葉県 40代 出雲の個性を守り、活かしてください。

兵庫県 70代以上 出雲の国を応援しています。

神奈川県 30代 出雲の神社が大好きです

神奈川県 40代 出雲の神様のご利益がありますように・・・。

岡山県 40代 出雲の雰囲気が大好きです。たびたび訪れたいです。

埼玉県 60代 出雲の國、大切にして下さい。

香川県 70代以上
出雲は、我々日本人の心の故郷といつも思っております。出雲に移住して心豊かにゆったりと老後を送ることができればどんなに素晴らしいことかと夢見ております。今回も僅かばかりで
すが寄付をさせていただきます。 職員の皆様方におかれましては、時節柄、お身体ご自愛の上益々のご活躍をお祈り申し上げます。

東京都 50代 出雲は、出雲大社付近を旅行で歩きました。空港から出雲大社へ向かう途中に見た、山の神々しさが忘れられません。時期を変えて、回数を重ねて訪ねたいと思っています。

兵庫県 30代 出雲はいいとこです♪

新潟県 60代 出雲はいつか訪ねてみたい憧れの町です。主人と近い内に必ず。

神奈川県 30代 出雲はぜひ一度行ってみたい土地です。少額寄付者も気軽に訪れるきっかけになるような謝礼品があると嬉しいです。

神奈川県 50代
出雲は寝台特急で２，３度お邪魔いたしました。行くたびに新しい見どころを見つけることができて、よかったです。これからも、地域を盛り上げる活動を続けて下さい。また、サンライズ出雲
でお邪魔致します。

宮城県 70代以上 出雲は心の故郷です。この遺産を後世に伝えて下さい。

静岡県 30代 出雲は神話の街で、魅力的です。

神奈川県 40代 出雲は大好きな街で度々訪れてます。

千葉県 50代 出雲は日本国民の心のふるさとです。

東京都 40代 出雲は友人の出身地。いちじくは以前からとりよせていました。

大阪府 50代 出雲へは何度か行っており、いつも出雲蕎麦を食べて満足しています。やっぱり美味しいです。

愛知県 50代 出雲へは何度か訪れています。 お礼の品に出西窯の物も増えるといいですね。

東京都 50代 出雲高校の甲子園初出場おめでとうございました。 残念ながら初戦敗退となりましたが、選抜優勝校に善戦したと思います。 来年にも期待です!!

山形県 20代以下 出雲最高です！

兵庫県 60代 出雲市がますます反映しますように。

兵庫県 50代 出雲市がんばれ。

兵庫県 50代 出雲市がんばれ！

東京都 50代 出雲市との良い御縁を大切に致します。
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愛知県 50代 出雲市と大社の発展を祈念します。

埼玉県 30代 出雲市にはまだ行ったことがありませんが、その内必ず行きます。

徳島県 50代 出雲市には行ったことはありませんが、これをきっかけに注目したいと思います。

東京都 40代 出雲市に行った際、ホテルの方にお世話になりました。いい思い出になっています。

福井県 70代以上 出雲市のさらなる発展を希望しております。

徳島県 60代 出雲市の皆様のご健康とご活躍をお祈り致して居ります。

神奈川県 70代以上 出雲市の近くの出身です。

東京都 50代 出雲市の継続的な発展を祈っています。

宮崎県 30代 出雲市は、１度も訪れたことがないとこなので先にふるさと納税をしてみました。 縁結び縁の地なので、島根に行きたいです。

大阪府 40代 出雲市は２０年以上前に行ったことがありますが、ぜひもう一度訪ねてみたいと思っています。

神奈川県 60代 出雲市は一度は訪ねてみたいと思っています。

東京都 60代 出雲市は何度も訪れたくなる、 魅力有る場所です。 少額ですが お役立て下さい。

愛知県 40代 出雲市は行ったことないですが、出雲大社に行ってみたいです！ 神聖なイメージの出雲のお酒を新年にいただけると幸いです。

新潟県 30代 出雲市は今度旅行で訪れたい地の一つです。

東京都 40代 出雲市は父の出身地です。 頑張ってください。

埼玉県 50代 出雲市は歴史あるところなのでいつまで変わらぬことを願います。

大阪府 40代 出雲市へ、また行きたいと思います。

千葉県 40代 出雲市も鷹の爪団も応援しています。

熊本県 60代 出雲市を　心から応援いたします。有難うございます。

兵庫県 50代 出雲市を応援しています。

東京都 40代 出雲市を観光で訪れたことがありますが、出雲大社のスケールの大きさと出雲そばの美味しさに感動しました。引き続き魅力的な町であり続けていただきたいと思います。

福岡県 40代 出雲素晴らしい！頑張ってください。

広島県 30代 出雲大好きです。

岐阜県 60代 出雲大好きです。娘が６年間出雲市にお世話になりました。

福岡県 60代 出雲地方に魅力を感じ一度納税させていただきました。 宍道湖産 大和しじみがとても気に入ったので、 ２度目の納税をさせていただきます。 これからもよろしくお願いいたします。

東京都 40代 出雲富士が旨かったので今年２度目です。 旨い日本酒がある出雲市を訪れてみたいです

東京都 30代 出産前に出雲市に行き、出雲大社にお参りしました。派手ではない、歴史がある雰囲気に感動しました。お陰様で元気な子供に恵まれました。またお参りに行きたいです。

東京都 30代 出張でよくお世話になっております。これからも頑張って下さい。

埼玉県 40代 出張で良く行きました！

神奈川県 60代 初めてのふるさと納税をさせていただきます  出雲大社は是非行ってみたい所です。

神奈川県 60代 初めて寄付いたします。よろしくおねがいします。

神奈川県 60代 初めて松江に旅行しました。落ち着いた佇まいの、良い街だと思いました。美術館からの宍道湖の夕焼けが印象に残りました。また訪ねたいと思っています。

長野県 50代 少しですが、役に立てて下さい。

東京都 40代 少ない額ですがご利用ください。 一度で良いから出雲大社に行きたいと常々思っていました。

青森県 40代 少額ですが、お役立て下さい。

東京都 40代 新そばのお問い合わせ対応いただき、ありがとうございました！ 年越し蕎麦にしたいため、年内なるべく早目にお送りいただけると助かります。 よろしくお願いします。

埼玉県 30代 神の国出雲、一度は行ってみたいと思っています！

静岡県 40代 神出る国、出雲が元気になれば日本全体が元気になる？ きっと成る、頑張ろう！

東京都 40代 神々の国、出雲を応援しています。

神奈川県 70代以上 神話の国、ロマンを感じています。

愛知県 70代以上 神話の国、出雲に憧れていますが、なかなか機会に恵まれず残念です。

山口県 60代 神話の国出雲、何度も旅行に行ってます。

愛知県 60代 親族が住んでいます 何度か行って、静かで神秘的な街でとても気に入りました 今のたたずまいを持ち続けて下さい。

岐阜県 70代以上 数回お詣りをさせて頂いております。

鹿児島県 30代 数年に一度行かせていただいてます。 今年はいけませんでしたが、また行きたいと思ってます。

佐賀県 30代 数年前に観光で伺いました。歴史を感じる街並みが思い出に残っています。 出雲で頂いたお蕎麦がおいしくて、今回の寄付を行いました。

神奈川県 40代 数年前に出雲大社に伺いました。 ぜひまた訪れたいと思ってます。

福岡県 30代 数年前まで仕事で出雲に住んでいました。出雲大社で挙式もさせていただき、今年息子が誕生しました！昨年、久しぶりに遊びに行きました。いつか家族でまた遊びに行きます。

東京都 40代 世界に誇れる美しき伝統文化のまち、出雲市！　益々のご発展を期待致しております。いつか家族で訪れたいと思っています。小１の息子とサンライズ出雲に乗って行けたら最高です!(^^)!

栃木県 60代 先ごろ、インターハイ柔道の応援で出雲に伺いました。 さわやかな、純朴で親切な現地の高校生とも触れ合え、とてもいい思い出が出来ました。 出雲市大好きです。

千葉県 50代 先月、桜満開の出雲市を旅行し楽しい時間を過ごしました 出雲大社のガイドさんからとても分かりやすい案内を受け感謝しています。

千葉県 60代 先月、初めての山陰旅行で出雲大社さま、松江城、足立美術館等を訪れました。なぜもっと早く訪れなかったのか、そしてまた出かけようと思いました。山陰は素晴らしい。

神奈川県 50代 先月出雲に行き、また行きたいと思っています。なにか役に立てればと思い寄付をいたしました。

兵庫県 40代 先日、出雲へ旅行して出雲ファンになりました。

東京都 40代 先日、家族が出雲大社に旅行いきました。  とても良かったということでしたので 機会があれば行きたいと思います。

東京都 40代 先日、出雲大社に行って、とてもよい所だと思いました。

東京都 50代 先日、お邪魔いたしました。よい旅でした。

富山県 50代 先日、行きました 大変良かったです。

東京都 30代 先日、出雲大社参拝の為、初めて出雲市を訪れました。 とても素敵な土地で、またお会いする方々素敵な人ばかりでした。 宿泊施設の数が増えると嬉しいです。 またお伺いしたいです。

神奈川県 40代 先日、旅行してとても良いところでした。 出雲大社をよろしくお願いします。

徳島県 40代 遷宮の際に出雲大社に行きました。 その時食べた出雲そばが非常に美味しかったです。 また行きます。

徳島県 40代 遷宮の際に出雲大社に行きました。 その時食べた出雲そばが非常に美味しかったです。 また行きます。

神奈川県 40代 遷宮記念品の多様化を。

神奈川県 40代 ２年ほど前に出雲に旅行に行きました。 若者へのPRはいいのですが、少し軽薄な感じでした。 もう少し歴史を感じさせる重厚さがほしかったです。

山形県 50代 前回いただいた「しじみ」が大粒でとても美味しく もう一度お願いしたいです。

神奈川県 40代
全国に誇れる文化的土地だと思います。 出雲に限らず島根県全体を盛り上げるには分散している文化財、名所同士の連携が、不可欠に感じます。それぞれを十分に堪能できる都合の良
いツアーがあると良いと思います。３泊４日くらいのツアーであれば回れるのでは・・・？

兵庫県 40代 祖母が亡くなったので最近は行くことはないですが、夏休みなると思い出します。

山梨県 30代 素晴らしい街づくりを期待しています。

東京都 40代 素晴らしい市にしてください。

福岡県 20代以下 素敵なところでした。また行きます。

神奈川県 40代 素敵なところです。変わらずにいてほしいです。頑張ってください。

神奈川県 40代 素敵な街づくり頑張ってください 応援してます。

大阪府 40代 素敵な街になりますように。

大阪府 30代 素敵な町が継続しますように！！

北海道 20代以下 素敵な魅力がある出雲市を応援しています。

大阪府 50代 大学の時の友達と出雲大社に行った思い出があります。頑張ってください！

神奈川県 30代 大学時代、６年間出雲市で過ごしました。田舎すぎて永住はできないと悟りましたが、鄙びたところが出雲市のいいところです。大衆に迎合せず田舎くささを維持してください。

山口県 40代 大学時代６年間お世話になりました また、納税します。

神奈川県 30代 大学時代お世話になりました。頑張ってください。

千葉県 30代 大好きです 頑張ってください。

千葉県 60代 大社の食品のファンです。

埼玉県 30代 大切な歴史の保全ありがとうございます。

埼玉県 60代 知人が島根県出身で、私は日本酒が大好きなので応援しています。 頑張ってください。

京都府 50代 地震大丈夫でしたか？ 頑張って下さい。

静岡県 60代 地方を応援したいです。

岐阜県 30代 中々行けないけど魅力的な出雲。 今後も魅惑的ワールドで有り続けて下さい。

千葉県 60代 津和野で生まれました。島根県の皆さん、頑張ってください。

東京都 40代 漬け物がとても美味しそうなので応募しました。 応援しています。

奈良県 50代 定年退職後は是非一度訪れたいです。
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茨城県 30代 伝統ある出雲大社を中心とした街並みの保存に使ってください。

大阪府 40代 島根のデラウェアは甘くておいしいので大好きです。たくさん食べれるのを楽しみにしています。

大阪府 30代 島根の貢献に寄付致します。 宜しくお願い致します！

大阪府 50代 島根医大卒業して３０年近くたちました！ 勉強させてくれてありがとう。 楽しく6年過ごさせてくれてありがとう 図書館は本当に助かりました。 いっぱい本を読めました。

福岡県 40代 島根県は親戚がたくさんいるので応援しています！

埼玉県 40代 島根県は両親の出身地なのでこれからの発展を応援させて頂きます。

東京都 40代 島根県出雲市、行ってみたいです。

熊本県 50代 島根県出雲市には行ったことはありませんが、出雲大社には大変興味があります。 出雲そばは大変おいしいのでお気に入りのそばです。 出雲市を応援します。

滋賀県 60代 島根県出身です。 応援してます。  出雲高校も頑張りましたね。

高知県 50代 島根県松江市出身です。出雲市には親戚がおります。

東京都 40代 東京出身の私ですが、小学生の頃から出雲の阿国の本を読んでから、いつか訪れてみたいと思っていました。いつか訪れようと思っています。

東京都 60代
同じ町内に出雲市出身の方がおられて、親近感があります。出雲大社もまだ訪れたことはありませんが、それ以上に斐川町の銅剣・銅鐸や出雲式古墳群など古代の遺跡を一度は訪れて
みたいと思います。

神奈川県 50代
特産品でたどり着きましたが、学生時代古典の時間によく出てきた地名ではないかと、なつかしくなりました。 今回を機に身近に感じるようになり、近いうちに旅行などで伺いたいと思いま
す。

兵庫県 60代 春に娘と訪問した出雲大社や出雲の町並み、雰囲気が素敵で応援したいと思いました。

北海道 40代 尼子経久ゆかりの地にいつか行ってみたいと思っています。

福島県 60代 日本の誇れるふるさとです。

茨城県 40代 日本人の心のふるさと、いつか訪問したいと思っています。

東京都 40代 日本中を旅しましたが、島根が特に好きです。 おいしいものもたくさんいただきました。 いつまでも、素敵な出雲市であり続けてください。

広島県 20代以下 年に１回出雲に行っています。出産で里帰り中です。

愛知県 50代 斐川町の友人から送られたのやきの味が忘れられずに。

東京都 30代 出雲は大好きです。応援しています。

埼玉県 60代
必ず一度は訪ねてみたい…と思っているのですが、なかなかいけません。 そんな中、ふるさと納税先を検討していたところ、出雲が目に留まりました、ちょっと出雲の神様と縁を結んでいた
だきたいなぁ… と欲をだしてしまった私です。

東京都 40代
父の出身が島根県です。 出雲には小さい頃よく遊びに行きました。 最近は一昨年行ったきりです。また是非行きます。応援してます！ 美味しいものが色々あると思うので食べてみたいで
す。

愛知県 50代 父の出身地で子どものころは毎年お盆に訪れていた街ですので、これからも応援します。

東京都 40代 今年のお盆休みには生まれて初めて出雲旅行に行く予定です。 とても楽しみにしております。 もし可能なら観光のパンフレットなどがありましたら同封していただけるとありがたいです。

千葉県 70代以上 父親の故郷です。

神奈川県 60代 父方の出身地です。今も本家が続いています。 少しづつですが、応援を続けます。

大阪府 40代 母が松江市の出身で出雲にもよく遊びに行ってました。

東京都 50代
母が島根出身のため、島根県自体にとても愛着あり、出雲市も何回も訪れています。出雲大社をはじめとするたくさんの神社、一畑電車、きれいな海とおいしい食べ物などにいつも癒され
ます。 外国人観光客などが増えてにぎやかになっても、すがすがしく素朴な雰囲気はずっと残っていくといいなと思っています。

東京都 30代 母の故郷が島根県です。 応援しています。

京都府 40代 母の故郷の近くで、昔から帰省の度に訪れていたので、関心があります。

北海道 30代 母の実家なので応援しております

大阪府 50代 妹が住んでいる地なので是非応援したい。出雲大社は文化的にすばらしいと思います。

静岡県 30代 妹が出雲市に嫁ぎ、ご縁ができました。遠く静岡からですが、応援しています。

東京都 50代 毎年、ご案内を送って下さりありがとうございます。いつも今年はどんな特産品かなと見るのが愉しみのひとつであります。

岐阜県 30代 毎年、応援しています！

鳥取県 30代 毎年、初詣は出雲大社と決めています。  神々の国 出雲がますます盛り上がって島根を訪れる人が 増えますよう願っております。

神奈川県 30代 毎年、旅行で行っています。応援しています。

埼玉県 50代 毎年１回遊びに行っています。とても良いところだと思います。

千葉県 50代 毎年ありがとうございます。今年も出雲市さんから案内が届くのを楽しみにしておりました。紙芝居楽しみです。

広島県 50代 毎年させて頂いています。 お隣の県でこんなにも日本の成り立ちに深く関わっている所があるのが嬉しいです。 これからも日本の大切な場所の一つとして益々のご隆盛を祈念します。

東京都 40代 毎年のように出雲にお参りさせていただいております。

愛知県 　 毎年干し芋頼んでます。とて美味しいです^_^

岐阜県 40代 毎年観光で訪れています。これからも観光しやすいよりよい街づくりをお願いします。

神奈川県 30代 毎年寄付しています。しじみお気に入りです。

千葉県 40代 毎年出雲に旅行しています。とても大好きなまちです。応援しています。

大阪府 50代 毎年度お願いしております。よろしくお願いいたします。

岡山県 50代 毎年度寄付しています。 今年も寄付させていただきたいと思います。

広島県 60代 毎年訪問できるのを楽しみにしています。

神奈川県 70代以上 又、旅行に行きたいと思っています。

三重県 60代 娘が出雲出身の方に嫁ぐことになり、縁を大切にしたい思いから納税します。

東京都 70代以上 姪が出雲に住んでいます。出雲和牛、美味しかったです。

東京都 70代以上 姪が出雲に住んでいます。良いところでした。

青森県 60代 木の文化を大切にしてくださいね。応援しています。

埼玉県 70代以上
約５０年前友人４人で出雲大社を参拝させて戴き間もなく結婚することが出来現在幸せにくらしております。お礼参りにも行けず現在に至っております。少しではありますが何かに役立てて
いただければ幸いです。

愛媛県 40代 友人がいるのでたびたび寄らせていただいています。もっともっと出雲市が有名になってみなさんが幸せになれますように。

高知県 30代 友人が島根県に住んでいて、出雲大社を何度か訪れたことがあります。

岡山県 50代 友人にいただき、大和シジミ、身がしっかりしていて美味しかったので、決めました

神奈川県 30代 友人の故郷なので応援します。

大阪府 70代以上 有効に活用して下さい。

広島県 40代 幼い頃からお参りさせていただいています。 今年も無事に出雲大社へ行かせていただきました。 一年一年の健康をありがとうございます。

東京都 40代 幼少の頃、家族で旅行をした良い思い出があります。 いつかまた、伺います。

千葉県 40代 来年、出雲大社への旅行を計画しています。楽しみにしています。

東京都 60代 来年は、観光に生きたいと思っています。

東京都 50代 旅行が好きなので、一度は行ってみたいと思っています。

埼玉県 40代 旅行でお邪魔したことしかありませんが、歴史、神話、それを今に伝える人と環境、食べ物、お酒…大好きです。

神奈川県 50代 旅行でお世話になります。

神奈川県 50代 旅行で行きました とても良いところです また伺います。

大阪府 30代 旅行で行きました。 また、ぜひ行きたいです。

滋賀県 40代 旅行で訪ねてから、風景、食事、すっかりファンになりました。 また是非訪れたいです。

神奈川県 30代 旅行で訪れて出雲に魅力を感じました。 なかなか再訪できないためこのような形で関われることを嬉しく思います。

埼玉県 30代 旅行で訪れましたが地元の人がとても良い人ばかりで良い思い出ができました。

福井県 40代 旅行に行った時から気に入っています。がんばれ！

愛知県 50代 旅行に行ってみたいと思っています。

東京都 40代 良いご縁がありますように、出雲市を選択しました。

京都府 40代 良い街だと思います。

東京都 30代 歴史ある出雲が大好きです！

北海道 70代以上 歴史ある出雲市を応援できて嬉しいです。 いつか観光に行きたいです。

東京都 40代
歴史ある町をぜひ守っていっていただきたいと思います。また、出雲市の特産品はおいしいものが多いので、ぜひお送りいただいたものを別途買えるように、パンフレット等を入れていただ
けると、生産者や出雲市、市外にいる消費者にとってもよいと思います。

東京都 50代 歴史と文化の美しい出雲がとても好きです。

兵庫県 50代 歴史のある町なので好きです。

兵庫県 50代 いつもありがとうございます。

愛知県 30代 私が住んでいるところの近くには伊勢神宮があり、出雲大社がある出雲市には、親近感を覚えます。歴史を守る活動、頑張ってください。

兵庫県 50代 「スイムランin多伎」を応援します。

鹿児島県 60代 ｢竹内まりや｣の資料館を造ってほしい。
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広島県 60代 妻が出雲市出身です。

神奈川県 30代 １５年以上前に観光で訪れてからすっかり魅了されています。もう何度も足を運んでいますが、また訪問したいと思っています。

千葉県 40代 １回の旅行では観光しきれなかったので、いずれまた訪れたいと思います。

茨城県 40代 ２０年以上前に訪れたことがあります。いつかまた行ってみたいです。

香川県 60代 ２年目です。好きな町です。

神奈川県 70代以上 ４年間島根で家族共々お世話になりました。

兵庫県 50代 ４年前まで出雲に住んでました。

大阪府 40代 今度出雲市へ旅行に行く予定です。

岡山県 40代 Good luck!

