
都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ

東京都 60代 頑張ってください。応援してます。

愛知県 60代 高齢に優しい街づくりを進めて下さい。

東京都 50代 出雲の環境保全を応援しています。

東京都 40代 一度行きたいです。

東京都 60代 頑張ってください。応援してます。

大阪府 60代 いつまでも自然あふれる故郷であってほしい。

東京都 50代 昨年、旅行で訪問しました。圧倒される出雲大社を始め、日本の歴史に触れてとても楽しいひとときでした。 また機会あれば伺います。

北海道 50代 山陰の発展を応援してます。

東京都 70代以上 出雲の文化伝統を保全して末永く発展してください。

群馬県 60代 地場産業の振興にご尽力ください。

京都府 60代 これからも安心、安全な食品をよろしくお願いします。

埼玉県 40代 穴道湖のシジミ楽しみです。

東京都 40代 出雲の歴史と街並みの継承お願いします。

大阪府 50代 あまだい（ぐじ）が好物ですので、あまだいのみのセットも作っていただければありがたいです。

東京都 30代 昨年旅行で行って、とても良いところでした。

東京都 40代 昨年家族旅行でお邪魔しました。 益々のご発展をお祈りしています。

東京都 30代 一度も行ったことがないので、是非観光で訪れたいです。

京都府 50代
少子高齢化で自治体はどこもたいへんな時期です。 しかも、文化財の保護に、たいそう費用がかかる昨今です。 少しでも、そういった保護にかかる
経費の助けになればと思い、その分野への寄付に致しました。 よろしくお願いします。

神奈川県 50代 応援しております。

千葉県 50代 昨年島根に初めて行きました。 和菓子、シジミ、お蕎麦。そしてお魚！ とても美味しく、楽しい旅でした。

兵庫県 60代 美味しいしじみをいつまでも。

静岡県 40代 少ないですが、使ってください。歴史ある街をこれからも応援します。

北海道 50代 しじみが美味しいので頼みました、寄付金はわずかですが、お役立てください。

兵庫県 70代以上 数回出雲市を訪れました。 出雲大社等の思い出があります。

愛知県 60代 出雲大社大好きです。

三重県 50代 がんばれ出雲！

千葉県 40代 家族全員しじみのお味噌汁が大好きです。 いつまでも、美味しいシジミが取れる宍道湖でありますように・・・・

茨城県 60代 山陰地方で30年生活していました。第２の故郷ともいえる地域に愛着と親近感があります。益々の発展を願っています。

神奈川県 60代 妻と出雲市に旅行に訪れてからファンになっています。

東京都 40代 応援しています。

大阪府 40代 自然環境保護がんばってください！

東京都 40代 何度も出雲大社におじゃましています。海産物もお酒もおいしいですし、もっと出雲をアピールして欲しいですね。

埼玉県 60代 出雲の史跡は大変貴重だと思います。保存、整備頑張って下さい。

東京都 60代 豊かな自然環境を大切にしてください。

埼玉県 60代 何時も大和しじみを美味しく頂いてます。

神奈川県 60代 先日は旅行で出雲大社に行き、感激しました。人も親切で、とても素晴らしいところだと思いました。

兵庫県 50代 過疎化に負けず、漁業振興をお願いいたします。

東京都 50代 雪が多く大変ですが頑張ってください。

群馬県 60代 いつも美味しくいただいています。頑張ってください！

神奈川県 40代 出雲市の発展を願っております。

神奈川県 50代 父の故郷です。 出雲市の魅力をもっと全国の人に知ってもらいたいです。

大阪府 40代 充実した福祉環境を期待してます。

熊本県 70代以上 豊かな社会になりますように・・・

大阪府 50代
一昨年家族で出雲旅行をしました。私が小学生の頃に、やはり家族旅行で出雲に行きましたが、大阪からはすこし遠いものの、島根県はいいです
ねぇ。松江、隠岐、温泉津など再訪したいところが一杯ありますね。 それで、娘を大田市の１年間の山村留学に行かせて時々島根に来ようと企みま
したが、あっさり断られました。残念！ トマト大好きな娘においしいトマトを食べさせて、再考させてみようと企てています。

東京都 50代 出雲市でトマトを作っていることをふるさとチョイスで 初めて知り、興味を持ちました。 楽しみにしております。

愛知県 60代 出雲市の一層のご発展をお祈り申し上げます。

東京都 50代 頑張れ　島根！ 頑張れ　出雲！

神奈川県 50代 良い街にして下さい。

千葉県 50代 少額ではありますがお役に立てれば幸いです。

埼玉県 60代 古くからの伝統が伝承されている町ですので、大切に後世に伝えてください。

福岡県 50代 出雲市の為に使ってください。

静岡県 50代 神の街の繁栄に期待します。

神奈川県 50代 子育て支援を宜しくお願いします。

千葉県 40代 以前、島根県に住んでおり、よく知っております。些少ですが、貴市の振興にお役立てください。

埼玉県 60代 いつも大社にはお参りさせて頂いております。 お陰様で日々恙無く過ごさせて頂いております事、感謝しております。

東京都 50代
出雲そばも美味しかったのですが、夕飯でいただいたお魚、お肉、ご飯、お水、１人で２人分食べてしまったくらいとっても美味しかったです。 また、
食べたいなぁ。

京都府 70代以上 応援しております。

兵庫県 40代 出雲大社に行きたいです。

神奈川県 50代 お蕎麦が美味しかったのでリピートです。

神奈川県 60代 応援してます。

神奈川県 50代 これからも体にいい食べ物を作り続けてください。

東京都 50代 トマト楽しみにしています！このお金が出雲市の為になると嬉しいです！

大阪府  美しい景色を守って下さい。

神奈川県 50代
以前、旅行で出雲大社、宍道湖など立ち寄りました。その際、素敵な景色、美味しい食べ物、楽しかった記憶があります。 もっとたくさんの方に出雲
を知っていただきたくふるさと納税にわずかですが貢献できればと・・・・思いました。

東京都 50代 応援してます！

東京都 70代以上 一度　いただいのですが、とても美味しかったので、またお願いしました。

埼玉県 40代 子どもたちの幸せな将来につながるような教育に役立ててください。

三重県 40代 継続応援させて頂きます。

神奈川県 40代 頑張って下さい。

大阪府 40代 日本酒が大好きで、出雲のお酒は初めて飲みます。楽しみです。 出雲大社に行ってみたいと思っています。

大阪府 40代 大好きな街です。寄附ができて嬉しいです。

東京都 50代 少しですがお役立てください。

東京都 40代 おいしいトマト楽しみです！

東京都 70代以上 いつも出雲市の発展を遠くから願っています。少しでも出雲の為になるよう活動したく思います。

東京都 60代 ふるさとの発展を祈っています。

神奈川県 70代以上 貴市のご発展を期待しております。

愛知県 60代 このシジミは何度食べても満足です。今回もよろしくお願いします。

神奈川県 40代 微力ながら応援しています。

平成２９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２９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。



大阪府 50代 少しですが地域へ貢献できればうれしく思います。

東京都 60代 多少ですが、有効に税金を使ってください。

東京都 60代 出雲には、行ったことがないので、いつか行ってみたいです。

東京都 70代以上 今年も、寄附をさせて頂きます。 よろしくお願いいたします。

愛知県 70代以上 縁結びで有名な出雲市の更なる発展を祈念します。

京都府 60代 旅行に行きたい県です。

東京都 50代 いつまでも自然環境を保ってください。

千葉県 50代 移住先としても考えています。 これからも街の充実に尽力を期待します。

東京都 50代 自然環境を守って下さい！

静岡県 50代 数年前に出雲大社に行きました。ツアーで時間がなく残念だったので今度は、ゆっくり観光したいと思います。

広島県 60代 20代の頃、仕事で出雲市に住んでいました。 地元の良さを活かした発展を楽しみにしています。

東京都 50代 少額ですがお役立てください。

大阪府 50代 子供の教育を応援します。

大阪府 30代 いつも美味しいしじみありがとうございます。

佐賀県 60代 毎年おいしいシジミを送っていただき、ありがとうございます。

兵庫県 50代 一度旅行に行きたいです。

静岡県 60代 旅行で伺ったときの印象がよかったので。またトマトが美味しそうだったから。

石川県 40代 2年前に出雲大社を目指しツーリングに行きました。 シジミがすごく美味しくて感動しました！

長野県 50代 何回か特産品をいただきましたが、美味しくいただいています。貴市のますますの発展を願っています。

東京都 50代 いつも干しいもを美味しくいただいています。 他と比べても、出雲のものが美味しいです。

大阪府 60代 出雲に３年前に伺いました。活気のある街づくりをして観光客が増えるように願います。

岡山県 50代 出雲市から奥出雲エリア、石見エリアにも観光客が訪れるような牽引役を期待しています。

大阪府 40代 出雲市立総合医療センターの皆様、母がお世話になりました。ありがとうございます。

千葉県 50代
妻が島根県が大好き。 観光に温泉に食に、毎年行きたいと言います。 しじみも普段スーパーで売っているものは食べませんが、ふるさと納税ではリ
クエストされます。

神奈川県 50代 応援しています。

東京都 60代 出雲市の発展と繁栄を祈念しています。

愛知県 40代 寝台急行大山に乗り、出雲によく行きました。 貴市に役立てて下さい。

兵庫県 50代 少しでもお役に立てれば幸いです。

兵庫県 40代 出雲大社は何度でも訪れたい場所でした。

神奈川県 30代 トマト楽しみにしています。

東京都 40代 魅力あふれる都市で、歴史や文化も素晴らしくまた訪れたい場所です。

東京都 60代 少しですが有効に活用してください。

愛知県  地域の活性化が日本の未来に繋がります。子供達のために頑張ってください！

神奈川県 70代以上 以前、出雲大社に行き、お蕎麦がおいしかったことに感動しました。お蕎麦で大いに町おこしを進めて下さい。

埼玉県 60代 年末に頂きましたらとても美味しかったのでまた注文します。

京都府 50代 リピーターです。 応援しています。

静岡県 60代 また、出雲に行きたいですね。 頑張れ出雲！

東京都 30代 また行きたい街です。

愛知県 50代 出雲の街の発展に少しでもお役に立てればうれしいです。

東京都 40代 仕事で出雲市のパソコン工場に何度も行きました。大変お世話になりありがとうございます。

岡山県 30代 妻が出雲出身です。応援しています。

埼玉県 40代 以前、山陰地方は寝台列車でよく訪れました。どの街も、ゆっくり歩いてみたいですね。

奈良県 60代 頑張って下さいね！

埼玉県 40代 応援しています！

岡山県 50代 ときどき出雲へは出張します。応援しています。

東京都 70代以上 ぜひ　一度は伺いたいと思っております。

千葉県 40代
早速トマトをリピートしました！！ 子供があっという間に食べてしまい、懇願されました！ 大事に育てられているのがわかります！！ 熱心な出雲市
が大好きです！

東京都 30代 出雲のイメージは出雲大社でしたが、お蕎麦も名産なのですね。新たな発見です。

東京都 40代 訪れてみたいと思いながら機会がありませんでした。 これをきっかけに今年は行ってみたいと思います。

茨城県 60代 まだ訪ねたことがありません。 是非行ってみたいと思っています。 素晴らしいまちづくりを進めてください。

東京都 30代 よろしくお願いします。

東京都 60代
もう２０年以上昔、出雲市役所にお邪魔しました。 その時、大変ご丁寧な対応をしていただきましたこと今でも忘れられません。ありがとうございまし
た。

東京都 40代 わずかな額ですが、何かのお役に立てていただければ嬉しいです。

神奈川県 50代 すてきなふるさと作りのお役に立てれば幸いです。

大阪府 50代
数年に一度出雲大社へ参拝に伺う程度の者ですが ジオ系海岸線や自然も多く海も綺麗なので個人的には近場の和歌山に次ぐお気に入り県です
最近高速やバイパスで利便性も上がりさらに近くに感じるようになりました ついでに個人的な異性縁も近くに欲しい物ですがそれはなかなか上手く
いきませんね  そんな感じですがいつまでも美しい出雲市を維持して欲しい気持ちで応援させてくださいね

大阪府 50代
とても美味しかったので、リピートです。限定数が残っていたのは、広報の問題でしょうが、私には嬉しいことです。 いつまでも美味しいものを作り続
けられるような地元の産業（特に農林水産業）の維持?発展?育成に力を注いでください。

静岡県 50代 いつも　応援しています。

三重県 50代 出雲へ行きました。とても良いところでした。

東京都 60代
昨年も出雲市でしじみを頼みました。 大変美味しくいただきました。リーピートです。 情勢は厳しいでしょうが、今後も魅力ある商品を提供して下さ
い。 宍道湖や神西湖のすばらしい自然を今後も守って下さい。 出雲市を応援します。

岡山県 60代 貴市のご発展をお祈り致します。

東京都 40代 お礼の品、美味しく頂いています。 ご発展をお祈りします！

東京都 50代 家族で出雲大社を訪れたことがあります。 日本の伝統を守り、遺産を維持していく苦労もあるかと思います。応援しています。

愛知県  神様の住む場所出雲。一度訪れてみたいです。 頑張ってください！応援してます！！

埼玉県 60代 歴史ある出雲市の益々のご発展を祈念します。

大阪府 50代 よい町づくりに努めてください。

東京都 50代 食べたことのないトマトなので楽しみです！

福岡県 40代 伝統を守り続けてください。

京都府 60代 出雲市の教育、子育てにお役に立てれば幸いです。

埼玉県 70代以上 歴史と文化を大事にしてください。

茨城県 30代 こういう変わり種の返礼品は面白くて良いですね。

京都府 40代 教育、子育て支援に使ってください。

宮城県 50代 過疎が進んでいるとお聞きしています。少しでもお役に立てばと思います。

広島県 70代以上 出雲には時々お邪魔します。 頑張って住みやすい町にしてください。

愛知県 40代 少しですが、教育にお役立てください。

群馬県 60代 今年は寒さ厳しく雪も多いかと思います。頑張ってください！

神奈川県  両親が出雲出身、親戚もいます。地域復興応援します。

東京都 40代 ご発展をお祈りします。

埼玉県 50代 観光でもっと地域が振興しますように。

埼玉県 40代 出雲市を応援しています。

東京都 50代 豊かな自然を大切にしてください。

愛知県 50代 応援しています。

埼玉県 50代 出雲に訪れたことはありません。 一生の間に必ず行きたいです。

埼玉県 60代 美味し蕎麦をありがとうございます。



愛知県 60代 子供たちの健やかな成長を祈っています。

東京都 40代 出雲市へ行きたいと思っています。

愛知県 40代 また出雲大社へ参拝に行きます。

大阪府 30代 文化の発信お願いいたします！

東京都 40代
人生で一度は出雲大社に行ってみたいので、出雲市は憧れの場所です。今後も応援させて頂ければと思っています。 トマトとしじみが家族で大好き
なので、お礼の品を楽しみにしております。

千葉県 40代 美味しいトマト、期待してお待ちしております。

奈良県 40代 母方の出身地ですので応援しております。

岡山県 50代 頑張って?

愛知県 40代 ささやかですが寄付させていただきます。近々静岡から出雲の直行便が始まりますので、訪れるのを楽しみにしています。

東京都 30代 出雲は大好きな街です。

沖縄県 30代 出雲応援しています。

神奈川県 20代以下
中学、高校時代に島根県に住んでおりました。島根県には美味しい食べもの、豊かな自然、暖かい人たち等、沢山の魅力があると思っています。応
援していますので島根の良さを全国にどんどんアピールしていってください！

埼玉県 40代 12月に開催された商工会議所青年部の会長研修会で伺いました。出雲の人に優しさに触れることができた機会でした。

北海道 40代 どんなトマトか楽しみです。

東京都 40代 作られた方も潤うような街づくりをお願いします。

埼玉県 50代
鳥取県、島根県によく遊びに行きます。 中国地方の米、特に日本海側のごはんが美味しいので 是非、ふるさと特産に加えて頂けるといいのではな
いかと提案致します。

東京都 50代 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 30代 頑張ってください。

東京都 40代 出雲で飲んだしじみ汁が忘れられません！

埼玉県 40代 応援しています。

埼玉県 30代 いつかお邪魔したいです！

茨城県 30代 子どもを増やせ！

兵庫県 30代 出雲歴史的建造物の保存を応援します。

東京都 40代 少ないですが有効にお遣いください。

東京都 30代 出雲大社式年遷宮のときはゆっくり見て回ることができなかったのでまた是非参拝したいです。

兵庫県 30代 父親の出身地なので親近感をもって応援しています！

東京都 30代 島根好きです！また遊びに行きます！

大阪府 30代 10000円以下の寄附でも特産品がもらえたらもっと寄附しやすくなると思います。 出身地の発展を願っています。

東京都 40代 母が出雲大社の出身で今回のふるさと納税にいたりました。知名度を活かし観光業に力を入れ、宿泊先の強化を希望します。

神奈川県  これからも地域の特産品を大切に育ててください。 いつか出雲市に遊びに行ってみたいと思います。

愛知県 30代 出雲大社いきます。

東京都 30代 宍道湖産のしじみが以前から気になっていたので、この機会に食べられるのが嬉しいです。届くのを楽しみにしています。

埼玉県 50代 素晴らしいふるさと振興にお役立てください。

東京都 20代以下 来年も寄付します。

兵庫県 30代 故郷出雲の発展を願っています。

東京都 50代 出雲は何度が訪問していますが大好きな街です。良いものを継承し待ちの活性化を図って下さい。

東京都 40代 まだ出雲に行ったことはないですが、いつか行ってみたいと思っております。

愛知県 30代 父親の出身地なので応援しています！ふるさと全国県人会祭には、毎年行って島根県のブースを楽しみに拝見しています。

東京都 50代 今年行きます！

千葉県 50代 以前、出雲市に住んでいました。 頑張ってください。

東京都 30代 出雲大社に何度か行ったことがあります。応援してます。

岡山県 40代 素敵な特産品と思います。

東京都 40代
魅力的な農産物などを提供できる事はその地域の特徴と思います。ふるさと納税のシステムにより、非民主的な税金を使って、民主的に「投票」し継
続的に評価していけると思っています。今回は初めて応募させて頂きますが、継続的に地域の良さをアピールし続ける事で良いものを広めて頂けれ
ば幸いです。

大阪府 50代 ささやかですが、応援させていただきます。

愛知県 50代
島根医大卒業生です。6年間を出雲市でお世話になりました。出雲は私にとって第2の故郷です。ますますのご発展をお祈りしております。些少です
がお役立てください。

神奈川県 50代 何度か訪れさせていただきました。とってもいい街だと思います。応援しています。

埼玉県 40代 頑張って下さい。 応援しています

東京都 40代 頑張ってください。

東京都 30代 出身地の出雲市、いつも応援しています。

東京都 40代 昨年父の古希のお祝いで家族で島根に旅行に行きました。 よい思いでの場所なので、選ばせてもらいました。

神奈川県 60代 出雲大社に参拝するなどの目的で、近いうちに出雲市を訪ねたいと願っております。交通の便がよりよくなるといいですね。

東京都 30代 僅少ではございますが地域振興のためにお役立て下さい。応援しています。

愛知県 50代 出雲出西に親戚がおりまして毎年出雲に伺います。神々しい風景にふれて魂がよみがえります。出雲市大好きです。

栃木県 20代以下 頑張ってください。

茨城県 30代 出雲市には、子供が産まれる時に旅行に行き、 思い出があります。 ブランド都市として頑張ってください。

神奈川県 40代 いつか旅行に行きたいと思います！

滋賀県 50代 出雲大社に毎年出かけています。

東京都 50代 今年の11月に出雲市に旅行に行きました。そのときにお世話になったため。

長野県 50代 頑張って下さい。

神奈川県 40代 少しでも出雲市のお役に立てれば幸いです。

大阪府 30代 応援しています！

群馬県 40代 学力向上、頑張ってください。

東京都 30代 応援しています。観光でも伺わせて頂きます。

大阪府 30代 応援しています。住みやすい市になってください。

長崎県 50代 益々の発展を祈念します。

東京都 40代 現在は東京在住ですが、旧大社町の生まれです。 今年は旅行で出雲に行くことができました。また訪れたいと思っています。

東京都 30代 出雲大社が好きです！

三重県 40代 楽しみにしてます。

神奈川県 50代 来年も素晴らしい返礼品を期待します。

福井県 30代 鷹の爪団の吉田くんでアピールしてほしいです。

神奈川県 40代
先日出雲市役所に勤務している知人の結婚式に出席するため、出雲市に行きました。この風景は一生ものの宝です。今後も大事にしていただきた
いと思います。

大阪府 40代 出雲市、頑張ってください！

埼玉県 40代 応援しています。 お役に立てれば幸いです。

愛知県 30代 本年出雲市を訪ねるご縁をいただきました。

東京都 40代 出雲は毎年行きます。 大好きな街です。

東京都 40代 観光で訪れて以来、出雲の町のファンになりました。間接的な形ですが、町の振興にお役に立てればありがたいです。

千葉県 30代 いつか伺いたいと思っています！

愛知県 40代 美味しいしじみの出雲市にいつか訪問したいです。

神奈川県 50代 高齢者福祉の充実をお願いします。

北海道 20代以下
春に斐川町に仕事で派遣され、島根のいいところをたくさん見ることができました。すこしでも貢献できればと思い申し込みます。また訪れたい島根
県、頑張ってほしいです。

愛知県 40代 美味しいしじみの出雲市にいつか訪問したいと思います。

東京都 40代 出雲は修学旅行で訪れて以来一度も行っていません。いつかまた行きたいです。

大阪府 40代 うちの家内の出身地である出雲市・・・大好きです！ いつまでも魅力的な場所であって欲しいです。



神奈川県 40代 美味しいトマト作り頑張ってください。

神奈川県 40代 いつか出雲大社に行きたい！

東京都 50代 みなさんが笑顔で幸せでありますように(^^)

東京都 40代 出雲市の財政健全化が選択肢にあったら良いと思う。

埼玉県 30代 歴史と魅力に溢れた出雲へいつか行ってみたいと思います。

福岡県 50代 両親の出身地です。毎年夏休みに滞在するのを楽しみにしていました。

愛知県 50代
出雲市へは２度訪れたことがあります。歴史と文化、美味しい食事と美しい景色がとても印象的でした。今度はぜひ家族と一緒に訪れたいと思って
います。歴史と文化資源の保存に役立てていただけたら幸いです。

愛知県 30代 出雲の神様のおかげさまで結婚相手が見つかりました。ありがとう。

大阪府 30代 神秘的な出雲市の魅力を世界に向けて発信して下さい。

静岡県 40代 出雲市には仕事の関係で何度かお伺いしたことがあり、不思議なご縁を感じています。少しですがお役立ていただければ幸いです。

東京都 50代 ２０１７年に旅行で出雲市に行きました。観光資源、土地の豊穣品等で市が活性化されるよう願っています。

北海道 30代 魅力ある観光地であり続けてください。

埼玉県 40代 出雲大社を中心とした町を維持してください。

千葉県 40代 大好きなしじみの里として応援しています。

東京都 30代 地域を盛り上げてください！

大阪府 40代 両親が旧出雲市出身です。伝統ある歴史文化をお守りください。応援しています。

東京都 40代 昔　住んでいました。応援しています。

神奈川県 20代以下 頑張ってください。

静岡県 30代 観光を盛り上げてください。

神奈川県 30代 出雲大社参拝し無事結婚したので、 御礼参りに行きたいのですが、暫く行けないと思われたので、別の形で応援させていただければと思います。

三重県 60代 一昨年旅行で訪れました。 豊かな自然と共存しながら、様々な面で住みやすい地域づくりに邁進されます事を祈願しております。

千葉県 50代 自然を大切に。

東京都 20代以下 応援しています！

大阪府 40代 ふるさとより日本を元気にしてください。

埼玉県 40代 家族から、絶対、出雲市のお蕎麦を、といわれています。

愛知県 50代 今年こそ出雲へ旅行に行きたいです。

東京都 50代 出雲は神社仏閣が多くあり、大好きな場所です。 時間があれば、また行きたいです。

東京都 30代
出雲を離れかれこれ２０年経ちますが、出雲に生まれ出雲で育ったことを誇りに思っています。 これからも変わらない心のふるさと出雲であることを
祈っています。

熊本県 40代 地域振興に活かしてください。

東京都 60代 出雲大社に訪れたことを懐かしく思い出します。

東京都 50代 三十余年前に浜田市に住んでいましたが、仕事の関係で当地にもしばしば参りました。以来ずっと応援しています。

静岡県 50代 まちづくり応援してます。

東京都 40代 私は以前旅行で、妻は本年出張で伺いました。 いずれ揃って伺いたいと話をしています。 これからも出雲市の魅力を更に高めていってください。

神奈川県 50代 ディオッサ出雲の振興に使ってください。

東京都 50代 出雲市に住む母のためにふるさと納税をします。

神奈川県 50代 来年旅行を予定しています。少しでも寄付が出来たらと思いました。

東京都 40代 出雲、いいところですよね。 がんばってください。

北海道 40代 郷里に住む親族が過ごしやすい街でありますように。

千葉県 50代 観光で訪れ、とても良かったです。頑張ってください。

福岡県 30代 MIGUSAが欲しかったので良かったです！来年も頼みます！

東京都 40代 出雲の神在祭に参加させてもらいました。 素晴らしい神事と伝統をこれからも守り続けてください！

東京都 50代 地域振興応援しています。

京都府 40代 頑張って下さい。

兵庫県 40代 頑張ってください。

大阪府 30代 いつか行ってみたいです。

愛知県 50代 縁あって子供が出雲市で働いています。ご挨拶代わりの寄附です。

東京都 30代 観光で行ったことがあり、また行きたいと思っています。

東京都 30代 ふるさとが発展するよう少しでもお役に立てればと思います。

埼玉県 30代 妻の実家にも出雲の特産品を送りたく寄付致しました。

埼玉県 30代 また来年も寄付させて頂きます。

大阪府 20代以下 いつか出雲大社へ行きたいと思っています。

神奈川県 50代
勤め先の支部が島根県にもあります。 今年の10月に同期が転勤したこともあり、島根県にも遊びに伺いたいです。 その際は、出雲大社には是非寄
りたいですね。