大阪府 40代 いいところですね。

東京都 30代 いつか、出雲市を訪れたいと思っています。 応援しています！

秋田県 30代 いつかサンライズ出雲に乗って出雲大社に行ってみたいと思います！

大阪府 60代 いつかまた再訪したいと思います。

香川県 50代 いつか観光で訪れてみたいのです。

埼玉県 40代 いつか行ってみたい。

神奈川県 30代 いつか行ってみたいです。

北海道 50代 いつか行ってみたいです。

茨城県 40代 いつか行ってみたいです。

大阪府 40代 いつか行ってみたいです。 魅力あるまちづくりを。

北海道 40代 いつか行ってみたいと思います。

岩手県 40代 いつか是非出雲に行きたいと思います。家族が去年、観光で楽しかったと言ってましたので。

東京都 40代 いつか必ず訪れたい場所です。

宮城県 40代
いつか母と出雲へ行きたいと思っていましたが、なかなか実現できず遷宮の年も逃してしまいました。 縁結びの箸のようですが親子で大切に使おうかと思っています。 いつか出雲へ行く時
の想いを馳せて・・・。

東京都 50代 いつか訪ねてみたいとずっと思っています。手作りケチャップはアンテナショップで購入して以来、ずっとファンです。

兵庫県 50代 いつか訪れたいと思います。近いうちに。

兵庫県 30代 いつか訪れたいと思っています。

神奈川県 30代 いつか訪れたいと思っている土地です。

大阪府 40代 いつか訪れたいと思っております。

神奈川県 60代 いつか訪れてみたいです。

東京都 40代 いつの日か一度、訪れてみたいです。

神奈川県 40代 いつも応援しています！！ 頑張って下さい。

東京都 60代 いつも応援しています。夫婦で寄附いたしました。

東京都 40代 おいしいシジミ期待しています。

岡山県 40代 おいしかったらまた注文します。応援しています。

神奈川県 40代 がんばってください！

愛媛県 50代 がんばってください。

茨城県 20代以下 がんばってください。

北海道 50代 がんばってください！

岐阜県 60代 がんばってください。小泉八雲のファンです。

愛知県 40代 がんばって下さい。

大阪府 40代 がんばれー！

東京都 50代 この間初めて出雲市へ行きました。 最高の観光地だと思いましたので、寄付をしたくなりました。またうかがいます。

東京都 50代 この寄付をきっかけに、改めて出雲市に注目したいです。

愛媛県 50代
これからもますます温かく優しい出雲市でありますように。 息子が島根大学に通うようになり六年目になります。 今ではとても出雲市に詳しくなりました。  昨年、ふるさと納税でいただいた
シクラメンはびっくりするくらい 豪華で綺麗でした。

栃木県 50代 これからも応援しています。

兵庫県 　 ご発展をお祈りしています。

愛知県 40代 ささやかですが、何かのお役に立てていただければ幸いです。

神奈川県 30代 サンライズ出雲での旅行は格別でした。 また、出雲大社へ参拝したいと思います。

神奈川県 50代 サンライズ出雲で何度も訪れて、大好きなところです。

千葉県 30代 サンライズ出雲に乗って、行きたいと思っています。観光分野頑張ってください。

神奈川県 40代 サンライズ出雲に乗って、出雲大社に行ってみたいです。

愛知県 40代 サンライズ出雲を７両から１０両にして。

山口県 40代 しじみが好きです 出雲も好きです。

兵庫県 50代 シジミは健康によいので楽しみにしています。 よろしくお願いします。

東京都 40代 シャインマスカット、楽しみです。

栃木県 50代 ずっと訪れてみたいと思いつつ、なかなか実現できていない状況です。是非、観光案内のパンフ等も併せて送っていただけると嬉しいです。

栃木県 50代 ぜひとも訪れたいところであります。  出雲市のますますの発展を祈ります。

三重県 20代以下 ぜひ一度、出雲市へ行ってみたいです。

埼玉県 30代 ぜひ一度訪れてみたいと思っています。

愛知県 50代 そば、うどん共美味しかったので再度申し込みました。

大阪府 30代 そばが魅力的でしたので納税させていただきます。

埼玉県 40代 また、観光で訪れたいです。

神奈川県 70代以上 まだ、島根には旅行をしたことがありません。 一度、お伺いをしたいと思っています。

広島県 50代 また、来月行きますね！

山梨県 50代 またいつの日か出雲大社を訪ねたいです。

千葉県 60代 またお参りに行きます。

大阪府 50代 まだ一度も出雲市へ行ったことはありませんが、ぜひ一度行ってみたいと思っています。

埼玉県 30代 また行きたいです。

愛知県 50代 また行きたいと思える街です。５年前にも行きましたが、次回訪問するときは何日も滞在して、ゆっくり観光したいと思います。グルメ情報の発信もお願いします。

千葉県 60代 まだ行ったことがありませんが、ぜひ訪れたいと思っております。

神奈川県 30代 まだ行ったことがないので、ぜひ訪れてみたいと思います。

東京都 50代 まだ行ったことがないのですが、ぜひ観光したいと思っています。

宮崎県 50代 まだ出雲に行ったことがありません。いつかは、出雲神社を訪ねてみたいです。

神奈川県 40代 まだ出雲へ行ったことがありませんが、一度行ってみたいです。

東京都 40代 また出雲大社にお参りに行きたいです。

東京都 50代 また訪れたいまちのひとつです。 今度は寝台で伺います。

東京都 40代 まだ訪れたことがないので、 ぜひいつか参りたいと思っております。

福井県 30代
まだ訪れたことがないのですが、いつか出雲大社に行きたいと思っています。福井には出雲大社の分院があり、出雲市も身近に感じました。寄付金もご活用いただければ幸いです。出雲
そばも楽しみにしています。

栃木県 40代 まだ訪れたことはありませんが、近いうちに必ず旅行したいと思っております。 行ける日を楽しみにしております。

神奈川県 60代 また訪問したい土地です。

大阪府 30代 また遊びにいきます！

愛知県 30代 また旅行したいと思ってます。

神奈川県 30代 むかし車で行きました。

神奈川県 40代 メイドイン出雲応援しています。

埼玉県 40代 もう、３０年以上前に行った出雲大社にまた行きたいと思います。

大分県 70代以上 もう一度行きたい町です。落ち着きのある町、お魚のおいしい町思い出します。

東京都 40代 わずかですが、何らか助けとなれば嬉しいです。今年は伺えませんでしたが、来年はまた遊びに行きたいと思っています。いつまでも素敵な街でいらっしゃいますように。
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愛知県 60代 わずかな金額ですが、寄附させていただきました。体に気をつけて頑張ってください。

広島県 60代 わりと近いのでたまに行っています。 とても魅力ある所だと思います。

愛知県 50代 愛知生まれですが、祖先は山口県出身。 隣の出雲でも活躍していたので親近感があります。 歴史上の重要な場所ですから、もっと認知されるよう願っています。

東京都 50代 以前 仕事で担当していたエリアです。 出雲の良さを発信してください。

茨城県 30代 以前、観光にうかがったことがあります。 その時は出雲大社の屋根葺きかえをしていました。 観光に役立つと嬉しいです。

広島県 30代 以前、旧斐川町に住んでいました。 福祉も充実していていい町でした。 これからも出雲市を応援したいです。

東京都 40代 以前、出雲に住んでいました。 これからも応援してます。

千葉県 40代 以前、出雲に住んでおりました。 なかなか行く機会が取れず、いつも出雲にいた頃を懐かしんでおります。

兵庫県 40代 以前、出雲大社に行った時、その土地の雰囲気ややさしい人柄に感動しました。

東京都 30代 以前、出雲大社に伺わせて頂き、荘厳さに気が引き締まる思いでした。 是非とも、後世にまで保存して頂きたいと思い、微力ながらお祈りしております。

静岡県 20代以下 以前、出雲大社へ訪問した旅が非常に楽しかった思い出となっているため、今回寄付させて頂きました。また遊びに行かせて頂きます。

北海道 30代 以前、出雲大社を訪ねた時、その悠久の歴史を感じさせる安らかな空気に魅了されました。また折を見て訪れたいものです。

東京都 40代 以前いただいたアジが美味しかったのでリピートです。魅力ある街作り応援しております。

長野県 30代 以前に旅行で訪れました。遥かな歴史のある街をこれからも大切に守って行ってください。

千葉県 20代以下
以前より山陰の方(特に出雲)に出向きたいと思いつつも、遠いので行けていませんでしたがこういった機会に雰囲気だけでも味わえればと思い応援しました。 いずれ是非とも現地へ出向
きたいと思っています。

東京都 30代 以前出雲市へ旅行した時に、出雲そばをいただきました。 出雲大社の雄大さとお蕎麦美味しさに感激しました。  わずかですが納税させていただきました。

和歌山県 40代 以前出雲大社にお参りに行った際、地元の方に大変親切にしていただいて感激しました。少しばかりですが、役立ててください。

東京都 30代 以前出雲大社をお参りしました。 神秘的な雰囲気で非常に日本らしい趣を感じました。 観光地として更に発展してほしいと思います。

神奈川県 20代以下 以前祖母と母とともに、出雲大社を訪れました。神秘的な空間がいつまでも続くことを願っております。

埼玉県 40代 以前旅行した際に、出雲市の方々にとても親切にしていただきました。応援しています。

神奈川県 40代 以前旅行した時に道の駅でトマトケチャップを購入しました！お母様方の笑顔とトマトケチャップの味が忘れられません！

群馬県 40代 以前旅行しましたが、また訪問したいと思います。

東京都 50代 以前旅行に行ったとき素敵な町だと思いました．美味しいしじみを食べたのが思い出です。

三重県 50代 伊勢神宮のある三重県からです。ともに頑張りましょう。

埼玉県 30代 一昨年、出雲大社とワインセラーへ訪問しました。 とてものどかで美しい町でした。 今年の出雲への縁起担ぎを込めて、寄付いたします。 宜しくお願いいたします。

神奈川県 30代 一昨年、出雲大社に参拝させていただき、よき学びとなり感謝いたします。  今後も益々ご繁栄のこと、お祈り申し上げます。

富山県 50代
一昨年、出雲大社を訪れました。以前、伊勢神宮を参拝した時もそうでしたが、社を前にした時の厳かな感覚を今も思い出します。古来からの私たちの財産をいつまでも大切に守っていた
だきたいと願うばかりです。 大変素晴らしい町だと思いました。ありがとうございます。

神奈川県 50代 一昨年観光に行きました。素晴らしいところですね。是非、維持発展を願っています。

宮崎県 50代 一生に一度は、訪れてみたい出雲大社。気持ちだけ、先に届きますように。

千葉県 20代以下 一生添い遂げる素敵な人ができたら出雲大社にいつか行ってみたいです。

東京都 30代 一度、観光で訪れてみたいと思います。

埼玉県 30代 一度、出雲市へ行ってお蕎麦を食べたいと思っておりました。 まだ行けそうもないので、今回ふるさと納税を利用させていただきました。

兵庫県 50代 一度、訪ねてみたいです。

神奈川県 40代 一度、訪れたいと思います。 頑張って下さい。

神奈川県 50代 一度は　行ってみたいところです。 これを縁に　旅行を計画してみます。

東京都 50代 一度は行きたい憧れの場所。いつになるか分かりませんが、それまで変わらないでほしいです。

神奈川県 50代 一度は行ってみたいあこがれの地です。頑張って下さい。

宮城県 50代 一度は訪れてみたい街です。

東京都 30代
一度も行ったことがありませんが、水木しげるさんが、「なぜか出雲の人はゆったりとしていて、神に少し近い」と言っていたので、出雲市はあこがれの地です。少し時間ができたら一人旅に
行きたいと思っています。

東京都 30代 一度も行ったことがないので一度行きたいです。

愛知県 50代 一度も行ったことがないので是非観光したいと思っています。

東京都 40代 一度行ってみたいところです。

山梨県 50代 一度行ってみたいと思っています。出雲大社をはじめ、魅力的な建造物を守ってください。

福井県 40代 一度伺いましたが、いいところですね。また伺います。

東京都 50代 一度出雲市を訪れたいと思います。 観光に関する情報を積極的に発信されることを期待します。

埼玉県 60代 一度出雲大社に行ってみたいと思います。

東京都 50代 一度出雲大社へ行ってみたいです。

神奈川県 50代 一度訪れてみたいです。 ふるさと納税を通して、ちょっと出雲が近づいたように思います。

京都府 30代 一度訪れてみたい場所です。

神奈川県 20代以下 一度旅行させてもらい とてもいい思い出です。

大阪府 30代
一畑電鉄の車両も新造車両が導入ということで、ますますの出雲市の観光産業の永続的な発展、振興を祈念しております。 また、私自身も、数年継続して、貴市にふるさと納税をしており
ますので、自己資金が続く限り、継続的に、ふるさと納税を行いたいと思います。 また、年に数回、貴市に訪問しております。マラソン見学しました。また、イオンモールができていたので、
びっくりです。 ますますの出雲市の発展を祈念しております。

大阪府 70代以上 陰ながら応援をいたしております。 これからも頑張ってください。

東京都 30代 益々のご発展をお祈り申し上げます。

北海道 50代 益々のご発展をお祈り申し上げます。

大阪府 60代 益々のご発展を祈念しております。

東京都 20代以下 縁もゆかりもない男ですが、応援しています！

大阪府 30代 縁結びノートを友達からいただき、夫と出会いました。出雲大社や歴史遺産の保存などにご活用くださいませ。

千葉県 30代 縁結びの街として有名な場所ですが、一度も行ったことがないので、是非とも訪れたいと思います。寄付金を有効に活用いただければと思います。

愛知県 40代 縁結びの出雲市、日本の良き文化を発信する場としてますます活躍していただきたいと思います。

神奈川県 50代 応援しています。

東京都 50代 応援しています。

東京都 50代 応援しています。

大阪府 40代 応援しています。

静岡県 40代 応援しています。

北海道 50代 応援しています！

兵庫県 60代 応援しています！

奈良県 50代 応援しています！

鹿児島県 40代 応援しています！機会あれば、出雲大社に参拝したく思っております。

鹿児島県 30代 応援しています。

千葉県 40代 応援しています。

埼玉県 20代以下 応援しています。

東京都 30代 応援しています。

愛知県 40代 応援しております。

愛知県 40代 応援しております。

静岡県 40代 応援しております。

大阪府 60代 応援してます！

岡山県 50代 応援してます！

愛知県 40代 応援してます！

東京都 30代 応援してます！

兵庫県 40代 応援してます。 頑張ってください。

兵庫県 30代 応援してます！

岡山県 50代 母親が出雲市出身ですので、是非出雲市の発展にと「ふるさと納税」をさせていただきます。

東京都 40代 沖縄からです。一度出雲に旅行で行きました。いいところですね。また家族で行きたいと思います。

千葉県 60代 何処に何年住んでいても私の故郷は出雲です。年齢とともに出雲 への郷愁が増していくこの頃です。いつまでも平和でのどかな 出雲であって欲しいと思います。

奈良県 60代 何度か観光で、出雲大社などに行ったことがあり、私の住む奈良県の橿原神宮と似た厳かな感じがしたのが印象的でした。

広島県 50代 何度か出雲大社にお参りしています。尾道から高速道路ができ、車で行きやすくなったのが嬉しいです。
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滋賀県 40代 何度も訪れていて大好きな街です。文化的な雰囲気を残していってほしい。

岐阜県 50代 何年か前に出雲市に旅行に出かけたことがあります。楽しみにしていた出雲大社が工事中で全部見れず・・。また、訪れたいと思います。

神奈川県 60代
何年か前に島根県を旅行して、出雲大社、松江城、小泉八雲旧邸宅、足立美術館などを巡り、大変感銘を受けました。出雲蕎麦や海産物なども、とても美味しく、記憶に残る良い旅行とな
りました。 島根県の素晴らしい文化がいつまでも継承されることを祈っております。

東京都 40代 夏休みに旅行予定です。楽しみにしています。

東京都 30代 夏休みの旅行で出雲に行きました。 出雲市の益々のご発展をお祈り申し上げます。

福岡県 50代 家族で出雲大社を大切に思っています。

大阪府 60代 家族に良き配偶者が授かることを祈念して納税します。

京都府 50代
家族旅行で２度出雲大社を訪れました。日本の起源を辿る貴重な体験もでき、もう一度、日本を意識でき、国のために何ができるかを感じさせてもらったことは私にとって大きなことでした。
また、訪れたいと思います。

東京都 50代 家内が、出雲市出身です。 もっともっと、出雲の魅力が全国はもとより、世界に発信され、 沢山の人々が訪れる観光の市になってくれたら、良いと思います。

東京都 60代 家内の両親が出雲市の出身者です。出雲は日本人の心のふるさとだと思います。

大阪府 40代 過去に幾度か伺った町です 歴史と未来の両方が魅力なええ町だと 思います　これからも我々に有益な情報があれば 随時案内願います。

京都府 60代
過疎化が懸念されますが、観光資源の活用、移住者の勧誘等々 自治体・住民の方々一体となり努力をされて、活気ありつつ 日本の佳き故郷を思わせる環境を整備される事をお祈り致し
ます。

大阪府 50代 海産物などの海の資源も大切にしてください。

東京都 40代 学生の頃に訪れました。 ぜひまた行きたいと思います。

埼玉県 50代 学生時代、出雲市駅から大社線に乗って出雲市に行ったことが印象深いです。 大社が廃止され、一畑電車だけになってしまって残念です。

埼玉県 20代以下 頑張ってください！

奈良県 40代 頑張ってください！

静岡県 30代 頑張ってください！

大阪府 40代 頑張ってください！

岐阜県 50代 頑張ってください！

佐賀県 40代 頑張ってください。

千葉県 30代 頑張ってください。

神奈川県 40代 頑張ってください。

奈良県 60代 頑張ってください。

東京都 70代以上 頑張ってください。

滋賀県 40代 頑張ってください。

三重県 40代 頑張ってください。応援しています。

東京都 40代 頑張ってください。応援してます。

東京都 60代 頑張って下さい。

愛知県 50代 頑張って下さい。

広島県 50代 頑張って下さい！

岡山県 60代 頑張って下さい。

広島県 30代 頑張ろう！島根県！

神奈川県 30代 貴市に３回目の「ふるさと納税」をさせていただきます。 地震も起こり大変かと思いますが、古き良き出雲の街により多くの人が訪れますよう、益々の発展を祈念いたします。

大阪府 40代 貴市のご発展をお祈り致します。

東京都 40代 貴市の益々のご発展をお祈りしております。

東京都 50代 貴市の益々のご発展を応援いたします。

千葉県 50代 貴市の発展に貢献できれば幸甚です。

神奈川県 40代 吉田くんが好きなので、そういうグッズも欲しいです。

東京都 40代 今年も些少ですが、ふるさと納税させていただきます。 何かのお役に立つことができれば幸いです。

東京都 50代
妻が島根県出身で、こちらに寄付をすることにしました。 県外にいると、出雲はとてもいいイメージですが、まだまだ具体的に魅力が認知されていないように感じられ、とてももったいないと
思います。もっと多くの人に出雲、そして島根県の良さを知ってもらいたいと思い、応援させていただきます。

千葉県 50代 今年も出雲市さまからのご案内が届くのを楽しみにしておりました。ありがとうございます。

千葉県 30代 「街道をゆく」を読み、たたら製鉄に興味があります。出雲の発展に期待しています。

広島県 60代 ２０年以上前になりますが、出雲市に10年間住んでおりました。出雲市の更なる発展を応援しております。

富山県 40代 これで、三年目のふるさと納税です 初めはシャインマスカットにつられての納税でしたが、段々と親近感がわいてきて、一度訪れたいと思うようになりました。

神奈川県 50代 これを機会に出雲に行ってみたいと思っています。

東京都 30代
縁結びの出雲神社にいつかは訪れてみたいとおもいつつ、 多忙のため出向くことができず、 寄付で少しでも気持ちが届けばと思っています。 これからも良い縁が結べますように。 いつか
必ず出雲市に伺わせていただきますね。

愛知県 50代 ３月に出雲市に旅行に行きました。出雲大社に感動して、納税を思いつきました。

兵庫県 50代 ３年ぐらい前に訪問しましたが、大社が工事中でした。遷宮も終わったのでまたいきたいです。

神奈川県 60代 ５月に出雲大社に行ってきました。ご縁に感謝しております。

埼玉県 40代 子供が卒業したら、出雲大社とか旅行してみたいです。

佐賀県 60代 定年後出雲大社へ参拝いたします。 楽しみにしています。

愛知県 　 いつか出雲大社にお参りに行きます。

三重県 30代 いつか出雲大社に行ってみたいです。

東京都 20代以下 いつか出雲大社に行ってみたいと思っています。

東京都 40代 いつか出雲大社に参拝しようと思いながらいまだ果たせずにおります。

山形県 50代 いつか出雲大社へお参りに行きたい。

東京都 50代 いつか出雲大社へ出かけてみたいと思っています。

東京都 30代 いつか出雲大社を寝台列車で訪ねてみたいと思っております。

大阪府 30代 おととし、出雲大社へお参りしたあと、無事結婚することができました。お礼参りに行けてないので、ふるさと納税したいと思いました。

神奈川県 50代 GWにお邪魔して出雲大社に感動して寄付を思い立ちました。 どうぞ、宜しくお願いします。神西湖のしじみは以前から 愛用しております。

愛知県 60代 ぜひ一度出雲大社を訪れたいと思っています。

栃木県 50代 ぜひ出雲大社にお参りに伺い、大きなしめ縄に手を合わす事ができたら幸せですね。

福岡県 40代 もう一度出雲大社にお参りに行き、出雲蕎麦を食べてみたいです。

大分県 50代 一度は出雲大社にお参りしたいです。

愛知県 50代 一度は出雲大社を参拝したいと思っています。

大阪府 20代以下 近々、出雲大社へお参りに行きたいです(^ ^)

東京都 50代 近いうちに、出雲大社に行きたいと思っています。

東京都 40代 近いうちに出雲大社に行こうと家族で予定を立てています。

山梨県 60代 近いうちに出雲大社に参拝に行きたいと思います。

東京都 30代
今年のGWに出雲大社に参拝させていただいた３日後に、伴侶にしたいと思う女性と出逢うことができました。 今年の１１月に結婚予定です。 御縁を与えてくださった出雲大社、出雲市には
感謝してもし尽くせません。 少しでも御恩返しをしたく、今回寄付をさせていただきました。

大阪府 30代 今年の夏に観光でうかがいました。 出雲大社の荘厳なたたずまいに感動しました。

北海道 60代 出雲大社、すばらしい。

広島県 30代 出雲大社、また訪れたいです。

愛知県 50代 出雲大社、一度お参り行ってみたいと思っています。

東京都 30代 出雲大社、日御碕など何度も足を運ばせていただいております。 行く度に心洗われる出雲、これからも応援いたします。 一畑電鉄、バスとも重宝に使わせていただいております。

岐阜県 40代 出雲大社3回行きました。参道の雰囲気やワイナリーも好きです。今度は娘を連れて行きます。

千葉県 50代 出雲大社が、いつの時代になっても人々の心の拠り所でありますよう願っています。

神奈川県 30代 出雲大社がすばらしいです。

福岡県 50代 出雲大社からそこはかとなくパワーをいただきました。また注入していただくため近々来訪いたしたいと存じます。

兵庫県 60代 出雲大社が大好きです

神奈川県 30代 出雲大社が大好きで何度か旅行で訪れています。 食事もおいしく、温泉もよくて是非また行きたいです。

静岡県 40代 出雲大社が大好きで魅力を感じます！

愛知県 60代 出雲大社さまにはお世話になりました。 これからも出雲市を応援させていただきます。

大阪府 40代 出雲大社すごくよかったです。
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茨城県 30代 出雲大社で結婚式を挙げたため、思い出の地です。

東京都 20代以下 出雲大社で食べたそばがとてもおいしかったです。

愛知県 60代 出雲大社と玉造温泉に行ったことがあります。いい旅行でした。

大阪府 40代 出雲大社と周辺の雰囲気が大好きで２度旅行させて頂いています。来年は４年ぶりに観光で旅行させてもらおうと計画中です。

東京都 40代
出雲大社と石見銀山へ息子と男二人旅をしました。レンタカーで出雲空港から1泊2日の旅でした。泊まりは宍道湖温泉でした。島根県の神聖な雰囲気が大好きです。次回は娘も妻も一緒
に家族4人で行きたいと思います。

神奈川県 40代 出雲大社にいつか行きたいと何十年も思っています。旦那が定年したら行きたい。素敵なところだと聞いておりますので楽しみにしています。

神奈川県 30代 出雲大社にいつか行ってみたいと思っています。

愛媛県 50代 出雲大社にいってみたいです。

東京都 40代 出雲大社にお参りに行きたいです

東京都 50代 出雲大社にお参りに行きました。観光にとても優しいところでした。

三重県 70代以上 出雲大社にて次男が結婚式を挙げさせていただきました。 お嫁さんの両親は出雲出身です。因みに彼たちは東京生活ですがいつも出雲さんに感謝しております。

埼玉県 50代 出雲大社には、またいつか行きたいと思っています。

北海道 30代 出雲大社には、何回もいきました。 また行きたいです。

茨城県 50代 出雲大社には、二回行きました。 歴史を生きている感じがして、とてもよい町だと思いました。

東京都 50代 出雲大社には、二回参拝した事があります。瑪瑙の勾玉のイヤリングとペンダントを自分用に買い求めて、大事にしています。機会があればまた是非伺いたいものです。

神奈川県 20代以下 出雲大社にはぜひお参りにいきたいと考えています。出雲市を盛り上げていってください。

東京都 30代 出雲大社には何度か参らせていただいております。 いつもありがとうございます。

神奈川県 30代 出雲大社にまた行きたいです。

千葉県 40代 出雲大社にまた訪れたいです。

兵庫県 40代 出雲大社に一度お参りに行かせてもらいました。 とても素晴らしく、また行きたいと思っています。

千葉県 50代 出雲大社に一度行ってみたいと思い、寄付しました。

東京都 30代 出雲大社に一度行ってみたいと思っています。

埼玉県 50代 出雲大社に家内安全をお願いしに、夫婦で出雲市に旅行に行きたいと思っています。

千葉県 40代 出雲大社に興味があり、是非旅行したいと思います。

栃木県 20代以下 出雲大社に行きたいと思いつつ行けてないので、これをきっかけに行きます！

神奈川県 30代 出雲大社に行った思い出が強く残っています。

福島県 60代 出雲大社に是非行ってみたい。

静岡県 40代 出雲大社の厳かな雰囲気が大好きです。 また、行きたいです。

埼玉県 40代 出雲大社の遷宮関連の仕事で滞在していたことがあります。また、観光で出雲に行きたいと思っています。

東京都 30代 出雲大社の雰囲気が良いです、今度は息子の良縁祈願に参拝したいです。息子はまだ１０才ですが...！

大阪府 　 出雲大社の雄大さに感動しました。今後ともがんばってください。

東京都 60代 出雲大社は島根県人にとり誇りに思います。

三重県 40代 出雲大社へいつか行ってみたいです。出雲そばをいただいてみます。

東京都 20代以下 出雲大社へお参りしたことがあります。 その後良縁に恵まれました．パートナーと二人で，頂いたお箸で美味しいお肉を頂きたいと思います。

新潟県 50代 出雲大社への参拝は一生の思い出です。

静岡県 50代 出雲大社への参拝を一度したいと思っています。

東京都 40代 出雲大社へはほぼ毎年行っています。行くたびに気持ちをホッとさせてくださる出雲市に感謝の意をこめて寄付をしたいと思います。

秋田県 40代 出雲大社へ行ったとき、とても心地よい時間を過ごすことができました。 また、行きたいと思ってますがなかなか行けないので、その時にお礼に寄附させていただきます。

埼玉県 50代 出雲大社へ参詣したことがあります。遷宮されたので，もう一度お参りに伺いたいと思っています。これからも応援します。

兵庫県 40代
出雲大社へ旅行しました。周辺の街並みの整備もとても雰囲気よく落ち着いていてよかったと思います。  おぜんざい、旅館の夕食でいただいた十六島海苔のお味、どれも忘れられない思
い出のお味となりました。

神奈川県 30代 出雲大社へ旅行で行きました。また、行きたいと思います。

埼玉県 40代 出雲大社を よろしくお願いします。

東京都 40代 出雲大社を大切に思っています。

神奈川県 50代 出雲大社を中心に何度かそちらに旅しました またうかがいたいです。

福岡県 70代以上 出雲大社近辺は、日本の心のふるさとです。

神奈川県 40代 出雲大社行きました！とても素敵なところでした。遠くてなかなかいかれませんがまた行きたいです！

千葉県 40代 出雲大社行ってみたいです。がんばれ！出雲市！

福岡県 50代 出雲大社等を観光し、たいへん感動しました。 また、そのときにいただいた出雲そばがとても美味しく、また訪れるのを楽しみにしています。 よろしくお願いします。

京都府 60代 「応援寄付に関する出雲市からのお願い」が届きました。いいアイディアですね。妻が、返礼品一覧表は、見やすいと気に入っていました。

東京都 40代 1度行ってみたいです。お年寄りの方が元気でご活躍されていたら良いなぁと思います。

埼玉県 50代
２１年前の１０月１０日に出雲大社で結婚式を挙げました。神様が集う場所でたった二人の結婚式でしたが、二人の子どもにも恵まれ、今も仲良く過ごすことができていることに感謝の意を
表したいと思いました。今後ともよろしくお願いします。

東京都 40代 ２７年度にふるさと納税したら、28年度のパンフレットが届きました。経費はかかるでしょうが、またやろうと思いましたので効果があると思います。

福岡県 30代 ６月に初めて出雲を中心に島根を訪れます。 とても楽しみにしています。

埼玉県 30代 いつか住むときのために。

東京都 40代 いつか訪れてみたいです。

埼玉県 50代 いつも楽しみにしています。

愛知県 60代 いつも出雲のことを想っています。

愛知県 60代 おいしい味噌つくってください。

青森県 50代 お伺い出来る日を楽しみにしています。少しばかりですが、市民の方のためにお役に立てればと存じます。

大阪府 60代 がんばってください。

鹿児島県 70代以上 がんばってください！

山形県 50代 がんばってください。

岡山県 30代 なかなか地元に貢献できませんが、この寄付金を有意義に使ってください。

大阪府 40代 ふるさと納税で地酒の特典はぜひ続けてください。

神奈川県 50代 また、出雲大社にうかがいたいです！

滋賀県 20代以下 また寄付します！

京都府 40代 また帰りたい場所であり続けてください！

埼玉県 50代 まだ訪問したことがないので、是非訪問したい

静岡県 40代 以前、旅行に行ってとても良い所だと思い、今回の寄付を思いつきました。

愛知県 50代 雲南市出身です。

東京都 30代 遠くからですが応援しています。

岐阜県 40代 遠くから応援しています。

熊本県 30代 遠くから故郷出雲市を応援しています。

東京都 30代 応援しています！

東京都 30代 応援しています! お蕎麦が大好きなので、美味しかったら来年もお願いします。

埼玉県 30代 応援しています。

大阪府 50代 何度か訪れた神話の国　出雲市、気になる町です。

千葉県 60代 我が家の長男、長女ともまだ未婚です。どうぞ、出雲大社のご利益がありますように！

東京都 40代 皆さんお体に気を付けて自然と共にこれからも頑張って下さい。

大阪府 60代 皆様のご多幸を願っています。

奈良県 50代 干し柿楽しみにしてます。

愛知県 50代 観光を中心とした、より良い町づくりをしてください。 毎年ふるさとに帰省する事を楽しみにしています。

富山県 30代 頑張ってください。

京都府 40代 頑張ってください！

千葉県 50代 頑張って下さい！

大阪府 40代 頑張って下さい。

徳島県 40代 頑張って下さい。
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千葉県 50代 頑張って下さい。応援しています。

東京都 70代以上 頑張れ。

神奈川県 40代 寄附金を有意義にご活用下さい。

神奈川県 40代 義理の両親が出雲に住んでおり、その縁で毎年ふるさと納税をしております。、高齢者の生活がやりがいが持て、少しでも充実したものなるよう応援しています。

神奈川県 50代 行きたい街の一つです、応援します。

千葉県 30代 行ったことがないのでお蕎麦で出雲を感じたいです。

神奈川県 60代 今夏に松江と出雲へ旅行しました。食べ物もお酒も美味しいところでファンになりました。

広島県 60代 今年で３年目になります。毎年少額ですが継続させていただきます。

神奈川県 30代 今年の夏に旅行に伺いました。 出雲大社を初め、白兎神社等、心癒される場所がたくさんあり、素敵な旅行となりました。

岡山県 30代 今年も出雲市へ行けませんでした・・・。

千葉県 60代 妻が出雲市出身であり母が健在ですので高齢者用事業にお役立てください。

神奈川県 70代以上 昨年いただいたあんぽ柿とてもおいしく忘れられないです。今年も楽しみです。

石川県 50代 昨年いただいたぶどうがたいへんおいしかったので今年も申し込みさせていただきました。

東京都 40代 昨年もふるさと納税させていただき、今年は初めて出雲大社に伺って、帰りに島根和牛と割子そばもいただきました。 とてもいいところでした！

宮城県 70代以上 昨年も大和しじみを頂きましておいしくいただきました。９０代の母が、今年もしじみ、楽しみにしてるので、よろしくお願いします。

埼玉県 50代 昨年観光に行きましたが、今年もまた秋に行こうと思っています。

東京都 30代 子供の頃を過ごした故郷に、少しでも恩返しができればと、寄付させていただきました。

東京都 50代 私の故郷を応援しています。

京都府 50代 私の第二の故郷です。応援しております。

宮城県 50代 私の父が旧平田市出身です。お年寄りが静かで平和に暮らせる町作りに使用していただけると嬉しいです。

愛知県 40代 実父がお世話になっています。

東京都 40代 出雲そばの大ファンです。また旅行に行きたいと思います。

岡山県 60代 出雲ツーデーウオークの継続、お願いします。

佐賀県 30代 出雲のために活用してください。

京都府 60代 出雲へずっと前から出かけたいと思っているのですが、なかなか実現できずにいます。まずはこのサイトでいろいろ知識を増やし、必ず近い将来家族で行きます。

大阪府 30代
出雲へ訪れる時はいつもお世話になっております。 いつも楽しい旅の思い出（ご縁）を ありがとうございます(*^^*)   出雲は一番好きな市でして 一人旅でしょっちゅう、訪れています(*^^*)
出雲の方々は、とても暖かく接してくださるし 行く度にお世話になってます。   出雲に訪れる際は、必ず出雲そばをいただいておりますよ(^^♪    現在は、経済的に余裕がなくなってしまい
ましたが、 旅費を貯めて また、行きたいと思います(^^♪    日々、猛暑が続いておりますが、 お体に、お気を付けてお過ごし下さい。  応援しています！

愛知県 50代 出雲市に義父母が住んでいます。 いつまでも元気でいてほしいです。 妻は出雲市を田舎だといいますが、私は好きです。

埼玉県 40代 出雲市の観光は、とても魅力的です。また、行きたい所です。

奈良県 40代 出雲市は何度か行きましたが過疎化が気掛かりです。 少しでも助力になれば幸いです。

神奈川県 30代 出雲市は主人の出身地でもあり、毎年、お盆・お正月に帰省しております。これからも温かい町であり続けるよう、応援させていただきます！

東京都 20代以下
出雲大社、きれいな形のかまぼこ、美人の湯、人やにおい、まちのすがたなどなど、出雲市の大好きな点をあげればきりがありません。出雲市のそのままの良さが、これからもずっと続い
ていけばいいなあと思っています。

東京都 40代 出雲大社に一度はいってみたいと思っています。

福岡県 60代 出雲大社に是非行きたいです。

岡山県 60代 出雲大社の献茶式に行く予定です。

兵庫県 40代 出雲大社を訪ねたいと思っています。

神奈川県 40代 出雲万歳！

埼玉県 30代 出張で滞在したときに食べたおそばがとても美味しかったです。 今度はプライベートでのんびり観光したいと思います。

長崎県 50代 少しですがお役立てください。

愛知県 30代 少しですがお力になれれば嬉しいです。応援しています。

静岡県 40代 申し込み後の反応が速いので、毎年寄付させて頂いています。

茨城県 　 世界遺産もあり、世界の市だとおもいます。がんばってください。

千葉県 60代 是非“住んでみたいまち”№１をめざして下さい。（自然豊かに！）

神奈川県 60代 先日プライベートの旅行で訪問させて頂きました。素晴らしい観光資源をお持ちだと感銘しました。

千葉県 50代 前回とても美味しかったので、また申し込みました。

東京都 40代
全国平均より高齢者率が若干高いようですが、やはり黒豆と笑いで健康を保ち、みなさまお元気で長生きして欲しいです。 ええ、もちろん私も豆メインの食事で健康に気を遣っています。
ゴリラの鼻くそ、楽しみです。

東京都 30代 祖母が住んでいます。私も小学生の時には毎年夏休みには祖母の家で過ごしており、第2の「ふるさと」です。 市政の一助となればとおもっております。これからも応援しています。

神奈川県 50代 素晴らしい街なので応援します。

大阪府 70代以上 素敵なまちづくりを。

静岡県 60代 息子がしばらくお世話になりました。 ありがとうございました。

東京都 50代 大好きな市です。

兵庫県 30代 大好きな祖母や親戚が住んでいます。子供の頃から大好きな場所です。これからも毎年行かせていただきます。

兵庫県 50代 地震もあり大変だったと思いますが頑張って下さい。

宮城県 60代 島根のしじみは日本一です。

大阪府 　 島根の有機野菜も、愛用させていただいてます。

東京都 50代 二度うかがいました。私には とても心地よい場所で、 またうかがいたいと思っています。

北海道 40代 函館在住です。島根医大を受験しに以前一度訪れました。落ちました…

神奈川県 40代 美味しそうな蒲鉾ですね 楽しみにしていますが・・・。

東京都 50代 夫婦元気なうちに二人で出雲大社をお参りしたいと思っています。

大阪府 40代 父の故郷です。また遊びに行きたいです。

東京都 30代 父の出身地が出雲市です。東京でできた友人が偶然島根出身で、一昨年出雲市駅の近くにお店を開きました。遠いのでなかなか行けませんが、本当に良いところだと思います。

栃木県 30代 父の日の贈呈用でお願い致します。 鹿島町で生まれ育った父へのギフトになります。

北海道 50代 母が、出雲出身で、祖母が住んでいるので。

東京都 50代 母がお世話になっております。今後ともよろしくお願いします。

東京都 40代
母が出雲市出身です。小さな頃は夏休みによく帰省していました。斐伊川の花火、高瀬川の灯籠流し、おろちまつり、日御碕、多岐の海、鬼の舌震、色んな所に行きました。出雲大好きで
す。がんばってください。

東京都 30代 毎年寄付させていただいています。 応援しています。

東京都 70代以上 姪がそちらに住んでいます。

東京都 50代 姪が出雲大社にお参りさせていただき、めでたく昨年結婚いたしました。お礼申し上げます。

京都府 20代以下 旅行で行かせて頂きたいと思っています。 出雲観光楽しみです。

福岡県 30代 旅行で行きました。いいところでしたので是非ともご活用して頂ければ幸いです。

東京都 40代 両親が住んでます。どうぞよろしくお願いします。

熊本県 60代 冷凍しじみはいつでもすぐに使えてとても便利です。

高知県 60代 「もぐら」さんの漫画を読んで島根のファンになりました。

宮城県 70代以上 １月、出雲に夫婦で行きました。ソバを食べて、お土産にもソバを買ってきました。今年寄付金額（少額ですみません）

静岡県 60代 １度出雲大社、温泉に行きました。大変のどかでよかったです。 また訪れたいと思います。

沖縄県 40代 ２年前に石見銀山に行きました。雨にもかかわらず、ボランティア方に説明していただきました。大変興味深く、満足です。

東京都 60代 ３年目です。

山口県 30代 いずもそば好きです。

東京都 40代 いつかは訪れたい土地です。

東京都 30代 いつの日にか旅行へ行ってみたいです。

東京都 70代以上 いままでも、出雲市には何回か旅行にいきシジミのおいしさをわかつているので申し込みました。

愛知県 50代 お嫁さんの出身地です。

東京都 40代 がんばってください。

東京都 40代 がんばれ！

京都府 50代 これからも応援しています。

大阪府 40代 ステンドグラスの美術館を再開させてほしい。 島根の風景とマッチしてとても素晴らしかった。

東京都 30代 そのうち帰りますけん。



都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ

千葉県 40代 つい最近旅行で訪れて、とても良い街だと思いました。 ふと思い出して、ふるさと納税のページを見たのですが、特産品が盛りだくさんでびっくりしました。 出雲の糸とか、とても良さそう。

埼玉県 30代 愛すべき出雲の為に毎年ふるさと納税します。

神奈川県 50代 以前、桜の季節に旅行したことがあります。出雲大社、松江城のお祭り、お堀巡り、玉造温泉、山陰は初めてでしたが、大好きになりました。トマトの恵み、楽しみです。

岐阜県 50代 一度、出雲大社に行ってみたいです。

東京都 60代 一度出雲大社に参拝したいと思っております。

愛知県 50代 縁あって子供が出雲市内で働くことになりました。ご挨拶の替わりに寄附をさせて頂きます。

栃木県 50代 遠くから応援してます。

大阪府 40代 応援しています。

静岡県 60代 応援しています。

愛知県 40代 応援しています。

東京都 　 応援しています。

埼玉県 30代 応援しています。がんばってください。

福岡県 50代 頑張って下さい。

神奈川県 60代 去年出雲大社に行きました。 初めて行ったのですが、とても良かったです。 お蕎麦も美味しく楽しい旅行になりました。 お酒も期待しています。

北海道 40代 好きな酒蔵が複数あります。一度訪れたいまちです。

奈良県 30代
今は亡き祖父母が平田に住んでいました。 高齢者の多い都市なので、少しでもお役にたてればと思っています。 新鮮な魚に美味しいワイン、のどかな一畑電車、有名になった出雲大社
と思い出いっぱいです。

愛知県 40代 今年出雲に遊びに行きます。 楽しみです。

埼玉県 50代 昨年、旅行で出雲を訪れました。出雲そばの素朴ではありますが、味わい深いところに魅力を感じています。是非、全国的なブランドに育てていただきたいと思います。

岐阜県 70代以上 昨年に続き納税させていただきます。

神奈川県 60代 昨年もやりました。

三重県 60代 昨年出雲大社へ参拝に行って、娘のご縁が決まりました。ありがとうございます。

茨城県 60代 参院選挙区統合されたけど、地域性を出して頑張ってほしい。

東京都 50代
市へのメッセージでは無いのですが。 ５０代でひな人形と躊躇しましたが、あまりに可愛くてお願いする事にしました。知らない所なのにご縁があってお願いして私の手元に来てくれるのを
楽しみにしています。 こうゆう楽しみがあってふるさと納税っていいですね！

千葉県 40代
私が携わるコントローラを搭載した製造装置でパソコンが製造さていると思います。楽しみにしています。 なかなか出来そうにありませんが、家族で千葉から出雲へ遊びに行ってみたいと
思います。

大阪府 50代 出雲が、いつまでも元気なまちでありますように、祈念しております。

兵庫県 30代 出雲がんばれ！

兵庫県 50代 出雲にはときどき旅行に行きます。

東京都 30代 出雲には知り合いもいませんが、旅行で行きたいと思っています。ぶどう好きの息子と一緒にいただきます。

大阪府 60代 出雲高校の甲子園出場おめでとうございます。健闘を祈ります。

愛知県 50代 出雲市が元気になるように活用ください。

神奈川県 40代 出雲市には、まだ行ったことがないのですが、観光でぜひ訪れてみたい場所の一つです。

愛知県 50代 出雲市の将来の為に、使ってください

東京都 50代 出雲市は親友が住んでる町です。またお邪魔します。

奈良県 50代 出雲市は風光明媚で好きです。

愛知県 40代 出雲市へは何度か旅行に行きました。 また、行きたいと思っています。

神奈川県 30代 出雲大社に行ってみたいです。

東京都 50代 常に応援しています。

神奈川県 50代 親戚が島根出身です。

茨城県 60代 是非ご活用下さい。

茨城県 40代 是非ご活用下さい。

東京都 30代 出雲のこといつも心にあります。自慢のふるさとです。これからも益々発展しますよう願っております。

東京都 50代 前回は生のしじみをたくさん送って頂きありがとうございます。今回は暑い時季ですので冷凍品をお願いしてみようと思います。よろしくお願い致します。

東京都 40代 素晴らしい土地です。神聖な気持ちに、なりました。

東京都 50代 息子が島根にお世話になっています。

東京都 40代 大好きな出雲にまた行きたい！

奈良県 50代 単身赴任で出雲市に在勤在住しています。今後とも、より良い雇用と住環境の維持に期待しています。

奈良県 50代 単身赴任で出雲市在・勤在住者です。今後も、より良い雇用と住環境作りに期待しています。

東京都 30代 中国地方出身なので応援したく納税しました。

北海道 40代 伝統ある産業を守っていってほしいです。

新潟県 60代 特産品がいっぱいあってびっくり、まよいました。

東京都 40代 日々の暮らしに貢献したく応援します。頑張ってください。

京都府 40代
斐川平野の水田やお米をピーアルして欲しい あと空港周辺をもっと活用してはどうでしょう 施設が少ないので空港周辺に商業施設の企業誘致は無理でしょうか イオンモールなどの これ
からも応援します。