大阪府 50代 旅行での 楽しい思い出があります。

神奈川県 40代 応援してます。

神奈川県 40代 今一番行ってみたい。

東京都 50代 出雲の自然を守って下さい。

宮城県 30代 東北より年始に出雲大社へ初詣に行きます！ 出雲市の繁栄をお祈りしております。

大阪府 30代 前回訪れた際に美味しい魚介を頂き、大変魅力を感じました。これからもふるさと納税等通じて、お力になれればと考えております。

東京都 40代 父親の出身地なのでわずかではありますが今回寄付をさせて頂きました。 魅力的な街つくりを目指してください。

大阪府 30代 応援しています！

東京都 30代 がんばってください。

千葉県 30代 いつか行きたいです。

神奈川県 40代 なかなか遠くて行けないのですが、いつか必ず行きたいと思ってます。

神奈川県 50代 些少ですがお役立てください。

東京都 40代 出雲旅行の際、妻と知り合い結婚しました。

東京都 50代
今夏、出雲大社にお参りしてきました。大変暑かったですが、神様を身近に感じさせていただきました。 また機会がありましたらお訪ねしたいと存じ
ます。

神奈川県 50代 出雲先日行きました。素晴らしい観光資源を生かし、頑張ってください！

鹿児島県 30代 友人が住んでいるので是非行きたいです。

神奈川県 40代 出雲の魅力を日本に限らず、世界に発信していただきたいです。

東京都 40代 活力のあるまちづくりと福祉の充実した豊かな環境の実現を・・・

兵庫県 40代 地元大社の発展を願っています。

香川県 40代 より一層の障がい者・高齢者福祉の向上を期待します。

東京都 50代 妻の実家が出雲市で義理の両親が暮らしています。少子高齢化の対策に使って下さい。

東京都 30代 素敵な街づくりに活かして下さい。

大阪府 60代 観光客が増えていると思います。色々と設備が必要だと思いますので役立てばいいなと思います。

愛知県 40代
出雲大社の縁結大祭に参列させて頂きました。出雲の神々にご挨拶させて頂く事ができましたし、温泉地にも宿泊し、とても充実した時間を過ごす
事ができました！あ、宍道湖の夕日も、もちろん見ました！！！これからも、寄付させていただきたいなと思います！！良い返礼品をありがとうござ
います！！また、ぜひ出雲へ足を運びたいと思います！！ どうぞ宜しくお願い致します。

東京都 30代 出雲そば美味しいです！これからもがんばってください。

東京都 40代 今後ますますの御市のご発展をお祈り申し上げます。

東京都 30代 行ったことはないですが、応援しています。

神奈川県 50代
ディオッサ出雲女子サッカーチーム応援しています。 出雲市の益々のスポーツ振興を、希望しております。 今後ともどうぞよろしくお願いいたしま
す。

東京都 50代 応援しています！

滋賀県 40代 出雲は憧れの土地です。 いずれ訪れたいと思っています。

広島県 60代 歴史と文化に育まれた元気な出雲市の益々の発展に期待しております。



福岡県 50代 いつか訪れてみたい街です。

東京都 40代 噂の超トマト楽しみにしています♪ 出雲市大好き！がんばって～！

神奈川県 40代 いつか出雲大社お参りしたいです。

滋賀県 20代以下 出雲そばの大ファンです！今年も楽しみにしています。

兵庫県 50代 応援しています。

長野県 40代 好きで何度も訪れてます。発展をお祈りして。

神奈川県 50代 なかなか遠方なので行けませんが、いつか訪問したいと思う地です。特に出雲神社に参拝したいと思っています。

福岡県 40代 出雲市の何かの役に立てればと思います。

大阪府 40代 がんばれ！

山口県 60代
私は出雲市出身ではありませんが、隣の山口県に住んでいて何度も訪れたことがあります。また、知人も多く、神話の国出雲には非常によい印象を
持っています。

神奈川県 40代 頑張ってください。

埼玉県 40代 出雲大社いつか行きたいです。

熊本県 50代 応援しています。

兵庫県 40代 また遊びに行きますね！

大阪府 40代 地方創生がんばってください！

岡山県 50代
毎年、５月に出雲大社春期例大祭に参拝しております。ほんとに素敵な町だと思います。近年、道路整備も加速して大都会の様な雰囲気も出て、活
気を感じます。今後も、医療・商業と同じくらい文化と教育にさらに力を入れて若者が定住する町づくりを期待します。

神奈川県 30代 これからも住みどんどん良い街にしていってください。

千葉県 50代 3年ほど前に出雲大社へ行きました。また行きたいです。

北海道 30代
いつか出雲大社の神あり月に訪れてみたいと思っています。 なかなか遠くて縁がありませんが、縁結びの町として遠くない未来に機会があることを
祈っています。

兵庫県 30代 新婚旅行で楽しい思いでができました。素敵なところがたくさん知れてよかったです。

神奈川県 40代 出雲大社にお参りさせていただいています。 海産物など地産のものもアピールしてもよいと思います。

大阪府 40代 旅行でよくお世話になります。 日本人の原点、是非保全ください。

千葉県 40代 学会で伺いました！現地でいただいたしじみご飯大変美味しくいただきました。

東京都 40代 広島県出身の東京都在住のものです。子供の頃に出雲大社に言ったのを思い出しました。また子供を連れて行きたいです。

千葉県 30代 遠方より応援しております。

千葉県 40代
出雲大好きで、出雲大社も子供と訪れました！ 返礼品も品数がたくさんあり、魅力的なものもたくさん、情報誌も送ってくれるので、とても情熱を感じ
ます！これから頻繁に利用させていただきます?

東京都 40代
出雲大社に御参りさせて頂いたことがあり、好きな街のひとつです。楽しい時間を過ごさせていただき感謝しています。 これからもステキな街づくりを
されてください。陰ながら応援しております。

東京都  頑張ってください。

山口県 30代 これからも頑張って下さい。 応援しています。

愛知県 30代 神西湖産のしじみ、家族で美味しくいただいております。

千葉県 40代 まだ行った事の無い街なので一度行きたいです！

滋賀県 40代 以前仕事で市内に住んでいました。

東京都 30代 由緒ある町、いつか訪れてみたいです！！ 頑張ってください！！

東京都 30代 なかなか関東からは行く機会がありませんが、ふるさと納税を通じて心理的な距離が少しでも縮まればと思っています。

千葉県 40代 出雲大社には一度は行ってみたいと思っています。

東京都 30代 以前旅行でお邪魔したことがあり、いい思い出です。応援しています。

大阪府 40代 出雲大社に結婚前に旅行で行きました。今度は家族で行きたいです。

神奈川県 50代 妻の母方の田舎なので申し込みました。

東京都 30代 ファイトです！

神奈川県 30代 宜しくお願い申し上げます。

福岡県 40代 兄の勤務地だったので、遊びに行きました。 転勤してしまいましたが、また行きたいと思います。

神奈川県 70代以上 昨年、家族旅行で松江と出雲をまわりました。またみんな元気で訪れたいと願っています！

岐阜県 60代 出雲市の更なる活性化を期待します。

大阪府 40代 今度は出雲に旅行に行きますね！

神奈川県 60代 住みやすい街づくりが出来ますように応援しています。

東京都 50代 応援しております。

宮城県 50代 お役立てください。

福岡県 40代
以前、山陰地方在住時に仕事関係で出雲市に行く機会がよくありました。 出雲大社はじめ歴史ある神社へ参拝したことを懐かしく思い出します。 出
雲市の発展を祈念しています。

千葉県 30代
先日、旅行でそちらにお邪魔した際、地元の皆様の暖かい人柄や優しさに癒されました。そのお礼といってはなんですが、地元の皆様のために使っ
て頂けたらと思います。

愛知県 30代 名古屋からのアクセスがもっと充実すると嬉しいです。

兵庫県 50代 益々のご発展をお祈りいたしております。 地域振興にどうか頑張って下さい。

大阪府 40代 ファイト！

東京都 50代 産地として認識していない特産物がありますので、届くのがとても楽しみです。

千葉県 40代 駅伝を盛り上げてください。

北海道 30代 来年旅行に行こうと思っています。

東京都 20代以下 これからも頑張って下さい。

神奈川県 30代 これからも応援しています。

東京都 20代以下 まだ行ったことないですが、いつかは行きたいです！

大阪府 20代以下 出雲大社で、出雲市を知っていましたが最近母に出雲市のトマトの話を聞き、興味を持ちました。

東京都 30代 これからも素晴らしい農産物を作ってください。応援しています！

千葉県 50代 応援してます！

千葉県 40代 毎年出雲大社を訪れることを楽しみにしております。 応援しています。

東京都 40代 この夏、出雲に旅行に行く予定でしたが、宿が取れずに断念しました。

東京都 40代 何度か訪れたことがあります。ふるさとチョイスを見て、食も豊かなことに驚きました。歴史ある町のさらなるご発展を祈ります。

東京都 60代 妻の母の故郷で、私も何度も訪れた大好きな町です。妻の叔父も暮らしています。わずかな寄付ですが、少しでもお役に立てたらよいです。

神奈川県 50代 出雲阿国、出雲の神様、が思い浮かびます。 トマト、とても楽しみです。

静岡県 50代 子供の大学で島根の方とお知り合いになり　島根に好意を抱きました。

鳥取県 50代 長男が出雲市で大学生活を送っています。おかげで出雲市に行く機会も多くご縁があるものと思っております。ご発展をお祈りいたします。

東京都 40代 素晴らしい町で大好きになりました。 またぜひ出雲市に行きたいです！

兵庫県 40代 父の実家が出雲市にあるので地域発展を期待して納税します。

福岡県 30代 頑張って下さい。

東京都 30代 地域活性化のために、頑張って下さい。

東京都 40代 歴史文化資源、出雲大社の保存にお役立てください。

兵庫県  一度訪れたいと思っています。

神奈川県 40代 出雲大社良かったです。

東京都 30代 寄付金を有効に活用して頂ければと思います。

埼玉県 50代 出雲市に住んでいました。頑張って下さい。

茨城県 60代 心のふるさと出雲市が大社とともに益々の発展をお祈り致します。

大阪府 50代 式年遷宮の時に訪れました。 松江からの一泊でしたので、もっとゆっくり回りたかったです。 また、行きたいです。

神奈川県 40代 縁結びの街、出雲にいつか訪れたいと思っています。寄付は少しですが魅力的な街づくりにご活用下さい。

埼玉県 30代
妻の実家が島根のため毎年出雲大社へ参拝させていただいております。きれいな街並みも神門通りを散策していて気持ちいいです。島根県、出雲
市を全国へ発信し続けてほしいと思います。

愛知県 50代 来年出雲大社へ旅行に行きます。

静岡県 30代 出雲大社の纏う空気が好きです。 出雲大社でお参り後、姉が結婚しました！ありがとうございました！



岡山県 50代
去年のふるさと納税を出雲市にして満足したため、今年も出雲市にしようと思いました。 去年のお肉がとても美味しかったので、今年も期待していま
す。

神奈川県 30代 発展をお祈りしています。

東京都 40代
島根出身です。出雲にはよく遊びに行きました。キララ多岐から東に進む海岸線をよくドライブしたものです。結婚して関東に住みなので、今回初め
てのふるさと納税、こちらを応援したいと思い申し込みました。いちじく本当においしいですよね！地域の活性化のため頑張ってください。

岐阜県 50代
干物の大きさが分からないので迷いましたが、のどぐろと甘鯛の食べ比べがしたくて寄付を決めました。干物は各品目の重さを明記したほうが良い
と思います。

東京都 40代 応援しています！

福岡県 30代 蕎麦最高！

兵庫県 50代 出雲の産業発展を祈っています。

東京都 50代 一度は出雲大社に行ってみたいです。

神奈川県 40代 寄付金が少しでもお役に立てれば幸いです。

東京都 40代 一度は行ってみたいと思ってます。

大阪府 40代 今年、出雲大社に旅行に行きました。素晴らしい文化遺産です。

大阪府 30代 出雲大社へまた伺いたいです。 そのほかゆっくり過ごせる場所があると嬉しいです。

埼玉県 40代 寄付金は、出雲の子供たちのために使ってください。

京都府 40代
出雲大社に何度かお参りさせていただいています。 少し交通の便が不便なのでなかなか行けませんが、穏やかな良いところだと思いますので、こ
れからも頑張ってください。

東京都 30代 素晴らしい街作りを応援します。

東京都 50代 貴市の他店舗が取扱うしじみもお願いしたことがありますが、かみありづきさんの方が良かったのでまたお願いします。

大阪府 30代 出雲市発展の一助となれば幸いです。

大阪府 30代 しじみ楽しみにしています

静岡県 30代 また行きます！

東京都 40代 今後益々のご発展をお祈りしております。

東京都 50代 少しですがお役に立てば・・・・

広島県 50代 中国地方自治体を応援しています！

大阪府 50代 竹内まりあさんのファンで（笑）竹野屋さんには何度か宿泊させていただきました。また来年も訪れる予定です。

愛知県 30代 出雲大社で結婚式を挙げさせていただきました。これからも陰ながら応援させていただきます。

東京都 50代 実家に帰省した際には、よく出雲大社に参拝に行きます。出雲の歴史文化の存続を願っています。

大阪府 40代 けんちゃん漬けおいしいです。いく度も買ってます。

広島県 50代 島根ワイナリーへ観光して以来,島根ワインのファンです。

千葉県 50代 がんばってください。

奈良県 60代 神話の街に魅力を感じます。

東京都 30代 是非、子育て支援に使ってもらいたいと思います。

三重県 30代 これからもどんどん盛り上げていってください。

神奈川県 30代
以前のしょうゆ900ml6本セットが非常に気に入っており、3回くらいリピート注文していたのですが、今回500ml3本になってしまい非常に残念です。 ふ
るさと納税がなければ出会うことがなかった商品です。今回の返礼率の低下に伴い、まだ出雲市の良い商品を知らない人たちが新たに良さを知る
機会も減ってしまいそうで心配です。。

北海道 40代 トマト、非常に楽しみです。 よろしくお願いします。

和歌山県 30代 いつかは訪ねたいと毎年思っているほど魅力を感じている貴市を応援しています。

神奈川県 40代 いつか出雲大社に行ってみたいので寄付します。

東京都 50代 遅くなりましたが、どうかよろしくお願い致します。また出雲を訪ねます。楽しみにしています。

埼玉県 50代 がんばってください！

東京都 20代以下 これからも頑張って下さい！

愛知県 50代 神話の町として益々の発展を望んでいます。

愛知県 40代
毎年、神在月に出雲市を訪れています。バスを利用して観光しますが、（Pasmoなど）交通カードが使えるとバス乗降時の混雑緩和にもなるのではな
いでしょうか？　観光しやすい街づくり頑張ってください。

東京都 50代 出雲大社で結婚式をあげました。ですので、何か寄付できないかと思っておりました。お役に立てれば幸甚です。

福井県 40代 神社仏閣めぐりが趣味なので是非近々出雲を訪れたいと思います。

神奈川県  
去年寄付をして同じものを頂きました。お蕎麦、うどん、ひやむぎと美味しさを再発見しました。 日本橋のしまね館に買いに行きたかったのですが今
閉館中の為また寄付します。 品物が届くのとしまね館の再開を楽しみにしています。

京都府 50代 自閉症者の福祉に役立つ事業に寄付金を使ってください。

群馬県 40代 応援しています。頑張ってください。

神奈川県 40代 お醤油が美味しいからでしょうか？出雲で食べたそばが一番好みです。

埼玉県 20代以下 頑張れ?

沖縄県 30代 いつか行ってみたいです。

東京都 40代 一度いつかは訪れて見たい都市です。観光しやすい看板や目印などへの活動に寄付いたします。

大阪府 30代 いつか訪れたい場所です。 頑張ってください。

神奈川県 30代 地方を元気に！

兵庫県 60代 神さまのくに、美しい街のイメージあり、いつまでも大切に??

東京都 30代 住みやすいまちづくりを進めていって下さい。

東京都 50代 皆が行きたくなるような素敵な場所を維持してください。

神奈川県 40代 我が家のお正月のお雑煮にこののりは必要不可欠です。 できたら年内に受け取りできるようお取り計らいほどよろしくお願いします。

埼玉県 70代以上 一度宍道湖　出雲大社に行きたいです。

埼玉県 50代 出雲の美しい景色が印象的でした。また訪れたいと思います。しじみも大好きです。

神奈川県 50代 いつかは出雲大社を訪れたいと思います。

東京都 40代 以前出雲大社へお参りに伺いました。 いつまでも文化・歴史遺産を残してください。

東京都 50代 家族旅行で伺いました。何度でも訪ねたい素晴らしいところ出雲です！

千葉県 30代 ささやかながらお力添えできれば幸いです。

神奈川県 40代 歴史や環境の保全を頑張ってください！

千葉県 60代 はじめまして 学生時代より、出雲の国に魅力を感じてます。 いつまでも素敵な街でいらっしゃいますようにの心をこめて・・・

東京都 50代 行った事がありません。 いつかは行きたいです。 環境が変わらずに綺麗な出雲市でいてください。

千葉県 60代 一度は行ってみたいところの一つです。 子供たちが伸び伸びと暮らせる、市政をお願いします。

東京都 60代 歴史と伝統、文化の保存をお願いいたします。

埼玉県 70代以上 頑張ってください。

東京都 30代 出雲の自然と歴史が大好きで、学生の頃から毎年必ず伺っております。これからも益々の発展を願いまして、僅かながら寄付させていただきます。

北海道 60代 初めてです。ヨロシク！

埼玉県 50代 大好きな出雲　美しい町のままでいてください。 人の心も温かく大好きです。

岐阜県 50代 自然環境、歴史文化遺産保存の為に頑張って下さい、応援しています。

新潟県 50代 山口県に住んでいた頃よく訪ねました。またいきたいです。

東京都 70代以上
今年、出雲へ旅行しようと思っていましたが、体調を崩し実現しませんでしたので、せめておそばを味わおうとお願いしました。来年こそ行きたいと
思っています。

岐阜県  出雲の歴史的強みを  生かした 活動を望みます。

京都府 50代 出雲市の中学校の 合唱が大好きです。応援しています。

北海道 40代 ぜひ行きたい街です。良い街にしてください。

岡山県 40代 何度が旅行へいきましたが、良いところですね。 また行きたいと思います。

滋賀県 50代 ふたたびがんばってください。

滋賀県 50代 がんばってください。

福島県 30代 独身です。 縁結びと関係のあるところに、関わりたくて寄付をしました。 良いことがありますように願っています。

東京都 50代 美味しい「しじみ」いつも有難うございます。便利で大好きです。



京都府 20代以下 出雲市出身ではないですが、長く住んでいました。産業の振興を願って。

茨城県 40代 いつまでも神々しい出雲でいてください。

愛知県 60代 出雲市を応援します。

東京都 30代 出雲大社に伺いたいと思っています。

福岡県 50代 まだ訪れたことがありません。一度行ってみたいところです。 頑張ってください。

福岡県 50代 　今後の出雲市の発展をお祈りします。

栃木県 50代 いつか行ってみたいです。 日本の伝統、美を守って受け継いでいって欲しいです。

東京都 40代 旧平田市の出身です。私自身は地元を離れて暮らしていますが、家族が出雲市に住んでいますので、高齢者福祉が充実するよう願っています。

東京都 50代 応援してます。

愛知県 50代 世界から注目される観光都市を目指してください。

神奈川県 70代以上
宍道湖から出雲大社へ一人旅をしました。 古代の香りのなかで素朴な味に舌鼓をうちました。時々島根館を訪ねて楽しかった旅行を思い出してい
ます。

東京都 40代 今度出雲大社に行ってみたいと思います。

東京都 60代 出雲大社に是非行きたいと思っています！

埼玉県 40代 豊かな歴史と自然を有した観光地にとどまらず、地域イメージを活かした産業の発展に期待しています。

神奈川県 40代 出雲大社にお参りしたことがありますが、とても空気が澄んでいて素敵な所だと思いました。

大阪府 60代 我がふるさと出雲市の活性化を期待しています。

埼玉県 50代 応援しています！

神奈川県 40代 ふるさと納税をきっかけに出雲の特産物や魅力を知りました。おいしい出雲そばで、年越しの楽しみが増えました。 楽しみにしています。

東京都 30代
出雲市に知人が住んでいて、遊びにいったこともあることから、今回ふるさと納税をしました。素敵な街づくりをしていただけたらと思います。頑張って
ください。

群馬県 40代 僅かですが、市政発展のためにお使い下さい。

東京都 40代 特産品を食べて、今度は遊びに行きたいと思いますので、応援しています！

兵庫県 60代 毎年、島根県の温泉へ行きます。そのときに日御碕灯台に寄ります。 灯台を維持してください。

千葉県 50代 学生時代に数回訪問したことがあります。

愛知県 30代 一度神西湖を訪れてみたいと思っています。その時を楽しみにしています。

千葉県 30代 子供が大きくなったら訪れたいと思っています。 家族みんなお蕎麦が大好きなので、まずはお蕎麦から堪能させていただきたいと思います！

愛知県 30代 神西湖産のしじみ、いつも美味しくいただいています。

宮城県 60代 よりよい市政づくり頑張ってください。出雲そばで年越しできるのを楽しみにしてます。ぎりぎりですが、よろしくお願いします。

大阪府 50代 出雲大社近辺の観光地化をより発展させて、魅力ある町づくりを頑張って下さい。

東京都 40代 よろしくお願いいたします。

神奈川県 50代 久しく帰っていませんが、故郷を誇りに思っています。

福岡県 60代 出雲市がもっと発展する様に頑張ってください。

埼玉県 50代 3回旅行で伺ったことがあります。 とても素敵な所ですね。 もっともっと魅力的な街作りをして下さい。 期待しています。

神奈川県 30代 ふるさとの観光の振興に役立ててほしい。

青森県 60代 来年は出雲大社にぜひ行きたいと思っています。

神奈川県 50代 出雲大好きです。ずっと応援しています！

愛知県 30代 がんばってください！

大阪府 60代 頑張ってください。

大阪府 50代 出雲大社を含めた自然、環境を未来に保ってください。

群馬県 50代 とても素敵な町と人柄なのでどうか続けていただきたいです。

東京都 50代
総務省の規制など色々と無理難題があるかもしれませんが、出雲市独自のアイデアを前面に出して、遠慮のない企画による返礼品の魅力アップに
期待します！

茨城県 60代 歴史の町のイメージが鮮明にあります。 より良い町が未来永劫続くことを祈っています。

愛媛県 40代 出雲そば　大好きです！

山口県 40代 こちらも地方なので頑張りましょう！応援しています！

兵庫県 50代 旅行で行ったことが２回あります。また訪れたいと思う町でした。 頑張ってください。

静岡県 20代以下 今後も魅力を発信してください。

大阪府 40代 高齢者への福祉サービス充実をお願いします。

東京都 40代 かれこれ１０回以上は島根に旅行をし、家には島根の工芸品が揃い、第二の故郷のように親しみを感じています。少額ですが、お役立てください。

千葉県 50代 初めて応募します。 お手数ですが、よろしくお願いします。

東京都 70代以上 いつか行ってみたいです。

群馬県 50代 出雲市を応援します。

兵庫県 40代 夫婦揃って出雲が大好きなのです。

大阪府 40代 大好きな街です。 より良い街づくり、頑張ってください。

宮城県 50代
出雲市は良い町だと聞いております。今度旅行で行ってみたいと思います。 寄付金が町の発展につながるよう有効に使ってくださるようお願いいた
します。

千葉県 20代以下 初めて寄付します。よろしくお願いします。

東京都 40代 出雲は憧れの土地です 旅行でしか行ったことがありませんが、またお邪魔したいと思えるところです これからも地域活性していってください。

兵庫県 30代 出雲市は度々遊びに行かせて頂いてます。また是非立ち寄りたいです！

神奈川県 30代
一度だけですが、出雲市へ伺った事があります。出雲大社はじめ、食事なども美味しく良い思い出です。今は結婚もし子供も生まれてますので、より
深く縁を結んでもらえるようにまた訪れたいと思います。少しばかりですが活力あるまちづくりにお役立ていただければ幸いです。

石川県 50代
以前松江市に赴任しており、出雲市へはよく出かけていました。歴史と文化のある素敵な場所だと思ってます。海外からも訪れる人が多い時代にな
りました。これからも魅力に磨きをかけて住む人が活き活きと暮らせるまちづくりに些少ですが役立ててください。