愛知県 30代 美味しいソバ期待してます。

愛知県 60代 亡き祖父母が島根県に住んでいて、小さい頃何度か行きました。  山陰地方がもっと元気になって欲しいと思っています。

岡山県 60代 本場　出雲そばを楽しみにしております。

千葉県 40代 毎回こちらの麺を頼んでしまいます。本当に美味しくてすぐなくなってしまいます。 近々また出雲へ旅行に行く予定です。

埼玉県 40代
友人の出身地で、先日ゆっくり公共交通機関で巡りました。ローカルバスなど楽しい旅でした。山に海に素晴らしい環境、神の地を守り続けてください！  特産品は実家でいただきたいと考
えています。

埼玉県 　 李白を好んで呑んでいます。島根県のお酒美味しいですね。少し、他のお酒も賞味したいなと思っていたので、楽しみです。

兵庫県 40代 歴史のある町で好きです。頑張って下さい。

埼玉県 50代
毎年、早めのブドウを食べられるのを家族でたのしみにしています。 　特に、７月生まれの二男が何と言っても心待ちにしているようで今年で３回目のふるさと納税となりました。 野菜室に
デーンと陣取ったデラウェアーが彼には輝いているようです。誕生月だから好きなだけ食べていいというルールが更に彼の幸せ感を増大させるようです。 ふるさと納税ならではの「しあわ
せ」です。お互いに大盤振る舞いできるひとときです。

奈良県 60代 １０年以上お世話になりました。少しでもお役にたてばと思います。

神奈川県 40代 １度は行ってみたい！

東京都 20代以下 ２回目の寄付です。 よろしくお願いします。

京都府 50代 ２回目の寄附です。 いただいた「佐田みそ」とても美味しくて毎日使っています。今後も応援しています。

福岡県 50代 ２年前、友人と念願だった出雲を訪れました。とても楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。いつかまた訪れたいと思います。

神奈川県 40代
４年前に他界した父親の故郷です。生前は父親が、ふるさと納税していましたが、亡くなった今は私がその意思を引き継ぎ毎年、ふるさと納税しています。少しでも島根県の繁栄につなが
ればと思っています。

埼玉県 50代 いつか、訪れたい場所と思います。

宮城県 40代 いつかは訪れてみたいと思っている街です。応援します。

東京都 40代 いつか行ってみたい場所です

東京都 50代 いつか出雲に行ってみたいです。

東京都 40代 いつか出雲観光したいと思います。 サンライズ出雲に乗って。

神奈川県 40代 いつか訪れたいと思っています。

茨城県 50代 おいしいお酒を楽しみにしています。

京都府 30代 お蕎麦楽しみにしています。

大阪府 20代以下
お世話になります(^^)以前に、島根県に旅行に行った際、宍道湖の夕日が綺麗なのがすごく印象的で、こちらのお品物も宍道湖のお塩を使っているとの事でしたので選ばせて頂きました。
今後ともも出雲市の発展を願っています。

東京都 40代 お世話になります。  有効活用願います。

東京都 20代以下 がんばってください。

愛知県 40代 がんばってください。

東京都 50代 がんばって下さい。応援しています。

東京都 20代以下 こういう形で生まれた地、また、祖父母が住んでいる出雲市へ貢献できて嬉しいです。

大阪府 20代以下 この間出雲の近くまで遊びに行ったのですが おそばが有名とは知らなかったです。 もっと広まってほしいです。

埼玉県 40代 これを機会にぜひ行きたいと思います！

福岡県 30代 ご縁に感謝！
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東京都 30代 しじみと言ったら宍道湖だと思いました。 前回、出雲大社に伺いました～！とても心が洗われた気分でした♪また訪れたいです！！

東京都 40代 はじめて寄附させて頂きます。お役に立てば幸いです。

熊本県 30代 まだ行ったことはないのですが、親戚が出雲の特産を送って下さること、参拝をしてその町並みを知らせてくれることがあり、興味を持っています。

愛知県 30代 もっと魅力ある出雲市になるよう応援しています。

愛知県 50代 よろしくおねがいします。

神奈川県 30代 よろしくお願いいたします。

東京都 30代 よろしくお願いします。

東京都 60代 わざわざお送り頂いたので申し込みさせて頂きます。良いアイディアですね！

東京都 70代以上 以前、仕事で鳥取県・島根県を担当してお世話になっております。

宮崎県 40代 以前申し込みして、いただいた干し芋・・・とってもおいしく、もう一度頼みたいと、家族からのリクエストでした。 また、甘い芋を期待しています。

福島県 40代 一度は出雲大社に行ってみたいです。

東京都 70代以上 一度観光に行きたいと思っております。

東京都 20代以下 一度旅行に行ったことがあります。がんばってください。

千葉県 30代 遠い地より応援してます！！

東京都 60代 遠方から応援しています。

山口県 70代以上 応援しています。

東京都 30代 応援しています、頑張って下さい！

大阪府 50代 応援しています。

神奈川県 30代 応援しています。

神奈川県 20代以下 応援しています。ぜひ役立てていただければと思います。

神奈川県 40代 応援してます！

埼玉県 50代 応援します。

北海道 40代 応援します。頑張って下さい。

兵庫県 50代 何度か訪れています。 一畑電車のファンです。

静岡県 60代 何度か訪れています。食べ物がおいしい。

福島県 40代 学生時代に大変お世話になりました。

静岡県 50代 学生時代行った事があります。 とても心が落ち着くところでした。

茨城県 60代 活用してください

愛知県 30代 観光や子育て支援に関する事業に寄付させていただきたいです。 返礼品が届くのも楽しみにしています。

東京都 50代 頑張ってください。

大阪府 60代 頑張ってください。

大阪府 50代 頑張ってください。

京都府 30代 頑張ってください。応援しています。

東京都 30代 頑張って下さい！

神奈川県 30代 頑張って下さい！

福岡県 60代 頑張って下さい。

東京都 20代以下 頑張れ！IZUMO！

宮崎県 60代 期待している。

東京都 40代 義理の父親への贈り物で選ばせていただきました。よろしくお願いいたします。

東京都 40代 去年頂いたぶどうが最高においしかったので、今年もお願いします。沖縄で購入するぶどうは、あまり新鮮ではないのです。今年も期待しています。

福岡県 50代 愚息が貴市に居住しており、数回行きました。 お世話になったお礼に納税します。

京都府 30代 結婚したての時に主人と行きました。今度は子供と3人で行きたいと思います。

大阪府 40代 御礼の品、ありがとうございます。  「父の日希望」です。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

広島県 50代 広島県からも気軽に遊びに行けるので毎年寄せていただいております。

広島県 　 江津市出身者です。 昨年からふるさと納税活用しています。 今回初めて、利用させてもらいます。 少ない金額ですが、福祉分野で 使って下さい。

福島県 60代 行ったことがありませんが、訪れたいです。

東京都 30代 行ってみたいです。

愛知県 50代 今回　初めて出雲市へのふるさと納税の申し込みをしました。 歴史ある都市なので　ぜひ訪れたいと思っています。

東京都 50代 今後とも貴地域の貢献に役立てば幸甚です。 些少ではございますが、寄付させて頂きます。

東京都 40代
今度のゴールデンウィークに出雲と松江城に行きます。10歳の子供が歴史好きで、ぜひとも行きたいといったからです。今から楽しみにしています。 出雲市のチョイスがあるとのぞいてみ
ると、子どもの好きなデラウエアのブドウもあったので、即頼みました。 もし、まだ残っていれば双六いただければ、子供もも喜ぶのですが、よろしくお願いします。

大阪府 60代 今年で２回目です。昨年の品よかったです。頑張ってください。

千葉県 60代
今年も寄附をさせていただきます。 出雲市には、旅行で立ち寄らせていただきました。 「神話の國、日本海、宍道湖」など豊かな自然がいっぱいです。 これからもできる限りの範囲となりま
すが、支援を続けていきたいと思っています。よろしくお願いします。

沖縄県 30代 妻が以前住んでいた場所であったので今回納税させてもらいました！

愛知県 20代以下 妻の生まれ故郷が出雲です。

大阪府 60代 昨年に続き２回目です。よろしくお願いいたします。

東京都 30代 昨年は美味しいシャインマスカットをありがとうございました。今年も楽しみにしてます。

岐阜県 40代 昨年も寄附をしました。いつか出雲へ行ってみたいです。

千葉県 50代 昨年も申込させていただきました、今年もよろしくお願いします。

東京都 50代 子どもたちにとって魅力のある街づくりをしてください。

大阪府 40代 子供が産まれて初めての旅行が出雲でした。 思い出のある地域です。

神奈川県 40代 子供の頃に住んでいて懐かしく寄付させていただきました。

山口県 40代 時折出雲へは旅行に行っています。 とても心落ち着く素敵な場所ですね。 子連れで宿泊しやすいホテルがもっとあればよいので そこは残念です。

千葉県 40代 自然と人情味あふれる人々が多い出雲市が大好きです。 応援しています！

愛知県 40代 出雲にこんな特産があるとは知りませんでした。 親があんぽ柿が大好きの為、楽しみに待ってます。

岡山県 30代 出雲に行きたいです！

福岡県 40代 出雲の駅伝をいつもTVで応援しています。

神奈川県 40代 出雲は学生時代お世話になりました。ふるさとチョイスのあごの焼きを見て懐かしくなりました。

奈良県 60代 出雲は観光で訪れたことがあります。 地域活性のため皆さん頑張ってください。

佐賀県 50代
出雲へは、まだ一度も行ったことがありません。出雲大社へは人生の中で一度は行かねば！と思っています。 九州と同じく、自然豊かな食べ物のおいしい所と思います。 地方から元気
を！！！

島根県 40代 出雲へ行く度に立派になった町並に大変うれしく思っています。

福岡県 40代 出雲市がこれからも、もっと素晴らしい町になっていく事を願っています。

千葉県 40代 出雲市がんばれ。

東京都 60代 出雲市に２回目の納税です！しじみ美味しかったです。出雲市が身近に思えて、近々訪れてみたいです。これからも応援しています。

新潟県 60代 出雲市にぜひ行きたいと思いこのたびふるさと納税に参加しました。

埼玉県 60代 出雲市にふるさと納税始めて3年目、これからも継続できればと思っています。

東京都 30代 出雲市に一度旅行に行きたいと思います。

和歌山県 50代 出雲市のご発展をお祈りします。

高知県 　 出雲市のふるさと納税のパンフレットをわざわざ送っていただきありがとうございます。

北海道 50代 出雲市の今後益々のご発展を記念しております。 いつの日か出雲大社へ参拝にいきたいと思っています。

東京都 60代 出雲市の福祉に役立てる様に祈っています。

富山県 50代 出雲市へ観光で行きたいと思っています。

東京都 40代 出雲市大好きです！頑張ってください。

兵庫県 30代 出雲大社には一度だけ行ったことがあります。 またいつかは遊びに行きたいとは思ってます。

東京都 30代 出雲大社に行ったことがあります！ご利益あったと思います。福祉事業の役にたつことを光栄に思います。

長野県 50代 出雲大社に行ってみたいです。

神奈川県 40代 出雲大社の参拝・旅行後にパワーを頂いて人生どん底から開運しました。お礼に産土である出雲の方々に役立つよう、ふるさと納税させていただきます。

神奈川県 50代 出雲大社は大変魅力があり、いつかは訪れたいと思っています。また返礼品のお蕎麦楽しみにしております。
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愛知県 60代 出雲大社へは、一度家族で行ったことがあり、そんな縁で申し込みました。

東京都 30代 出雲大社へは高校の修学旅行で訪れました。久々にまた訪れたいです。

神奈川県 60代 出雲大社を代表とする大変落ち着いた街だと思っています。

兵庫県 40代 初めての寄付です。遠方ですが頑張って下さい。

大阪府 70代以上 小学校の時、西須佐村に住んでいた。

京都府 50代 少しですが、お役にたててください。

長崎県 50代 少しですが、お役立てください。

長崎県 50代 少しですがお役立てください。

長崎県 50代 少額ですが、お役立てください。

東京都 30代 少額ですがお役立てください。

東京都 40代 松江市出身です、しばらく帰っていませんが応援しています。

福岡県 50代 松江市出身です、島根県の自治体に寄付したいと思いました。

静岡県 40代 職場の同僚が年に3回以上帰っています。奥さんの実家ですがとても良いところのようでいつも楽しみにしているみたいです。また美人が多いと伺いいつか旅行してみたいと思っています。

東京都 60代 新婚旅行にて出雲大社に行ったことがあります。思い出の地の一つです。

東京都 60代 新鮮でおいしいものを提供してください。

東京都 50代 神秘性があり、一度訪れてみたいです。

大阪府 50代 親父が、施設にてお世話になっています。 出雲市の福祉活動に小額ですが、活かしてください。

福井県 40代 数年前、友人の結婚式で訪ねました。 また観光でお伺いしたいと思います。

沖縄県 50代 数年前に母と、出雲大社に行きました。壮大な社殿の美しさに圧倒されました。

栃木県 30代 是非とも使ってみたいと思います。　宜しくお願いします。

愛媛県 40代 先日、初めて出雲市を訪れました。とても素敵なところでした。

大阪府 70代以上 戦時中の疎開で小３～出雲高校卒業迄の１０年間大変お世話になりました。

東京都 60代 大学時代の同級生友人が役所に勤めていた関係で、毎年寄付させて頂いております。  今年は額をUPさせて頂きました！どうぞ有意義に活用して頂きたいと考えております。

岡山県 40代 大学生のとき住んでいました。 ご発展をお祈りしています

東京都 30代 大学生の時に住んでおりました。

神奈川県 　 大感謝祭に行きました。

岡山県 50代 大好きな街、人達なので、何度も訪れています。 これからも素敵な町でありつづけて下さい。

東京都 40代 大切に使ってください。

愛知県 30代 田舎への恩返しに少しでもなればよいなと思います。

東京都 40代 東京から出雲市を応援しています！

東京都 40代 東京から出雲市を応援しています！

兵庫県 20代以下 ２０歳の時に一度出雲大社へ訪れたのですが、町全体の雰囲気がとても素敵でまた訪れたいと思っています。

三重県 　 美味しそうなものがいっぱいで、いつか旅行してみたいと思いました(*´∀｀)

愛知県 30代 夫と妻それぞれ今まで伺ったことがあるのですが、家族で行きたいと思っています。出雲ぜんざいも名古屋でいただきました。応援しています。

広島県 30代 夫婦ともに出雲市出身です。応援しています。

山梨県 50代 福祉の為に役立てて下さい

兵庫県 50代 福祉の充実をお願いします。

埼玉県 70代以上 福祉活動にお役立てください。

東京都 40代 母が出雲市の出身です。高齢になり里帰りはもう出来ませんが せめてふるさとの味をと思いまして今回申込させて頂きました。

千葉県 50代 訪れた事がなく、是非行きたいと思っています！！

千葉県 60代 毎年、特産のシジミを美味しく戴いております。

東京都 40代 毎年早くにパンフレットを送付いただくので、やはり今年も出雲市さんに寄付をしようという気持ちになります。 特典も楽しみにしています。

広島県 60代 魅力ある出雲市に期待します。

兵庫県 50代 娘が出雲市で学生時代を過し、今も出雲周辺で地域の方々のお役に立てるようと頑張っております。私達もそんな娘を応援したいと思い寄附させて頂きます。

東京都 30代
友人が出雲市の出身です。 一度遊びに行きましたが出雲は水がきれいで牛乳その他食べ物がとても美味しかったことを覚えています。 地方は過疎が深刻だと思いますがぜひがんばって
ください。

京都府 50代 友人が島根出身なのでとても身近に感じています。 応援しています！

埼玉県 30代 有効活用していただけたら幸いです

北海道 50代 旅行で行ったことがあります。 また、機会があったら行きたいと思っています

大阪府 40代 旅行で行った出雲市素晴らしかったです。

埼玉県 30代 旅行に行った際に飲んだ出雲のお酒が美味しかったため、楽しみにしております。

宮崎県 40代 はじめて寄付いたします。少額ですが、活用して頂ければ幸いです。

愛知県 40代
「父の日希望」です。 ふるさと納税で「父の日」のプレゼントができるとは知りませんでした。出雲のお酒をいただけるなんて本当に縁起のいい話で、年老いた父も喜ぶと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

東京都 40代 １０年前に旅行したときに食べた、蕎麦が美味しかったです。

三重県 30代 ２０１２年に一年間、出雲市に住んでいました。 これからも応援してます。

千葉県 50代 ２年前にツアーで行って、良いところだと思いました。 また今度ゆっくり行きたいです。

東京都 30代 ３回訪れたことがあります。応援しています。

東京都 60代
３年前からふるさと寄附を行っている者です。金額だけに目を向けるのではなく、継続していることにも配慮すればリピーターも増えると思う。尚、２８年度の寄附の活用予定を出すのは
図々しい話でありあきれました。

愛知県 40代
６年間出雲市で生活しました。都会では経験できない穏やかな時間の流れなど良い思い出です。デラウエアもたくさん食べました。いつまでも素敵な私の第二の故郷であってください。応援
しています。

東京都 50代 いつかサンライズ出雲で出雲大社に行きたいと思っております。

鹿児島県 50代 応援しています。

宮崎県 40代 いずも・・・いも・・・干し芋？ なんでしょうか？　出雲に芋・・・意外でした。 甘～いといいなあ。

兵庫県 40代 いちど訪れたいと思っています。

宮城県 30代 いつかいってみたいです。

東京都 30代 いつか行きたいです。

兵庫県 60代 いつか行ってみたいです。

東京都 40代 いつか行ってみたいです。

北海道 40代 いつか行ってみたいと思い楽しみにしています。

東京都 50代 いつか出雲に行ってみたいと思っています。

愛知県 60代 いつか出雲大社に行きたいと思っています。

東京都 70代以上 いつか出雲大社を訪れたいと思っています。

神奈川県 40代 いつも、しじみを美味しくいただいています。 また、よろしくお願いします。

京都府 40代 いつも仕事で伺ってます。 趣あるいい街ですね。

兵庫県 50代 いつも出雲のシジミを美味しくいただいています。

鳥取県 40代 えびすだいこくウルトラマラソンでいつもお世話になっております。この素晴らしいマラソン大会がいつまでも続きますように。

大阪府 30代 おととし、出雲大社にいった後、結婚しました。 お礼参りに行けてないので、ふるさと納税したいと思いました。

京都府 50代 お歳暮包装していただけると嬉しいです。

北海道 50代 一度出雲市にもお伺いしたいと存じます。

大阪府 30代 お世話になります。今年初めてふるさと納税を実施させて頂きます。至らないことがあるかもしれませんが、ご容赦ください。

東京都 60代 お世話になります。 さっそくです。 昨年に続いて「ふるさと納税」をいたします。

兵庫県 70代以上
お世話になります。 以前、旅行で訪れてから出雲がすっかり気に入りました。中々行くことはできませんが、ふるさと納税を機に、楽しかったことを思い出しています。 また、お礼に頂くおい
しいシジミは家族皆に元気をくれます。ありがとうございます。

東京都 30代 お味噌が有名なのは知りませんでした。使うのが楽しみです。

東京都 50代 お礼の品が多くて魅力的なものが多く、自然が豊かで文化的な所であると思います。ぜひ一度出雲に行ってみたいと思います。

東京都 50代 かつての輝きをとりもどして欲しい。頑張れ出雲。

神奈川県 40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！

愛知県 40代 がんばってくださいね。
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岡山県 40代 がんばって下さい。

千葉県 40代 がんばって下さい。 いずれ訪れたいと思います。

埼玉県 50代 がんばれ。

広島県 30代 がんばれ。

京都府 40代 がんばれ！

千葉県 30代 がんばれ出雲！

兵庫県 40代 コース選択に ４万、５万、６万にも特産品Aコースが選べると便利です。 何故なら、２回に分けて寄付しなおさないとならない手間があるため。

京都府 40代 これからも応援します！

北海道 50代 ご苦労様です。よろしくお願いいたします。

神奈川県 50代 ご繁栄をお祈りいたします。

福岡県 50代 ささやかですが、応援します。

福岡県 60代 しじみラーメンがおいしかったので、しじみラーメンだけのセットがほしいです。

兵庫県 30代 ステキな街で、大好きです。

鹿児島県 60代 ぜひ、伺いたいとおもっています。

北海道 50代 そのうち出雲大社とか旅行で訪れたいです。

島根県 70代以上 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 40代 これからも美味しくてボリュームのある特産品を期待します。

東京都 50代 パンフレットをわざわざありがとうございました。申し込みがおくれてすみません。去年の干物がおいしかったので、またもうしこませてください。

東京都 　 フリンジ咲きがあれば、嬉しいです。

京都府 20代以下 ふるさとに、貢献できる機会がなかなかないので、少しですがこれを活用していただければ幸いです。

東京都 50代 ふるさと納税の制度は、バランスの良い国土の発展のため、重要と考えます。

千葉県 50代 ふるさと納税を機会に、次はぜひ旅行で行きたいですね。

東京都 30代 ふるさと納税を通じて、こんなにおいしい冷凍しじみがあることを知れてうれしいです。

愛知県 40代 ホームページを拝見して、特産品も豊富で一度はぜひ観光に行ってみたいと思いました。

山口県 60代 また改めて、出雲大社に参拝させていただきます。

福岡県 40代 まだ叶っていませんが一度は訪れたいと思っております。

千葉県 50代 また観光に行きたいと思っています。

神奈川県 30代 また行きます。

東京都 40代 また今年も寄付していいご縁があるといいです。

神奈川県 40代 また伺いたいです。

東京都 30代 まだ出雲市に行ったことはないのですが、いつか行ってみたいと思っています。

愛知県 30代 また出雲大社参拝させていただきます。

大阪府 60代 また遊びに行きたいと思います。

滋賀県 50代 また旅行で出雲大社に行ってみたいです。

東京都 　 よろしくお願いいたします。

東京都 40代 よろしくお願いいたします。

大阪府 50代 よろしくお願いします。

大阪府 30代 よろしくお願いします。

大阪府 40代 安全で本物の　地元の食品の提供に感謝いたします。 微力ながら応援させていただきます。

福岡県 40代 以前、住んでいたので、又遊びに行きたいです。 だんだん?

京都府 60代 以前、鳥取に１０年余り住んでいたことがあり、山陰地方を懐かしく思い出します。 教育分野の充実、発展に少しでもお役に立てましたら幸いです。

兵庫県 70代以上 以前、旅行で訪れてから好きになりました。電車からの宍道湖の眺めは最高でした。 少しでも良い街づくりのお手伝いができれば幸いです。 ありがとうございました。

神奈川県 50代 以前も寄付させていただきました。 応援しております。 今月初めて出雲市を訪れ出雲大社にも行ってきました。

徳島県 60代 以前観光で訪れました。 また行きたいです。 やはり出雲大社は別格ですね。

兵庫県 30代 以前仕事で立ち寄ってすばらしいところでした。これを機に家族で一度訪れたいと思いました。

沖縄県 30代 以前出雲へ旅行して、とてもいいところだなと思いました。 ご発展を祈念しております。

東京都 30代 以前旅行で訪問してとても好きな市になりました！少額ですが役立てて頂けると嬉しいです。

東京都 60代 一昨年、４０年ぶりに出雲大社に行きました。感動しました。出雲蕎麦がとてもおいしく、今回、ふるさと納税のきっかけとなりました。

愛知県 30代 一度 訪ねてみたい。

大阪府 40代 一度、訪れてみたい。

神奈川県 50代 一度、旅行で行きました。もう一度、機会があれば行きたい場所です。

愛知県 50代 一度いったことがあります。

埼玉県 50代 一度だけ観光で訪れた事があります。 いずれまた伺いたいです。

北海道 50代 一度は出雲大社に行きたいと思っています。

愛知県 60代 一度出雲大社に行きたいと考えています。

東京都 50代 一度旅行で行ったことがあります。 のどかで心地よい時間を過ごせました。

青森県 30代 隠岐へのフェリーを増便してください。

愛知県 60代 縁むすびのまち出雲が好きです。

東京都 50代 縁結びのご利益がありますように。 美味しい有難いお茶を楽しみにしています。

滋賀県 50代 応援させていただきます。

北海道 40代 応援しています。

京都府 30代 応援しています。

東京都 30代 応援しています。

東京都 40代 応援しています。

東京都 30代 応援しています。

岡山県 30代 応援しています！

東京都 40代 応援しています！

東京都 40代 応援しています！

滋賀県 50代 応援しています。

千葉県 50代 応援しています。

北海道 50代 応援しています。

茨城県 50代 応援しています。

静岡県 60代 応援しています。

広島県 50代 応援しています。がんばっています。

東京都 40代 応援しております！

大阪府 50代 応援しております。

埼玉県 50代 応援しております。 僅かですがお役にたてれれば幸甚です。  久しぶりに出雲に出かけたいと思います。 頑張ってください。

埼玉県 50代 応援しております。頑張ってください。

神奈川県 40代 何時か出雲市にお訪ねに行きます

東京都 60代 家族が先日、そちらに旅してきました。お土産が（ジンジャーエール）とてもおいしかったです。

石川県 　 家族で訪れたいです。

東京都 30代 家族全員神西湖産の冷凍大和しじみが大好きです。今年から何度も頼めるようになって嬉しいです。

京都府 50代 皆の笑顔が溢れるように使って下さい。 お礼品は、柿の大好きな実家の年老いた母に食べさせたいので、お手数ですが○○の方へ送って下さい。

広島県 40代 学生時代、出雲大学駅伝に招待して頂きました。 とても良い思い出となり感謝しております。

新潟県 30代 学生時代にお世話になりました。

東京都 40代 楽しみにしてます。

東京都 30代 楽しみにしてます。 今回、このご縁があったので旅行で訪れたいです。

愛知県 40代 干しイモが大好きな子供が３人います。 楽しみにお待ちしております。

茨城県 60代 観光で行きたいと思います。
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大阪府 40代 観光で滞在し、大好きになりました。

愛知県 50代 観光旅行で出雲市を訪れました。大好物のぜんざい発祥の地と知りました。

兵庫県 50代 頑張っていいものをお願いします。

大阪府 20代以下 頑張ってください。

東京都 40代 頑張ってください。

北海道 30代 頑張ってください。

北海道 30代 頑張ってください。

北海道 30代 頑張ってください。

神奈川県 50代 頑張ってください！

神奈川県 30代 頑張ってください！

東京都 30代 頑張ってください！

鳥取県 50代 頑張ってください、応援しています。

埼玉県 50代 頑張ってください。

徳島県 40代 頑張ってください。

奈良県 60代 頑張ってください。

新潟県 40代 頑張ってください。

高知県 30代 頑張ってください。

東京都 50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 40代 頑張ってください。

大阪府 40代 頑張ってください。

香川県 40代 頑張ってください。

福島県 40代 頑張ってください。

大阪府 30代 頑張ってください。応援しています！

愛知県 30代 頑張って下さい。

埼玉県 50代 頑張って下さい。

宮崎県 50代 頑張って下さい。

千葉県 50代 頑張って下さい。

福岡県 70代以上 頑張って下さい。

宮城県 50代 頑張れ出雲！

愛知県 40代 寄付が貴市の一助になれば幸いです。

愛知県 30代 機会があればぜひ一度訪れてみたいと思ってます。

福岡県 50代
義父が旧斐川町の出身です。家族で何度か出雲に遊びに行きました。義父は出雲の思い出話をたくさん語ってくれました。義父は今年の５月に亡くなりましたが、出雲は私達にとって懐か
しい大切な場所です。 出雲市は歴史のある素晴らしい市です。私達にとっても大切なところであり続けてほしいという思いを込めて、ふるさと納税をしたいと思います。

茨城県 40代 去年出西ショウガをいただいてファンになりました。楽しみにしています。

大阪府 40代
広島出身なので出雲は身近に感じさせて頂いてます。年越しに是非とも出雲そばを食べたいと思いふるさと納税させて頂きました。家族みんなでご馳走になりたいと思っておりますので何
卒宜しくお願い致します!

神奈川県 50代 高校の修学旅行で行って以来、ご無沙汰ですが同級生たちといつかまた一緒に出雲市に行ってみたいと話しています。

滋賀県 30代 国産の干し芋がたくさん食べたくて探していたところ、こちらを見つけました。 これを期に、出雲市のことももっと知っていけたらと思います。

滋賀県 40代 今回、お礼の品に魅力を感じて寄付させて頂くことに決めました。今後の益々の出雲市発展を期待しております。

東京都 40代 今後ものどぐろなど、なかなか口にすることができない海産物を期待します。

東京都 50代 今後も応援します。

福島県 40代 今後益々のご発展を祈念いたします。

大阪府 40代 今度、出雲大社に行きます！

東京都 30代 今度本物の出雲蕎麦を食べに行ってみたいです！

大阪府 40代 今年、初めて出雲市にお邪魔するので、これを機にふるさと納税することにしました。

愛知県 50代 今年で２回目です。

愛知県 50代 今年の夏、ツアーで友人と出雲大社を訪れました。 また、娘と訪れたいと思っています。 良いところですね。

岡山県 50代 今年は寄付が遅くなりましたが、宜しくお願い致します。去年の寄付後に出雲市からお手紙を頂戴し、嬉しかったので今年も少額ですが、お役に立てば嬉しいです。

京都府 70代以上 今年も些少ですがお使い下さい（６回目）

埼玉県 20代以下 今年も出雲に旅に行く予定です。 とても楽しみです。 どうかよろしくお願いいたします。

岡山県 60代 今年も出雲市へ寄附できよかったです。

茨城県 30代 今年初めて訪れました。関東からではなかなか足を踏み入れることは少ないかもしれませんが、やはりいいところなので、これからもＰＲ頑張ってください。

福岡県 60代 妻と娘が出雲大社に行ってみたいそうです。

東京都 40代 妻の親が出雲出身です

東京都 40代 昨年、しじみをいただきました。 とっても美味しかったです。 ありがとうございます。

大阪府 40代 昨年、観光で訪問しました。SLの保存、大変よかったです。

兵庫県 50代 昨年、出雲へ行きました。 また行きたいです。

愛知県 30代 昨年、出雲大社に参拝してきました。とてもすてきなところですね。

埼玉県 60代 昨年に引き続き応援させていただきます。出雲市の益々の発展を心より祈っております。

大阪府 50代 昨年の夏、出雲大社に家族でお参りしたご縁です。少しでも応援 させていただきます。

愛知県 60代 昨年の夏に出雲大社にお伺いしました。 半日ほど観光しましたがとても歴史を感じ、勉強になりました。

静岡県 60代 昨年もデラウエアを申込み甘いブドウと丁寧な包装に喜ばれました。

茨城県 40代 昨年もぶどうありがとうございました。味が忘れられず今年も申し込みました。

東京都 40代
昨年も寄付させていただきデラウエアを頂きました。とてもおいしくて、粒もしっかりしていて食べごたえがあり、感動しました。もう一度食べてみたく寄付させて頂きます。家族全員で楽しみ
にしております。

愛知県 30代 昨年も寄付しました。醤油がおいしかったです。

東京都 60代 昨年より寄付しています。

愛知県 50代 昨年観光で訪れました。ぜんざいを食べ損ねましたのでまた行きたいです。

東京都 60代 昨年今年と出雲観光させていただきました。とても美しく楽しめました。送っていただく干物はとても美味しいので今回も楽しみにしています。ありがとうございます。

埼玉県 70代以上 昨年出雲大社を始め出雲市の各観光名所を見学しました。 大変素晴らしいところです。  いつまでも輝き続けて欲しいです。

兵庫県 70代以上 山陰がんばれ！

神奈川県 30代 仕事で行ったことがあります。

大阪府 60代 仕事で出雲に住んでいました。子供たちの幼児期を出雲で過ごしとても豊かな時間を持ちました。 出雲を離れた今も時々友達に会いに訪れます。 応援しています。

北海道 40代 子どもがそば好きになってきたので興味を持ちました。一度おじゃましたいです。

大阪府 50代
私の長男が島根大学医学部で学んでおり、出雲市には大変お世話になっております。住民税もお支払いせず申し訳なく思い、些少ではありますが、出雲市のお力になれればと思い、寄付
させて頂きます。

大阪府 50代
私の長男が島根大学医学部で学んでおり、出雲市には大変お世話になっております。住民税もお支払いせず申し訳なく思い、些少ではありますが、出雲市のお力になれればと思い、寄付
させて頂きます。

大阪府 50代
私の長男が島根大学医学部で学んでおり、出雲市には大変お世話になっております。住民税もお支払いせず申し訳なく思い、些少ではありますが、出雲市のお力になれればと思い、寄付
させて頂きます。

大阪府 50代
私の長男が島根大学医学部で学んでおり、出雲市には大変お世話になっております。住民税もお支払いせず申し訳なく思い、些少ではありますが、出雲市のお力になれればと思い、寄付
させて頂きます。

大阪府 50代
私の長男が島根大学医学部で学んでおり、出雲市には大変お世話になっております。住民税もお支払いせず申し訳なく思い、些少ではありますが、出雲市のお力になれればと思い、寄付
させて頂きます。

大阪府 50代
私の長男が島根大学医学部で学んでおり、出雲市には大変お世話になっております。住民税もお支払いせず申し訳なく思い、些少ではありますが、出雲市のお力になれればと思い、寄付
させて頂きます。

大阪府 50代
私の長男が島根大学医学部で学んでおり、出雲市には大変お世話になっております。住民税もお支払いせず申し訳なく思い、些少ではありますが、出雲市のお力になれればと思い、寄付
させて頂きます。

東京都 60代 次回への意見ですが、特産品の申込欄が狭く本当はもっと寄附したかったのですが、お礼の品が記入できず断念しました。来年以降改善お願いします。

東京都 40代 実家の父への贈り物で選ばせていただきました。よろしくお願いいたします。

東京都 50代 実家の両親が、毎年大みそかに出雲のおそばを食べるのを楽しみにしていいます。

愛知県 50代 秋に出雲大社に旅行を予定しているので親近感がわきます。
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東京都 50代 出雲いいとこ、がんばってください。

東京都 30代 出雲から日本をぜひ盛り上げてください！

神奈川県 50代 出雲が大好きです。孫は出雲大社にお参りしたおかげで結婚できました。4月にはふたごの男の子にも恵まれました。本当にありがとうございました。

東京都 20代以下 出雲という街の歴史が好きです。これからも皆から好かれる歴史を刻んでいって頂けるよう、応援しております。

岩手県 40代 出雲にあこがれております！ 楽しみにしております！

香川県 40代 出雲には、何度も観光に出かけ、好きな場所です。微力ですが応援しています。

東京都 40代 出雲には何度も旅行で訪れております。わずかではありますが、是非、これからも応援させていただきたいと思っております。

埼玉県 30代 出雲に旅行に行った際、道の駅で購入したひかわ食品のケチャップが美味しく、以降、愛用しています。

大阪府 　 出雲の工芸品のファンです。

福岡県 60代 出雲の美味しいブドウをありがとう、次は蕎麦にします。

東京都 60代 出雲は憧れの土地です。

大阪府 30代 出雲在住の友人が多くいましたので、縁を感じています。 お役立ていただければ幸いです。

兵庫県 40代 出雲市いってみたいです。

大阪府 30代 出雲市がより良い市になりますよう、有意義な使い方をして欲しいと思います。

神奈川県 60代 出雲市には行った事はありませんが、80歳までは海外旅行に行きそれ以降は健康保険証を持って国内旅行を目指しています。目的の旅行先に出雲市も入っています。

千葉県 40代 出雲市には高齢の叔母や従姉妹達も住んでおります。わずかでも役に立てればと思います。

東京都 50代 出雲市に以前仕事で関わっておりましたので、納付させていただきます。

東京都 30代 出雲市に友人が住んでいるため、以前から身近に感じており寄付させて頂きました。ご活用いただければ幸いです。

岐阜県 50代 出雲市は仕事でお世話になった町なのでふるさと納税に参加します。

千葉県 60代 出雲市よりの郵便物で今年より複数回寄付することが可能と知りましたので、再度申し込みをします。秋になれば又寄付する予定です。

愛知県 60代 出雲市を応援しております。

滋賀県 50代 出雲市を応援します。

長野県 40代 出雲市頑張れ！

神奈川県 40代 出雲大社ぜひ訪れたいです。

静岡県 20代以下 出雲大好きです。

愛媛県 30代 出雲大社が大好きで、何度かお参りさせて頂きました。

東京都 30代
出雲大社に２度お詣りさせていただきました。２度目は夏の大変暑い日で、ボランティアで駐車場の整理にあたっている地元のみなさんが出雲大社を本当に大切にされている心が笑顔に
あふれていて、とても感銘を受けました。

東京都 30代 出雲大社にいつかは行きたいと思っています。 応援しています。

東京都 40代 出雲大社には、一度は行ってみたいと思いつつ、まだ行ったことがないので、いつか訪ねてみたいとおもいます。

東京都 30代 出雲大社に感動しました！

大阪府 40代 出雲大社に行きたいと思いながら機会がありません。 行ける日を楽しみにしております。

栃木県 60代 出雲大社の名前くらいしか知らないのですが、歴史のある日本の故郷いうイメージを持っています。一度訪ねてみたいと思っています。

神奈川県 50代 出雲大社は高校の修学旅行で訪れました。

東京都 40代 出雲大社へのお参りで伺ったことがあります。 自然豊かで素晴らしいですね。

愛知県 40代 出雲大社への参拝後、念願の子宝を授かりました。ありがとうございました。

広島県 50代 出雲大社へは数回訪れたことがあります とてもいい観光地だとおもいます これからも頑張ってください。

兵庫県 50代 出雲大社へは数回訪問しました。 とても良いところです。

東京都 60代 出雲大社へまたお参りにと思っています。

熊本県 20代以下 出雲旅行の時に食べた出雲蕎麦がまた食べたくなり、今回寄付しました。楽しみにしています。

東京都 40代 初ふるさと納税です。 出雲万年筆を買おうと思ってたら、たまたま見つけました。  出雲には前から行ってみたいと思ってたので、 これを機会に旅行プラン立ててみようと思います。

東京都 60代 少しですがお役に立てば幸いです。

埼玉県 30代 少しですがお役立て下さい。

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 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 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 　 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。

岡山県 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 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 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 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 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 　 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 20代以下 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 70代以上 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 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 20代以下 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。

山形県 30代 少ないですが、使っていただければと思います。

長崎県 50代 少額ですが、お役立てください。

兵庫県 50代 少額ですが、今年も寄付させていただきます お役立て頂ければ幸いです。

千葉県 　 少額ですがお役立て下さい。

北海道 40代 松江市出身の私の妻の、姉夫婦が住んでいます。 風が強いけど歴史のある素敵なところで、我々も遊びに行くたび楽しんでいます。 これからも住みやすい素敵な出雲市でいてください。

大阪府 40代 松坂屋で石見神楽を見たときにジャムを買いました。

大阪府 60代 神在りのまち　大切にしてください。

東京都 40代 数年前に玉造温泉行きました！頑張ってください。

静岡県 50代 数年前に訪問させて頂きましたが、出雲大社近辺のすばらしい風景、荘厳さに大変感動しました。 近いうちに再訪したく思っております。

徳島県 50代 是非一度訪れたいと思っています。

沖縄県 30代 是非教育関係に役立ててください。

東京都 40代 昔、出雲大社に初詣に行ったことがあります。 同じ中国地方出身なので、親近感が湧きました。

神奈川県 50代 先日、出雲市を観光させていただきました。これからも頑張って下さい。

岡山県 40代 前回も佐田みそをいただき、大変おいしかったので、再び寄付させていただきます。これからもおいしい万能調味料の味噌を造り続けて下さい。

兵庫県 30代 祖父母が住んでおり、幼いころは夏休み、冬休みになると過ごしていました。楽しい思い出のある出雲に恩返しをしたいと思い寄付をします。少ないですがお役に立てればと思います。

東京都 30代 素敵な町づくりを応援しています。

東京都 50代 息子が現在、出雲に住んでおり、お世話になっております。

滋賀県 30代 大学生のころ、旅行でお邪魔しました♪ とってもあたたかいまちで、また行きたいと思っています。

愛媛県 20代以下 大好き出雲！！

大阪府 50代 大阪市在住（神戸市出身）です。 最近、日本酒にはまってます。

埼玉県 40代 大田市の出身ですが、お蕎麦が大好きなのでふるさと納税することにしました！

岐阜県 50代 大田市出身ですが、郷土の発展を願っております。

東京都 50代 地震は大丈夫だったでしょうか。

東京都 40代 地方がんばれ！

京都府 30代 中国地方出身です。高校生の頃、スポーツの大会で訪れたことがあります。

岡山県 50代 長男が出雲市に住んでいます。落ち着いた良い街ですね。

埼玉県 60代 定年退職した後には、ゆくっりと、ぜひ訪れたいと思っております。 伝統的な文化の維持保存はご苦労が多いと推察いたします。 世界に益々発信していって欲しいと思っています。

福岡県 60代 田舎あっての都会であり、所謂田舎の大切さを再確認する時だと思っています。僅かではありますが、有効に活用して頂く事を希望します。

東京都 30代 島根県にはまだ行ったことがないので、 是非行ってみたいです。
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神奈川県 40代 島根県勤務中には大変お世話になりました。

大阪府 30代 島根生まれでおいしいしじみが大好きです。

神奈川県 70代以上 島根地方の転勤族でした。宣伝力が足りないもどかしさがあります。

東京都 40代 東京から応援しています。

東京都 40代 東京から応援しています。

東京都 40代 東京では神無月の10月が、出雲では神在り月ということを聞いてから、ずっと10月に行ってみたい！と思っています。

福岡県 50代 拝啓 お世話なります。 よろしくお願いいたします。

東京都 50代 発展を応援してます。

神奈川県 40代 複数回寄付できる形にしていただき、ありがとうございます。 毎年、斐川のそば屋さんセットで出雲そばを堪能させていただきました。復活を期待しております。

鳥取県 30代 文化的にも観光にもとっても魅力的な町だと思います。ふるさと納税の品もとっても魅力的です。

埼玉県 70代以上 保育を充実させ、出生率増加、女性の社会進出、税収増、豊かな社会へとつながる市制を行ってほしい

東京都 30代 保育園等、子育てにやさしい環境整備の積極的な取組みを応援します！

埼玉県 40代 母が旧湖陵町の出身です。遊びに行って、子供の頃の楽しかった思い出がよみがえります。

神奈川県 30代 母が生まれた出雲の未来に！

兵庫県 30代 母の実家が出雲市で私も幼いころには夏休み、冬休みに祖父母の家に遊びに行っていました。良い思い出ばかりの出雲に何かできないかと思い寄付します。

大阪府 50代
母親が米子市の出身で、子供のころ帰省してはよく米子駅で食事した思い出があります。母親も好物でしたが今となっては高齢で、 もう何十年も帰っていません。昔を懐かしんで母親と食
べたいと思います。

大阪府 40代 訪れたい出雲市です。

静岡県 50代 訪問したいです。

愛知県 30代 某テレビ番組で知ったハワイ出雲大社へ行き、出雲市には非常に興味を持っております。 まだ訪れたことはありませんが、いつか行ける日を楽しみにしております。

東京都 50代 毎年、シクラメンを楽しみにしています。

愛媛県 60代
毎年11月、佐多神社・一畑薬師・出雲大社のルートで参拝させてもらっています。  お盆に東京から親戚一家が里帰しますので、食べさせたいので マスカットの配送よろしくお願いします。
少しですが寄附させてもらいます。頑張ってください。

栃木県 50代 毎年おいしい柿を楽しみにしています。

東京都 50代 毎年佐田みそをお願いしています。無添加でおいしいです。

埼玉県 40代
毎年出雲大社へお参りしているため、お礼させていただきたく、申し込みました。 出雲市のおもてなしやおいしい特産物などに感銘を受けております。 今後ともどうぞよろしくお願いいたし
ます。

茨城県 60代 又訪問したいです。

愛知県 40代 未来ある子供たちに使ってほしいです。

東京都 60代 未来ある子供達が笑顔で過ごせる様に！９月に旅行で始めて伺います。楽しみにしています。

広島県 30代 魅力あふれる出雲を応援しています。

福岡県 40代 魅力的なお礼の品をありがとうございます。

神奈川県 60代 娘が島根大医学部でお世話になっておりますので、その縁で寄付させていただきます。

東京都 70代以上 姪がそちらに住んでいます。

東京都 60代 友人が島根出身なので、親しみがわきました。頑張ってください。

茨城県 30代 有効に活用ください。

埼玉県 30代 有効に活用してください！！

千葉県 20代以下 来年も楽しみにしています！

埼玉県 40代 旅行で訪ねた事があります。変わらない街であって欲しいです。

神奈川県 40代 旅行で訪れました。良いところだと思いました。頑張ってください。

千葉県 50代 旅行にて出雲市に訪問し、大変好きな街となりました。

京都府 40代 両親が島根出身(出雲市ではない)なので、島根県のどこかに～と思ったのですが、お礼の品が魅力的なのでこちらに決めました。

大阪府 50代 １度訪れて見たいと思いつつ実現していません。ふるさと納税することで少し近くなった気がするので、実際に伺える日を楽しみにしています。

東京都 40代 2016年2月に初めて出雲を訪れ、再訪したい地だと感じました。 これからも市の活性化が続くことを願っています。

大阪府 40代 20代の時に伺いました。いまだご縁ありません（笑）が、かまぼこを楽しみにしています。

東京都 60代 2年間、単身赴任で生活をしました。とても住みやすい所でした。お世話になりました。

愛知県 50代 いいご縁がございますように！

東京都 　 いいまちづくりをしてください。

千葉県 20代以下 出雲大社がんばれ。

東京都 60代 いつか一度旅したいと思っています。

愛知県 40代 いつか観光に行きたいと思っております。

神奈川県 30代 いつか出雲大社に参拝に行きたいと考えています。

大阪府 30代 いつか旅行で行きたいです！ よろしくお願いします。

神奈川県 40代 いつも応援しています。

大阪府 30代 エグザイルが島根県全体のPRをしているようで、妻から勧められました。頑張ってください。

大阪府 　 おいしい特産物と自然をいつまでも大切にして下さい。 地震で罹災された方々に謹んでお見舞い申し上げます。 近隣地域の一日も早い復興をお祈りしております。

千葉県 40代 がんばってください！

埼玉県 30代 がんばってください。

愛知県 40代 がんばれ出雲！

群馬県 60代 この度はお世話になります。 出雲市の益々のご?栄を祈念しております。

群馬県 40代 これからの発展をお祈りしております。

大阪府 40代 これからもがんばってください

東京都 60代 ぜひ旅行に行きたいと思います。

奈良県 40代 とてもおいしいお酒でしたので、贈りたいと思います。

愛知県 50代 まだ、訪問した事がありませんので、退職したら訪れたいです。

青森県 50代 まだ伺ったことはないのですが、日本の神様の集まっていらっしゃる出雲に是非伺いたいと思っています。

滋賀県 50代 まだ出雲には行ったことがないので、是非とも行きたい。

長野県 30代 まだ出雲市に行ったことがないため、観光で行ってみたいと思っています。

愛知県 30代 また出雲市に遊びに行きたいな?