東京都 60代 今年5月に出雲市で講演をしたので貴市発展のため寄附致します。

東京都 30代 海外からの観光客も積極的に増やしていきましょう！

神奈川県 50代 出雲大社、家族でまた行こうと思います。

東京都 40代 義理の両親が住む出雲市を応援してます。

東京都 70代以上 フレーフレー出雲市！

東京都 40代 行ったことがない出雲です。年末に出雲雰囲気で出雲そばが食べたい！ので、12月中に受け取れたらと思ってます。

大阪府 30代 旅行で訪れました。応援しています。

愛知県 40代 日本のルーツとして頑張っで欲しいです！

愛知県 40代 出雲市は落ち着いていて大好きです。

三重県 50代 出雲に行った時に食べた釜揚げの出雲そばの美味しかったこと… 家で上手くできるか分かりませんが挑戦してみようと、出雲そばを選びました。

和歌山県 40代 出雲には２度訪れたことがあります　また行きたい町のひとつです　頑張って下さい。

神奈川県 40代 友人が出雲出身で出雲にも旅行にいきました。 とてもいい町でした。微々たる額ですが何かの役に立っていただければ幸いです。

大阪府 60代 出雲市の魅力をもっと発信してください。

東京都 70代以上 若い頃に行った出雲大社、沢山の思い出があります。 又行きたいと思います。 大切な文化遺産是非守ってください。

三重県 60代 歴史ある文化を大切にして。

茨城県  ふるさと納税なので、品質の良いものが来ると期待しています。

京都府 30代 一度観光で訪れてみたい街の一つです これからも頑張ってください、応援しています！

埼玉県 50代 出雲大社・日御碕等の保全をお願いいたします。

千葉県 60代 出雲市は従姉妹親戚が住んでおり毎年微力ながら応援させていただいてます。

東京都 40代 応援してます。

岐阜県 70代以上 当地から割合交通の便が悪いけど一度訪れたいまちです。

大阪府 50代 トマト大好きなのでこれからも美味しいトマトを期待しています。

京都府 40代 地域振興頑張ってください。

京都府 40代 地域振興頑張ってください。

青森県 60代 今年もささやかながら応援します。 貴市の益々のご発展を祈念いたします。



愛知県 40代 以前社員旅行で行きました。おいしいおそばがもう一度食べたいです。年越しそば間に合うかな？

東京都 30代 特産品の魅力をこれからも発信して行ってください！

東京都 70代以上 9月に出雲大社に行きました。厳かで素敵でした。

東京都 30代 歴史ある物を、後世に伝えられるように、頑張ってください

東京都 40代 縁結びの町としてこれからも多くのご縁を結んでください。

神奈川県 70代以上 宍道湖のしじみがおいしいので申し込みました。

兵庫県 60代 新聞等で「出雲」の文字が出ると思わず見入ってしまいます。御県の躍進を願っています。

兵庫県 50代 出雲市の発展と貴市職員を応援します。

東京都 30代 出雲そばのファンです！

愛知県 30代 出雲大社へ行ったことがないので、行ってみたいなと常々思っています。観光、産業と市の繁栄を願っております。

東京都 50代 都会に負けるな！

大阪府 40代 これからも素敵なまちづくりをお願い致します。

愛知県 30代 以前仕事で島根県に住んでおり非常に愛着があります。これからも益々のご発展を祈念しております。

東京都 40代 ますます出雲市が発展しますように。

神奈川県 50代 頑張ってください。

東京都 40代 出雲、行ってみたいです。

埼玉県 50代 いつか行ってみたいです。

神奈川県 30代 去年も頂戴しました。大変おいしかったです。こうした自然のめぐみが育まれていきますよう皆様のご尽力が末永く続きますことを祈念いたします。

島根県 50代 島根に越して5年目です。 島根の魅力を全国に発信してください。

千葉県 60代 有意義に使用してください。

東京都 40代 一度、訪れたいと思っている土地です。

神奈川県 40代 以前訪れたことがあるのでまた行きたい街でありますように・・・

埼玉県 50代 出雲大社に行きたいと思っているのですが、仕事や子育てが忙しくまだしばらく行けそうにありません。 近い将来是非行きたい場所です。

大阪府 70代以上 素晴らしい農水産物の開発・普及をお願いします。

大阪府 50代 旅行で伺いました。落ち着いた良いところだと思います。 がんばってください。

神奈川県 50代 お礼の品は、実家に帰省するので、お土産として利用させて頂きます。ありがとうございました。

神奈川県 40代 伝統工芸などの継承と発展を願っております。

茨城県 50代
わたし独自の是非行ってみたいmyリストの上位にランクインしている出雲市には、これからもっともっとパワーアップして欲しいので、微力ですが、支
援させていただきます。

埼玉県 60代 出雲大社へまたお詣りしたいと思っています。

福岡県 40代 もう20年前になりますが、出雲で出雲そばを食べたことがあります。 とてもおいしかったので、今年の年越しそばは家族で食べたいと思います。

埼玉県 50代 ご発展を祈念致します。

東京都 40代 いつか出雲大社に行ってみたいと思っています。応援しています。

千葉県 50代 妻が出雲市出身ですので寄付させていただきます。

東京都 30代 さらに魅力のある人に優しい出雲市になるよう、活用してください。

神奈川県 50代 出雲大社へは２回伺いました。 近隣は賑わっていましたが、一般的な観光地のようになり、以前のような風情がなくなり、少し残念でした。

千葉県 50代 出雲大社をはじめ、素晴らしいところですね。 ずっとステキなままでいてほしいです。

東京都 30代
生まれてから24年間出雲市で過ごしました。 仕事の都合上、出雲市に定住することは困難ですが、今後も出雲市が魅力的な街でありつづけますよ
う心から願っております。

東京都 40代 出雲大社へいつか行きたいです。まずは寄付をさせてください。

神奈川県 40代 是非これからも頑張ってください。

東京都 40代 微力ながらお手伝いさせて頂きます。

千葉県 50代 出雲市の益々の発展をお祈り致します。

東京都 20代以下 出雲大社に憧れがあります。

愛媛県 60代 一夜干しのおいしさに惹かれて 2度目の寄付になりました。  今年は、神在月の台風に負けず出雲に参りました。 いつ行っても素敵な所ですね。

大阪府 50代 神様の国、出雲がもっともっと魅力的なまちになりますよう応援しています。

東京都 40代 いつか行ってみたいと思っています。

兵庫県 30代 出雲市頑張れ！

東京都  応援しています。

神奈川県 60代 引退したら訪問します。

千葉県 50代 これからも頑張って欲しい。

兵庫県  また遊びにいきます。

大阪府 30代 近いうちに観光に行きたいです！

千葉県 40代 寄付金を有効活用して、子供の教育に活用していただきたく、よろしくお願いします。

東京都 40代 出雲市をいつも応援しています。

神奈川県 30代 出雲大社にはお世話になりました。 無事子供を授かりました。 いつかお礼参りに行きたいと思っております。 よろしくお願いします。

兵庫県 40代 以前島根県で勤務していました。懐かしの味を年末に味わいたいと思いました。宜しくお願いします。

神奈川県 50代 関東からは少し遠いですが魅力的な場所がたくさんあるので是非訪れてみたいです。

東京都 40代 いつか旅行に行きたいと思っています。

神奈川県 60代 水と自然を大切する出雲市を応援します?

東京都 60代 故郷出雲市の発展と繁栄を願っています。

東京都 40代 いつか観光に訪れたいと思っております。

埼玉県 60代 まだ、出雲市に行ったことがありませんが、ふるさと納税で応援いたします。

千葉県 50代 有効に使ってください。

東京都 40代 出雲、頑張れ！

島根県 40代 神々の集う出雲にもっと人が集いますように!

愛知県 40代 出雲大社には是非１度はお伺いしたいです。

神奈川県 50代 神話の国の発展をお祈りしましす。

愛知県 60代
12/23の連休にＦＤＡで出雲に行きます。出雲大社以外に石見銀山か鬼太郎か足立美術館か迷います。玉造温泉に宿泊します。楽しみにしていま
す。ふるさと納税で産物以外の宿泊等があればよいと思います。 超トマトは3回目です。日本一の味だと思います。

東京都 50代  いつか訪れてみたいと思っております。 豊かな自然と調和した生活が続くことを祈念しております。

東京都 30代
先月、家族で島根に旅行に伺いました。 ずっと行きたかった出雲大社に行くことができて、とても素敵な旅行になりました。神社が好きでよく行くので
すが、出雲大社はとても素敵で、またいつか行きたいと思います。ただ、他の観光が少ないので、頑張っていただきたいと思いました。

東京都 50代 今年(2017年)出雲大社へお参りに行きました。また出雲へ訪れたいです。

東京都 50代 今後の益々の発展を祈念しております！

東京都 30代
仕事で出雲大社に関わりを持っています。 来年は初めて伺う機会があるので楽しみにしております。 2歳の子どもに神話紙芝居を読んで、神話に
親しみを持ってもらおうと思っています。

山梨県 60代 都市間競争が激しい中、ユニークなまちづくりに頑張ってください。

神奈川県 40代 縁結び祈願に行きたいです。

東京都 30代 がんばってください。

埼玉県 30代 応援してます！

千葉県 60代 寄付金がお役に立てればうれしいです。

岡山県 60代 出雲市の発展を応援しています。

兵庫県 40代 未来ある子供たちのために少額ですがお役に立てればと思います。

山梨県 50代 2年前に山陰を旅し、出雲市にも寄りました。 素敵な町で、神秘があるので寄付させていただきます。

愛媛県 40代 出雲市は大好きなので応援しています。

東京都 50代 八雲の丘など、歴史を辿る旅を夏にしました。また訪ねる つもりです。

東京都 50代 貴自治体の益々の発展を祈念いたします。

広島県 40代 応援しています。

香川県 50代 がんばれ！神々が集う国。



東京都 50代 出雲大社に先日行ってきました。 そばも美味しかったので、ふるさと納税します。

東京都 70代以上 島根県出身者として、繁栄を祈念します

東京都 40代 外から人が集まる街づくりにお役立てください。

栃木県 50代 出雲には昨年行き楽しくすごさせてもらいました。 少しですが応援したいと思います。

東京都 50代 頑張ってください！

青森県 30代 以前出雲に行った際に堪能させていただきました。 また訪れたいと思います。

静岡県 70代以上 来週、出雲へ旅行に行きます。見所いっぱいで、とても楽しみにしています。

大阪府 50代 よい町づくりに努めてください。

埼玉県 40代 ふるさとである出雲市の、福祉の充実と、観光の発展・PRを期待しています！

神奈川県 30代 旅行で何回か出雲に行きました。とても素敵な場所で大好きです。少額の寄付ですが、有効活用してください。

福岡県 60代 出雲市の発展を祈っています。

埼玉県 50代 出雲市にはまだ１度も行ったことがありませんが、出雲市はぜひ１度行ってみたい場所のひとつです。

静岡県 60代 頑張ってください。

兵庫県 50代
出雲大社へは、１～2回行った事はありますが、再度、ゆっくり赴きたいと思っています。 周辺の良いところが解ると良いです。 年末に注文させて頂
きました。お忙しいところ宜しくお願い致します。

静岡県 50代 いつか出雲大社を訪れたいと思っております。

東京都 30代 これからも益々の地域活性化を期待しています！

千葉県 40代 頑張りましょう！

神奈川県 20代以下 子育てと家庭の両立が可能な市制を作ってください。

東京都 40代 今年、出雲に旅行に行きました。食べ物が美味しく、景色が美しく、とても素晴らしい所だと思いました。

北海道 30代 いつか行ってみたいです！

千葉県 30代 応援しています。

奈良県 40代 出身地なのでいつも応援しています！

東京都 30代 出雲活性に期待しています。

大阪府 60代 出雲歴史的遺産を大事に継承して行ってほしい。

京都府 70代以上
出雲高校時代、卓球部でインターハイへ出場したという義母。嫁の母の郷土へ細やかですが寄付させていただきます。益々のスポーツ盛んな街づく
りへ期待しています。

滋賀県 40代 子どもの頃に行って懐かしい思い出があります。応援しています。

埼玉県 40代
観光で出雲市に行った時に、人の優しさ、歴史的な雰囲気、のどぐろの美味しさ！ 本当に素晴らしいと感じました。  また、是非遊びに行きたいと
思っております。

大阪府 40代 出雲は神秘的なイメージがあり一度訪問してみたいです！

東京都 70代以上 出雲市を有名に。

埼玉県 40代 神話の地に注目しています！

埼玉県 40代 神話の地に注目しています！

埼玉県 40代 縁結びの聖地に注目しています！

大阪府 40代 これからも頑張ってください。 大阪から応援しています。 これからも年３回は帰省し、定年後きっとＵターンします。

広島県 20代以下 応援しています。

岩手県 50代 宍道湖の自然をいつまでも守ってください。

大阪府 60代 島根県松江市の出身です。 出雲そばが大好きです。 これから松江共々出雲がもっと良い市になりふるさととして 栄えますようお祈りいたします。

大阪府 50代
出雲大社様へおまいりに行った時、本当に神様がいらっしゃることをあらためて感じました。 少しですが出雲市のお役に立てますように寄付させてい
ただきます。

愛媛県 50代 縁結びの市として、ますますパワーアップしてください。

東京都 50代 これからもよろしくお願いいたします。

愛知県 40代 家族と旅行することも考えております。 よろしくお願いします。

東京都 20代以下 インフラ以外にもお金を使って欲しいです。

埼玉県 70代以上 豊かな自然に恵まれた出雲市を心から応援しています。 島根県は私の父親方のふるさとです。 これからもよろしくお願いいたします。

千葉県 40代 3月まで仕事の担当エリアが出雲でした。 返礼品で出雲大社の参道にある巣蜜があると嬉しいです。

栃木県 60代 昔ながらの町並みいつまでも保ってください。

愛媛県 50代 ２０年ほど前まで、５年間住んでました。御世話になりました。

広島県 40代
高校生の頃、吹奏楽コンクールの中国大会会場が出雲市民会館？？で、緊張しながら演奏したのをよく覚えています。神の集う出雲、厳かな慎まし
い土地柄に大変憧れます！ますますのご発展をお祈りしています。

東京都 50代
毎年出雲市のおそばを美味しくいただいています、どうもありがとうございます。 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申し上げ
ます。

千葉県 40代 魅力的な街づくり、期待しています。

千葉県 40代 出雲お蕎麦大好きです。いつか出雲を訪れたいです。頑張ってください！

宮城県 30代 美味しいトマトをこれからもいっぱい作ってください。

愛知県 40代
神在月で出雲市に行った時に初めて食べた出雲そばのおいしさに感動しました。神在月の夜神楽の後の交通手段の無さは困ります。臨時電車や
臨時バスを出して欲しいです。

大阪府 50代 ぜひとも、出雲大社を訪ねたいと思っています。

大阪府 60代 生まれ故郷です。素朴な地方色を生かしながらの　発展を祈っています。そばのおいしさは天下一品ですね。

兵庫県 30代 去年出雲大社にお参りに行き、荘厳な社殿に大変感動しました。 出雲市の発展に役立てていただければと思います。

兵庫県 30代 また訪れたいです。 頑張ってください！

千葉県 70代以上
日本の文化歴史の保存と情報を世界に発信する。 今、多くの外国人が訪れるその人達にいかに日本人が歴史、文化を 大切にしているかを理解さ
せる活動を。

広島県 40代 地域活性化の為、がんばってください

福岡県 40代 今年もお蕎麦を頼んでみました。 来年はそちらに行けたらいいなァ～と、思っています。

埼玉県 70代以上 少ないですが有効にご活用ください。

東京都 40代
仕事とプライベートで何度が車で東京から行ったことがあります。とても素晴らしい景観ばかりで癒やされました。トマト楽しみにしています。よろしく
お願いします。

神奈川県 60代 ガンバレ出雲！

東京都 60代
私の祖父（父の父）は明治に直江から大阪に出て、仁丹の役員として成功し、昭和初年に故郷に錦を飾りました。一方、祖父の兄（長男）の家系は途
絶え、東白寺にある墓は荒れ気味です。出雲市の隆盛を期待します。

東京都 30代 いつか出雲市へ観光に行きたいです！ この度は素敵なお品をありがとうございます！  出雲市の繁栄を願っております。

東京都 50代 行ってみたいです。

神奈川県 40代
駅伝で有名な出雲ですが、ホームページを見て多くの特産品がとても魅力的に感じました。横浜駅からサンライズ出雲が出ていますので、ぜひ行っ
てみたいと思っています。応援しています。

大阪府 50代 又観光で伺いたいです。

東京都 30代 より魅力的なまちにしてください。

静岡県 60代 来春から静岡－出雲便（ＦＤＡ）が開設され一段と近くなり楽しみにしています。

埼玉県 40代 「サンライズ出雲」で、また伺いたいです。

千葉県 40代 高校の修学旅行で訪れて以来、出雲が大好きです。古代からの日本の歴史、文化の継承に役立てればと思います。

神奈川県 50代
一度旅行で出雲へ行きました。また是非出向きたいと思ってますが、叶わず。あの時のおそばが美味しかったと思い出しました。宜しくお願い致しま
す。

兵庫県 60代
２回、出雲に行きました。また、サンライズ出雲を利用して東京へも行きます。日本人の心のふるさととして、ますますよい町に発展してください。応援
しています。

埼玉県 50代 素晴らしいふるさと振興にお役立てください。

神奈川県 40代 子供たちが健やかに暮らせる様にお使い下さい。

神奈川県 40代 出雲そば楽しみにしています。

神奈川県 40代 昨年の年越しも出雲のお蕎麦をいただきました。 今年もおいしいお蕎麦を楽しみにしています。

埼玉県 40代 出雲市の雰囲気が大好きです。



大阪府 60代
2ヶ月ほど前に貴市（旧平田市）を訪問しました。日帰りで駆け足でしたが、歴史を感じるいい街でした。何か身近に感じ、はじめてふるさと納税させ
ていただきました。

大阪府 40代 出雲市の発展を大阪より祈っております。  とても美味しそうなおそばを感謝致します。

大阪府 50代 頑張って！

愛知県  出雲大社には、いつか行きたい。

大阪府 30代 出雲そばが好きで大阪から日帰りで食べに行った事があります。

東京都 40代 実際になかなか行く機会がありませんが近い将来出雲の神聖な空気を味わいに訪れたいです。

東京都 40代 楽しみにしております！

大阪府 50代 今年こそ訪れてみたいと思っています。

新潟県 30代
今年1月、出雲大社を訪れました。おかげで結婚することになりました。 お礼として寄付させていただけたらと思います。縁結びブランド化事業頑張っ
て下さい。絶対にシティーセールスに結びつきます。

東京都 40代 出雲に行ってみたいです！

愛知県 50代 これからも安心安全な食べ物を作ってください。

和歌山県 20代以下 3年ほど前に出雲市へ旅行でおじゃまいたしました！また、機会があれば遊びに行きます！

神奈川県 50代 出雲大社に行ったことがあります。

東京都 40代 どうぞよろしくお願いいたします。

愛知県 60代 今年、初めて出雲大社へお参りし、出雲市内の居心地の良い旅館で楽しく過ごしました。ありがたい思い出ができ、感謝しています。

大阪府 70代以上 近畿多伎会のお世話をしています。いつも当会が色々とお世話になっています。ありがとうございます。

東京都 40代 出雲市は父の出身地です 応援してます。

神奈川県 60代 いずもが大好きで何度も訪れています。益々のご発展を願っています。

東京都 30代 昨年旅行で行って素晴らしかったことから、街の維持とますますの発展を応援しています。

兵庫県 30代 関西在住です。出雲には一度旅行しました。 温泉とかもあって良いところなので、もう少し交通の便が良ければとイメージです。

三重県 30代 出雲大社を中心に縁結びの町として、観光の振興に役立てて下さい。

奈良県 50代 単身赴任で出雲市に住んでいます、今後とも住環境の強化をお願いします。

兵庫県 50代
出雲のおそばを大晦日にいただいたら来年も良いご縁に恵まれるような気がして、ふるさと納税を申し込みました。また出雲大社にお参りに行きま
す。

愛知県 50代 以前観光で出雲市を訪れた時のことを思い出します。出雲市のさらなる繁栄を祈念しています。

愛知県 40代 学生時代過ごした街なので、思い入れがあります。頑張ってください。

千葉県 40代 歩行者・自転車の道を確保してほしい。危ないです！！

埼玉県 50代 ぜひ役立ててください。

東京都 50代 出雲市役所勤務の友人から、ご紹介いただきました。

北海道 50代 応援しています。

埼玉県 70代以上 古代からの歴史ある街を一昨年お邪魔しました。 今後も神化する歴史を刻んでほしいと思います。

富山県 50代
娘の担任の先生が出雲市出身だったので、寄付することにしました。とても、良い先生で娘の可能性を伸ばしてくれています。そんな素敵な先生を
育てた市への寄付です。

神奈川県 60代 昨年旅行しました。風光明媚で食事も美味しかったです。 また機会があれば伺いたい町の一つです。

東京都 40代 いつか行ってみたい街です、頑張って下さい！

神奈川県 70代以上 トマトがとても美味しくて、あっという間に食べてしまいます。御馳走様です。

埼玉県 50代 いつか訪れてみたいです。

千葉県 40代 子供の縁結びのお参りの代わりとして寄付をさせていただいております よろしくお願いいたします

広島県 40代 よりよい市政にお役立ていただければ幸いです。

東京都 50代 崇高なる出雲市。応援しています。

東京都 50代 今年こそは出雲大社へお伺いしたいと思っております。 崇高なる出雲市。頑張ってください。

広島県 50代 出雲大好きです。ずっと応援しています！

東京都 30代
以前、旅行した際に縁結びでお世話になりました。 お蕎麦も美味しかったです。 古事記の舞台なので、もっと勉強してからもう一度伺いたいと思って
います。

大阪府 60代 明るく輝く出雲にして下さい。

東京都 50代 昨年旅行で訪れました。出雲市の空気、とても好きです。いつかまた行きます。頑張って下さい。

新潟県 60代 わずかですが役立ててください。

岡山県 60代 これにより福祉や出雲観光がますます活性化されることを祈ります。

千葉県 40代 出雲のパワーアップ応援します。

神奈川県 40代 先月出雲へ旅行に参りました。そのときこちらの海苔の佃煮を大変美味しく頂きました。微力ながら応援させて頂ければと思います。

京都府 50代 何度か観光で伺っています。 車がないと不便なので、バスや自転車での観光を考えていただけたら嬉しいです。

山口県 50代 子育て支援に期待します。

滋賀県 50代 たいへん濃密なご縁に感謝いたします。お世話になりました。だんだん。

三重県 50代
遠方のため、なかなか行くことはかないませんが、いつか出雲大社に御参りしたいと思っています。 出雲そば大好きです。年越しそばに頂きたいと
思っています。

兵庫県 40代 二年連続です。 出雲大社、ワイナリーを何度か訪れたことあります。

茨城県 60代 頑張って下さい。

千葉県 20代以下 出雲市のお蕎麦、ご利益がありそうだと思いました。応援しています。

宮崎県 40代 出雲市、大社町は何度も旅行する好きな土地です。頑張ってください。

愛媛県 60代 神の集う場所  自然を大切に。

大分県 50代 姉が以前、松江に住んでいました。出雲そばが懐かしいです。

徳島県 40代 今度観光で伺う予定です。より良い教育に協力できれば幸いです。

東京都 30代 ちゃんと帰るけん。

神奈川県 40代 未来のために子育支援に注力してほしいです。

東京都 50代
出雲大社へは、ぜひ一度は 伺いたいと思っていましたが、ふるさと納税で色々と拝見させていただき、身近に感じて 益々 出雲へ出かけてみたいと
考えるようになりました。 出雲市が、より良い街となりますように お祈り申し上げます。

神奈川県 20代以下 いつか行ってみたいと思ってます。頑張ってください。

兵庫県 50代 ふるさと納税のホームページがとてもわかりやすかったです。

島根県 40代 頑張ってください。

千葉県 50代 がんばってください。

東京都 20代以下 以前、旅行で訪れた際は大変いい思い出ができました。頑張ってください。

東京都 30代 松江出身ですが、出雲大好きです。

神奈川県 30代 旅行でお邪魔した際に大変良くしていただきありがとうございます。

大阪府 40代
今年11月に、夫と出雲市を訪れました。素晴らしい所で、またいつか行きたいと思っています。 出雲市駅と出雲大社の直通の交通手段をもっと増や
して頂けると助かります。

静岡県 70代以上 出雲市の発展をお祈りしております。

兵庫県 50代 歴史のある町を大切にして下さい。

北海道 40代 ふるさと納税３年目です。北海道から応援しています。

愛知県 40代 仕事でも縁があり、よく訪れています。これからもいい町でありますように、応援しています。

神奈川県 60代 毎年、出雲駅伝を楽しんでいます。 出雲市の環境対策推進に期待します。

神奈川県 50代
義理の両親が在住しています。ゴミの出し方が高齢者には難しい面があると聞きます。検討をお願いします。古の国 出雲はもっともっと魅力を発信
できると思います。頑張ってください。

東京都 70代以上 また必ず訪れたいと思っています。

埼玉県 50代 文化遺産の維持にお役立てください。

埼玉県 50代 地域のためにお役立てください。

沖縄県 40代 おいしい特産品づくりを応援します。

愛知県 30代 まだ訪れたことがないので、一度行ってみたいです！

東京都 40代 出雲大社で結婚式を挙げて以来、出雲のファンです。これからも市の発展のため頑張ってください。応援しています。



大阪府 20代以下 応援してます。

北海道 40代 今年旅行で島根に行きました。 もっとゆっくり滞在したかったなぁ また行きます。

大阪府 70代以上 　現役時代、御地で大変お世話になり、ありがとうございました。

長野県 40代 干芋楽しみにしています。

兵庫県 40代 出雲は大好きな地域です。神話なか魅力がありますね。応援しています。トマト?楽しみです。

東京都 30代 旅行で訪れました。応援しています！

東京都 40代 頑張ってください！

鹿児島県 70代以上 僅かですがお役に立ててください。

大阪府 50代 大学駅伝は楽しみにしております。

東京都 40代 鉄道網の充実、ワイナリーの繁栄を期待します。

埼玉県 50代 出雲にいつか住んでみたいです。応援しています。

埼玉県 40代 いつか出雲に行ってみたいです。

鳥取県 20代以下 応援しています！

大阪府 50代 中学校の修学旅行写真をみて懐かしくおもい、寄付させていただきました。

東京都 30代 出雲大社には定期的にお参りをしております。いつもご利益に感謝です。

大阪府 60代 良く出雲市に行くのですが、ペット宿が無く困っています。 是非、ペット宿をお願い致します。

大阪府 40代 昨年も寄付させていただきました。

東京都 40代 若いこと、出雲大社へお参りにいきました。 とても素敵な街なので、これからも応援しています。

静岡県 30代 昨年も寄付をさせていただきました。 少しでも役に立てばと思います。

島根県 60代
昨年いただいた返礼品（藤増牧場）がとても美味しく、今年もとお願いしました。 高齢者が安心して住める町そしてなにより少子化に向かっている昨
今、人口減少を止める為出雲市ならではの知恵を期待しています。

東京都 60代 出雲の自然豊かな環境の推進を応援しています。

東京都 40代 地域発展期待しています。

東京都 50代 頑張ってください。

東京都 70代以上
古事記を読み、古代史に興味をもち、いつかは出雲に行きたいと思っていました。今年10月、ようやく大社に詣で、歴史博物館、荒神谷、加茂岩倉遺
跡等を見てまいりました。 古代史は色々な解釈があり、ロマンに満ちていますね。 蕎麦も鮨もお酒も美味しかったです。

東京都 40代 出雲に行ってみたい！ なかなか行く機会がなく、あこがれの土地でもあります。寄付により、よりよい魅力的な街づくりをしてください。

東京都 50代
温泉津に母方の実家があったため、子供のころはよく訪れていました。今夏、久しぶりに遊びに行き、出雲空港から出雲大社にも行きました。懐かし
かったです。

神奈川県 20代以下 出雲大社の謎を解き明かしてください！

神奈川県 50代 父が出雲出身です。

東京都 40代 世界に誇れる美しい出雲を応援しています。

東京都 40代 益々のご発展を祈念しております。

東京都 50代 ぜひ旅行で行ってみたいです。

兵庫県 50代 頑張って下さい。

埼玉県 30代 出雲は何度も遊びに行ったことがあります。 宍道湖のしじみが大好きです。 また遊びに行きます。

東京都 40代
昨年出雲を訪れた際に出雲そばを食べてとても美味しかったので、年末に家族みんなで食べたいと思います。また出雲にも行きたいと思っていま
す。

東京都  超トマトが美味しくて冬もお願いしたくて納税しました。

京都府 40代 また一度お伺いしたいです。

群馬県 30代
夫が島根県出身のため、帰省したときは出雲市まで足を運ぶことがあります。初めて飛行機で出雲空港に降り立つときは、上空から見る築地松の
ある田園風景にわくわくしたのを覚えています。 出雲大社などが有名ですが、私は民芸運動に興味があるので、ぜひそうした文化の流れや活動を
大切にしていただきたいと思います。

京都府 60代 子どもは世界の宝である。図書館の本にでも使って頂けたらと存じます。

神奈川県 20代以下 出雲大社という素晴らしい神社があり、温泉もあり、そばも美味しく、とても魅力的な所だと思います。また訪問したいです。

東京都 50代 出雲は日本人の心の故郷です。

兵庫県  頑張ってください。

東京都 40代 日本人として一度は訪れるべきところだと思っております。 日本人の心の故郷であるべく、これからも歴史ある町を大事にして下さい。

千葉県 40代 観光で何度も行ったことがあり、とても親しみを感じています。少しでもお役にたてればとおもいます。よろしくお願いいたします。

愛知県 60代 昨年に続き、２回目となります。 貴市近傍に娘が嫁いでおり、孫が元気に育っています。 子どもが伸び伸びと過ごせるような施策を期待します。

愛知県 40代 今年三回目の申し込みです。この申し込みが観光資源の保存等の一助となれば幸いです。

東京都 20代以下 よろしくお願い申し上げます。

東京都 30代 今度、出雲大社に参拝に行きたいと思っております。

東京都 70代以上 大和シジミは昨年も頂きました、最高です。

東京都 40代 旅行で訪れた時に、出雲市の美しさに感動しました。 地方から日本を元気付けて行きましょう。 応援しています。

東京都 50代 妻の実家が出雲です。これからも魅力ある街づくりに期待しています。

三重県 40代 継続応援しています。

広島県 50代 総務省の勧告は無視し、独自のお得な返礼品を用意してください。

愛知県 50代 今年 初めて出雲大社に行きました。 荘厳な雰囲気に感激しました！ 出雲市の皆さまの ご多幸をお祈りいたします。

埼玉県 50代 素晴らしい神社をまた訪れたいです

東京都 40代 些少ですがなにかのお役にたてたら幸いです。

千葉県 50代 夏休みに島根旅行しました。 大満足の旅で、島根県大好きです。 頑張って下さい。

神奈川県 40代 昨年に引き続き、実家で年越しそばとしていただきたいと思います。また機会を見つけて出雲市を訪れたいと思います。

東京都 70代以上 よろしくお願い致します。

東京都 60代
以前　旅行にいったことがあり、町の人に親切にしていただいたことを思い出し、ふるさとチョイスを見てなつかしくなり寄付させていただきました。 今
後とも町のご発展を心からお祈りいたします。

東京都 30代 先週、出雲大社への参拝を兼ね、出雲市を訪れてファンになりました。来年はぜひ「バラパン」をラインナップに加えてください！

千葉県 40代 島根県の中で最も有名な市町村の一つとして、これからも発展してください。

神奈川県 70代以上 大分前に子供が貴市にお世話になった事を思い出してお礼の しるしまでにと寄付を申し込みました。

東京都 40代 出雲に行った際、お蕎麦が美味しかったです。 海もあり、山もあり、良い所です。 これからも頑張って下さい。

京都府 20代以下 こどもがのびのび育つことのできる出雲市であってください。

埼玉県 30代 応援しています。

福井県 40代 出雲とは何かとご縁を感じています。子育て中の出雲のママさんへ、同じ子育て仲間としてエールを送ります。

京都府 50代 今年はかないませんでしたが、来年は是非出雲を訪れたいと思っています。

三重県 40代 いつか訪れてみたいです。応援しております。

東京都 70代以上 いつも応援しています。

神奈川県 70代以上 宜しくお願い致します。

埼玉県 40代 寝台特急“出雲”に乗って訪れた記憶が懐かしく蘇ります。 またいつか、ぜひ行きたいです。

岡山県 50代 一昨年出雲へ旅行しました。いい街だと思います。

埼玉県 50代 一度訪れてみたいと思います。

愛媛県 30代 これからも良いご縁がありますように☆

茨城県 40代 出雲には、ぜひ行ってみたいと思っています。

長野県 50代 高校時代、生徒会長だった優秀な友人が貴市で働いていますので寄付してみました。

京都府 50代 応援しています。

大阪府 50代 主人の実家が出雲市にあります。 高齢者に優しいまちづくりをお願いします。

山梨県 60代 知人の娘さんが出雲大社近くのお店に嫁いでいます。 ツアー観光で出雲大社に2回行きました。次回はゆっくりと回りたいです。

愛知県 40代 頑張って下さい！また遊びに行きます！

兵庫県 40代 また、遊びに伺います。

山口県 30代 今年縁があり出雲大社に御礼参りにお伺いしました。 御礼を含めての納税です。



富山県 50代
出雲は大好きです。少しですが、芸術文化の振興・歴史文化資源の保存・活用に寄付金が使われることを希望します。これからも魅力ある出雲
を！！応援しています。

東京都 40代 母が出雲市出身になり、毎年の年越しそばを楽しみにしております。

東京都 50代 まだ島根には行ったことがないので、いつか出雲大社に行きたいと思います。

東京都 40代 また、遊びに行きます。

京都府 70代以上 元気な出雲、活力ある出雲を応援します。

愛知県 60代 宍道湖のしじみ、自分ではなかなか買わないので楽しみです。

大阪府 50代 応援しています。

東京都 50代
総務省の規制など色々と無理難題があるかもしれませんが、出雲市独自のアイデアを前面に出して、遠慮のない企画による返礼品の魅力アップに
期待します！

愛知県 40代 出雲市の皆さん 頑張ってくださいね。

大阪府 20代以下 またこんど遊びにいきます！

埼玉県 30代 地域活性化を願います。

兵庫県 50代 亡き父の出身地が旧平田市十六島町です。伯母も海苔取りをしていました。出雲大社や日御碕灯台も行ってみたいですね。

岡山県 40代 地方創生頑張ってください。

神奈川県 60代 応援しています。頑張ってください！

東京都 30代 出雲には絶対訪問したいです。 お蕎麦楽しみにしております。

東京都 50代 頑張って下さい。

東京都 30代 去年も出雲そばを返礼品としていただきました。 とてもおいしいのでこれからも寄付するつもりです。

東京都 70代以上 美味しいです。

東京都 70代以上 毎年利用しています。

東京都 70代以上 毎年利用しています。

東京都 70代以上 毎年利用しています。

大阪府 30代 応援しています。

神奈川県 50代 頑張ってください！

東京都 40代 以前の職場では毎月お邪魔しお蕎麦をいただくのが楽しみでした。 年越しに食べさせていただきます。

大阪府 40代 転勤で６年間住みました。また、いつか訪れたいです。

東京都 30代 今年は久しぶりに出雲に旅行で行きました。やっぱり食べ慣れた出雲そばが一番！これからも元気な出雲でいてください。

大阪府 70代以上 昨年に続き寄付いたします。

北海道 20代以下 出雲に旅行した際に皆さまに良くしていただきました。

高知県 50代 思い出の出雲、また、行きます。

大阪府 40代 実家が出雲で少しでも寄付できたらと思い、 ご応募しました。これからも良い街であり続ける よう願っております！

大阪府 50代 一度は訪れたい町です。

愛知県 40代 何度訪れてもいい街ですね。

大阪府 60代 応援しています。

広島県 60代 出雲市を応援するため，ささやかですが寄附をさせていただきます。

兵庫県 40代 これからも出雲のおいしいをいっぱい届けてください！

大阪府 50代 前回も干物をいただきました。 大満足でした。 出雲市頑張れ。佐田町頑張れ。

愛知県  応援しています。

埼玉県 60代 これからもがんばってください。

大阪府 50代 おそば楽しみにしています。 年越しにみんなで食べたいですよろしく御願いします。

愛知県 70代以上
今夏我が家にもご利益がありますよう出雲大社にお参り致しました。良い旅ができたことを感謝しています。ささやかな寄付が何がしかお役に立ちま
したらうれしいです。

静岡県 50代
出雲大社へ参拝し、願い事が叶い、大変ありがたいです。お礼参りには遠方のためなかなか行くことができませんので、出雲市への寄付を少しばか
りと思いました。

東京都 20代以下
出雲旅行がとても楽しかったので寄付します！古代出雲歴史博物館の展示や制服がおしゃれでよかったです。 海外からの観光客が多かったので、
街ぐるみで英語表記が増えるともっと良いと思います。

香川県 20代以下 去年も出雲そばを頂いて、とても美味しかったのでまた頼みました！今回も楽しみにしてます。

群馬県 40代 一度訪れてみたいと思いながらいまだ叶っていません。でもいつか訪れますのでますます魅力的な市でいてください。

埼玉県 40代 来年また旅行で伺いたいです、いつもゆっくりと出来てリフレッシュさせてくれるステキな場所だと思ってます。

富山県 50代 出雲の子供たちが健やかに育ちますように。

大阪府 30代 祖父がいて大変いい町です！高齢化が進んでますので、ご高齢の方に寄付金お使いください。

神奈川県 40代
出雲大社にお参りに行って、良縁に恵まれましたので、恩返しがしたいと思い、ふるさと納税させていただきました。 機会があれば、またお参りに行
きたいと思います。

東京都 40代 昨年、念願だった出雲大社を参拝し、出雲大社はもちろん、周辺の街並みの美しさにも感動しました。 是非また訪れたいと思います。

東京都 30代 Ｕ・Ｉターン移住、定住支援のための子育て環境充実に役立ててください。

愛知県 50代 出雲市のまちづくり活動を応援します。

沖縄県 50代 がんばってください。

大阪府 40代 宍道湖の環境保護にご尽力され県外からですが応援しております。ありがとうございます。

大阪府 50代 集客力のある行事やイベントの開催で、山陰に活気を生み出してください。

東京都  いいまちづくりをしてください。

愛知県 30代 いつか出雲神社に行ってみたいです。

東京都 30代 以前出雲に行かせていただきましたが、とてもいいところでした。 また、遊びに行きたいと思います。

埼玉県 50代 私の上司が出雲高校出身で応援しています。是非観光で訪れたいと思います。

大阪府  出雲市出身の友人が多く、 皆良い人ばかりなので出雲に親しみを感じています。 お役立てください。

大阪府  出雲出身の友人が多くいます。 兄弟の配偶者は出雲出身です。 人柄の良い人ばかりです。 出雲市の農業漁業の振興に役立ててください。

兵庫県 30代
出雲大社が大好きです。出雲大社がこの先も日本人、人類にとって心の拠り所であり続けて欲しいです。小さな寄付しかできませんが、活用してくだ
さい。

愛知県 50代
去年もシクラメンを頂きました。立派な花で，玄関が華やかになります。 今年も楽しみです。 ご無理でなければ、クリスマスの頃にいただけると、嬉し
いです。

埼玉県 60代 お世話になった方にお礼を兼ねてふるさとの美味しいものを送ることで出雲のPRも合わせてしていきます。

埼玉県 40代 何度も訪れたことがあり魅力的だと思います。頑張ってください。

神奈川県 40代 年末旅行で行きます。 ５回目になりますが、今回も楽しみにしています。

埼玉県  美味しいものに溢れた郷土です。 あまりにも美味しいのでまわりの方におすそ分けしています。少しでもPRになればと思います。

愛知県 50代 がんばれ出雲市！

東京都 20代以下 まだ一度も訪れたことがありませんが、いつか出雲大社に行ってみたいと思っています。わずかな寄付でも何かのお役に立てれば嬉しいです。

東京都 70代以上 地域の活性化にお役立てください。

岐阜県 50代 出雲市の発展に有効に使っていただければと思います。

広島県 50代 よろしくお願いします。

富山県 30代 出雲大社へ参拝に行きました。そのご縁で寄付を決めました。

東京都 60代
東京在住なので、出雲市は普段は遠い存在ですが、ふるさと納税制度のおかげで少し身近になりました。 寄付金はわずかですが、地元の活性化に
お役立てください。

千葉県 40代 親戚がいるので寄付しました。

東京都 50代 日本を感じる場所です。良いものを大切にされてください。

山形県 40代 納税を機会に、何か良いご縁があれば幸いです。まな板、大切に使わせて頂きます。

千葉県 60代 少額で申し訳ありません。

秋田県 50代 いつか必ず訪れたいと思っている街です。 伝統、文化の継承とその発展に寄与します。

愛知県 30代 いつか訪れたいです。

神奈川県 50代
注文の方法が分かりやすかったです。 妻の実家が旧湖陵町です。住民の人柄がよく、自然も豊かでとても良いところです。益々の発展を期待してい
ます。



東京都 40代 世界に誇る歴史的建造物が末永く保存されるよう応援しています。

神奈川県 40代
父のふるさとが出雲市中野町です。ささやかですが、寄付をさせていただきます。20年来の職場の友人のお父様も、旧大社町のご出身と最近わかっ
て、お互いびっくりしてしまいました。まさに縁結びです。いつか二人で出雲へ旅行しようと約束しています。私たちのルーツである出雲を、職員皆さ
んの力で盛り上げてください。応援しています。

宮城県 40代 親戚が出雲出身なのでいつも応援しています。

愛知県 50代 今年7月にも出雲そばを送っていただき、今回リピートです。

富山県 60代 市の発展に微力ながら協力させていただきます。特に 観光事業の発展を期待いたします。

東京都 50代 勤務先の店舗が夢タウン出雲の中にあります。ゲームコーナーです。出雲市の発展を応援しています。

岩手県 50代
ご縁があれば行ってみたいと思っています。 これからの時代を担う子供に使っていただければです。 返礼品は、岩手を出て働いている息子、娘と
来年に帰って来た時にいっしょにを食べれたらありがたいです。

東京都 50代 30年前浜田に住んでいました。当時出雲にもしばしば出張しました。いつも応援しています。

東京都 30代 テレビ(ペコジャニ∞)で出西生姜の存在を知り、検索したところ、ふるさと納税で加工品がもらえるとのことなので寄付を申し込みました。

大阪府 50代 宍道湖の美しい景観を大切に守り続けてください。

大阪府 40代 微力ながらお役に立てればと思います。よろしくお願いします。

奈良県 60代 故郷出雲市の発展をいつも願っております。

富山県 40代 がんばってください！

広島県 60代 出雲大社など旅行で訪れたことがあり、素敵なところでした。ますます素敵な市になるよう頑張ってください。

千葉県 40代 ふるさと納税の返礼品が少なくなったので、残念です。

東京都 50代 美味しくて健康に良いしじみ大好きです。

福岡県 50代 頑張ってください。

東京都 20代以下
出雲大社のお守りをあげた友人が結婚致しました。今後も出雲大社をはじめとする貴重な文化資源が保存されることを願い、寄付させていただきま
す。

宮城県 50代 生まれ育った故郷に誇りを持っていますのでこれからも応援しています。

奈良県 40代 ずいぶん前のふるさと納税の展示会での接客がよかったので、今回寄付申請します。

三重県 60代 今年も寄付させていただきます。すばらしい自然と文化財を大切にしてください。

北海道 40代 いつか出雲大社にお参りに行きたいと思っています。

大阪府 50代 子供の教育を応援します。

大阪府 30代 暮らしやすい街づくりにお役立ていただけると幸いです。

京都府 30代 出雲市は一度旅行で行きました。電車はかなり不便でしたので、次は車で行きたいです。

東京都 50代 いつも応援しております。

東京都 40代 昨年、初めて観光をして、素晴らしさに見せられました。また、必ず参ります。

神奈川県 60代 今年もわずかですが寄付させていただきます。 出雲高校卒業50周年同窓会幹事ありがとうございました。

広島県 30代 広島からです。 中国地方を盛り上げていきましょう！

神奈川県 60代
夫が出雲市出身です。 普段貢献できないので、せめてもの自分に対する慰めとして、僅かながら寄付させていただきます。 出雲市に住む親族が、
障害児を抱えていますが、手厚い支援を受け、おかげで働くことができ、感謝しているとの話を聞いています。どこも厳しい財政を理由に、サービス
カットの傾向ですが、 このような話を耳にして、安堵しました。

兵庫県 30代 島根大学（出雲市）で大変お世話になりました。ささやかですが、恩返しになればと存じます。

高知県 40代 風情のある町づくりをお願いします。

神奈川県 30代 よろしくお願い申し上げます。

茨城県 20代以下 一度出雲を訪れたことがありますが、人が優しくてすごく素敵な土地だと思いました。 また是非行きたいです。

北海道 40代 新婚旅行で出雲市に行く予定です。

愛知県 40代 昨年に続き寄付させていただきます。 いつか訪れます！

東京都 20代以下 出雲大社に行ってみたいです。

長野県 50代 パワースポットがある、素晴らしい環境を守ってください。

大阪府 70代以上 出雲市の益々の発展を期待しています。

神奈川県 70代以上 前から宍道湖に行ってみたかった。

東京都 40代 良い街づくりを応援いたします。

岐阜県 40代
数年前、出雲駅伝の観戦を兼ねて山陰旅行に行きましたが、季節外れの台風上陸で、当日中止に！ 観光を楽しみ、大会に臨んだ最終日、台風に
追われるように帰途に付きました。 子どもが、東海大学へ進学しましたので、来年か再来年、出雲駅伝観戦に行きます！！ 大会をサポートしてくだ
さる出雲市の皆さん、頑張ってください！！！

広島県 50代 近々、観光に行かせてもらいます。

埼玉県 50代 歴史的遺産の保護をよろしくお願いいたします。

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。

神奈川県 50代 30年度のパンフレットができたらまた送って下さい。

岩手県 40代 少額ですが、お役に立てていただければ幸いです

東京都 40代 頑張って下さい。

奈良県 60代
出雲ならではの観光資源や地場産業を生かし、地方の過疎化の問題を正面から見据えて、バランスよく持続的に出雲市が発展していける施策を期
待します。

神奈川県 50代 妻が出雲市出身です。甥っ子姪っ子の教育の充実に少しでもお役に立てればと思います。 また来年も少額ですがさせていただきます。

奈良県 60代
出雲には繋がり深く、高校時代のバスケットボール部の合宿と出雲工業との試合は、今でも覚えています。友人もおり、深い縁を感じています。 　来
年には出雲大社に女房と参詣する予定を組んでおります。 いいまちづくりにがんばってください。

広島県 50代 魅力的な街づくりをお願い致します。

東京都 40代
もう20年近く前に2度ほど出雲に行きました。一度は仕事、もう一度はプライベートでしたが、どちらも良い印象しかありません。少額ですが、お役に
立てたら嬉しいです。

兵庫県 60代 産業　観光に関心があるので　少しでも参加したいと思います　頑張って下さい。また旅行に行きたいと思います。

大阪府 70代以上 故郷を離れて50年以上経ちますが、少年期を過ごした故郷は忘れがたいものです。過疎対策など大変でしょうが、頑張ってほしいものです。

東京都 60代 未来ある子供たちが過ごしやすい街づくりを応援したいと思います。

東京都 40代
「旅したところを応援したい」 と思い寄付させていただきました。 ２０１７年１月に出雲を訪れました。 短い滞在期間でごく一部しか訪ねておりません。
また近い将来、旅したいと思います。

東京都 30代 出雲大社にはいつも縁を導いて頂いております。深謝いたします。 今後ともよろしくお願いいたします。

北海道 30代 観光で出雲大社に伺ったときに、歴史深い趣きと荘厳さに感動しました。これからも更なる観光振興を期待しております。

神奈川県 30代 教育関係に使ってください!