愛知県 40代 また出雲大社にお参りにいきたいです。

岐阜県 40代 ゆっくり観光してみたいのですが、なかなか行けませんので、せめて応援！

埼玉県 50代 よろしくお願いします。

石川県 70代以上 リピｰﾀｰです。楽しみにしています。

愛媛県 70代以上 愛媛も魚のおいしいどころですが、それ以上に「海の幸干物セット」の干物は、熟成されてて、とても丁寧に包装されてて味もよく、感心しました。今年２回目のとり寄せです。

東京都 40代 安来に住んでました。応援してます

宮崎県 30代 以前、出雲を訪れたとき自然豊かでしたし、出雲大社も素敵なところだなと思いました。 また、機会があれば生きたいです。

兵庫県 60代 以前、旅行で尋ねたことがあり落ち着いた良い印象を持っています。

東京都 40代 以前観光で行きました。島根県は大変いいところでした。応援します。

埼玉県 30代 以前島根に行ったときにとても自然豊かでのどかで良い町でした。 そこで育ったあんぽ柿を頂いてみたく応援させていただきます。

神奈川県 40代 一昨年出雲へ家族で訪れました。その時は松江から出雲まで巡りましたが、佐田方面まで行きませんでした。次は出雲から佐田方面へ巡ってみたいです。

東京都 40代 一度家族で訪問したいと思ってます。

東京都 50代 応援しています。

東京都 50代 応援しています。

愛知県 50代 応援しています。

千葉県 50代 応援しています。

愛知県 50代 応援しています。

東京都 30代 応援しています。少しですがお役にたちますように。

茨城県 60代 過去に出雲では大変お世話になりました。 少額ですが参加させていただきます。

神奈川県 50代 我が家の息子達にも良縁がありますように。

千葉県 40代 各地のあんぽ柿の中から、美味しそうに書いてあるこちらを選択しました。楽しみにしています。
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大阪府 40代 学生時代を島根で過ごしました。これからも地域発展がんばってください。

大阪府 40代 楽しみに待っています。

東京都 60代
観光でニ度ほど行きました。古色ないいところです。 大社の神主様はバードウオッチングが趣味でその縁でご結婚されたとか。それにあやかってバードウオッチング縁結びツアーの企画は
どうでしょう。男女半々バスか何かでお楽しみお見合い。神様もおよろびでは。

大阪府 40代 観光で何回か訪れました。懐かしいです。また行きます。

大阪府 50代 関西からの交通便をよくしてほしい。

愛知県 40代 頑張ってください！

埼玉県 40代 頑張ってください！

神奈川県 40代 頑張ってください！

兵庫県 30代 頑張ってください。

群馬県 50代 頑張ってください。

兵庫県 30代 頑張ってください。

山梨県 50代 頑張ってくださいね。

京都府 40代 頑張って下さい！

千葉県 40代 期待しています。

神奈川県 40代 宜しくお願いします（＾＾）

大阪府 40代 議員の待遇改善でなく、地元の発展のために地域の人の目にはっきりとわかる形で寄付金を利用していただきたいです。

大阪府 40代 急に寒くなったので気をつけてください。

大阪府 70代以上 県人会の助成金減額しないで下さい。

広島県 40代 古代ロマンの街だから応援しています。

東京都 50代 故郷を離れて３０有余年経ちますが、いつも出雲を応援しています。

兵庫県 50代 今回で２回目です。  少しですが環境保全の役に立ててください。

東京都 30代 今月出雲に行きました。 レンタカーをかりて出雲大社や古代出雲歴史博物館、日御碕、稲佐の浜、宍道湖、松江城、佐須神社、石見銀山その他、楽しかったです。

奈良県 30代 今度の出雲市に期待しています。

神奈川県 40代 今年は出雲へ旅行に行こうと思ってます。

東京都 40代 妻の実家が島根県にあるため、出雲大社にも参拝しています。神話の街を守ってください。

和歌山県 60代 昨年　いただいた蜆がとても美味しくて　今年も送っていただきたいと思いました　ありがとうございます。

埼玉県 70代以上 昨年いただいた佐田味噌が美味しかったので今年もお願いしました。

京都府 40代 昨年に引き続き納税します。

神奈川県 40代 昨年に続き、応援してます。

東京都 50代
昨年は当方の寄付に対しまして結構なお品を頂戴し、ありがとうございました。５年連続になりますが、今年も寄付させていただきます。出雲大社参拝の夢を果たせておりません、定年退職
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。

東京都 30代 昨年も寄付させていただきました。 今年も応援しています。よろしくお願いします。

東京都 50代 昨年出雲を旅して感動しました。

岡山県 70代以上 子供が大学と仕事で出雲にお世話になりました。 津山とは、姉妹縁組していますが、子供が、仕事の関係で、引っ越ししてから、行く機会がなくなりました。

大分県 70代以上 市政の為役立て下さい。

東京都 60代 時間がとれたらゆっくりと訪れたいところです。

東京都 50代 自然の恵おすそ分け有り難うございます。 又来年もよろしくお願いします。

福岡県 50代 自然豊かな出雲にまた訪れたいです。

東京都 50代 宍道湖ブランドを応援しております。

京都府 40代 若いころに訪れました。再び訪れたいと思っています。

大分県 50代 出雲で、８年間過ごし楽しい思いてでいっぱいです。 もう一度出雲の皆んなに会いたいです。

埼玉県 50代 出雲には行ったことがありませんが、来年、できれば行きたいと思っております。

埼玉県 60代 出雲の旅に行きました。 これからも素敵な地域でありますように。

奈良県 60代
出雲はとても親切でした。旅行前パンフレットをお願いしたら―私の希望を申し上げると―それに沿ったパンフレットを沢山たくさん送って下さいました。おかげで楽しく有意義に旅を続ける
ことができました。合計２週間たのしかったです。

大阪府 20代以下 出雲高校が甲子園で頑張っていたから。

東京都 20代以下
出雲市というと出雲大社のイメージが強かったのですが、色々な特産品があり、漁業が盛んなのだということがわかりました。 私は東京出身ですが、家族からの勧めで出雲市にふるさと納
税をしてみることにしたのですが、いろいろな自治体に関心を持つよいきっかけになるなと感じました。

大阪府 50代 出雲市は大好きです。

大阪府 50代 出雲市は大好きです。

愛知県 20代以下 出雲市出身です。応援しています。

神奈川県 20代以下 出雲市大好きです。

東京都 30代 出雲大社が好きです。

神奈川県 40代 出雲大社が大好きです。

大阪府 40代 出雲大社へ行ってみたいです。

東京都 60代 出雲大社へ訪れたいと思っています。

静岡県 50代 出雲大社行きたいです。他の観光名所知りたいです。

岡山県 30代 少しですがお役に立てれば幸いです。

神奈川県 30代 少しばかりですが応援しています

神奈川県 40代 少額ですが、市民の皆様のより良い生活のためにお役立てください。

東京都 　 松江に住んだことあり、いつもなつかしく思っております。

千葉県 40代 神聖な出雲にいつか家族で行ってみたいと考えています。

滋賀県 40代 数回　訪れたことがありますが、よいところですね

兵庫県 40代 先日、訪れたのですが、おいしい食べ物や美しい自然に感動しました。

東京都 30代 多少ではありますが何かの役に立てればうれしいです。

山形県 50代 島根医大二期生です。頑張ってください。久しぶりに出雲に行きたいです。

東京都 30代 島根県生まれで、しじみをよく食べていました。 宍道湖のしじみは身がプリッとしてて本当に美味しいです。

神奈川県 70代以上 特産品が楽しみです。

新潟県 50代 夫婦で観光にいきます。

東京都 30代
父の実家が出雲です。子供の頃、よく遊びに行きました。大人になってからなかなか行く機会を作れていませんが、近いうちにサンライズ出雲に乗って遊びに行きます。これからも元気な出
雲であってください。

東京都 30代 応援しています。

東京都 40代 父の日プレゼント用にお願いします。 父は出雲市出身なので、喜んでくれるとおもいます！

栃木県 50代 毎年楽しみにしています。

神奈川県 40代 魅力的な所ですね。いつか観光で行きたいと思ってます。

東京都 70代以上 姪の一家が出雲に住んでいます。昨年行って食べさせていただいた出雲和牛が美味しかったです。

埼玉県 40代 有意義に使っていただけることを願います

埼玉県 30代 有効に活用ください。

東京都 50代 幼少期に島根県に住んでいて何回も出雲大社に行きました。そのため身近に感じます。

東京都 70代以上 旅行で訪問させていただきました。応援させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

愛知県 40代 旅行で訪問しました。とてもいいところでした。応援しています。

愛知県 50代 ２年前に出雲大社へ行きました。また行きたいと思います。

宮城県 30代
松江市の出身です。業務上筆記が多く、ボールペンでは腱鞘炎なのか、手首に痛みを覚えるようになってきたため、万年筆での筆記が増えてきました。 中でもプラチナ万年筆のやや硬め
の筆記感がとても好きで、最近はセンチュリーよりも太めの軸の方が手に合うのではないかと感じておりました。現在は宮城県に在住ですが、いつか島根県に戻りたいと考えておりますの
で、よろしくお願いいたします。

東京都 40代
「ふるさとチョイス」で、出雲市さんが熱心に取り組まれているのを、初めて知りました。パソコン自体は、他市にもありましたが、私としては、お礼の品をいただいて申し上げるのも恐縮です
が、独身の頃に旅行で訪れさせていただき、とても楽しい思い出のある出雲市さんの“足し”になればと思い、申し込ませていただきました。よろしくお願いいたします。

神奈川県 60代 「日本の心のふるさと出雲」を見て以前旅行した思い出があったので応援しようと思い立ちました。

静岡県 70代以上 １０数年前に娘の良縁祈願に出雲大社に。良縁の御礼に出雲市にふるさと納税を思い立ちました。

岡山県 40代 １０年ほど前に、観光に行きました！ 機会があれば、また伺いたいです。
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愛知県 50代 １０年位前に訪れて、とても素敵な所だと思いました。これからも、素朴で温かな出雲であってください。また訪れたいと思います。

長野県 40代 １１月初めに旅行でお邪魔しました。出雲大社を始めいろいろ散策しましたが、地元の方が親切にしてくださり嬉しかったです。

大阪府 40代 佐田みそ家族全員大好きです。

神奈川県 30代 １度行ってみたいです。

東京都 40代 ２０１６年GWに出雲大社を訪れさせていただきました。素敵でした☆ 出雲市、応援しています。

京都府 70代以上 ２０年ほど前に７年半出雲に住みました。 なかなか良い土地でいまでも親近感を覚えます。

富山県 70代以上 ２０年以上前に旅行で行って落ち着いた雰囲気が気に入りました。

東京都 40代
２０年前に、出雲大社に神無月にお参りにいきました。日本の神様が集まっているということでしたので。お参りの後、すぐに良縁に恵まれました。今日の私があるのは出雲大社のおかげ
です。日本のふるさとだと感じます。

富山県 70代以上 ２０年前以上に旅行に行った事があります。

福岡県 50代 ２男の結婚式（東京）に出雲から神主さんが来ていただきました。縁を感じています。

山形県 60代
２度ほど訪れました。出雲大社や旧大社駅などを巡りました。 出雲商工会議所にも訪問しています。 元市長の岩国さんに天童市までお越しいただき、ご講演をお願いしております。貴市
の益々のご発展をご祈念申し上げます。

大阪府 60代 ２年間の願い事２つが叶えられ、27年夏出雲大社に感謝のお礼の参拝をし、今を楽しんでいます。ありがとう

滋賀県 50代
２年前、仕事で３か月間滞在しました。かねてより豊かな自然、歴史と文化財の宝庫と思っておりましたが、住んでみると食べ物がおいしい、日帰り温泉が身近にたくさんあるなど意外な発
見があり、とりこになりました。ファンの一人として応援させていただきます。

栃木県 50代 ２年前に観光で出雲に行き、応援したいと思い昨年より寄附をしています。出雲の特産たのしみです。

東京都 50代 ２年前に出雲市へ旅行し、出雲大社へ伺いました。又、ぜひたずねてみたいと思います。

神奈川県 50代 ２年前に出雲大社に参拝しました。また訪問したいと思います。

京都府 60代 ２年前に出雲大社まで行きました。又是非行きたいと思いました。

大阪府 70代以上 ３０年前に仕事の関係で小山町に住んでいました。これからも応援いたします。

東京都 40代 ３年程前に出雲大社に伺った際は一部工事中でした。サンライズ出雲などでまた行きたいと思います。

神奈川県 40代 ４月に久しぶりに出雲を訪れました。活気が出てきた街の様子を見て、少し安心いたしました。引き続き、出雲サポーターとして頑張ります。

東京都 40代
４年ほど前に母と出雲大社に12月に行きました。寒かったけれど出雲大社に行っておみくじを引いて母も私も大吉が出ました。いまだに結果は出ていませんがとってもいい思い出です。素
敵な和菓子、おいしいシジミ、お魚をとてもよく覚えています。2日目はタクシーで名所を回ったのですが、運転手の女性の方とっても親切でした。また行きたいです。がんばれ島根、出雲、
応援してます。

神奈川県 60代 ５月に出雲大社へ行く予定にしています。楽しみです。

神奈川県 60代 毎年寄付させていただいてます。

千葉県 40代 ９月に初めて観光で行きました。ゆったりとした独特の時間が流れている感じがして、食、温泉等すべてに感動しました。また、ぜひ行きたいと思います。

東京都 70代以上 しじみが前回我が家で人気でした。またお願いします。

大阪府 50代 シャインマスカットおいしくいただいています。

北海道 60代 ＴＶ番組ケンミンショー・島根県特番をみていて、島根県民の麺へのこだわりに興味をもちました。

埼玉県 30代 ありがたく、親孝行に使わせていただきます。

徳島県 50代 ありがとうございました。

東京都 40代 ありがとうございます。 よろしくおねがいします！

東京都 50代 あんぽ柿、おいしそうなので楽しみです。

静岡県 30代 いい所ですね。

神奈川県 40代 いつかいってみたいです！

福島県 40代 いつかいってみたいと思います。

神奈川県 50代 いつかお伺いできればと思っています。 素敵な「ふるさと」であってほしいです。

東京都 40代 いつかきっと旅行に行きます。

宮崎県 40代 いつかは、旅行したいと思っています。返礼品と一緒に、観光スポットのパンフレットなどいただけるといいなと思います。

山梨県 40代 いつかは出雲に行ってみたいと思っています。

東京都 30代 いつかまた旅行で訪れたいと思います。

大阪府 40代 いつか行きたいと思う。

東京都 30代 いつか行ってみたいと思います。微力ながらしてます！

千葉県 50代 いつか行ってみたいと思っています。

宮城県 30代 いつか行ってみたい憧れの地です。 子育てが終わったら夫婦で出雲大社にゆっくり参拝旅行に行こうと思っています。これからも神様にも人にも良き地でありますように。

東京都 30代 いつか伺ってみたいです！

東京都 40代 いつか出雲大社に参拝したいです。応援しています。

東京都 40代 いつか必ずいきたいと思います。

神奈川県 50代 いつか訪れたいです。

兵庫県 40代 いつか訪れてみたい歴史のある町です。

東京都 30代 いつか遊びに行きたいと思います。

東京都 40代 いつか旅行でお邪魔したいと思っています

兵庫県 60代 いつまでも、自然を大切に人に優しい出雲市にしてください。

神奈川県 40代 いつまでも素敵な出雲でありますように。

東京都 40代 いつもおいしい特産品有難うございます！

大阪府 60代 いつもテレビでみるばかりなので、一度は行きたいと思っています。

東京都 50代 おせち料理デリバリー使うので、年末の発送でお願い します。

神奈川県 30代 お蕎麦が大好きです。

東京都 40代 お蕎麦楽しみにしてます。

愛知県 60代 お手紙ありがとうございました。今年もふるさと納税させていただきます。

東京都 60代 お手数ですが宜しくお願い致します。

東京都 60代 お世話になります．宜しくお願いいたします。

東京都 50代 お世話になります。 宜しくお願いします。

東京都 50代 お世話になります。良いお年をお迎えください。

東京都 50代 お礼のあんぽ柿がとてもおいしくて、３年連続で申し込みをしています。

兵庫県 50代
お礼の品が豊富で、楽しくて目移りがします。 歴史があるのはもちろん、海の幸山の幸いろいろな産物に恵まれた素晴らしい町ですね。 次回はシジミか大社の祝凧がいいなと思っていま
す。

東京都 60代 お礼の品にひかれての寄付ですがご発展をお祈りいたします。

東京都 30代 かねてより一度訪れたいと思い続けております。益々の発展をお祈り申し上げます。

愛知県 60代 がんばってください。

千葉県 20代以下 がんばってください。

北海道 30代 がんばってください！

京都府 40代 がんばってください！！

栃木県 40代 がんばってください。

鹿児島県 50代 がんばってください。

神奈川県 60代 がんばってください。引退したら、出雲大社いきます。

東京都 40代 がんばって下さい。応援しております。

大阪府 60代 がんばりましょう。

東京都 60代 がんばれ、出雲！

埼玉県 40代 ガンバレ出雲市。

京都府 60代 がんばれ出雲市！！

広島県 60代 がんばろう日本。

兵庫県 40代 こちらのシジミは大きくておいしいので実家に送らせてもらいます。よろしくお願いします。

愛知県 40代 この寄付を使って、出雲の役にたつように使って下さい。

千葉県 50代 これからも、応援させていただきます。

埼玉県 50代 これからも、頑張ってください。

大阪府 50代 これからもがんばってください。

愛知県 60代 これからもガンバッテ下さい。
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千葉県 70代以上 これからも応援させていただきます。

埼玉県 40代 これからも応援させていただきます。

埼玉県 50代 これからも応援していきます。

東京都 40代 これからも応援しています。

京都府 20代以下 これからも頑張ってください。

東京都 40代 これからも頑張ってください。

三重県 50代 これからも頑張ってください。

栃木県 60代 これからも頑張ってください。

佐賀県 50代 これから暑くなりますが、お体には気をつけて頑張ってください

愛知県 50代 ご郵送いただいたパンフレットを見て、出雲の糸のペア布団カバーで出雲さんにあやかりたいと思いました。出雲大社大好きです。

東京都 50代 しじみが大好きです。

愛媛県 60代 しまなみ海道を通ってよく島根県に訪れています。最近は松江自動車道が開通したので、更に行きやすくなりました。出雲市は出雲大社や日御碕などの観光地があり素晴らしいです。

茨城県 50代 シャインマスカットが届くのが楽しみです。

神奈川県 30代 ぜひ有意義に使って頂きたいです。

埼玉県 40代 ぜひ行ってみたいところです。

長崎県 30代 そのうち旅行に行きます

宮城県 30代 そば楽しみにしています。

大阪府 50代 とても楽しみにしております。 出雲大社へも又お詣りさせていただきます。

香川県 20代以下 のどぐろ楽しみです。

埼玉県 60代 ふるさとの特産品をあらためて味わってみたいと思います。

東京都 40代 ふるさと寄付を有効に使っていただけますと幸いです。

大阪府 40代 ふるさと創生、頑張ってください！

愛知県 　 ふるさと創生に使用してください。

神奈川県 60代 ふるさと納税２年目です。これからも応援しています。

北海道 40代 ふるさと納税は２市目です。わずかですがお役にたてると嬉しいです。

福岡県 60代 ほぼ毎年出雲大社にお参りしています。

東京都 30代 また、家族で訪れたいです！

兵庫県 40代 また、行きます！

千葉県 60代 まだ、行ったことがないので行ってみたいと思います。

東京都 30代 まだ一度も行けてないのですが、 3年以内にはお邪魔したいと思っています！ 頑張ってください！！

埼玉県 50代 まだ一度も訪ねたことはありませんが、魅力的な街と思っています。

京都府 40代 また観光に行きます。

神奈川県 30代 まだ行ったことが無いのですが、是非に訪れたいところです。 素敵な歴史遺産を是非後世に残せるように頑張って下さい。

埼玉県 30代 まだ行ったことはなのですが、観光に行ってみたい街です。

北海道 60代 まだ行った事がなくテレビでのみ。家族は旅行しており、是非旅したいものです。

千葉県 40代
まだ行った事は、無いですが一度は、行ってみたい所です。 観光したい場所がたくさんあります。 …色々なブランド牛がありますが期待し過ぎなのか、うーん?というものも有ります。 食べ
てみたいと思った直感で決めました。