大阪府 40代 一度も行ったことはないが憧れる県です。

滋賀県 40代 何度も訪れたくなる街。がんばってください。

東京都 50代 テレビで出雲の美味しいお米を知りました。 出雲大社、神々の宿る場所！日本の名所の一つ大切にお守りください。

神奈川県 40代 微力ながら応援しています。

千葉県 50代 出雲が大好きです。

大阪府 40代 優良な雇用の場の創出に使っていただければ幸いです。

千葉県 60代 いつか行きたい出雲大社。

栃木県 30代 これからも地元の活性化のために、有効に利用してください。

大阪府 40代 出雲は好きな町です。より魅力的な町づくりをよろしくお願いします。

長崎県 60代 宍道湖のシジミは最高です これからも　美味しいシジミをお願い致します。

神奈川県 30代 両親の故郷として島根を応援しています。

東京都 20代以下 親戚がおり子供の頃から何度も訪れています。応援しています。

神奈川県 70代以上 出雲は、日本の故郷の原点ですね。環境保全に更なるご努力をお願いします！

静岡県 40代 出雲大社の歴史のある街をこれからも護ってください。

埼玉県 40代
来年は出雲市、島根県への旅行を考えていますので応援の気持ちで。古来から続く貴重な文化財の保護や、修復を行う若手人材の育成などに使
用していただければと思います。

兵庫県 50代 美味しいしじみを育ててください。

奈良県 50代 出雲に訪れたことがありますが、いいところですね。

宮崎県 50代
今年の10月に、初めて旅行で出雲大社を訪れました。 規模が大きくて、余りにも素晴らしく、感動しました。 このような歴史的価値のある物を後世に
残して行けるように 少ない額ではありますが、お使い頂くようお願い致します。



東京都 20代以下 地方の盛り上がりを東京より応援しています。

愛知県 70代以上 宍道湖のシジミのファンです。 町の活性化応援します。

東京都 40代 出雲市のまちづくりにお役立て頂けましたら幸いです。

神奈川県 20代以下 応援してます。

岐阜県 50代 宍道湖の環境を大切に守ってください。

東京都 50代 「愛しき我が出雲」がもっときけてもいいのではないですか？

東京都 20代以下 旅行で訪問させていただきました！とても楽しかったです。

愛知県 60代
島根の歴史には、大変興味があります。特にその中心である出雲は何回おとずれても、感動します。 話は飛びますが、参院の合区は、歴史や風土
を無視したとんでもないことです。対象となっている自治体は、もっと声を大きくして、何も知らない大都市生活者に訴えてください。応援します。

北海道 60代 昨年に引き続き同じ品物を頼みました。とてもおいしくて、皆に大好評でしたので。

大阪府 50代 皆様のお役にたてましたら幸甚です。

東京都 40代 20数年前に出雲大社に行きました。おかげさまで良い縁に恵まれ、幸せに暮らしています。お礼参りにいつか行きたいと思っています。

東京都 60代 おいしいシジミなど有難うございます。地方振興応援しています。

岐阜県 50代
知り合いが出雲出身だった縁で、お魚やしじみ、出雲そばなど美味しいものを教えていただきました。一度出雲大社にお参りに行きたいと思っていま
す。

神奈川県 40代
過去に１年間、貴市に住み、多くのご縁をいただきました。一昨年、昨年と久しぶりに貴市を訪ね、少子化等の多々課題がある中、皆様の努力で活
気が戻ってきていることに感激し、涙腺が緩みました。引き続き、非力ですが、出雲サポーターとして尽力していきたいと思います。

茨城県 30代 出雲市の発展のために有意義にお使いください。

愛知県 60代 先日、出雲市を観光で訪れてシジミが特産だと知った為申し込みました。

大阪府 40代 何度か観光に訪れております。歴史のある出雲市がますます発展されますことを祈念申し上げます。

埼玉県 30代 市政の運営にご活用いただけると幸いです。

神奈川県 40代
今月の初旬に出雲に旅行に行きました。どの食べ物も大変おいしく、また魅力的な観光地も多くとても気に入りました。また是非訪れたいと思いま
す。微力ながらお役に立てれば幸いです。

東京都 50代 憧れの街です。いつまでも歴史的建造物や自然の豊かさを守っていっていただければと思います。

愛知県 50代 楽しみにしていますが急ぎません。お世話になります。

北海道 60代 先日、旅行訪問し土地柄と人情がとても気に入りました。 些少ですが、応援させていただきます。

京都府 70代以上 先日出雲大社と宍道湖、皆生温泉に行きました。風光明媚な良いところですね。

福島県 40代 頑張って下さいね。

東京都 60代 「日本の心のふるさと出雲」や「縁結びのまち」等、とてもすてきなところに寄附することがうれしいです。

東京都 40代 是非、子育て支援に使っていただければと思います。

神奈川県 40代 毎年宍道湖のしじみを楽しみにしています。

東京都 50代 亡き父の故郷へのお役立てになれば・・・

茨城県 50代 宍道湖の上流に当たるので、水処理に力を入れていただければと思います。

東京都 20代以下
以前旅行で訪れた際に、お蕎麦としじみがとても美味しかったのが今でも強く印象に残っています。特産品は県外にアピールをもっと行ってもよいか
と個人的には感じています。

兵庫県  障がいのある方に使ってください。

奈良県 30代 旅先で倒れた母の命が助かりました。出雲の神様、出雲の人たちに感謝します。 約1か月半滞在しましたが、空気が綺麗でとても良いところでした。

神奈川県 50代 毎年 宍道湖のシジミと出雲そばを楽しみにしています！

大阪府 50代 しじみ事業を大きく育んでください。

千葉県 50代 少子化に歯止めをかけて発展するよう期待しています。

大阪府 50代 昨年も寄附した際、対応がとてもよかったので今年もさせていただきました。

兵庫県 60代 ゆっくりと出雲大社にお参りしたいと思っております。

神奈川県 50代 歴史と新しい感覚の観光都市になってください

神奈川県 50代 少しでも出雲地域のお役に立てればうれしいです。

神奈川県 40代 毎年、出雲大社へ参拝しております。 出雲市の発展にご使用ください。

大阪府 60代 楽しみにしています。 頑張って下さい。

静岡県 30代 がんばれ、出雲市！

東京都 40代 I have heard a lot about this place but never had an opportunity to visit the historic city of Izumo. Hoping to visit some day.

大阪府 70代以上
特殊な歴史の本に関して、出雲市の図書館にお世話になっています。いつも親切なご対応をありがとうございます。僅少な額ですが、是非出雲市の
ますますの発展のためにご活用ください。よろしくお願いいたします。

愛知県 60代 出雲大社には一度行ってみたかった。大学の6年間広島に住みましたが、出雲に行く余裕はありませんでした。

北海道 40代 応援しています。

千葉県 30代 素晴らしい自然を大切にして下さい。

神奈川県 60代 秋に出雲市・隠岐の島を観光させていただきました。

奈良県 40代 両親が島根にいる時に私を授かったそうです。頑張ってください。

滋賀県 30代 結婚した事で御縁ができた出雲市。関われる事が嬉しいです。

大阪府 40代 頑張ってください！

神奈川県 30代 返礼品選択を迷っていたら、セキスイ畳の枚数が2/3に減らされてしまって残念。

東京都 50代 週の半分は宍道湖のしじみの味噌汁です。これからもよろしくお願いします。

東京都 50代 家族旅行に行き、ますます出雲好きになりました。 今の出雲を維持してください。

沖縄県 30代 昨年に続き、またふるさと納税させて頂きました！いつか必ず息子と旅行に行きます！

東京都 40代 出雲市がこれからも素晴らしい地域でいられますよう応援しております。

東京都 60代 日本で一番の宍道湖のしじみ。大好きです。微力ながら応援しております。

大阪府 50代 学生時代を過ごした第二の故郷であり、出雲の発展にわずかでも貢献できればと考えています。

茨城県 60代 昨年も同じメッセージを記入しましたが、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。どうぞご活用下さい。

滋賀県 40代

JR西日本の1日乗り放題切符を使い、10月29日に(台風の影響もあって)とんぼ返りですが出雲大社に参拝しました。出雲市駅のお土産ショップ(アト
ネス出雲)などでのクレジットカードやICOCAなどの決済対応・バスや一畑電車のICOCA対応も、観光地だからこそ早く実現して欲しいです。出雲大
社近くの一畑のお土産屋さんは電子マネーも対応していたため、つい多めにお土産を買ってしまいましたので、あのような店が今後増えることを期
待しています。

神奈川県 50代 初めて寄附させていただきました。少ないですが、豊かな自然を守り、行ってみたくなるようなまちづくりに使っていただけたら幸いです。

京都府 40代
私は出雲の神社などにお参りするのがとても好きなので、 出雲の歴史的建造物並びに歴史的資料館ならびに調査等の費用に当てて頂ければ嬉し
く存知ます。

東京都 50代 応援しています。

静岡県 70代以上
神々の集う出雲大社、いい空気ですね。何年かに１度ですが、うかがえることを楽しみにしています。いつまでも、自然豊かな土地でありますよう、お
祈り申し上げます。

広島県 60代 益々のご発展を祈念申し上げます。

東京都 40代 東京生まれですが、全国を旅した中でも、島根県が大好きです。がんばって、今の素晴らしい島根県のままでいてください。

東京都 70代以上 今年旅行で宍道湖を訪れ感激しました。

埼玉県 50代 日本の名所として、もっとアピールして欲しい。

千葉県 50代
高校時代、修学旅行で行った先が、山陰地方でした。 その時食べた出雲そばの味が忘れられません。 これからも特産品のアピールをどんどんして
欲しいと思います。

東京都 40代 出雲市には数年前に旅行で訪れ、とてもよい所だなと思いました。 また機会があれば伺いたいと思います。 頑張ってください。

神奈川県 50代 出雲市頑張ってください。

福岡県 70代以上 神話の国出雲また観光に行きたいです。 出西窯の品もとても好きです。 伝統と文化の保存と振興応援しています。 よろしくお願いいたします。

埼玉県 40代 旅行に行き、街の美しさ、食べ物のおいしさを知る機会を得ました。ぜひ今後も良さを活かした街づくりをなさって下さいませ。

埼玉県 70代以上 素晴らしいところをこれからも伸ばして行って下さい。

愛知県 40代 出雲市を応援しています！

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。

東京都 30代 以前にもしじみを頂き美味しかったのを覚えています。いつまでも美味しいしじみが取れるように環境を維持していただけたら嬉しいです。

愛知県 20代以下 名古屋空港から出雲へＦＡＤで行きました。また行きたいです。

東京都 60代 出雲市のますますの発展を祈念しています。



岡山県 50代 頑張ってください。

茨城県 40代
昨年初めて少額ながら寄附をさせていただきましたが、その後もいろいろとお知らせをいただいたので、これはご縁をつなげなくてはと思い、引き続
き応援させていただきます。 のどぐろおいしかったので、今年も楽しみです。

京都府 40代
日本海の美味しい干物、楽しみにしています。近いうちに出雲大社に行きたいと思っています。町の活性化に少しでもお役に立てれば幸いです。応
援しています。

東京都 40代 いちじくジャムがとても美味しくて友人にも好評です。

京都府 50代 頑張れ出雲市！ また遊びに行きたいと思います！！

東京都 60代 ３年ほど続けて寄付しています。宜しくお願い致します。

滋賀県 50代 有効に使って下さい。

北海道 40代 古き良き日本の伝統を継承する事業にお使い頂ければ幸いです。

東京都 60代 頑張ってください。応援してます。

大阪府 60代 出雲市は観光で何度か訪れています。応援します。

神奈川県 20代以下 以前旅行で伺いました。 これからも綺麗な街でいてください。

神奈川県 40代 出雲市民が今後も住みやすい町にしてください。

東京都 60代 出雲市の発展と繁栄を応援しています。

愛知県 40代
日本神話好きな母と一緒に数多く（１０回以上？）訪れる内に、私も出雲が大好きになりました。 いつまでも行くと心がほっと落ち着き、空気と食べ物
がおいしい出雲であってほしいと願っています。

東京都 40代
義理の兄が島根出身なので、応援しています。私も地方出身なのですが、認知度が低く残念に思っています。魅力あふれる街になりますよう、支援
の一助になれば幸いです。

長崎県 50代
出雲には、知り合いがおり、しじみの興味深い話を聞き、大ぶりのしじみが入った味噌汁を頂きました。今回は、食べ損ねたのどぐろも食べたいと思
いました。

茨城県 50代 またぜひ訪れたいです。

宮城県 60代 今回もよろしく。

京都府 50代 旅行で２度訪れましたが、なかなか次の機会に恵まれません。せめて味覚で楽しませていただこうと思います。

神奈川県 30代 一度旅行で行きましたが、また行きたいです。

東京都 30代 いつか出雲大社に参拝したいと思っています。

東京都 50代 来年は家内の両親を出雲へ連れて行きたいと思っております。

東京都 40代 地域の特産品を楽しみにしています。

愛知県 20代以下 とってもおいしそうなトマト楽しみにしています！

東京都 30代 昨年出雲に旅行をして、お土産で購入したシジミが美味しかったので、今回申込させていただきました。機会があればまた訪問したいと思います。

東京都 50代 若者の育成に尽力ください。

神奈川県 40代 文化的に素晴らしいところだと思っています。頑張ってください。

東京都 50代 以前お送りいただいたしじみがとても美味しかったです。 冷凍の個包装で使いやすいところも魅力です。

神奈川県 50代 頑張ってください。

福岡県 40代 出雲市に友人がいます  出雲市の為に少額ですが使用して下さい。

東京都 70代以上 小学校時代を貴市で過ごしました。応援しています。

埼玉県 70代以上 応援しております。

宮城県 40代
先月、台風通過直後に出雲に旅行に行きました。 みさなんにとても親切にしていただきました。 ありがとうございました。 とても良いところですね。
いつか、また行きたいです。

岐阜県 30代 先日出雲大社で素敵な挙式をあげることができました。 出雲市のますますのご発展を期待しています。

香川県 50代 出雲市の事業にお役立てください。

和歌山県 60代 シジミとても美味しく頂いています。

京都府  昨年も和そばセットを実家に贈りました。お陰様で喜んでもらえましたのでリピです。

和歌山県 60代 些少ですが、貴市にお役立てください。

東京都 40代 子どももお年寄りも若い人も、誰もが住みやすい街にしてください。

大阪府 50代 豊かな自然と歴史・文化遺産を子供たちに。

京都府  去年も出雲和そばセットをいただき、実家へのお歳暮にさせていただきました。好評でしたので今年も贈ります。寄付、お役立て下さい。

神奈川県 60代 歴史文化財を末永く保存の一部にお使い下さい。

東京都 50代 有意義に使っていただければと思います。

東京都 30代 ふるさとチョイスで取り組みをみて少しですが役に立ちたいと思いました。がんばってください。

兵庫県 40代 少額ですがお役立てくだされば嬉しいです。

東京都 50代 以前　出雲大社の天井絵公開日に訪問しました。隣にあった博物館？にも感動しました。

岩手県 40代 宍道湖には一度行ってみたいと思っています。

青森県 60代 リピーターです。コウノトリやサギなどの野鳥の保護をお願いします。渡り鳥がたくさん飛来することを願っています。これからも頑張ってくださいね。

大阪府 40代 学生時代に６年間出雲で過ごしました。懐かしい第二のふるさとです。宍道湖のしじみ、おいしいですよね！

京都府 50代 応援しています！

神奈川県 30代 出雲大社に夏に行かせせていただきとても大好きになりました！！ また来年も行きたいです！応援してます！

大阪府 50代 パンフレットが見易い。益々の発展をお祈りします。

神奈川県 50代 昨年もお願いしました。とてもいいお花だったようです。 なるべく濃いいろのシクラメンをお願いします。

東京都 50代
鳥取に墓参に行く毎に、よく出雲大社に参拝させて頂いております。出雲市の勢いを強く感じます。寄付が出雲市民の皆様のお幸せに役立つようお
使いください。

東京都 40代 お友達が住んでいます。 応援しています！

岡山県 60代 生まれ故郷のために何か役に立ちたいと思い寄付をいたしました。

神奈川県 40代 応援しています！

福岡県 60代 前回いただいた海苔佃煮がとても美味しかったので、また申し込みました。

茨城県 40代 出雲大社はとても良かったです。 遺産の保全を頑張ってください。

広島県 40代 頑張れ！ もっと出雲市、島根県の良いところをよそに伝えようとするべき！地図でどこにあるか、わからない人が多いですよ。

静岡県 40代 トマトが苦手なので、｢超トマト」で克服したいです。

東京都 50代 出雲そば、大好きです！！

熊本県 60代 昔毎年見た多伎町多伎藝神社秋祭りの花馬をまた見ることができればと思っています。

東京都  些少ですがお役立てください。

神奈川県 50代 2度訪ねたことがあります。 次は、出雲エクスプレスに乗って行きたいです。

千葉県 40代 以前も寄付をさせていただきました。 少額ですがお役立てください。

東京都 50代 地域産業を振興し若い世代が住みやすい街づくりを期待しています。

滋賀県 60代 いにしえの都に来年、旅行を計画しています。

愛知県 60代 出雲市の皆さん頑張ってください。

神奈川県 50代 出雲が大好きです。 ますますのご発展をお祈りいたします。

千葉県 20代以下
社会人1年目です。 初めての納税を大好きな祖父がいる、大好きな出雲に『ふるさと納税』通してしたいと考えました。 高齢者にやさしい出雲であっ
てください。

富山県 40代 いつか行ってみたいと思っていた地です。訪問できるご縁がありますように。

愛知県 60代 高齢の義母が多伎町で独り暮らしをしています。皆様の御支援に感謝して、ささやかながら寄附させていただきます。

東京都 70代以上 郷土のお役に立てないことを悔やんでいます。皆様のご活躍を祈っています。

東京都 60代 がんばれ出雲市の皆さん！

新潟県 30代 頑張ってください！

東京都 40代 出雲大社に行き、とても癒されました。

東京都 30代 出雲の町は心落ち着きます。また出雲に旅行にいきたいと思います。

埼玉県 50代 今年初めて出雲大社にお参りさせていただきました。 よい街づくりを続けてください。

石川県 40代
出雲へは何回も旅行しています。 そのたびに出西生姜のひとくち生姜糖を買えるだけ買って帰ります。 再来年の年始にまた訪れる予定です。 楽し
みにしています。

島根県 50代 干しイチジク欲しかったんです。これからも良いイチジク作ってください。



東京都 50代 歴史ある出雲市の文化、おいしい食べ物、景色も提供できるように今後もがんばってください。

愛知県 40代 歴史文化を大切に保全していただきありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。

東京都 50代
旅行で出雲の無花果を食べて美味しかった、てんぷらも。 良いものいっぱいあるのにあまり有名にならないのはもったいない。出雲大社に寄りかか
りすぎでは・・・

奈良県 60代 10年住みました。 訪れるたびに、変わりゆく第二のふるさとです。 発展されること祈ります。

東京都 50代 出雲市の発展をお祈りいたします。

富山県 50代 医療の充実をお願い致します。

埼玉県 60代 私の姉が出雲大社で結婚式をあげました。海がとてもきれいだったのを憶えています。

大阪府 50代 よい町づくりに努めてください。

東京都 50代 離れて暮らしていても、いつも故郷を応援しています。

神奈川県 50代 出雲大社を観光した良き思い出があります。歴史的な遺産を後世に残していってほしい。

宮城県 40代 以前観光で訪れたさい、出雲の人々の温かさやおいしい食べ物など、とても良い思い出ばかりができました。ありがとうございました。

茨城県 30代 いつか行ってみたい地域です。

茨城県 40代 3年前に卓球の大会で訪れました。また機会があったら、出雲大社に行きたいです！

三重県 50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、お使いになって下さい。

兵庫県  また出雲大社に行きたいと思っています。 応援させていただきます☆

奈良県 60代 活力ある出雲市、ふるさとを大切にする出雲市、年寄りを見捨てない出雲市、期待しています。

埼玉県 50代 旅行で訪れたことがあり、とても好きなところです。こういう形で関われてよかったです。

広島県 30代 高齢者や高齢者を介護している人を応援するようなサポートを期待しています。

島根県 30代 少ないですが、カイロプラクティック大学教育又は、カイロプラクティック学士、修士、博士号の育成に使用してください。

島根県 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 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 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。

東京都 60代 出雲市の皆さん応援しています。

千葉県 70代以上 我が故郷神話の国「いずも」のブランド化にご奮闘下さい。

神奈川県 40代 妻の出身地です。  妻の両親が住んでおり、高齢者サービスの更なる充実を希望します。

東京都 30代 応援しています。よろしくお願いいたします。

岡山県 40代 素敵な街に。

三重県 50代 縁引寄かまぼこを楽しみにしております。 出雲市の皆さまを応援しています。 頑張ってください。

茨城県 50代 貴市のしじみはふるさと納税の定番にしたいと考えています。

神奈川県 50代 頑張ってください。

福岡県 60代 祖父の出身地です。

福岡県 60代 地域の福祉振興をお願いします。

三重県 40代 まだ出雲市へ行ったことないですが、いずれ行きたいと思っています。

大阪府 60代 こつこつ　ゆっくり頑張ってください。

滋賀県 30代 いろいろな人のご縁を結んでいただくために毎日ありがとうございます。私もよい縁に結ばれるように頑張っていきます。

東京都 50代 頑張って下さい。

鹿児島県 20代以下 ご活用ください。

大阪府 30代 大好きな地です。 また、訪問（旅行）させていただきますね！

大阪府 40代 おいしいおみそ楽しみです。

東京都 70代以上 自然を大事にしてください。

兵庫県 50代 何度か旅行して親近感を持っています。 頑張ってください！

千葉県 50代 魅力と活力のある出雲市にしていただきたく継続的な子育て支援の充実を切に希望します。どうぞよろしくお願いいたします。

神奈川県 30代
父が出雲市出身で、今も親戚は住んでいますが、長らく訪ねていません。 先日も列車でほぼ通過しただけでした。 それでも、のやきやしじみ、蕎麦
など美味しいものや、出雲大社に圧巻されたことなどは覚えています。 また鉄道好きなので、旧出雲大社駅が、廃止されてもまだ状態よく残ってい
るのが大変嬉しいです。 そういった諸々の維持・保存に、本当に少額ですが、寄付させていただきます。

神奈川県 50代 出雲市には、いつか行ってみたいと思います。 ふるさと納税をきっかけに、楽しみに計画します。

大阪府 50代 長男が島根大学出雲キャンパスで学んでおります。学生ですので納税もせず行政サービスを享受しており、大変心苦しく、寄附をさせて頂きます。

大阪府 50代
広島県出身ですが、島根県鳥取県にあまり行くことなく、成人して大阪や東京に住んでいます。おいしいものがいっぱいあって、いいところだと思って
います。ぜひ次代の育成につながる事に税金を使っていただきたいと思います。

東京都 30代 縁があり、寄付しました。 曽祖母たちをよろしくお願いします。

広島県 60代 宿泊観光増えますように。

神奈川県 40代 島根大好き！頑張って下さい！

神奈川県 50代 引き続き、歴史と伝統を守ってください。

神奈川県 40代 出雲市出身の先生に声楽でお世話になりました。

神奈川県 20代以下 由緒ある出雲の街を、情報発信に限らず、内から活性化させてください(^O^)

神奈川県 40代 出雲市の発展を願っております。

神奈川県 60代
出雲大社は有名ですが、伊勢神宮というライバルがいます。 カレンダーに「神在月」があることは、日本で唯一です。そこを中心にもっと売り出せば
いいと思います。

東京都 30代 地域復興頑張ってください。

東京都 50代 出雲光一さんを応援しています。

愛知県 60代 旅行で訪ねてから親近感を持つようになりました。観光資源が多く魅力的です。

埼玉県 40代 出雲市の子供たちのために役立ててください。

東京都 30代 子育て、活気のあるまちに！戻ってきたくなるふるさとにしてください！応援しています。

兵庫県 40代 母親の出身地で、幼い頃何度もおとずれました。とても美しい、思い出の土地です。そのままの環境を残していってください。

青森県  コウノトリの住める町を願っています。

神奈川県 40代 島根大学では御世話になりました。 毎年気持ちですが寄付致します。

千葉県 60代 津和野で生まれたものです。島根県頑張ってください。

東京都 30代 益々素敵な街になりますように。 がんばってください。

大阪府 50代 わずかですがお役にたてましたら幸いです。

東京都 50代 日本人の故郷として、農業・漁業の維持発展に、市として努めていただきたい。

福岡県 30代 応援しています！ いつか行きたいと思っています。

広島県 30代 出雲大社に訪れたことがあります。 日本海の海産物が非常においしかったです。

京都府 50代 10月28日、29日大阪で開催の全日本合唱コンクールにおける出雲市の各校の素敵な合唱に魅了されました。さらなる飛躍、祈念しております。

東京都 30代 年明けに旅行で伺う予定でしたが、事情により叶いませんでしたので…。素敵な町づくりを応援しております！

大阪府 50代 益々のご活躍を祈念いたします。

大阪府 40代 以前に、ライスバーガーを頂きとても美味しかったです。出雲市応援しています。

兵庫県 40代 出雲へは10年ほど前に一度しか訪れたことはありませんが、また是非行ってみたいです。

京都府 50代 出雲の冷凍しじみの美味しさと便利さは、大のお気に入りです。

島根県 60代 島根県の元気を応援したいです。

愛知県 30代 「神西湖のしじみ」をいつも頂いています。美味しい食材が取れて、観光で賑わう町でありますように、これからも発展をお祈りしております。

愛知県 60代 少子化に歯止めがかかるように魅力ある街つくり　頑張ってください。

埼玉県 20代以下
出雲にひとり旅で伺わせていただき心身ともに充電することができました。ありがとうございました。 また必ず訪れたいです。その際はどうかよろしく
お願いいたします。

神奈川県 30代 応援しています。

大阪府 60代
親戚の叔母が嫁いでおり、少しでもお役に立てたらよいと思いました。大阪からは距離があり、そうそう行けませんが、行きたくなるような街を目指し
てください。

茨城県 50代 みなさんがんばりましょう。



兵庫県 30代 豊かな自然と伝統を守り続けてください。

東京都 50代 出雲市、好きです！応援しています！

東京都 60代 何度か旅行で訪問しましたがよいところですね。日本の古代史をもっとアピールして、たくさんの旅行者も取り込んでください。

京都府 60代 最初の一歩です。これからも応援したいと思います。

東京都 30代 応援しております。

静岡県 70代以上 未来の子供達の育成に役立ててください。

神奈川県 50代 神々が宿る出雲を大切に守ってください。

東京都 40代 応援しています。

愛知県 40代 陰ながら応援しております。

愛知県 60代 出雲大社にもう一度行きたいです。

愛知県 40代 出雲は、大好きな場所なので、頑張ってください。

東京都 40代 「超」というネーミングに期待しています。　これからも、質の高い農作物を提供してください！

東京都 50代 特産品を大事にして下さい。

岩手県 40代 魅力ある都市で、いつか行ってみたいと思っています。

東京都 50代 応援しています。

東京都 40代 わずかですが出雲市の地域振興に役立てて頂いたら嬉しく思います。

福岡県 60代 故郷を離れて50年になりますが、いつまでも思い出します。些少ですがご活用下さい。

神奈川県  
祖母が島根出身だったこともあり、身近に感じております。また、遊びにいきます。  お礼の品の中にあるのどぐろは、夫婦で大好きな魚です。到着を
心待ちにしております。

埼玉県 50代 昨年も西浜いもを美味しくいただきました。 今年も楽しみにしています。

兵庫県 30代 ここ数年寄付させてもらっております。 出雲大好きです。 魅力的な街づくりこれからも期待しております。

東京都 50代 いつか行ってみたい所の一つです。

東京都 40代 頑張ってください。

神奈川県 50代 今年、初めて島根に遊びに行き、楽しい思い出ができました。 お礼に寄付をさせていただきます。

兵庫県 30代 旅行に行ったことがあり、いい街だなと感じました。そばがとても美味しかった印象があります。 観光振興がんばってください。

東京都 30代
旅行で定期的に伺わせて頂いております。 出雲大社以外にも多数の神社仏閣があると思いますので、それらの維持事業等にお使い頂ければと思
います。

北海道 40代 いつかは訪れてみたいです。

京都府 70代以上 鳥取市に４０年間住んでいたので宍道湖のシジミの美味しさをよく知っている。これからも美味しいシジミを食べさせてください。

東京都 40代 仕事でパソコン工場に行き、とてもお世話になりました。

千葉県 30代 従姉妹の結婚式で訪れてから、出雲はいいところだと思いました。働く女性が子育てしやすい環境が充実するといいなと思います。

東京都 60代 出雲市の御発展を心より願っております。

大阪府 30代 出雲大社に一度行ってみたいと思っています。お役に立てていただければ幸いです。

埼玉県 60代 昨年も頂きました。 寄付金の使い道広報等が充実しており感心します。是非一度伺いたいです?

山口県 20代以下 1度観光して魅力を感じました。

東京都 40代 応援しています！

神奈川県 60代 島根県出身者です。 産業振興を通じた活気あるまちづくりを応援します。

東京都 50代 行きたくてなかなか行けない出雲。

宮崎県 40代 これからも頑張って下さい。応援しています。

埼玉県 40代 よろしくお願いします。

京都府 30代 以前出雲市に在住していた際にはお世話になりました。

福岡県 50代
福岡から出雲縁結び空港を利用した事があり便利に出かけて行けるのだと感じていました。冬に尋ねたのですが違う季節にも出かけてみたいと
思っています。

東京都 50代 観光PR頑張ってください。

茨城県 40代 美味しい農産物をたくさん作ってください。

広島県 40代 子供達のために使って下さい。

神奈川県 60代 懐かしい出雲を応援します

宮城県 50代 父の出身地です。応援しています。

東京都 60代 美味しいしじみで、今年2日目のリピーターです。しじみは宍道湖産と決めています。出雲市のは特に美味しく感じます。応援しております。

神奈川県 50代 応援しています。

宮城県 70代以上 小額ですが、ご利用ください。

宮城県 50代
今年家族で旅行に行ったけど、客をもてなすホスピタリティがいたるところで感じられ、食べ物もおいしくて大変いいところでした。　また行ってみたい
です。

神奈川県 50代 実はまだ行ったことがありません。生きているうちに是非一度は行きたいと思っています。

東京都 60代 来年４月に再び行きます。 楽しみです。

東京都 70代以上 宍道湖でシジミ漁を見て印象的でした。 資源を大事にしてください。

岐阜県 30代 超トマト　今まで食べた中でナンバーワンです。

長野県 50代 出雲大社にはもう一度行ってみたいです。 出来れば銀山とセットで。

東京都 50代 いつの日か出雲に旅行したいと思っています。

栃木県 60代 憧れの地域です。ぜひ訪れてみたく思っています。

東京都 50代 昨年も寄付致しました。

東京都 50代 少しですが応援させて頂きます。 出雲大社をはじめ魅力いっぱいの出雲市。 また是非訪れたいです。

東京都 30代 観光行きました。素敵な所でした。応援してます。

東京都 50代 出雲に行ったことないのでいつかは訪れてみたいです。

東京都 30代 先日、出雲に出張した際、居酒屋で食べたのどぐろが美味しく寄付しました。頑張って下さい。

東京都 40代 出雲市出身です。遠くにいても応援しています。

千葉県 40代 父の故郷が大社町で、何度も訪れている故郷です。いつかまた行きたいです！

千葉県 20代以下 今年は初めて出雲市に旅行しました。これもご縁と嬉しく思います。

東京都 20代以下 いつも出雲大社を参拝させていただき、清々しい気持ちとなります。出雲を応援しています。

兵庫県 50代 大切な子供たちに明るい未来をお願いします。

愛知県 50代 歴史的神社仏閣を大切に保存してください。

兵庫県 50代 歴史・伝統のある出雲市を応援しています

大阪府 50代 出雲はよいところです、何度も足を運んでいます。

大阪府 50代 ささやかですが、応援させていただきます。

岡山県 40代 大学生の時に住んでいました。 頑張って下さい。

千葉県 20代以下
出雲に旅行に行ったときに食べた出雲そばの味が忘れられず、去年に引き続き申し込みました。 日本全国の中で出雲そばが一番美味しいと思いま
す！ 出雲大好きです。

栃木県 60代 今年中か来年、出雲大社を参拝いたします。

神奈川県 50代 頑張ってください。

東京都 50代 毎年寄付させていただいています。 がんばってください。

愛知県 70代以上 出雲市のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

大阪府 30代 このしじみ、本当に美味しいです！

愛知県 30代 出雲市の芸術振興に少しでも貢献出来たら幸いです。

京都府 60代 息子二人が独身ですので、良い縁ができますようお願いします。

埼玉県 30代 国内最高のワイン生産地になるよう期待しています！

大阪府 60代 がんばれ出雲市！

東京都 40代 昨年も応援させていただきました。

愛知県 50代 今年出雲に観光で行きました。歴史的文化遺産の保存等にお役立ていただければと思います。

奈良県 20代以下 妻が出雲市出身で、出雲は第２の故郷のようです。 頑張れ出雲！



千葉県 50代 宍道湖のしじみを楽しみにしております。宜しくお願い致します。

愛媛県 30代 旅行で滞在したことがありますが、素敵な街でした。 これからもより素敵な街になるよう願ってます。

静岡県 30代 以前観光に行き、非常に歴史的で魅力的な土地だと感じました。また行きたいです。

京都府 50代 特産品頑張ってください。

東京都 50代 がんばってください。

東京都 40代 行ってみたいと思っている場所です。

埼玉県 60代 今年も応援させていただきます。

東京都 40代 家内の実家が「茶三代」を愛用しております。また、私自身も出雲市を何度か訪れております。ほんのわずかですが、市振興にお役立てください。

兵庫県 50代 出雲は好きな場所のひとつです。 旅で行くたびに、何度も訪れたくなります。

広島県 30代
年に一度は遊びに行っています。とても魅力のある土地だと思うのですが，いまいち浸透していないのではないかといつも心配しています。もっと魅
力をアピールするといいと思います。私は関東の人と接する機会が多いのですが，あちらでの知名度はいまいち上がっていません。ですが，私がア
ピールすると意外と食いつきは良いので，コスパとアクセスが意外とよいことを訴えて首都圏の人を招致してはどうでしょうか？

千葉県 50代 いつも応援しています。これからも素晴らしい街づくりをお願いします。

神奈川県 50代 出雲大社を一度は訪問したいと思っております。

東京都 40代 昨年、美味しく頂きました。

東京都 30代 引き続き出雲ブランド向上を推進してください！

東京都 40代 今夏の訪問で出雲市の寺社と地酒、食材の魅力にはまりました、応援しています！

埼玉県 60代 故郷の美味しいものを少しでも広めたいと思います

兵庫県 40代 遊びにいきます！

東京都 50代 ポイント制にしていただけると好きな時にその都度選べるので助かります。

東京都 30代 応援しています！

埼玉県 50代
数十年前に出雲市に訪れた後、訪れる機会がありませんでしたが、自然を大事に共存されている印象がありました。今もこれからも環境を大事にさ
れてほしいと願っています。

滋賀県 40代 お礼の品、ありがとうございます。 寄附金は有効に使って頂けたらと思います。

島根県 40代 地域の良さを大切に。出雲大社を中心として観光産業を発展させ地域に還元してください。

千葉県 40代 昨年もおいしかったです。千葉県から応援しています。

大阪府 40代 応援シテイマス。

京都府 50代 大阪 大感謝祭で試食しました。

神奈川県 40代 金魚も知る人ぞ知るですね。頑張ってください。

北海道  魅力あるふるさとづくりにご活用ください。

千葉県 30代 母の故郷として応援しています。

東京都 40代 一度は行ってみたい魅力的な出雲市です。 これからも素敵なまちづくり頑張ってください。

大阪府 40代 特産品ありがとうございます。 応援しています。

神奈川県 50代 すばらしいふるさと作りのお役に立てれば幸いです。

京都府 40代 素敵なお礼をありがとうございます。 出雲市の発展をお祈りしています。

長崎県 60代 島根大学で長男がお世話になっています。 入学式に行って出雲が大好きになりました。

愛媛県 50代 がんばってください。

千葉県 30代 少しですが市のお役にたてればと思います。

鳥取県 30代 須佐大宮、出雲大社に年数回、参拝させて頂いております。

愛知県 70代以上 子供育てに支援いたします。ガンバ！

東京都 50代 いつか行ってみたい所です。

京都府 50代 叔父や叔母がたくさんお世話になっております。

神奈川県 50代 魅力が一杯の出雲。ずっと前から旅行に行きたいと思っています。いつかきっと伺います！

神奈川県 60代 美味しいものありがとうございます。

神奈川県 60代 寄付金を出雲弥生の森博物館関連の事業に役立てていただきたい。

東京都  
先日、出雲大社にお参りに行かせて頂きました 街の皆さん、雰囲気がとても良かったので 気持ちよく、過ごさせて頂きました。今後も、多くの方が来
られる出雲であると嬉しく思います。

兵庫県 50代 毎年「スイムランin多伎」に参加するのを楽しみにしています。 大会がいつまでも続きますように応援します。

東京都 60代 出雲大社へ一度行きました。

神奈川県 40代 29年度新米を希望します。　楽しみにしています。

東京都 50代 ふるさと納税を通じて出雲市には魅力的な特産品が多いことを知りました。

東京都 40代 冷凍シジミは時々買わせていただいております。とても使い勝手が良く助かっています。

東京都 40代
父が島根出身で、家族みんな出雲そばが大好きです。 石臼挽の出雲そばなど、伝統を引き継ぎ、美味しいそばを作り続けてほしいです。 よろしくお
願いいたします。

千葉県 50代 これからも出雲大社の素晴らしさを維持して頂きたくと思っております。よろしくお願いいたします。

埼玉県 30代 過去に２度観光で行かせていただき、非常にいい街だと思います。

埼玉県 50代 今年も応援させていただきます。 歴史文化遺産の保護保全にお役に立てればうれしいです。

神奈川県 50代 先月、出雲大社へ参拝に伺いました。

兵庫県 50代
神の国　出雲はまだ,行ったことがありません,２年ほど前松江と宍道湖、玉造温泉に行き、今度は出雲へと思っています、できればメ-ルとか郵便で
出雲の年間行事があれば教えて欲しいです。泊まるところと、車で行こうと思っています２年～３年以内に、楽しみにしています。

東京都 30代 地元です。 最近、淋しい感じになっているので、是非盛り上げて欲しいです。

三重県 70代以上 出雲大社で息子が13年前に結婚式をさせて頂きました。 素晴らしい自然に守られている大社に また参拝できますように願っております。

千葉県 50代 千葉県では、あまりそちらのしじみに出会えなく、大きなしじみを食べてみたく、注文しました。

静岡県 60代 これからも観光など繁栄に努めて下さい。

埼玉県 60代
昨年も、同様の寄附をさせていただきました。 麺がとても美味しかったので、今年も寄附させていただきました。 今後も、同額同様の寄附の継続を
期待しています。

愛媛県 30代 少子化対策がんばってください。

東京都 50代
先月、出雲に旅行しました。 稲穂が綺麗で、お米も美味しかったので、 出雲のお米が欲しくなりました。 食べ物も美味しく、自然豊かでいいところで
した。

兵庫県 40代 些少ですが地域福祉にお役立てください。

千葉県 50代 出雲大社に２０年ほど前に行きました。また訪ねてみたいです。

福岡県 50代 素敵な町なので頑張ってください。

神奈川県 60代 毎年のことですが、やっと手続きが出来ました。

東京都 40代 微々たる額ですが，地域のためにお役立ていただければ幸いです！

東京都 70代以上 いつも娘共々大変お世話になって居ります。常々長岡市長さんがすばらしい方と娘から聞いており応援しています。

東京都 40代 美しい島根であり続ける努力を惜しまず頑張って下さい。

神奈川県 60代 発展を期待してます。

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内で、娘から結婚が決まったと連絡あり、驚きました。 歴史と伝統をつないでいただき、若夫婦の
原点であってほしいと願います。

東京都 30代 文化財の保全、がんばってください。

神奈川県 70代以上 昨年に続いて応援します。

静岡県 60代 歴史ある街を保っていただきたいです。

愛知県 50代 宍道湖、出雲大社へ1度だけ行きました。もう一度行きたいと考えています。

東京都 50代 出雲市への初めてのふるさと納税になります。有効に使って頂ければうれしいです。

宮城県 70代以上 ほし芋大好きで、前回もおいしくいただきました。

愛知県 40代 観光等地域活性化に頑張って下さい。今年二回目ですが、返礼品が気に入りました。定期的にすることはできませんかね？

神奈川県 20代以下 いつか訪れてみたい縁結びの地、Ｎｏ．1です！

兵庫県 40代 10年以上前から出雲神社に参拝するのが毎年の恒例行事になっています。町の雰囲気が大好きです。

東京都 40代 少しですが使って下さい。

愛知県 50代 二年前に家族旅行で初めて訪れました。　お蕎麦がとてもおいしかったので、麺類が大好きな叔母夫婦に贈ります。

東京都 50代 出雲市は何度も訪問しております。  出雲大社を始め、ワインなど歴史と文化が共存する街としてさらに発展していただきたく、寄付を申し込みます。



大阪府 60代 由緒ある歴史発祥の地の振興を願います。

東京都 60代 シジミのおいしさに感動しました。地方振興応援しています。

東京都 50代 応援しています。

静岡県 60代 高齢の方が住みやすい町でありますように。

群馬県 50代 市役所勤めの知人の案内で、出雲市への寄付は2年目です 出雲市の農業の発展と、地元の振興を期待します 頑張ってください！

栃木県 60代 来月、旅行で出雲に伺う予定です。楽しみです。

大阪府 60代 是非近々訪れたいと思っています。微力ながら今後も応援致したく存じます。

東京都 50代 出雲市の更なるご発展をお祈りしております。

愛知県  今回初めて寄附します。 些少ですが、どうぞお役立てください。

東京都 50代
両親が雲南市の出身で小さい頃から帰省のたびに出雲大社など訪れていましたので故郷のように感じています。東京の友人など出雲旅行に憧れ
るけど遠いイメージがあるようで、足の便が不便だとなかなか行く機会もないそうです。 個人的にはうさぎが大好きなので因幡の白兎関連でグッズ
やイベントなどあると集客に希望があるのでは。益々の発展を期待しています。

東京都 30代 先日旅行でうかがって、応援したくなりました。

東京都 30代 島根牛おいしかったです。 そのうち、里帰りします。

東京都 50代 少しずつですが、これからも応援続けます！ 魅力的な出雲を発信してください。

山形県 50代 一度訪ねたい場所なので、応援させて頂きます。

愛知県 40代 特産品のPRをもっと積極的にお願いします。

埼玉県 40代 応援しております！

東京都 40代 機会があればまた訪れたいと思っております。出雲市の益々の発展を願い、わずかではありますが、お子様のためにお使いください。

北海道 30代 友人が出雲在住でいつもお世話になっております。 些少ではございますが、何かのお役に立ちましたら幸いです。

大阪府 20代以下 毎年ありがとうございます。

山形県 30代 これからも素敵な返礼品、期待してます。

愛知県 30代 出雲市の自然と環境が大好きです。蛍や夜光虫を見に出雲大社にまた行きたいです。

愛知県 30代 思い出の出雲市。出雲大社にまた遊びに行きます。出雲の自然環境の保全を祈っております。

埼玉県 30代 魅力的なまちづくりを期待します。今度、訪れてみたいです。

福岡県 40代 出雲大社でご縁を結んでいただきました ありがとうございます。

東京都 30代 今度出雲市に遊びに行きます。ずっと行ってみたかったので楽しみです。

愛知県 70代以上 姉の実家が出雲市でいつもおみやげをもらいます。出雲そば大変おいしいです。

山口県 40代 出雲大社には何度も参拝しており、親近感を感じています。

千葉県 40代 よりよい街づくりに生かしてください。

徳島県 40代 学生時代にお世話になりました。

兵庫県  微力ですが、ご活用頂けますと幸いです。

山口県 40代 出雲と言う素養をいかして、これまで以上に素晴らしい都市をつくってください。

神奈川県 40代 出雲大社へまた観光で行きたいです。

岐阜県 60代 出雲を訪れて　応援したくなりました。 去年もこのお特産品をお願いして とても良かったので　もう一度お願いしました。 頑張れ 出雲！！

兵庫県 50代 出雲駅伝をいつも楽しみに見ています。そのサポートになればと思います。

京都府 40代
リピートです。 22年前、両親と3人で出雲大社にお参りした翌年、主人と知り合い結婚しました。今とても幸せです。 沢山の方にも幸せを分かち合え
たらと思います。 これからも、人と人の素晴らしいご縁をお祈りいたします。

福島県  妻の祖父の出身地で小学校入学前に祖父母と訪れた出雲を今でも懐かしく思い出し話をします。出雲大好きです。

広島県 60代 両親が旧平田市出身です。柿の美味しさも知っています。寄附は、ほんの少しですが役立てて下さい。

福島県 50代 以前より出雲大社に参拝したいと思っております。 それを目標に、日々、頑張りたいと思います。

京都府 30代 応援しています。

愛知県 50代 出雲に訪れてみたいです。たらふくしじみ汁飲みたいです。

山口県 60代
出雲市には ほぼ毎年行っています。 仕事でも遊び(観光)でも 毎回新鮮味を感じます。 取り分け、昨年夏に米国人8名をガイドして出雲大社などを
訪問した時には、暑さもさることながら、彼らが神聖な場所への感動の深さに思わず私も熱くなって熱心に説明したことは忘れられない良き思い出に
なりました。

神奈川県 60代 離れていても戻ってみれば素晴らしいところである出雲市！ もっと、出雲市の良いところを全国に発信しては如何ですか?

東京都 50代
昨年は当方の寄付に対して結構なお品を頂戴し、ありがとうございました。生産者・関係者の方々や出雲の風景（写真でしか見たことがありません、
いつか出雲大社へお参りに行きたいです）を思い浮かべつつ感謝していただきました。6年連続となりますが、今年も寄付させていただきます。市民
の皆様のご健勝を祈念しております。

岡山県 50代 毎年、寄付させていただいています。 今年も、応援させていただきたいと思います。

富山県 50代 昔旅行して楽しい思い出があります。お役に立てればと思います。

神奈川県  出雲市を訪れてみたいです。

石川県 40代 旅行で行きました。

岡山県 60代
今年も昨年と同じものを申し込みさせて頂きました。  古代史に興味を持っており、周辺の様々な遺跡史跡を訪問させてもらってます。古代出雲と吉
備の交流を物語る遺物などが発見されると良いですね。

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。

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、重要な制度と考えます。

滋賀県 30代 がんばってください。

栃木県 50代 頑張ってください。

東京都 60代 島根県浜田市生まれです。懐かしい宍道湖のシジミをお願いします。

東京都 50代 高齢者が住みやすくしてください。

栃木県 50代 先日出雲に行きましたが、学生時代とずいぶんと様子が変わっていて驚きました。今後も益々の発展を祈念しております。

愛知県 40代 神社めぐりが好きで、いつかは出雲にと思いつつまだ叶いませんが、ふるさと納税を通じてご縁出来たらうれしいなと思います。

大阪府 40代 歴史ある出雲が、日本の誇りであります。少しでも応援したいと思っております。

広島県 40代 定年後出雲市に戻ろうと思ってます。住みやすい街へ、お役に立てていただければと思います。

栃木県 40代 出雲市には学生時代におせわになりまして、ありがとうございました。今後、益々の発展を祈念しております。

兵庫県 40代 頑張ってください！

神奈川県 50代 玉造温泉には何度も伺ってます。 いつも癒やされています。

奈良県 70代以上 遥か奈良から故郷の発展を祈っています。

香川県 30代 出雲に旅行に行って魅了されました！ 出雲大社をはじめとする文化遺産がいつまでも残ることをお祈りしております。

愛知県 50代 今年 出雲市に観光で行きました。 また 遊びに行きます！

三重県 70代以上 毎年納税してお礼の品を美味しく頂いています。 今年もよろしくお願いします。

熊本県 60代 出雲　大好きです。応援しています！！

福岡県 40代 以前、出雲へ行った事がありますが特産品がどんなものか試してみたいと思いました。 初めて、ふるさと納税をしてみました。

奈良県 30代 ふるさと納税で民藝活動を応援します。

長野県 60代 神話の里の隆盛を祈ります。

奈良県 70代以上 大事に思うところ・・・

大阪府 50代 頑張ってください。

東京都 50代 応援していますので頑張ってください！

新潟県 50代 新潟空港と出雲縁結び空港の直行便の検討おねがいいたします。

新潟県 40代
新潟空港から出雲空港の直行便があれば もっと頻繁に出雲市に観光に行けるのですが 現状は往復に時間がかかりすぎてなかなか休暇も取りにく
いので 数年に一度位しか行けません。季節運航でも構いません新潟と出雲の直行便検討していただけませんか。

東京都 50代 山陰出身の者です。子育てにお役立て下さい。

奈良県 40代 頑張ってください。

京都府 60代 高齢者の医療の充実に使ってほしい。

愛知県 50代 出雲の地はロマンがあります。

愛知県 40代 出雲大社にもう一度行きたいと思っております。

千葉県 50代 子育て教育に活用してください。

愛知県 40代 これからも魅力ある街つくりを期待しています。

東京都 50代 素晴らしい街つくりにご活用ください。



北海道 40代 出雲の発展をお祈り申し上げます。

滋賀県 50代 下水道の完備を望みます。

東京都 50代 多岐いちじくのファンです。日本橋島根館しか行ったことがありませんが、いつか訪れてみたいです。

神奈川県 40代 美味しそうなおせちですね。楽しみにしています。

大阪府 50代 妻の実家が隣の松江市で、出雲大社にも何度もお参りに行きました。懐かしく思い、今回寄付いたします。

静岡県 50代 応援しています！

静岡県 50代 応援しています！

滋賀県 30代 頑張ってください！！

愛媛県 50代
子供が島根大学に通っています。 出雲という歴史ある、そして温かく優しい場所で学生生活を送ることができ本当に感謝しています。 来春卒業予定
ですが、愛媛には帰らず島根に残るとのこと。 これからもよろしくお願いいたします。  感謝の気持ちも込めて今年も少しですが寄付させていただき
ます。

大阪府 50代 一度、訪れたいと思っています。

神奈川県 50代 神の町、出雲。 一度観光で訪れたことがあります！ 頑張ってください！！

東京都 70代以上 美しい街並みをこれからも維持してください。

東京都 40代 行ってみたいです。

埼玉県 60代 地方創生は農業から、農家の皆さんがんばれ。

栃木県 40代 頑張ってください。

東京都 30代 しじみ汁を作ると子供たちが大喜びで何杯もおかわりして食べています。いつも美味しいしじみをありがとうございます。

静岡県 50代 5年ほど前、出雲大社を観光で訪れました。 近くにいい温泉や見どころがたくさんあり、器好きの妻は再訪したいそうです。

千葉県 50代 昔行った出雲大社、また行きたいです。

兵庫県 50代 単身赴任中です。より一層、住みやすいまちづくりをお願いします。

東京都 50代
シャインマスカット雲太、感激の美味しさです。出雲タオルも肌触りが良く、家族で毎日使っています。いつか訪れてみたいと思っています。皆様の丁
寧で暖かいご対応に心から感謝しています。頑張って下さいませ。

東京都 40代 素敵な笑顔があふれる町でいてください。

埼玉県 50代
縁結びの出雲大社を中心とした出雲市、応援しています。 最近は出雲駅伝も、ますます人気が出てきているようですね。 僅かではありますが、寄附
させていただきます。 市の発展のために使っていただければ幸いです。

岐阜県 40代 出雲大社に行った事があります。大しめ縄には圧倒されました。素敵です。これからも保存の為に頑張って下さい。

鹿児島県 40代 去年もさせていただきました。 日本酒とてもおいしいです。

東京都 60代 出雲市の人口が増えることを願っています。

神奈川県  
何度か訪れてすばらしい場所だと実感しています。特に宍道湖の夕景は、初めて訪れたのにどこか懐かしさを感じました。こころのふるさとである出
雲が更に発展しつつも変に観光地化しないことを願っています。

奈良県 70代以上 若者世代に活力を！

東京都 40代 宍道湖の夕日をまた見たいです。

東京都 50代 一度仕事で訪れたことがあります。とてもいいところでした。応援しております。

福井県 40代 御市の発展を応援してます。

東京都 30代 母が出雲市出身で、生まれたのは出雲市です。 福岡出身の妻も、出雲牛は、本当においしいと楽しみにしています。

千葉県 50代 より良い街に発展しますように・・・・

千葉県 40代
ふるさと納税で出雲市に魅かれて、先月初めて出雲大社を訪れました！ ふるさと納税で魅力的な品をたくさん提案されている活動的な出雲市の品
を今まで７品いただきました！ 今回は、いただいた品の中の出雲そばとぜんざいを現地でぜひ食べたいと思い、念願かないました！ また、ぜひ訪
れたいな！！と思いました！

兵庫県 20代以下 寄付金によって島根の魅力が少しでも広まりますよう、願っております。

愛知県 60代 出雲市の発展にご尽力下さい。

沖縄県 50代 一度行った事があります。もう一度行きたい土地です。

愛知県 60代 頑張って！

北海道 40代 一度観光で訪れたことがあります。とても優しい方たちが多く、いい時間を過ごしました。また行きたいと思います。

東京都 40代 以前出雲や斐川町に大変お世話になりました。

千葉県 30代
昨年も同じ返礼品を注文させて頂きました。 食べやすく美味しい商品で大変気に入っております。  これからも、こうした地元の良い商品を育てて地
域振興につなげて頂ければと思います。

東京都 50代 また、訪問したいです。

広島県 60代 自然のきれいな美味しい物ができる所であって下さい。

神奈川県 50代 出雲市は大好きな町です、応援しています！

東京都 60代 愛犬の15歳バースデーでいただきます?