神奈川県 50代 まだ出雲市には行ったことが無いのですがいつかは行って見たい市です。応援します！

神奈川県 50代 まだ出雲市には行ったことが無いのですがいつかは行って見たい市です。応援します！

東京都 40代 まだ出雲市へ行ったことがないのですが、来年（遅くても再来年）には行ってみたいと思います。

神奈川県 40代 まだ出雲市も島根県も訪れたことがないので特産品がとても楽しみです。

千葉県 50代 まだ出雲大社に伺ったことがありません。 この寄付をきっかけに、近々伺いたいと思います。

東京都 40代 また遊びに行きます！

高知県 40代 また旅行に行きたいと思います。

東京都 30代 よく旅行で伺います。とても大好きな街です。

千葉県 70代以上 より一層、ご奮闘を！

東京都 40代 よろしくおねがいいたします。

千葉県 40代 よろしくお願いします。

神奈川県 40代 よろしくお願いします。

愛知県 50代 よろしくお願い申し上げます。

大阪府 40代 よろしくお願い致します。 家族で楽しみに待っています。

千葉県 60代 ワインが楽しみです。

熊本県 40代 ワインも特産なのかなと思い申込させていただきます。よろしくお願いいたします。

愛知県 60代 わずかですが、お役立てください。

神奈川県 50代 以前、仕事で訪問し、多少ですが街を散策したところ、とてもいい街でしたので、今度は旅行でゆっくり行ってみたいです。

福井県 70代以上 以前、出雲へ旅行して　好きな町の一つになりました。  また、機会があれば行きたいと思っております。

東京都 40代 以前、単身赴任で居住していました。とても良い街でした。

岡山県 60代 以前にも申し込み、とても美味しかったので。

大分県 50代 以前に住んだ時、神西湖のしじみを知りました。 昨年もふるさと納税でお送りいただき嬉しかったです。 これからも大切に育てて下さい。

神奈川県 30代 以前に旅行で行きました。 また遊びに行きます。

埼玉県 50代 以前ふるさと納税の返礼品としていただいた宍道湖のしじみが美味しかったので、また申込みました。

埼玉県 60代 以前もお願いしました。しじみ楽しみにしています。生産者の方にはこれからもがんばってほしいです。

富山県 60代 以前より寄付させていただいております。貴市のますますの発展を期待いたしております。

神奈川県 50代 以前一度訪れましたが、再訪したいと思っています。

秋田県 50代
以前岡山市に長く住んでいまして、当時は出雲大社を含め、一畑電鉄を眺める目的で年に2～3回訪れていました。今は簡単に行けない地方にいますので寄附に代えさせていただきまし
た。

神奈川県 40代 以前家族で訪れたことがあります。ステキなところでした。

広島県 40代 以前家族旅行でお邪魔しました。 今度は主人と二人で行こうと計画しています。

山梨県 40代 以前住んでいました。 市の発展を願っております

福岡県 40代 以前出雲に住んでいて大変お世話になりました。これからも大好きな出雲であってほしいです。

兵庫県 50代
以前出雲大社を訪れたことがあります。 歴史を感じて厳かな気持ちになりました。 まさに出雲の宝ですね。  海の幸山の幸に恵まれた市なので、お礼の品が豊富で選ぶ楽しさがありま
す。

新潟県 60代
以前生協で購入した多伎いちぢくジャムが大変美味しかったので、楽しみにしています。出雲市は新潟県からは遠いので、まだ訪れたことはありません。足腰が衰える前に、是非旅行した
いと思っています。

神奈川県 70代以上 以前旅行した折  出雲大社にも圧倒されましたが、美味しいものもたくさん出会えて  心に残る旅になりました。   また ぜひ訪れたいと思っています。

神奈川県 50代 一昨年、出雲大社に行きました。とても良いところですね。又、行きたいと思います。

大阪府 60代 一昨年出雲大社にお参りに行きました。 宍道湖の大きさにも圧倒されました。 落ち着いたいい街でした。 また行きたいと思っています。

岡山県 60代 一昨年西浜芋を送って頂きましたが、品質も味も量も一番良かったので、またお世話になりますがよろしくお願いします。

茨城県 50代 一層の魅力ある街づくりを目指してがんばって下さい。

栃木県 40代 一度、観光に来たことがありますが、大雨で散々でした。でも、またぜひ行きたいと思いました。

北海道 70代以上 一度しか訪れたことがありませんが、今度はゆっくり旅ができればと思っています。

東京都 60代 一度だけ出雲大社にお参りに行ったことがありますが、機械があればまた訪れたいと思っています。落ち着いた街づくりに役立てていただければと思います。

三重県 30代 一度は、出雲市を訪れてみたいです。応援しています。

東京都 40代 一度は行きたいです。

千葉県 50代 一度は訪れてみたいと思っていますが、しばらくは行けそうにありません。 せめてふるさと納税をさせていただこうと思いました。

徳島県 60代 一度ゆっくりと訪ねたい町です

宮城県 50代 一度観光に行って見たいと思っています。

福岡県 70代以上 一度行ったことがあります。

岐阜県 30代 一度行ってみたい。

大阪府 30代 一度行ってみたいです。

大阪府 50代 一度行ってみたいです。
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東京都 70代以上 一度訪ねてみたいと思っています

愛知県 30代 一度訪れてみたいとテレビで見ながらいつも思っています。 お蕎麦がおいしそうだったので、申し込みさせていただきました。

東京都 30代 一度訪れてみたいと思っています。 さらなる発展をお祈り申し上げます。

神奈川県 40代 一度旅行で訪れた程度ですが、今後とも宜しくお願いします。また機会がありましたら訪問したいと思います。

三重県 50代 引き続き楽しい商品の企画をお願いします。

千葉県 30代 縁もないのですが、ちょっと良いお椀が欲しくて納税させて頂きました。

神奈川県 30代 遠くから応援してます！

神奈川県 60代 応援させていただきます。

神奈川県 60代 応援させて頂きます。

京都府 40代 応援しています！

東京都 30代 応援しています！

兵庫県 40代 応援しています！

茨城県 30代 応援しています！

大阪府 50代 応援しています！

愛知県 30代 応援しています！

大阪府 30代 応援しています！また旅行で訪れたいです。

東京都 40代 応援しています！一度行ってみたいです。

千葉県 60代 応援しています。

神奈川県 40代 応援しています。

大阪府 50代 応援しています。

千葉県 40代 応援しています。

千葉県 40代 応援しています。

静岡県 40代 応援しています。

兵庫県 30代 応援しています。

神奈川県 20代以下 応援しています。頑張ってください！

大阪府 70代以上 応援しています。頑張ってください！

千葉県 50代 応援しております。

東京都 30代 応援しております。

愛知県 40代 応援しております。

東京都 30代 応援してます。

千葉県 20代以下 応援してます！

大阪府 40代 応援してます。

兵庫県 40代 応援してます。

東京都 50代 応援します 一度　行きたいと思っています。

兵庫県 50代 応援します。

東京都 60代 応援します。頑張ってください。

神奈川県 60代 横浜から　ふるさと出雲を応援しています。

千葉県 50代 穏やかな出雲が好きで何度も訪れています。少しですがお役にたてると嬉しいです。

北海道 60代 何度か出雲大社に行っています。 弱者にやさしい町になるよう頑張ってください。

神奈川県 40代 何度か旅行で行き応援したくなりました。

東京都 50代 何度か旅行で尋ねましたが、とても気に入った町です。 又　行きたいです

北海道 40代 何年か前に出雲大社や宍道湖等 マイカーで巡ったことがあります 転勤でもうマイカーでいくのは 難しいですがいつか機会があったら また行ってみたいです。

埼玉県 60代 家族で伺いました。（除く、息子） 神聖な土地に立ったという気分でした。 後にこっそり息子も伺ったようです。 皆行こうと思う出雲、これからも道標の地であってください。

東京都 30代 家族の中でまだ自分だけ行けてないのでいずれ行きます。

東京都 50代 家族旅行で出雲大社に連れて行ってくれた両親に、お礼で頂いた“干し芋”を贈ったら、喜んでいました。改めて少額ですが、寄付させて頂きます。

神奈川県 50代 家内が今年旅行しました。

東京都 40代 家内が出雲市出身なので選びました。

広島県 60代 過疎化が進みさびしい気持ちですが、魅力ある出雲市でありますよう祈っています。

埼玉県 70代以上
貝類は好きなんですが、これが宍道湖産のシジミだ！というものを食べたことがないので、この機会に本場物のシジミを食してみたいです。それと出雲大社、日本人としては一度は訪れた
い所ですが、なかなか時間が取れなくて行けてません。そのうち機会を作ってお参りさせてもらう様にします。

神奈川県 50代 柿の詰め合わせの受付が始まるのを楽しみにしています

大阪府 40代 学生時代、出雲で６年過ごしました。 応援しています。

神奈川県 50代 学生時代に出雲に大変お世話になりました。これからもがんばってください。

大阪府 40代 学生時代よく遊びに行ったので、また出雲大社に参拝に行くのでこれからもよりよい出雲市にしていってほしいです。

大阪府 30代 楽しみにしています。

佐賀県 60代 楽しみにしています。 出雲大社に二回行ったこたがあります。

愛知県 50代 割りごそば美味しいですね。

宮城県 70代以上 干しいも大好きなので、昨年も「干しいも」をいただき、とても美味しかったので…。 寄付金が少額で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

愛知県 70代以上 観光でお伺いしたいです。

神奈川県 30代 観光で何度か訪れましたが、とても良い街でした。また行きたいです。

愛知県 60代 観光で訪れたことがあります。落ち着いた雰囲気の良い街でした。その時飲んだ日本酒も美味しかったです。

長野県 50代 観光で訪れた事があります 神々の国と感じました。

埼玉県 60代 観光で訪問したいです。

広島県 50代 観光として出雲大社が好きです。

大阪府 40代 観光に行きたいと思います。

東京都 50代 頑張って！

愛知県 30代 頑張ってください。

東京都 40代 頑張ってください。

東京都 50代 頑張ってください。

神奈川県 40代 頑張ってください。

京都府 30代 頑張ってください！

愛知県 30代 頑張ってください！ お蕎麦、楽しみにしています。

京都府 40代 頑張ってください！！

茨城県 40代 頑張ってください。

福岡県 40代 頑張ってください。

東京都 40代 頑張ってください。

福岡県 30代 頑張ってください。

埼玉県 30代 頑張ってください。

東京都 50代 頑張ってください。

東京都 40代 頑張って下さい。

大阪府 30代 頑張って下さい！

静岡県 40代 頑張って下さい！

東京都 40代 頑張って下さい！

千葉県 50代 頑張って下さい！

広島県 40代 頑張って下さい！山陰。

兵庫県 60代 頑張って下さい。

兵庫県 60代 頑張って下さい。

兵庫県 60代 頑張って下さい。

東京都 50代 頑張って下さい。

愛知県 40代 頑張れ！出雲！！
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東京都 60代 頑張れ出雲！

東京都 20代以下 寄付金が少しでも出雲市にお役に立てれば光栄です。

埼玉県 50代 寄付金は市の為に有効にご利用下さい。

愛知県 30代 寄付金をぜひ有意義にご活用頂ければ幸いです。

三重県 40代 寄附金を有効に活用してください。

岐阜県 60代 岐阜から応援しています。

富山県 50代 期待してます。

東京都 30代 去年とてもおいしかったので、また申し込みました。 しじみ鍋にします。

福岡県 40代 去年に引き続き申込みいたしました。 果物が美味しいので今後も是非がんばってください。

兵庫県 30代 去年の冬に旅行で訪れて、良い印象が残っています。これからも応援しています。

大阪府 40代 去年もお世話になりました。今年もよろしくお願いいたします。

兵庫県 40代 去年もシジミをいただきリピートさせていただきます。 島根県出身なので応援します！

東京都 30代 蕎麦好きなので、とても楽しみです。

島根県 60代 近ごろ、出雲市の活躍を目にしますが、 浜田市も頑張っています。 頑張ろうヽ(^。^)ノ　島根県！

東京都 70代以上 金額に応じて何品でも希望出来るといいと思います。

埼玉県 30代 駆け込みで忙しいかと思いますが、頑張ってください！

群馬県 40代 群馬県に居住してます。縁あって、出雲大社には３回、お参りさせてもらいました。また機会があったら行きたいです。

東京都 30代 さだみそ美味しかったのでリピートします。 少額ですが、ご活用ください。

千葉県 70代以上 元気で明るい出雲市でありますよう！

兵庫県 50代 故郷は鳥取ですが、島根には行ったことがありません。 一度いきたいと思います。

大阪府 50代 故郷を離れて40年超になりますが、いまでも毎年数回帰省しています。いつまでも変わらない自然いっぱいの故郷であってほしいと願っています。

東京都 50代
５月に出雲大社にお参りしました。土曜日にも関わらず静かで心が洗われるようでした。ところどころにかわいいウサギの像があってなにかステキなことへ導いてくれるような感じがしまし
た。１泊２日の忙しい日程でした。今度はもっとゆっくりうががいたいと思います。

大阪府 50代 江角マキコさんの大ファンです。  出雲市を応援してます！！

熊本県 50代 行ったことはありませんが、いつか出雲大社に行ってみたいと思っています。出雲市はきれいな都市のイメージがあります。

埼玉県 30代 行ってみたいです。

東京都 50代 今、日本で最も旅行したい場所です。新幹線が開通するまでには行きたいと思います。

広島県 40代 今まで数回訪れたことがあります。バスで行ったことが多く、ゆっくりと見てみたいです。

神奈川県 40代
今回で２回目の寄付となります。昨年、返礼品でいただいた出雲のおそばがとても美味しくて忘れられず、今年も『ふるさと納税』をさせていただく事を決めました。微力ながら市政のお役に
立てることを嬉しく思います。かねてより行きたいと思っていながら、まだ一度も訪れたことが無いので、いつの日か家族で出雲大社をお参りし、本場でおそばを食べてみたいと思っていま
す。到着を楽しみにしております。

福岡県 60代 今回で３回目です。北九州島根県人会にも毎年参加しており、１０月には出雲大社等への１泊旅行にも参加します。

埼玉県 50代 今回初めてですが、今後も機会があれば寄付したいと思います。

愛知県 60代 今後も毎年ふるさと納税の資料を送って下さい。

静岡県 40代 今度、出雲大社に行きたいと思ってます。 どんな街なのか楽しみです。

富山県 60代 今度、出雲大社に参詣したいと思います。

茨城県 40代 今度観光で訪れたいと思っています。

東京都 60代 今度旅行に行きたいと思ってます。

東京都 30代 今年、出雲市で婚姻届を提出しました。 祝日にもかかわらず暖かくご対応いただき、とても良い思い出になりました。 また出雲の地に訪れたいと思っています。

東京都 40代
今年、念願の島根旅行をしました。 出雲、松江、安来と観光し、とてもいい思い出となりました。 出雲市は観光の目玉がありますが、そちらでもそれ以外でも最適なものに微力ですが協力
させていただきたいと思っております。

新潟県 60代 今年、訪れる予定です。

東京都 30代 今年１０年ぶりに出雲大社へ参拝しました。 微力ながらも寄付させていただきます。有意義にお使いいただけたら幸いです

富山県 60代 今年２回目の寄付になります。市の発展を期待しております。

東京都 60代 今年から、応援します。

埼玉県 30代 今年サンライズ出雲で出雲に行きました。とても楽しかったのでまた行きたいです。

埼玉県 40代 今年の元旦に出雲を訪れました際、地元の方に大変親切にして頂きました。有り難うございました。

京都府 40代 今年の秋に、浜山公園体育館（カミアリーナ）へ バレーボール観戦に訪れる予定で 今から楽しみにしています。

北海道 40代
今年の春、北海道近代美術館にて、島根県の足立美術館、横山大観展を拝見させて頂きました。島根は見所が多いですね。いつか出雲大社も伺いたいと、出雲市のHPを拝見し、ますま
す感じました。宜しくお願い致します。

東京都 40代 今年はぜひ出雲大社に行ってみたいです。

滋賀県 60代 今年も些少ですが納付させて戴きました。出雲市の事業にお役立てください。

広島県 70代以上 今年還暦祝いに、子ども達が、玉造温泉に、招待してくれました。 翌日は、出雲大社に行ったのですが、残念大雨でした 又参拝に、伺います。

福岡県 40代 今年中に出雲大社に旅行に行きます。

宮崎県 50代 今年旅行で伺いました。この漬物がとても美味しかったです。

千葉県 40代 佐田味噌は昨年に続いて２回目のリピートです。とても美味しいですよね。

岡山県 60代 妻が旧出雲市出身です。

埼玉県 60代 妻が佐田町出身です。

東京都 50代 妻が山口県の出身で出雲そばが大好きです。応援しています！

東京都 50代 妻が出雲市出身です。 益々の発展を祈念しています。 長岡市長様、野口副市長様によろしくお伝え下さい。

大阪府 60代 妻は湖陵中卒で、大阪の湖陵会です。

東京都 40代 細やかですが、お役立ていただけましたら幸いです。

神奈川県 50代 財政が厳しい県を少しでも応援したく島根県を選びました。これからも応援してます。頑張って下さい。

福岡県 50代 昨年、家族で出雲に旅行しました。 食材に添加物が、使用されておらず、とても美味しかったです。 また、出雲市に行きたいと思います。 「ぜんざい」娘が大好きです。

東京都 60代 昨年、出雲大社を訪れました。思い出に残っています。

大阪府 50代 昨年、初めてふるさと納税を行いましたが、そばのセットは家族で好評でした。

神奈川県 50代 昨年、旅行で出雲を訪ねました。自然が多く歴史を感じさせる街でした。わずかですがお役立てください。

兵庫県 70代以上
昨年１１月に出雲大社にお参りして来ました。市内にはさすが神様の国だけあって大きなしめ縄の神社が沢山あってビックリ！ ぜんざいは食べ損ねたけれど美味しいお蕎麦は頂いて来ま
した。 次回は是非ともぜんざいを食べようと思っています。

栃木県 60代 昨年９月に観光で訪れた際に国民宿舎くにびき荘の方々に大変お世話になり感謝しています。また出雲大社に行きたい（３回目）と考えています

東京都 　 昨年と同様！美味しいと、とても喜んでいました。

東京都 70代以上 昨年に引き続き、28年度も寄附をさせて頂きます。

北海道 50代 昨年に引き続き、寄付で応援させていただきます！

愛知県 50代 昨年に続き二度目です。ご郵送いただいたリーフレットで今年も、と思いました。応援してます。

北海道 40代 昨年はおそばをおいしくいただきました。出雲はいつか旅行してみたい街です。

東京都 20代以下 昨年もふるさと納税をこちらで行い、今年もこちらに決めました。  これから暑く大変な時期ですが、皆様お身体ご自愛下さい。

宮城県 50代 昨年も佐田みそをいただきました。少ない量でよい味が出るので重宝しています。仙台在住ですが、仙台みそより一押しです。

愛知県 30代 昨年も申込みをして、今年も４月に申込済二度目です。

神奈川県 40代 昨年行きました。

東京都 40代 昨年度も寄付させていただきました。しじみが大きくて、とてもおいしいです。

北海道 50代
昨年度も同じ商品でお願いし、美味しくいただきました。 賞味期限が短く、賞味期限内に消費することができませんでした。 ２回に分けて（２回目は１回目の発送から４か月後）のような発
送をしていただければありがたいです。

東京都 40代 昨年旅行で行きました

神奈川県 60代 山陰地域の代表都市の一つである出雲市に頑張ってもらいたく今回少額ですが寄付することにしました。使途はお任せしますのでよろしくお願いします。

東京都 60代 始めて納税します。よろしくお願いします。

愛知県 70代以上 姉が出雲市より嫁いでいます。お土産を頂いており、いつも美味しく感謝しています。

埼玉県 40代 子供からお年寄りまで暮らしやすい出雲市でありますように！

東京都 50代 子供と百人一首をしていて出雲市を思い出しました。ご発展をお祈りします。

香川県 50代 子供のころ出雲市に住んでいました。出雲が大好きです。頑張って下さい！！

東京都 50代 子供の頃に出雲大社へ旅行に行きました。少額ですが寄付させて頂きます。

広島県 40代 子供の頃訪れて以来、行っておりませんが、出雲大社を訪れた友人から、昔よりずいぶんいろいろな店も増え、良くなっていると聞きました。ぜひ、久しぶりに訪れてみたいです。
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神奈川県 60代 市より案内頂き、今年も応援させて頂きます。

神奈川県 30代 思い出のある地でしたので、寄付させていただきました。

千葉県 40代 私は仕事の都合で故郷に戻ることはできなさそうですが、故郷に残ることを選んだ幼なじみが住んでてよかったと思える場所になることを願っています。

神奈川県 60代 私は松江市の生まれです。父の出身地であり、又、出雲市役所には度々親切に対応戴き、納税する次第です。

神奈川県 40代 返礼品のそばを美味しくいただきました。実家にて年越しそばとして生そばをいただきたいと思います。また出雲を訪問させていただきたいと思います。

愛知県 50代 時間ができたら、出雲に旅行に行きたいです。

北海道 40代 自然が豊かで神聖な場所に感じます。 一度は訪れてみたいです。

山口県 40代 若いころ旅行でよく訪問しました。

大阪府 50代 若い時に行ったことがあります。頑張ってください。

神奈川県 50代 主人が毎年、寄付をしていたので。

秋田県 50代 秋田県からはかなり遠いので、なかなか旅行な行けませんが、長期間の休暇が取れたら是非遊びに行きたいです。

東京都 30代 住み良いまちづくりを目指してください

徳島県 50代 住民のため、有効利用くださいませ。

千葉県 50代 十旭日のファンです。

茨城県 40代 十字旭や天穏など出雲市のお酒はお燗にすると大変おいしいので、純米大吟醸や吟醸入れるセットだけでなく、お燗向け純米酒セットがあると嬉しいです。

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。些細ではございますが、ご活用下さい。

広島県 50代 出雲が大好きです。

兵庫県 50代 出雲そばも美味しく、お酒も美味しいところだと思います。がんばってください。

広島県 60代 出雲そばを食べに行きたいです。

東京都 30代 出雲そば大好きです また行きたいです！

東京都 50代 出雲に行った際に、出雲そばの大ファンになりました。 なかなか行けないので、今回ふるさと納税をさせていただき、 手元に届くのを楽しみにしています。

東京都 40代 出雲に旅行に行ったのがとても楽しかったです。またいつかゆっくり時間をとって旅行に行きたいです。

埼玉県 40代 出雲のお米はものすごくおいしいです。

神奈川県 40代 出雲の良さの一部を遠き地にて堪能させていただきます。

兵庫県 40代 出雲は一度だけ仕事で訪れたことがあります。今度は家族で旅行で行ってみたいと思います。

京都府 50代 出雲は神話の国。一度旅行したことがありますが、また行きたいと思わせる何かがあります。生産者の皆様、元気で暮らしてくださいね。

熊本県 50代 出雲は昔からあこがれの地でしたので、これを機会に出雲市に家族で訪れたいと思います。

奈良県 50代
出雲は日本人の心のふるさと。 子供たちの縁結びにも伺い、良縁を得ました。感謝の気持ちでいっぱいです。 奈良の地と出雲の地は、古よりとても縁の深い土地柄だと感じています。 ま
た、これからも幾度となく出雲に訪問したいと思っています。