東京都 60代 出産祝いとして贈ります。喜んでいただけると思います。

東京都  がんばってください。

神奈川県 50代 数年前に出雲大社に参拝しました。機会があれば、また是非行きたいです。

群馬県 20代以下
出雲市には一度遊びに行ったことがあり、とても素敵な街だと感じました。シャインマスカットが大変美味しいと聞いておりますので、楽しみにしてい
ます。

大阪府 60代 出雲大好きです。

東京都 50代
以前、出雲市を訪れたことがあります。 宍道湖の近くのお花畑が印象にあります。 神様が宿る神聖な出雲市が、いつまでも心落ち着く街であり続け
てほしいです。

東京都 30代 出雲大社をアピールしてほしい。

福岡県 50代 よい街づくり頑張って下さい。

鹿児島県 50代 お金を出雲市の発展に役立てて下さい。

北海道 50代
娘が島根の安木に夫が転勤になり住んでいます。松江城や宍道湖や出雲大社や温泉等良い所が盛りだくさんです。もっと良さが全国に広まって欲
しいですね！

香川県 30代 高齢化が進む中でも、若者が居たいと思う出雲市でいてください！

兵庫県 40代 去年まで松江に住んでました。 島根大好きです。 頑張って下さい

千葉県 50代 出雲の文化を守っていただきたい。

北海道 50代 出雲のシジミが一番です。

愛媛県 30代 出雲の美味しいそばを頂きました。

北海道 50代 些少ですが市政にお役立ていただければ幸いです。

東京都 40代 貴市のますますのご発展を祈念しております。

千葉県  一昨年旅行で訪れました。景色が綺麗でとても良いところでした。また是非再訪したいです。

神奈川県 30代 応援しています！

大阪府 50代 島根大好きです。松江城もお蕎麦も出雲大社も。

兵庫県 50代 島根は、若手エンジニアの教育で毎年訪れており、全国でも最も大好きな地域です。

大阪府 50代 わずかですかお役に立てれば幸いです。

奈良県 50代 神話の里に一度行ってみたいです

大阪府 50代 旅行で行きたいと思っています。

広島県 60代
出雲市には、何回か訪れています。一昨年も加茂岩倉遺跡や、荒神谷遺跡、出雲大社を回り、今年も古代出雲歴史博物館に行き、出土した銅剣、
銅鐸を見ました。古代の出雲大社の大きさに驚きました。これからも何度も行ってみたいと思います。 歴史的なものを保存していくことは大変なこと
だと思います。 頑張ってください。

神奈川県  がんばってください。

愛知県 40代 歴史の街、出雲。発掘調査などの応援をしたいと思って寄付させていただきました。

神奈川県 60代 皆様のご多幸をお祈り致します。

東京都 70代以上 長岡市長さんの頑張りはいつも娘から聞いて居ります。遠くから応援させていただいています。

京都府 50代 毎年、出雲に行くのを楽しみにしています。変わらない自然をお願いします。

埼玉県 50代 応援しております。頑張ってください。

東京都 60代 出雲大社、行きたいです。

京都府 30代 出雲大社に観光に行ったことがあります。 風光明媚で、また行きたいと思わせる街でした。

群馬県 40代 ささやかですがお役に立ててください。



神奈川県 50代 以前、日御碕へ行きました。美しい海と灯台に日御碕神社。もっとたくさんの方にあの美しさを味わって頂きたいです。

群馬県 60代 神々がおいでになる出雲の地を、いつまでも健全に守ってほしいです。

兵庫県 40代 母親の出身が出雲市で幼いころは毎年お盆と正月は出雲で過ごしていました。楽しい思い出のある出雲にお役に立てればと思います。

埼玉県 40代 出雲大社にはいつか行ってみたいと思っています。

京都府 60代 住民の皆様が幸せに暮らせますよう、お祈り申し上げます。

東京都 60代 出雲市を応援します。

大阪府 50代 応援しています。

東京都 50代 毎年出雲の美味しい柿を楽しみにしています。

和歌山県 60代 些少ですが　貴市にお役立てください。

埼玉県 40代 益々の産業の発展を応援しております！

兵庫県 50代 いつも美味しい特産品をありがとうございます。

兵庫県  出雲大社３回行きました。蕎麦がおいしかった。

富山県 50代
9月29．30日に出雲大社に行きます。 はじめての出雲ですが楽しみです。 富山からは、遠くてなかなか行けない所で 交通の便がもっと良くなればい
いですね。

埼玉県 50代 出雲は、自然も文化も素敵な土地と思います。これからも大事に守って頂けたら嬉しいです。

神奈川県 20代以下 出雲大社にいつか行きたい。

大阪府 50代 出雲を盛り上げてください。

神奈川県 40代 一度行ってみたい街です。

茨城県  頑張ってください。

神奈川県 40代 他県にはない特徴を活かして産業・観光の振興を期待します。

愛知県 30代 以前お送り頂けたシャインマスカットとても美味しかったです。

愛知県 60代
２８年度は、旅行に訪れ縁を感じ寄付しました。今年は、貴市よりパンフレットを頂き寄付することにしましたが、費用も掛かるでしょうから今後は、パ
ンフレットは、いりませんよ。出雲大社また訪れたいと思います。

福島県 40代 出雲がいいね 運気が上がりそう。

千葉県 50代 出雲大社に感動しました。 でもお蕎麦はちょっと... 同時に食べたどんぶりものは美味しかったです。

東京都 40代 地域のご発展をお祈り申し上げます。

東京都  毎年楽しみにしているので今年も送ります。

愛知県 60代 出雲市の経済の活性化を期待します。

愛知県 70代以上 出雲大社に行って来ました。娘の縁結びもお祈りして来ましたが縁はなかったようです。

北海道 50代 美味しそうで食べてみたいのと、寄付が一致したので。 子供達に還元されれば嬉しいです。

神奈川県 40代 一度は訪れたいと思っております。微力ながらお役に立てれば幸いです。

東京都 60代 歴史文化資源の保存と観光振興期待。

埼玉県 60代 歴史文化財の保護に協力できたらと思います。 また出雲に行くのを楽しみにしています。

神奈川県 40代 出雲市の発展を願っております。

静岡県 40代 妻が浜田市出身で、何度か訪れています。 出雲市、そして島根県を訪れる人が増えるよう頑張って下さい。

東京都 50代 前回もありがとうございました。シャインマスカットとても 美味しく頂きました。 出雲のタオルも素晴らしいですし、お世話になっています。

大分県 50代 これからもしじみが育つ環境を大切にしてください。

埼玉県 40代 父が島根出身で、毎年西条柿を楽しみにしています。これからも応援します！

神奈川県 50代 益々のご発展をお祈り致しております。

神奈川県 50代 出雲市の魅力を世界に広めてください。 益々のご発展を心よりお祈り致しております。

三重県 40代
出雲へ行きたいと思いながら、なかなか機会に恵まれず…家族で旅行に行きたいです。子育て真っ最中なので、寄付金は微々たるものですが、子
育て支援に活用してもらえれば嬉しいです。

東京都 40代 出雲の発展を願っております。

東京都 40代 出雲の発展を願っております。

大阪府 40代
出雲市は、なんか神々しいイメージがあります。残念ながら訪れた事は無いのですが、そこに佇むとパワーを貰えるような、守られるような神秘的で
有難い土地を想像しております。出雲市の方々が日々、ご健康・ご多幸でいらっしゃいますように御祈り申し上げます。

東京都 50代 3回ほど伺ったことがあります。日本文化の源の地、私にとって興味つきない場所でもあります。

大阪府 50代 地域の産業を育成してください。

大阪府 50代 ふるさと納税が地域のお役に立てば幸いです。

東京都 20代以下 先日観光に家族で訪れ、とてもよい思い出になりました。 感謝の気持ちを込め、今回申請させていただきます。

千葉県 30代 次世代のためになる教育に役立てて頂きたいです 応援しております。

千葉県 40代 出雲には行ってみたかったのでよいきっかけになります。 観光の時は出雲のことをいろいろ知りたいです。 宜しくお願いします。

兵庫県 50代 出雲によく行きます。大好きです。もっと行きたい町にしてください。

兵庫県 30代 縁結びのために行きたいと思います。

福岡県 60代 これから高齢化が進むと思いますので頑張ってください。

愛知県 70代以上 柿が大好きで今年はお願いしました。ワインもお願いします。

東京都 40代 干し芋がおいしくてリピ3回目です。

東京都 50代 島根県出身で応援したく応募しました。

神奈川県 50代
今年はじめて島根県に旅行しました。玉造温泉や出雲大社、松江城ととても美しく感激しました。また旅行したいと思います。 島根が好きになりまし
た。

岡山県 60代 近く（鹿島）に原発があるので、今後の原発対応（事故・避難対応）にお金を使ってください。

神奈川県 30代 美しい出雲の景色を守って下さい。

広島県 50代 一畑電鉄にSLを走らせてください。

愛知県 40代 出雲大社を軸に、魅力ある観光地としてのポジションを確立してほしいです。

埼玉県 50代 少額ですが、お役に立てば幸いです。

千葉県 30代 父の故郷です。 応援してます！

東京都 50代 出雲大社のある出雲市へは何度か行った事があり、出雲空港も利用します。今後益々の発展を期待します。

神奈川県 50代 結婚して初めての旅行(27年前)は、夜行列車で出雲でした。

東京都 70代以上 毎年しております。増々の発展を希望します。

大阪府 40代 出雲大社の保存に役立てて下さい。

東京都 50代 応援しています!

東京都 50代 出雲の自然を大切にしてください。

大阪府 30代 育ててもらってありがとうございます！ これからも自分の出来る範囲で応援させてもらいます、よろしくお願いします！

神奈川県 60代 出雲市には観光でも訪れたいと思っています。 自然景観を保ちつつ、若い力で発展して行かれますように願っています。

福岡県 40代 イメージの良い自治体です。ゆかりはありませんが、是非応援したいです！！

神奈川県 50代 ぜひ訪れたい街です。 出雲大社などの伝統文化を大切に守り続けてほしいです。

神奈川県 30代 昨年お礼で頂いたおそばが美味しかったので、今年も楽しみにしています。

大阪府 50代 亡き父の出身地に寄付させていただきます。

千葉県 40代 以前出雲に住んでいました。応援しています。

東京都 60代 子育て支援の充実を期待します。

宮城県 50代 地元の子育て支援お願いします。

埼玉県 50代 応援しています。

千葉県 60代 リタイアしたら　是非　旅行に行きたいと思っております。益々のご発展を　お祈り申し上げます。

千葉県 50代 妻が出雲市出身なので何度か訪れてます また行きたいと思ってます 出雲市がもっと発展する様　応援しています。

愛知県 50代 島根県出身です。出雲は亡き父の出身地であり、出雲大社は県外で暮らす私にとっても誇りです。益々のご活躍を祈念いたします。

神奈川県 50代 期待しています！

埼玉県 70代以上 ６月に出雲大社に行きました。５年ぶり位です。よかったです。

神奈川県 60代 出雲大社への観光の発展と、その周囲の商店街の活性化を期待しています。

大分県 60代 まだ一度も行った事が有りませんがこれを機に是非とも行ってみたいです。



岡山県 50代 娘が大学でお世話になっています。やさしい出雲市民の皆様に感謝したい気持ちで寄付します。少しですが　有効につかってください。

愛知県 40代
先日、出雲大社へ観光に行きましたが、それ以外の見学場所へのアクセス（公共交通機関）が悪く、また、出雲市内のほかの観光場所の案内資料
も無かったので、２時間ほど滞在しただけですぐに松江市内に移動してしまいました。

東京都 30代 両親が出雲へ旅行に行き、とても良いところだと聞きました。 いつか訪れたいと思っています。

東京都 70代以上 少額ですが故郷出雲のお役に立てば幸いです。

神奈川県 50代 綺麗な大地と海を御守り下さい。

三重県 40代 出雲市がますます発展して、魅力いっぱいの都市になって欲しいです！

東京都 30代 出雲大好きです！頑張ってください！

長崎県 50代 是非、子育て支援に役立てて下さい。

東京都 50代 旅に行きたいです。

神奈川県 50代 いつか訪れたい場所です。 応援しています。

東京都 70代以上
私がかの有名な出雲大社を訪れたのはもう30年以上前のことになりますが、当時その荘厳なたたずまいに心打たれました。いつかまた訪れたいも
のと願っています。出雲そばも美味しく頂きました。御市の益々の発展を祈念いたします。

神奈川県 40代 いつか訪れたい憧れの地です。

神奈川県 60代 島根県はまだ訪れたことがありませんが、いつか行きたいと思います。

福井県 40代 出雲は国のまほろば。いつまでも出雲らしさを失わないようにして下さい。

栃木県 60代 島根県に3度ほど旅行して一番好きな県になりました。今のままでそのままで。

大阪府 60代 お年寄りが住みやすい町つくりに応援します。

愛知県 30代 しじみが大変おいしいです。これからもがんばってください。

京都府 50代 両親ともに隠岐の島出身です。祖母が出雲市出身でした。少しでも縁があるので寄付しました。

愛知県 60代 出雲市のますますの発展を願っています。

東京都 50代 出雲大社にまつわる歴史に興味があります。 歴史的文化財の保護に役立てればと思っています。

東京都 40代 がんばってください。

東京都 70代以上 素晴らしいまちづくりを行ってください。

東京都 40代 地域振興にがんばってください。

大阪府 60代 歴史文化伝統を受け継いで美しき日本を守られんことを。

富山県 30代 出雲市の自然保護、景観の保護をお願いします。

東京都 40代 いつか観光に訪れたいです。

東京都 40代
両親がＵターンをして出雲市にお世話になっています。 高齢になり福祉でお世話になることが多々あると思います。特に車の運転ができなくなった
時のことが一番気がかりですので、小回りの利くバスの運行範囲の拡大など検討をお願いいたします。

大阪府 60代 親が、施設でお世話になっています。 なかなか帰れませんが、一助となればと思います。

滋賀県 50代 毎年、出雲大社にお詣りさせていただいております。すがすがしい気持ちにさせてくれる伝統が受け継がれている点が素晴らしいと思います。

兵庫県 50代 こちらで出雲について知りました。 応援します。

東京都 50代 自然を大切にしてください。

北海道 30代
2年前に島根を訪問した際に島根ワイナリーで購入したワインが美味しかったです。出雲大社などの歴史的な建造物を守って行って欲しいなと思い
ます。

神奈川県 30代 島根県に実家があるため、応援させてもらいます！

兵庫県 60代 出雲は日本の原点。古き良き日本をこれからもしっかりと残して行って下さい。

千葉県 50代 出雲は、何度か訪れておりますが、心のふるさととおもっております。

埼玉県 50代 昨年に引き続き、協力させて頂きます。頑張ってください。

北海道 50代 8月に行ってきました。いい旅でした。

愛知県 30代 夫婦で旅行に行った思い出の地「出雲市」。毎年行きたいくらい好きです。

東京都 50代 以前、旅行してとても素敵な旅となりました。何か応援出来る事を探し、美味しい食べ物を見つけました。楽しみに待ったます。

東京都 60代 しじみがおいしかった。

東京都 60代 本年度の寄付額確定後、次年度の予算計画に反映させるという方法は、より効率的な予算執行となり、寄付の気持ちが生かされると感じた。

大阪府 30代 子育て支援に役立ててください。

鳥取県 40代 頑張って町を発展させてください。がんばれ！出雲市。

東京都 30代 修学旅行で行ったので、懐かしいです。また今年家族旅行で伺います。

神奈川県 40代 出雲大社をはじめとする観光資源をしっかりと維持してください。

北海道 60代 出雲大社があり縁結びにご利益がありそうで選ばさせていただきました。

京都府 50代 応援しています。

岐阜県 50代 少子化対策に力をいれてください。

京都府 60代 出雲市の教育の充実、子育て支援を応援します。

奈良県 30代
おじいさんおばあさんが住んでいて、毎年遊びに行きます。 のんびりとした雰囲気が大好きです。 あの雰囲気をずっと残してほしいなと思っていま
す！

東京都 50代 出雲市の繁栄に少しでも協力できたらと思います。

神奈川県 60代 父の出身地で、又、出雲市市役所の方のタイムリーな対応でお世話になった事への感謝とした、ふるさと納税します。

埼玉県 40代 市民の幸せのために頑張って下さい。

沖縄県 30代 これからも出雲市のご発展をお祈りしております！

茨城県 40代 日本の心のふるさと神話の国を残してください。

愛知県 50代 また訪れたいです。がんばってください。

静岡県 40代 新幹線があれば便利。

京都府 60代
出雲大社のご利益はすごいと思います。私は、三年間、私の従妹は七年間、子供が出来なかったのですが、出雲大社にお参りし、拝んでいただい
たら、私も。従妹も次の年、子宝に恵まれました。

東京都 50代 先日伺いました。とてもよいところですね。

愛知県 30代 頑張って下さい。

福井県 30代
昨年ふるさと納税をさせていただき、いただいたおそばが美味しかったのと、今年郵送されたパンフレットを拝見して、また出雲市さんの事業にご活
用いただけたらと思い、本年もさせていただくことにしました。微力ではありますが、今後のさらなる出雲市の発展をお祈りしております。

長野県 50代 全国的に有名な出雲市が、これからも私達が魅力を感じてやまない地であるよう願います。

東京都 20代以下 素敵な所だったので、また行きたいです。

埼玉県  昨年初めて出雲に伺いこの町の佇まいを守らねばと思いました。なんとか頑張って下さい。

神奈川県 50代 出雲大社にいつか行ってみたいです。出雲市はイメージが良いです。ますますの発展を祈念します。

広島県 40代 貴市には観光でよく行かせていただいています。この度の寄付が貴市のお役に立ちましたら幸いです。

東京都 30代
昨年、木材で作られたひな人形を返礼の品でいただきました。出雲がこうした木の工芸品を作っていることをこれまで知りませんでしたが、ふるさと
納税を通して知り、またこれからの日本の素晴らしい技術を継承いただけますよう期待しております。

東京都 50代 頑張れ！

千葉県 40代 いつかは出雲大社を訪れてみたいと思っているので、寄付金は文化資源等の保存などに使ってもらいたいと思っています。

兵庫県 40代 がんばってください。

大阪府 60代 教育，子育てを応援しています． 昨年は富有柿を頂き，家族でおいしく頂きました．今年も，楽しみにしています。

東京都 50代 出雲１００ｋｍマラソンではお世話になりました。 応援しております。

埼玉県 50代 神の出ずる地域。これからも日本の神様を守っていって下さい。

鹿児島県 40代 お礼の品楽しみにしてます。

大阪府 70代以上 出雲市の発展を応援します。

神奈川県 60代 去年、出雲を旅行しました。とても良いところでした。

埼玉県 20代以下 大学のゼミの先生の研究していた地域なので、教育に役立てると嬉しいです。 よろしくお願いします。

新潟県 50代 頑張ってください。

東京都 40代 以前、旅行で訪れた際に、美味しい料理に巡り会えました。

京都府 50代 日本人の心のふるさと、神話の国「出雲」を応援しています。

岐阜県 60代 一度は旅行で行きたい所です。

東京都 40代 出雲縁結び空港 を知らない方がたくさんいます。



大阪府 40代 子供たちがシャインマスカットが大好きです。今年はシャインマスカットが不作と聞きました。これからも頑張って作ってほしいです。

広島県 30代 友達がいる出雲市！少しでも活性化して貰えるといいなぁと思います。

島根県 30代
出雲市の子育て支援に、助けられた1人です。核家族で子どもを育てる大変さに直面し、経済的にも、精神的にも一時期、辛かったのですが、色んな
面で市に救われました。ありがとうございます。

大阪府 20代以下
最近、観光やＰＲに力を入れておられ、とても頼もしいです。 両親や家族が暮らす出雲には、暮らしやすい街になってほしいです。 これからも応援し
ています。

愛知県 60代 素晴らしい出雲大社という地。古きものを大切にし、環境保全地域産業の発展に努めてほしいです！

大阪府 60代 何度か訪れて年配者の住みやすい地域に参加できればと思いまして。

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！！

神奈川県 40代
6月に4歳、6歳の子供を連れて家族4人で訪れました。 サンライズ出雲号～出雲大社～浜山公園～立久恵峡～おろち号往復・・・という旅程で思い
出深い旅行になりました。雰囲気がいいところですね。また行きたいです。

愛知県 50代 出雲らしさをアピールしてください。

奈良県 50代 今年　初めて出雲に伺いました。 歴史資源保存にお役立てください。

福岡県 50代 昨年娘と出雲市に伺いました。ご縁を感じふるさと納税をさせていただきました。

福島県 50代 まだ行った事はありませんが、出雲大社、参拝を心がけてます。

神奈川県 50代 観光しに行きたいです！ お礼の品を楽しみにしています！

東京都 40代 豊かな街づくりがんばってください！

神奈川県 60代 今年春に出雲を旅行してファンになりました。また、返礼品のしじみも再度のチョイスです。宜しくお願いします。

東京都 50代 応援してます。

岡山県 30代
出西窯さんを含め､出雲には､何度も足を運んでいます｡ 今後も､自然環境－産業･観光資源とのバランスを維持頂きながら､魅力有る地方都市で在
り続けて欲しいと思います｡ 有効利用頂けましたら幸いです｡

石川県 50代 子供が小学生のころ家族で旅行しました。もう一度ぜひ行きたい街のひとつです。

埼玉県 60代 地域活性に頑張ってください。

埼玉県 40代 母の故郷です。先日、30年ぶりに行きました。 変わったところとまだそのままの風景を楽しんで来ました。

愛知県 50代 何十年も前ですが出雲大社に 友達と旅行しました いまだに会うと思い出話で出てきます 大切な場所です

福岡県 60代 還暦を迎えて、是非一度、出雲大社を訪れたいと思っています。

広島県 50代 今年も　ぜんざい　楽しみにしています。

茨城県 50代 昨年、旅行で出雲に初めて行きました。 とても素敵な街でしたので、これからも残していただきたいと思ってます。

千葉県 50代 出雲大社は是非行ってみたいと思っています。いつまでも、良き日本の伝統・信仰の維持にお役にたてればと思います。

神奈川県 30代 先週出雲に旅行に行きました。出雲大社はもちろん，魅力あふれるところだと思いました。これからも素敵なまちや農作物を作ってください。

茨城県 40代 より良いまち作りにお役立てください。

東京都 50代 出雲大社へ参拝した事があります。 少額ではありますが、歴史文化資源の保存にご活用ください。

埼玉県 60代
確か一昨年寄付させていただきました。島根県の人口はわが川口市とほぼ同じ驚きです。また以前観光で伺いました。 時々東京日本橋のアンテナ
ショップにも立ち寄ります。コーヒーカップ２客考購入し愛用してます。観光に力を入れてください。

東京都 40代 今年初めて行きましたが、縁結びアピールしなくても十分魅力的だと思うので他のアピール方法を考えてはどうでしょうか。

千葉県 60代 5月に訪問し、自然豊かな街で観光都市としても訪れやすい街であり続けて欲しいので、頑張ってください。

兵庫県 60代 良縁を求めて数回訪れたことがあります。 これからもよろしくお願いします?

神奈川県 50代
古代ロマンをアピールして、海外からの観光に力を入れて下さい。 政治的な中国や韓国との軋轢はありますが、今や彼らを抜きに観光は成り立ちま
せん。頑張ってください。

山梨県 40代 子供のノートは、とても助かります。 これからも、宜しくお願いします。

東京都 30代 生産者の方のご苦労が報われますように。

東京都 40代 更なる発展を期待しています！

岡山県 30代 地元である出雲市が今まで以上に活気ある街になることを願ってます。

神奈川県 40代 いつか訪ねてみたいと思いながら、なかなか実現できずにいますが、せめて、街づくりのお役に立つことが出来たら幸いです。

神奈川県  頑張ってください！

東京都 50代 街作りに活用下さい

東京都 60代 出雲市で頑張ってる方々を応援しています。

愛知県 50代 出雲大社、縁結びというイメージがすぐに浮かんできます。是非一度訪れてみたいと思っています?