東京都 40代 出雲一度訪問したいと思っています

茨城県 50代 出雲市　一度　訪ねてみたいです。

東京都 20代以下 出雲市、応援しております！

東京都 30代 出雲市がよい町でありつづけますように。

大阪府 60代 出雲市から大阪に行き早いもので５０年・・・出雲応援します。

東京都 30代 出雲市がんばれ！

静岡県 60代 出雲市が全国に知られるようになり喜ばしいです。

東京都 40代 出雲市ではないのですが、島根県出身の為、応援しています。 有意義にお使い頂ければ幸いです。

千葉県 60代 出雲市にご縁を感じています。昨年に続き寄付させていただきます。お礼の品も楽しみです。ライスバーガー美味しいです(^-^)/

神奈川県 30代 出雲市には観光で数回訪れております。 昨年に引き続き、少額ながら「ふるさと納税」させていただきます。

大阪府 40代 出雲市には数年に一度訪れます。とてもすばらしいおちつける場所で大好きです。パソコンがもらえるというちょっといやしい理由ですが活用してもらえばうれしいです。

徳島県 50代 出雲市にまた行ってみたいです。

静岡県 50代 出雲市に観光に行こうと思っています。

兵庫県 50代 出雲市に住んでみたいです。

茨城県 50代 出雲市のお役に立てれば幸いです。

兵庫県 40代 出雲市のために役立てていただけたら幸いです

三重県 　 出雲市の皆さまを応援しています。 頑張ってください。

東京都 60代 出雲市の大ファンです。元気が出るように頑張って下さい。

長野県 50代 出雲市は私にとって行ってみたい場所Ｎｏ．１です。遠いのでなかまかまとまった休暇が取れない私はいつか訪れたいと思っています。

大阪府 40代 出雲市は定期的に旅行に行きます！！ 大好きな街なので、これからも応援しています！

富山県 50代 出雲市を応援しています。

東京都 30代 出雲市を応援してます！

東京都 60代 出雲市を応援します。

東京都 50代 出雲市駅前通りやアーケード商店街が、賑やかになるとうれしいです。

静岡県 40代 出雲市頑張ってください！

東京都 40代 出雲市名産の食品も頂きました。おいしく頂いております。

東京都 40代 出雲大社が好きです

三重県 50代 出雲大社が好きです！

東京都 40代 出雲大社が大好きで、お世話になっいてます。いつもありがとうございます。

静岡県 40代 出雲大社で御守りいただきました。また行ってみたいです。

山梨県 50代 出雲大社に、また行きたいです。

東京都 30代 出雲大社にいつか行きたいと思っています！

長野県 50代 出雲大社にいつか行ってみたいです。

新潟県 30代 出雲大社にお参りさせていただき、素敵な縁をいただきました。また観光に伺いたいです。

東京都 40代 出雲大社にお参りしたことで今日の自分があります。素晴らしい文化と歴史を持つ所だと思います。

神奈川県 30代 出雲大社には、７～８回行かせて頂き大遷宮へも御招待頂きました。感謝の気持ちでいっぱいです。もっと御寄付が出来ます様努力いたします。

新潟県 60代 出雲大社には一度だけ行ったことがあります。もう一度行ってみたいです。

愛知県 40代 出雲大社には地元岡山の出雲大社でもお世話になっています。

神奈川県 50代 出雲大社にまた詣でたいと思います。

埼玉県 30代 出雲大社に一度行ったことがありまた行きたいと思っています。

北海道 40代 出雲大社に一度行ってみたいです。

岐阜県 50代 出雲大社に行きます。

埼玉県 50代 出雲大社に行ってみたいと思っています。

東京都 60代 出雲大社に行って娘の結婚祈願しました、お陰様で結婚出来ました。

千葉県 60代 出雲大社に昨年お参りに行きました。 温泉も良かったです。 温泉旅館宿泊のふるさと納税があるとよいですね。

沖縄県 60代 出雲大社に参拝したいと願っています。

神奈川県 70代以上 出雲大社に参拝してから継続しております。

兵庫県 30代 出雲大社に参拝するのが楽しみです。 日本酒ラベル気に入りました。

愛知県 50代 出雲大社に参拝に行きました。 歴史のある町で，また行きたいです。

京都府 40代 出雲大社のある出雲市。憧れです。

福岡県 40代
出雲大社のイメージが強く、あまり出雲市の事はよく分かりません。 日本酒が大好きな父にと検索していたところ、出雲市の日本酒が好評だったので寄付してみようと思いました。 出雲大
社周りの自然の景色がとても良かったのが印象に残ってます。 機会があったらまた足を運びたいと思います。

大阪府 50代 出雲大社は、両親の新婚旅行の思い出の場所です。いつか、私もいってみたいと思います。

岡山県 50代 出雲大社はいつ行っても厳かな気持ちになります。

三重県 50代 出雲大社は素晴らしかったです。

東京都 60代 出雲大社へ４０年くらい前にいきました。また、旅行でいきたいと思っています

広島県 70代以上 出雲大社へは、友達・家族と再三足を運んで、とても身近に思っている。

香川県 30代 出雲大社へ何度も行きました。出雲市ではないですが、島根県は海がきれいで、海水浴も最高でした。

愛知県 30代 出雲大社また行きたいです。

神奈川県 50代 出雲大社もう一度お礼参りに行きます。おかげさまで大病が治りました。

東京都 30代 出雲大社や周辺の神社を旅行するのが好きです。
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兵庫県 30代 出雲大社を含め、年１回以上は遊びに行く素敵な街です。これからも多くの人を魅了し続けてください！

東京都 50代 出雲大社を訪ねた折に大変感動いたしましたので納税をきめました。

和歌山県 40代 出雲大社大阪分詞の支部員です。御社の玄関口に当たる貴市の、益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

千葉県 70代以上 出雲地方に出来た事がない。いずれ訪れたいと思っています。

東京都 30代 出雲旅行に行きました。何でも美味しくて大好きです。

神奈川県 40代 出身が同じ中国地方です。お互い中国地方を盛り上げていけたらいいなと思います。 頑張ってください。

熊本県 40代 初めての申し込みになります。よろしくお願いいたします。

福岡県 60代 初めてふるさと納税をします。シャインマスカットが大好きです。 楽しみにしています。よろしくお願いします。

大阪府 40代 初めて寄付させていただきます。 今後とも宜しくお願いします。

東京都 50代 初めて申し込みします。出雲市にお近づきになれてうれしいです。頑張ってください、応援しています。

東京都 50代 女房が大社町出身で、両親が今も住んでます。 応援してます。頑張ってください！

宮城県 30代 小学校の時に転校してきた友人の出身地です。 いつか行ってみたい場所のひとつでした。子育てが落ち着いた頃に、夫婦でゆっくり旅行してみたいと思っています。

神奈川県 50代 小額ですがお役に立てれば幸いです。

東京都 40代 小生の地元の神社がスサノオ神社なので出雲のファンです。

愛知県 50代 少しだけの寄付ですがお役に立てれば幸いです。

千葉県 20代以下 少しでもお力になれれば幸いです。

東京都 50代 少しの寄付ですが役立つことを願います

東京都 40代 少し前の連続朝ドラマで素敵なところだなと思いました。

東京都 50代 少ない寄付金ですが、お役に立てばと思います。

愛知県 30代 少ない寄付金ですが、役立ててください。

神奈川県 60代 少ない金額ですが、何かに役に立てれば幸いです。 　東京の様に間違った使い方だけはしないでほしいです。

東京都 30代 少ない金額ですが、有効活用してください

埼玉県 50代 少額ですが、お役に立てば幸いです。

埼玉県 50代 少額ですが、ご利用いただければ幸いです。よろしくお願いします 。

東京都 30代 少額で申し訳ありませんが、ご活用頂ければ幸甚です。

和歌山県 40代 親の故郷ということもあって、この度ふるさと納税させていただきました。

埼玉県 30代 身体にやさしいタオルを作っている会社があるのですね。よい産業が育ちますように。

兵庫県 50代 人口減少で厳しいかもしれませんが、応援しています。

兵庫県 40代 人生の節目にお伺いすることの多い出雲にご縁を感じております。

和歌山県 40代 数年前から寄附させていただいております。 少額ですが、使っていただければ幸いです。

愛知県 30代 数年前に旅行で行きました。良いところでまた訪れたいです。

神奈川県 40代 是非有効に使ってください。

滋賀県 40代
生まれも育ちも滋賀の私にとって、出雲市は縁もゆかりもない市なのですが、一度家族で旅行したいと思っている魅力的な市です。 少額ではありますが、微力ながら出雲市のお役に立て
れば良いなと思っております。

長崎県 30代 昔、出雲大社に参拝しました。いつか、息子を連れてまた伺いたいです。

埼玉県 40代 昔、出雲大社や玉造温泉に行ったことがあります。 また是非行きたいと思っています。

兵庫県 70代以上 昔、飯南町に在住。

東京都 50代 昔両親を連れて出雲に旅行して喜んでいたことを思い出しました。

北海道 50代 先月１０月は神無月でやはり身の回りに不幸な出来事が起きました 神様が出雲にいってしまったためだと思いました 出雲市に寄付させていただき神々パワーをいただきたいと思います

埼玉県 20代以下
先日、埼玉から観光で訪れました。 一人旅だったのですが、一畑鉄道の駅員さんや、商店の方をはじめ色々な方に親切にしていただき、とても楽しく貴重な体験が出来ました。ありがとうご
ざいます  是非また遊びに行きたいです。

東京都 50代 先日、同じお品で寄付させていただきました。 就職、独立する子ども用にでしたが、とても素敵なので、自宅用にもと、リピートさせていただきます。よろしくおねがいいたします。

東京都 40代 先日、旅行で出雲大社に参拝し、大変感激いたしました。 少しですが出雲市のお役に立てれば幸いです。

大阪府 60代 先日は大阪イベントに参加させていただき、大変参考になりました。

埼玉県 70代以上 先般、出雲大社に参詣し子供の事をお願いし、何とか希望がかなえられそうでお礼のつもりです。

奈良県 50代
前回も同じ出雲ブランド商品を頂き、早速使わせていただいています。今回、私が使っているのを見て家族がどうしても同じPCがほしいといいだしたので再度寄付させていただきました。決
して転売目的ではありませんのでよろしくお願いいたします。

兵庫県 40代 前回も同じ品をいただきました。大変おいしかったです。

神奈川県 40代 前回頼んだ時のしじみが大変おいしかったです。

東京都 30代 全国的に有名な出雲市として今後も活性していって下さい。

神奈川県 40代 祖父が島根出身なので、わずかですが、毎年ふるさと納税をしています。  西浜イモは、衝撃的なおいしさで、毎年楽しみにしています。  いつか島根を訪れたいと思っています。

京都府 40代 祖父の出身地で親戚がたくさんいます。 なかなか行けませんが好きなところがたくさんあります。

埼玉県 30代 素晴らしいしじみができるいい場所なのですね♪

千葉県 50代 総務省の圧力に負けず頑張ってほしい。

鳥取県 50代
息子が出雲市で大変お世話になっております．おかげさまで充実した学生生活を送っているようです．私どもも息子の訪問にかこつけて出雲大社や日御碕など、いろいろ足を伸ばす機会
がありうれしく思っています．

大阪府 40代 多伎町のいちじくは大好きで、いつも取り寄せしています。 今回、ふるさとチョイスで見つけたので申し込みました。 よろしくお願いします。

埼玉県 40代 大好きです。また行きます。

大阪府 40代 大阪感謝祭 縁結びグッツ希望。

大阪府 60代 大変な時代ですが、頑張ってください。

新潟県 40代 知人がいます。

東京都 40代 地域のためにご活用ください。

東京都 20代以下 地元が今でも大好きです！がんばれ島根！

愛知県 50代 地震による被害は、大丈夫ですか？

大阪府 70代以上 長岡市長殿。健康に留意され益々御活躍申し上げます。

香川県 60代 長男の嫁と孫がお世話になっておりました。たいへん、住みやすい街だと思います。

千葉県 50代 転勤で広島に住んでいた時に、度々出雲を訪れました。 思い出が沢山あります。 今後の出雲市に期待しています。

千葉県 50代 転勤で広島在住の際、度々出雲を訪れました。 思い出深い出雲です。 今後の出雲市に期待しています。

大阪府 50代 島根県ガンバレ！

京都府 50代 島根県がんばれ！！

北海道 60代 島根県が世間では最も地味な県の代表のように言われておりますが、日本の故郷島根＆出雲を応援しています。

兵庫県 60代 島根県には何回か旅行で行ったことがあります。

埼玉県 40代 島根県に一度も行った事がないのでいつか出雲市行ってみたいです。

大阪府 30代 島根県は母のふるさとなので寄付させていただきました。これからも応援しています。

神奈川県 60代 島根県を旅して、人の温かさを感じました。因みに出雲へは息子と１０年前旅しました。旅行では道の駅で買い物楽しんでいます。

埼玉県 40代 島根県憧れます。

京都府 60代 島根大学医学部小児科との交流を懐かしく思い出します。

東京都 60代
東京いずもふるさと会の○○です。 機会あるごとに出雲市をＰＲしていきますので、今後ともよろしくお願いします。 １１月の神迎え祭で帰省し役所を訪問した時には、ご多忙中の処、市長
から丁重な挨拶を頂き有難うございました。

東京都 　 東京から応援しています。

千葉県 20代以下 桃太郎電鉄で知りました。出雲そば食べてみたかったので、楽しみです。

静岡県 30代 桃鉄でも好きな駅です！

三重県 30代 道路が劇的に良くなっていて、お陰で転落する心配が減りました。ありがとうございました。

大阪府 70代以上 特産品が多いので楽しみにしています。

群馬県 60代 特産品の工夫が素晴らしい。

大阪府 70代以上 特産品楽しみにしています。がんばってください。

神奈川県 60代 日本のふるさとへのふるさと納税です。

福岡県 50代 年２回出雲に行っています。

大阪府 50代 年に２回くらいいきます。活気ある町を維持してください。

千葉県 70代以上 年寄りには、郷土の産物の贈り物は嬉しいものです。お手数でもよろしくお願いいたします。

長崎県 50代 年末に伺いたいと考えております。
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北海道 50代 年老いた母がお世話になっています。 今後とも、どうぞよろしくお願いします。

東京都 40代 微々たる額ですが，地域のためにご活用いただければ幸いです！

東京都 30代 微力な恩返しのつもりです。

東京都 40代 美味しいのでJAで注文して知り合いにも送りました。

埼玉県 30代 美味しく頂きます。

広島県 40代 美味しそうです。

千葉県 50代 美味しそうなお酒丁度いい量ですね。

岡山県 50代 美味しそうな漬け物なので母に送ります。

東京都 50代 美味しそうな特産品がたくさんありますね。 これからも応援しています。

北海道 50代 夫が出雲市出身なので、出雲市を応援したいです。

東京都 40代 父が松江出身なので幼い頃はよく島根へ行きました。 素敵なところですよね。

三重県 50代 父が浜田市出身です。 出雲の皆さまを応援しています。 頑張ってください。

東京都 60代 父の故郷です。

千葉県 40代 父の出身が湖陵町なので地元にお役にたてればと思います。

北海道 50代 父の出身地です。懐かしく感じます。

滋賀県 40代 父親が出雲市平田の出身です。

神奈川県 50代 複数の特典をまとめて申し込めるようにしていただけると助かります。 出雲市は一度訪れただけですがとても素敵な所でまた是非行きたいです。

岡山県 30代 平成２８年１１月初旬に出雲大社で結婚式をあげさせていただきました。とても思い出に残る地となりましたので、何かのご縁と思い、ふるさと納税をさせていただきました。

京都府 50代 応援してます。

大阪府 50代 母が出雲市出身です。 寄附だけでなく、出雲市のお役にたてる事を大阪で出来ればと思っております。

東京都 40代
母のふるさとで，祖父は多伎町の町長もしておりました。 祖父の代で上京しましたため，私自身は出雲市を訪れたことは１度しかないのですが，昔話をたくさん聞いております。 祖父は，宍
道湖のしじみが大好物でした。 名前を聞くと懐かしい，不思議な感じです。 心のふるさととして，応援しています！

東京都 30代 母のふるさとです。がんばってください。

岡山県 50代 母の故郷です。 ほんの少しだけご恩返しです。

福島県 70代以上 母方（妻の）の祖父の出身地、妻は幼児期，祖父母と弟との４人で出雲へ行った思い出があります。

千葉県 30代 母方の実家が出雲のため、毎年夏に訪れています。豊かな自然とのんびりした風土、歴史と共存する街が大好きです。小額ですが何かにお役立てください。

兵庫県 70代以上 母方の祖父の出身地で、大東亜戦争中に疎開して、戦後昭和２１年までお世話になった処であるので寄付させて頂きます。

茨城県 50代 訪れたいと思いつつ、一度も出雲に行ったことがありません。いつか行きたいと思っています。いつまでも、美しい自然を守って下さい。

大阪府 40代 訪れる機会は今までありませんでしたが、出雲は憧れの地です。応援しております。

兵庫県 70代以上 忘れられない出雲。

東京都 20代以下 本筋ではないですが、届け日指定できるのが非常にありがたいです。 少額ですが、少しでも市のためにお使いいただけますと幸いです。応援しております！

大阪府 30代 妹が出雲市在住で出雲市が気に入っているので、是非寄付をしたいと思っていました。 これからも出雲市の発展をお祈りしています。

岡山県 60代 毎年している。

大阪府 30代 毎年ふるさと納税させていただいています。 来年は、旅行で訪問したいと思っています。 よろしくお願いします。

北海道 　 毎年やってます。

青森県 50代 毎年寄付させていただいています。３０，０００円の寄付にもシジミの特産品を設けてください。

大阪府 60代 毎年寄付させていただいてます。

愛知県 40代 毎年出雲市にふるさと納税しています。お礼の品は毎年十旭日にきめています。 お酒の箱のなかにいつもお礼の手紙が入っていてその内容が嬉しくて今年も寄付させていただきます。

岐阜県 40代 毎年出雲大社に参拝に行っています とても出雲には親近感があります。

大阪府 60代 毎年墓参りに帰った時、出雲大社に寄らせてもらっています。

神奈川県 40代 毎年旅行しています。 とても良いところです。

大阪府 50代 又遊びに行きます！

三重県 50代 魅力的な品が多いと思います。出雲には是非、訪れたいと思いました。

大阪府 50代 娘が出雲市の島根大学に通っていますので、少しでも貢献ができたらと思っております。

愛知県 50代 麺が好きなのと旅行に行った時の印象がよかったので申し込みます。市長さんに任せますので活かして頂けるなら嬉しいです。

神奈川県 30代
猛暑の中、出雲大社へお参りしました。あまりの暑さに意識が朦朧とし、前後をあまり覚えていませんが、駅の待合が素敵だったこと、帰りに寄ったお店のそばおやきが美味しくて意識を取
り戻したのは覚えています。宍道湖の夕日も噂に違わず素敵でした。市内にはもっともっと行きたいところがあります。荒神谷遺跡もそのひとつ。再訪叶うまで、美味しいしじみ醤油を毎日
楽しもうと思います。

岡山県 60代 役立てて下さい。

埼玉県 40代 友人に勧められおいしかったので、自分用と実家にとお願いさせていただきました。どうぞよろしくお願い致します。

京都府 50代 友達か出雲で、何度か遊びに行っています。いい所ですね

埼玉県 50代 有効に活用ください。 宜しくお願い致します。

北海道 40代 有効活用して頂ければと思います。

岐阜県 50代 有効活用を希望いたします。

東京都 30代 来年こそは出雲大社に詣でたいです。

神奈川県 40代 旅行が好きで色んな所に行っています。 ここで出雲市を知ったので、ぜひ行ってみたいと思います

奈良県 40代 旅行でよく訪れますが、いい思い出ばかりです。

愛媛県 60代 旅行で行きましたが、素敵な町でした。 ガンバレ！！

広島県 30代 旅行で行った際にしじみのおいしさに驚きました。 また食べたくなったのでふるさと納税することにしました。

静岡県 40代 旅行で行った時に、出会う方々がとても温かく、ステキな旅行になりました。そんな出雲市をこれからも応援します！

広島県 40代 旅行で買った出雲富士がおいしかったので選びました。

大阪府 60代 両親が出雲市出身のため親族等が出雲におります。 ふるさと納税があることを知り申込みしました。 いつも応援しています。

大阪府 50代 両親の出身地である出雲市が、いい町になります事を願っています。

広島県 50代 両親の生まれ故郷です。私自身は他県で生まれましたが亡くなった父が愛し、父母の兄弟が住む出雲の役に立ちたい思いです。

北海道 30代 良い街づくりに使って下さい。

大阪府 50代 良い街づくりをおねがいします。

岡山県 40代 良い町づくりに役立ててください。

千葉県 40代
例年寄附させてもらっています。今年千葉市から木更津市へ引っ越してまいりました。パンフレット転送されてきたので申し込めてよかったです。報告のお手数＆パンフいただけてうれしい
ですし次回の申込が簡単にできていいです。

埼玉県 30代 冷凍のおやきがお手軽に楽しめそうでしたので申し込みました。 どうぞよろしくお願いいたします。

大阪府 60代 歴史ある出雲。出雲大社はじめ行って見たい所がたくさんあります。いつまでも憧れの街であるとともに、ますますのご発展をお祈り致します。

東京都 50代 歴史のある出雲市に最先端のパソコン工場があるというのも、すばらしと思います。