大阪府 40代 毎年、柿有難うございます。

静岡県 50代 誰もが一度は訪れてみたい観光地のますますの発展を楽しみにしています。

栃木県 50代 豊かな自然と由緒ある出雲大社を守り続けて下さい。そして是非、観光にいきたいと思います。

滋賀県 50代 妻の出身地が斐川町で両親が住んでいるので高齢者の福祉のために使ってほしいです

東京都 40代 出雲大社へ一度行きました。 立派なしめ縄が印象的でした。

兵庫県 50代 実家が出雲です。

栃木県 40代 応援してます！

長崎県 50代
数回お邪魔したことがあります。 出雲大社、島根ワイナリー、出雲そば、思い出に残っています。 機会を作り是非伺いたいです。 将来を担う子供た
ちのために頑張ってください。

神奈川県 50代 出雲市でこの様な製品が作られていると初めて知りました。次回も納税したいです。

東京都 40代 嫁ぎ先のお墓が出雲にあります。 数年に一度訪れる出雲を懐かしく思います。。

東京都 30代
以前旅行にいったときこの作家さんの竜の干支を買いました。今回干支を揃えられるので嬉しいです。お店の場所がわかったので次の旅行の際
寄ってみたいです。

東京都 30代 出雲の食材高品質で大好きです。今度また9月に旅行に行きます。

兵庫県 30代 昨年も同じコースを希望しましたが、素晴らしい筆記用具で満足しています。

愛媛県 60代 より神秘で素敵な街づくりに少しでもお役にたてれば幸いです。

新潟県 40代
学生時代に出雲市にお世話になりました。 出雲に残っている友人とはまだ連絡をとっておりますが、なかなか出雲に伺うことができず、たまにTVで
みて楽しんでいます。

東京都 50代 5月に夫婦で観光させて頂き、又、出雲大社や今度は湯の川温泉へ行ってみたいと思います。

兵庫県 60代 応援しております。頑張ってください。

埼玉県 50代 四度目として、またのんびり訪れたいと思います。

三重県 50代 以前、旅行で訪れました。良いところでした。

神奈川県 20代以下 出雲市の日本文化を守っていくことにご活用頂ければ嬉しいです。

大阪府 40代 いちじくアイスおいしかったです。 出雲大社に行ってから娘の仕事にも良縁が多数ありました。 ありがとうございます。

岐阜県 60代 旅行でお世話になりました。 素晴らしい歴史・文化の活用に少しでもお役立てください。

埼玉県  出雲がこれからも住みやすくみんなが安心してくらせる市でありますよう応援しています。

大阪府 30代 いつも美味しいしじみありがとうございます。

茨城県 50代 昨年の出雲高校甲子園出場夢の様でした。 なかなか戻れませんが、皆様のご活躍を祈念しております。

愛知県 60代 今年出雲へ旅行をしました。 とても素敵な街でした。また行きたいと思います。 頑張ってください。

栃木県 60代 これからも応援します。

神奈川県 50代 出雲市の発展を願っています。

東京都 70代以上 いつも応援しています。よりよい出雲でありますように！！

千葉県 50代 ３年前にツアーで行って、とても良いところだと感じました。 また行きたいです。

埼玉県 40代 出雲大好き。心のふるさと。

神奈川県 50代 美味しそうなので申込みました。

兵庫県 40代 縁結びの出雲大社のご利益がありますように

東京都 50代 いつまでも美しい魅力的な街でありますように。

東京都 70代以上 ふるさと出雲の歴史と文化の保存、振興の一助となれば幸いです。

東京都 60代 頑張ってください。

神奈川県 40代
砂時計の舞台になった出雲大社今夏訪れる予定でしたが体調不良のため行けなくなり残念でなりません。来年の夏休みには家族で遊びに行きたい
と思います。

神奈川県 60代 祖先は鳥取県根雨の出身で親しみがあります。



東京都 40代 丁寧に姿勢が分かる冊子をお送りくださりありがとうございました。今年も寄付させていただきます。

滋賀県 60代 今年も少額ですがお役立て戴ければ幸いです。

神奈川県 50代 しまねっこ、いいと思います。 応援しています。

東京都 30代 だんだん。

愛知県 40代 特産品を生かし、地域の活性化を願います。

青森県 40代 これからも地域の特産品のPRを宜しくお願いします。

大阪府 50代 昨年頂いた児玉製麺さんの麺はとてもおいしく家族で好評でした、今年もお願いいたしました。秋には出西窯、大社など伺いたいと計画中です。

愛知県 30代 魅力的な街づくりを頑張ってください。応援してます。

東京都 40代 一度は出雲大社に参拝したいと思っております。

東京都 40代 歴史あふれる街づくりのためにご活用ください。

京都府 50代 すっかり、神西湖のしじみのファンになりました！

岩手県 20代以下 よろしくお願いします??

大阪府 50代 妻が松江市出身で、出雲大社に　何度もお参りに行きました。

東京都 60代 はじめて出雲のブドウをいただきます。 楽しみです。

岡山県 50代 出雲に沢山の知り合いがいて、良くしていただくので気持ちだけてすが役に立てばと思いまして・・・

福岡県 30代 出雲の農家さんを応援しています！

京都府 40代 ご発展を願っています。

広島県 40代 頑張って下さい。

千葉県 60代 地方の活性化を期待しています。

神奈川県 40代 ふるさと納税担当者さま  地元特産の、良品を返礼くださりありがとうございます。 僅かな寄付金ですが、ご活用いただければ幸いです。

神奈川県 20代以下 母親の実家のあるる出雲市には毎年行っています。とても素敵な所で、大好きです。これからも応援させてください。

兵庫県 40代 産業や観光の振興に使って頂けたらと思います。

東京都 40代 素敵な特産品を楽しみにしております。

新潟県 50代 去年に引き続きまして、寄付させていただきます。

東京都 50代 昨年、一昨年と仕事でお邪魔しました。いい街ですね。

京都府 50代 出雲市のさらなるご発展をお祈りしています。

広島県 30代
出雲市だけではなく、島根県全体で、観光にもっと力を入れていただきたいです。 まだまだ良いところが伝わっていないと思います。 がんばってくだ
さい。

東京都 30代 学生の頃に、出雲地域の研究で何度か足を運び、車が不可欠な地域であることを痛感しました。 この寄付が、ぜひお役に立てればと思います。

東京都 30代 子供のおやつにしようと思います。 到着を楽しみにしています。

福岡県 50代 宍道湖のしじみが気に入りリピートしています。

埼玉県 30代 観光振興応援しております。

東京都 70代以上 日御碕の景観がすばらしかった。永く保存してください。

茨城県 40代 島根大学に在学中、北山の登山、出雲大社によくいきました。 また出雲に行くのを楽しみにしております。

愛知県 50代 公共交通機関の整備に更に力を入れて、訪れやすい出雲を目指してください。

東京都 50代 出雲市からのご案内が来たので、再度応援します。

神奈川県 40代 出雲にはまだ行ったことが無いので、近々旅行に行きたいです。

埼玉県 40代 宍道町佐々布出身者です。今ではちょうど市境になりますが、出雲市も身近に感じておりますので応援したいです。

兵庫県 50代 知り合いが住んでいます。美味しい海の幸をありがとうございます。

福井県 30代
観光で訪問した際、出雲そばや野焼き等の食べ物がとてもおいしく感動しました。 是非またおいしいものをいただきに上がりたいと思っています。応
援しています。

山口県 50代 お酒が好きな方が多いですね。スナックで一升瓶が出て注がれるのにはビックリ??

千葉県 50代 昨年、久しぶりに出雲大社を訪れた時にその神々しさに圧倒されました。ぜひ、その魅力をもっとアピールして頂きたいと思います。

千葉県 40代 美しい自然を残して下さい。 無農薬農業やオーガニックな暮らしなど 地球にも生き物にも優しい循環する 世の中が当たり前になるよう願ってます。

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 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。

宮崎県 50代 いつか旅してみたい出雲市の繁栄をお祈りしております。

神奈川県 50代 さらなる高齢者福祉の充実をお願いします。

奈良県 40代
昨年、出雲市も含めて島根県を横断旅行に行きました。 風景はきれいですし、食べ物はおいしいですし、派手さはないですが原風景の素朴さが素
敵でした。今回、MIGUSAをふるさと納税のサイトで見つけ、とても機能的でおしゃれなので申し込みました。高齢化で自治体の方の苦労がしのばれ
ますが、頑張っていただきたいと思います。

埼玉県 60代 地元特産品のPRを引き続き推進してください。

京都府 50代 主人と以前に出雲市に旅行に行きました。 今度は、娘と三人で行きたいと思っています。

大阪府 40代 有名なしじみを楽しみにしています。 よろしくお願いします。

東京都 70代以上 毎年納税しています。

東京都 70代以上 姪が斐川に住んでいます。

東京都 70代以上 毎年ふるさと納税しています。姪が斐川に住んでいます。

栃木県 60代 出雲市の発展を祈念いたします。

東京都 60代 出雲は今は亡き義父の生まれ故郷です。がんばれ出雲！

三重県 50代 より良い街づくりをお願いいたします。

神奈川県 40代 以前、モクモクで、スポーツ振興のイベントでお手伝いさせていただきました、ますます頑張ってください。

神奈川県 60代 応援しています。

神奈川県 40代 出雲大社素晴らしかったです。日本の文化をどんどん海外へも発信してください！

東京都 50代 文化振興がんばってください。

東京都 30代 少子化対策頑張ってください！

神奈川県 50代 Ｈ１９からシャインマスカットの栽培を始めたとのことで、その先見性に対して応援したいと思います。

東京都 30代 出雲市が好きで観光で訪れます。少しでも街の発展に役立ててもらえたら嬉しいです。

茨城県 40代
出雲大社に一度訪れてみたいです。シジミは地元の涸沼産のものしか食べたことないので楽しみです。遺産に残るようなきれいな景色、海、山、街
並み、物産永遠に残してください。

千葉県 50代 市民の手による魅力あるまちづくりの出雲市を応援しています。

東京都 50代 生姜の検索をしていて、出西生姜を知りました。その土地ならではの味にとても魅力を感じました。口にするのは初めてなのでとても楽しみです。

広島県 50代 住み易い街づくりをお願いします。

大阪府 50代 出雲市へは過去２回旅行で訪れました。 また是非行きたい観光地です。 これからも頑張ってください。

佐賀県 30代 応援してます。

北海道 30代
数年前に観光で出雲市にお邪魔しました。 人もあたたかく、のんびりした美しい風景に癒されました。 少額ですが、観光にお役立ていただけると幸
いです。

東京都 60代 今月、出雲大社に行きました。案内人の方のお話しが楽しかったです。

島根県  出雲市のご発展を祈ります。

埼玉県 30代 昨年に引き続き納税させて頂きます。 デマンドタクシーへご活用いただければ幸いです。 今度も応援しています。

愛知県 60代 子供たちにとって明るい将来を！

愛知県 40代 出雲大社で有名ですが、未だ一度も行ったことがありません。いつか行ってみたいところなので寄付をしました。

神奈川県 20代以下 初めてふるさと納税します。色々悩んでこちらに決めました。いつか行きたいです。日本の誇り、素晴らしい出雲市でいてください。

富山県 60代 ご発展をお祈りいたします。

宮城県 60代 応援しています。宜しくお願い致します。

広島県 40代
出雲大社へ参拝した際にはおそばを戴いて帰っていますが、おうちでも食したいと思い、また少額ではありますが、出雲に貢献したいと思い選びまし
た。 お役に立つと幸いです。

千葉県 40代 神様が応援団長!!

神奈川県 60代
年に一回は、出雲を訪れていました。しかし、昨年事故に遭い入院し今年は行けそうもありません。せめて、つながりをもちたいと思い申し込みまし
た。



東京都 60代 島根県を訪れて　豊かな自然と文化、親切な人々が大好きになりました。益々のご発展をお祈りしております。

兵庫県 50代 少しでもお役に立てれば幸いです。

千葉県 40代 また、サンライズ出雲に乗車して、出雲へ行きまーす！

群馬県 30代 のどぐろ楽しみにしています。群馬県の田舎から応援してます！

大阪府 30代 美味しいハト麦茶期待してます。

埼玉県 30代 頑張ってください。

千葉県 60代 今年も応援させていただきます。

愛知県 40代 将来ある子供たちの為に、有効に活用して欲しいものです。

奈良県 60代 島根の洪水みて心痛みます。

東京都 70代以上 おいしい品々、心満たされる思いです。いつも応援しています。

島根県 30代 良い観光資源（自然、食べ物etc）がいっぱいあると思いますので、もっと色んな人に知ってもらえると良いです。

東京都 50代 出雲大社のパワースポットにあこがれています。出雲市を応援しています。

長野県 40代
昨年旅行でお邪魔しました。空港から出雲大社まで行くバスの運転手さんを始め、地元の方々に大変お世話になりました。遠いのでなかなか伺えな
いですが、季節ごとにぜひまた旅行したいと思っています。

大阪府 40代 毎年寄付させていただいています。

大阪府 50代
長男が島根大学医学部の学生であり、出雲市に居住しています。 学生のため納税しておりませんが、様々な行政サービスを享受しており、感謝し
ております。 少しでも出雲市のお役に立てれば幸甚です。

徳島県 50代
プロテニスプレーヤー錦織圭選手の故郷である島根県には，まだ，お邪魔したことがありません。 近いうちに，お邪魔し，出雲大社にも参拝したいと
思っています。 今後とも魅力的な街であり続けて欲しいと思っています。 頑張ってください。

千葉県 50代 頑張れ！出雲！

東京都 40代 出雲市に少しでも貢献できればうれしいです．

東京都 40代 母が斐川町出身です。googlemapでたまに実家の周辺を見ています。自然を守っていってほしいと思います。頑張ってください。

東京都 50代 素敵な場所はいつまでもそのままであって欲しい。

愛媛県 20代以下 家族で出雲大社に行ったことがあり、また訪れたいです。

埼玉県 60代 昨年もお世話になりました いつか、遊びに伺います。

長野県 60代 姉が在住し、出雲市で母の最期もお世話になりました。 ありがとうございました。

栃木県 60代 今年中に出雲大社に参拝にまいります。

愛知県 60代 高齢化が進んでいると思いますがお年寄りの方が元気になられる施策をお願いいたします。

福島県 40代 会社の研修同期がいます。島根のどっかの島に流された～～と言っていましたが元気か～

神奈川県 40代 以前、旅行でとても楽しく過ごせました。 応援しています。がんばってください。

兵庫県 70代以上 出雲市の益々の発展を願っております。

広島県 70代以上 ふるさと出雲の発展をお祈りします。

東京都 40代 毎々お世話になっております。5月に出雲大社にお参りしてきました。また出雲そばは大変おいしいと思います。縁結びのまち頑張って下さい。

千葉県 50代 がんばってください。

大阪府 50代 地域の財産を守ってください。

東京都 50代 来年は出雲シリーズの竹編み万年筆を追加していただけるとうれしいです。 地域振興頑張ってください。

熊本県 60代 縁結びの神社で時折話題になり、テレビで拝見します。 一度訪れたい場所です。 頑張ってください。

東京都 30代 また出雲へ旅行に行きたいです！

広島県 30代 出雲がんばれ！

愛知県 40代 おいしいものが多くてうらやましいです。

大阪府 40代 子供達が安心安全に暮らせる町にして欲しいです。

熊本県 30代 遠いところではありますが、微力ながら応援しています。

兵庫県 70代以上 毎年お世話になっています。以前、旅行で訪れてとても良いところだと感じました。それ以来、親近感を持っています。今後ともよろしくお願いします。

東京都 50代 友人が住んでいて、訪ねたことがあり、町の雰囲気とか出雲大社とか好きなので、変わらずいてほしいと思います。

広島県 40代
ＦＡＸがないので封筒を用意してほしいです。ペーパーを切って糊で貼ったら封筒になる様なのでもＯＫです。または、封筒に宛先を貼れる様宛先
シートを用意してほしいです。

東京都 30代 大学時代を出雲で過ごしました。 ご縁があり応援したいと思いました。 頑張ってください。

東京都 30代 昨年旅行でうかがいましが、とてもいいところでした。出雲大社の益々の発展を祈念申し上げます。

東京都 40代 旅行で訪れました。歴史を生かした自然豊かな町づくりに取り組んでください。

千葉県 50代 頑張れ！

岡山県 30代 昨年に引き続き、２度目です。 大変おいしい干しイモです。

兵庫県 50代 義父が大社町出身で茨木在住です。大鳥居前の住居跡にも行きました。旧駅舎は感激でした。

東京都 50代 応援しています。

東京都 30代
出雲はいいところです！そしてそばが美味しかったので、寄付しようと思いました。 地域の特産を活かしたふるさと納税をこれからも続けていってくだ
さい。

大阪府 30代 出雲は以前から興味がありました。 次回は旅行で行かせていただくつもりです。

長崎県 60代 観光で又行きたいので宿泊のみのメニューも入れてほしいです。

東京都 50代 出雲のｲﾒｰｼﾞup・益々の発展を期待しています。

広島県 30代 出雲、良いところです。 微力ですが応援しています。頑張ってください。

東京都 30代 寄附後のフォローの手厚さで今回の寄附を決めました。 またよろしくお願いします。

東京都 30代 出雲大社の維持費などに利用していただければ幸いです。

愛知県 60代 お礼の品が美味しかったら産地へ出向きます。

愛媛県 40代
今年の春に初めて夫婦で出雲市を訪れました。とてもいい所だと思いました。出雲大社と言う観光スポットがあるので、観光都市として益々のご発展
をお祈りします。

神奈川県 50代 いちど訪れてみたい街です。頑張ってください。

大阪府 40代 出雲市大好きです。

大阪府 40代
小学校は岐久小学校、中学校は多伎中学校に通っていました。 もう、あれから３３年、華蔵寺や久村の海などを駆け回り楽しかったことを思い出し
ます。 多伎町もきらら多伎や風力発電、いちじく温泉など私がいた時より変わったようですので、またの機会に行けることを楽しみにしています。出
雲市に合併して広い地域になりましたがこれからも出雲市、多伎町を応援しています。

群馬県 60代 いつも美味しくいただいています。いつか訪れてみたいです。

愛知県  寄付金の使い道を「ふるさと創生」で！

東京都 20代以下 出雲市でパソコンが作られてるなんて、初めて知りました！富士通PC愛用者です、これからも活気ある街づくり応援しています！

神奈川県 40代 観光活性化に活用してください?

神奈川県 60代 ご発展をお祈りしています。 （父方の本家が出雲です。）

宮城県 60代 5月の連休にツアー観光で行きました。 2度目です。 出雲大社に昇殿参拝してきました。  機会があればまた訪れたいです。

埼玉県 70代以上 神話の国のファンです。又近いうちに訪れたいと思っています。

大阪府 50代 今年もお願いいたします。

神奈川県 50代 父が多岐町出身のため、昔はよく多岐町に帰省しておりました。

山口県 50代 是非旅行してみたい街です。

東京都 40代 出雲市のご発展をお祈りします。

東京都 60代 出雲市へは、機会があれば訪れたいと思っています。 出雲市の皆さんの健康を祈っています。

大阪府  子どもたちの健やかな成長のために使って下さい。

神奈川県 30代 品名が長い上に品名欄が狭いです。昨年送っていただいた茶そばすごく美味でした。

大阪府 50代 昨年も申込みました。美味しいお蕎麦セットをいただき、今年も出雲を応援することにしました。

東京都 40代 去年、同じ物を頼んで美味しかったので、今年も申込みました。来るのが楽しみです。

沖縄県 40代 大好きです。

東京都 50代 教育の充実頑張ってください。

兵庫県 60代 昨年でしたか、出雲大社を初めて訪れ、荘厳さ、立派さに感激しました。 ありがとうごじました。

福井県 40代 一度訪れたことがあります！ また機会があれば行ってみたいです。 微力ながら応援しています。頑張ってください。

神奈川県 30代
以前、島根に旅行した際、初めてシャインマスカットの存在を知りました。とても美味しかったので、今回選ばせていただきました。夫婦でまた島根旅
行に行きたいねと話しています。



神奈川県 50代 毎年、年越しそばにしております。

埼玉県 40代 いつもパンプレットを送って下さりありがとうございます。

東京都 40代 お蕎麦とお米、楽しみです。

東京都 20代以下 陰ながら応援しています。

大阪府 60代
リニューアルとは残念です。 総務省の通達には法的義務はないはず。 せっかく地方の税収があがり、企業や農業、漁業者が潤う良い制度なのに、
せめて50％還元くらいでないと、魅力がありません。 還元率が下がる前に、駆け込みで寄付させていただきます。

神奈川県 50代 神話の里に憧れ、毎年寄附しています。

千葉県 40代 私は仕事の都合で出雲市に帰れませんが、故郷が住みよい街であり続けることを願っています。

東京都 30代 以前旅行で伺った際に、とても素敵な街だと思いました。 より活性化するよう願っております。

東京都 40代 最近御朱印を集める趣味ができましたので、 日本古来からの文化を発信していただければと 思います。

東京都 50代 出雲大社崇敬者です。出雲市のお役に立ちたく寄付させていただきます。

奈良県 60代 貴市の益々のご発展をお祈りいたしております。

東京都 60代 出雲のおそばが気に入っています。 応援しています。

京都府 50代
作曲家平野一郎氏への作品委嘱、素晴らしい文化活動です。ぜひ続けて、日本の、また平成時代の代表作品をとして後世に残していただきたいで
す。

大阪府 30代 これからも頑張ってください。

神奈川県 60代 一度観光旅行に行きたいと思っています。

奈良県 30代 出雲の街が好きです！このまま独自の成長戦略を進めてください。

神奈川県 40代 応援しています！

東京都 40代 応援してます。

大阪府 40代 観光などに有効に活用ください。

大阪府 40代 素敵な返礼品、ありがとうございます！

岐阜県 60代 この品とても気に入っています。 またお願いします。

東京都 60代 「日本の心のふるさと出雲」や「縁結びのまち」等、すてきなところに寄附していてうれしいです。

山形県 70代以上 今後も応援しています。頑張って下さい。

東京都 60代 福祉の充実を希望しています。

神奈川県 30代 お蕎麦大好きです！ がんばってください！！

岡山県 30代 いつも出雲市の発展を考えています。少しでも寄付金をお役立てください。

岐阜県 30代 シャインマスカットの結んだ縁で出雲市の話題が必ずでてきます。また遊びにいきます！

愛知県 50代 出雲大社に参拝して出雲そばをいただきました。 素晴らしい日本の文化を後世に守り伝えることが出来るように！

埼玉県 40代 いつも応援しています！

大阪府 30代 Migusaのブランド化企業と一緒に頑張ってください。

大阪府 40代
何度か訪れておりまして出雲市はパワーがあふれ好きな町の１つです。縁結びのご利益にあやかりたいです。 そんな世の中の男性と女性が活気
づく魅力的な町で美味しい特産物あふれる出雲市に期待しております。

岐阜県 50代 神秘的で素敵なまちだと思います。 応援しています。

東京都 50代 応援していますので、頑張ってください！

大阪府 40代 出雲の農産物をどんどん都会に宣伝してください。

愛知県 70代以上 出雲市の発展を願っております。

埼玉県 50代 未来に向かって、生き生きと輝ける市でありますように！応援しています。

東京都 50代
東京に住んでいますが、十数年前に初めて出雲大社に参拝して以来、何度も出雲市を訪れています。出雲大社の歴史的な存在の大きさ、その神々
しさに圧倒されます。出雲市を訪れる度に心洗われます。そのような郷土に住んでいらっしゃる方がうらやましいですし、是非これからも郷土を大事
にしていってください。

徳島県 60代 縁結び、大成功しました。お礼まで。

神奈川県 30代
いつもお世話になっています。出雲市の品質が高く今年度も引き続き申込みをさせて頂きました。ふるさと納税の寄付金が出雲市の未来に活かさせ
ることを期待しております。

東京都 30代 教育に使用して下さい。

兵庫県 60代 ふるさと納税をきっかけに前向きに町おこしを頑張って下さい。 応援しています。

京都府 20代以下 ふるさと出雲が発展しますように。 がんばってください！

神奈川県 40代 ぶどうとっても美味しかったです。

千葉県 60代 歴史のある市でありこれからも日本全体のためにもできる限り大事なものを守っていただきたいと思います。

長野県 50代 神話のふるさと出雲、益々の振興に期待します。

大阪府 50代 これからも、富士通の製品をふるさと納税の返礼品にし続けてください。

東京都 60代 益々のご発展をお祈りしております。

大阪府 50代 仕事で全国に行きますが出雲、松江の落ち着いた雰囲気が大好きです。いつまでも変わらない出雲を守っていってください。

東京都 60代 若い世代が安心して子育てができ、又子ども達がよりよい教育を受けることができる一助になればと思っております。

兵庫県 60代 出雲で孫が生まれました。出雲市民でよかったと思えるような市政をお願いします！

兵庫県 60代
自然保存と発展とのかねあいは難しいですが、出雲のゆたかな自然を大切にして頂きたいと思います。自然をこわして空港やアイランドを作った一
神戸市民よりの反省です。

東京都 30代 いつか出雲を訪れてみたいと思っています。

東京都 30代 出雲市は、是非訪れてみたい場所です。 見所をどんどん発信して欲しいです。

埼玉県 30代 いつか出雲大社へ行きたいと思います。

愛知県 40代 観光資源の保存等に頑張って下さい。

静岡県 30代 出会いが訪れますように。

広島県 50代 毎年、デラウェアをいただいています。6月から発送なのでこの案内を5月ぐらいにいただけると助かります。春には出雲大社を参拝しました。

静岡県 40代 友人が住んでいるので、何度か貴市を訪れました。貴市のますますのご発展をご祈念いたします。

神奈川県 60代 昨年島根旅行をして以来ファンになりました。昨年も別の品物をお願いしました。

神奈川県 50代 いつまでも元気な出雲市でいてください！

東京都 70代以上 これからも素敵な市・出雲を守りづけて下さい。

東京都 40代 取引先の施設視察に際して、観光でうかがいました。美しい街並みが印象に残りました。これからも建造物の保存、整備に尽力されてください。

徳島県 60代 また旅行に行きたいと思っています。

大阪府 30代 昨年は美味しい干し芋ありがとうございました。もっともっと出雲の良さを全国に発信される事を願っています。

千葉県 30代 遠くてなかなか行けないですが、行ってみたいところです。古きを残しつつ、ますます栄えていくよう願っております。

神奈川県 50代 少額ですが何かのお役に立てれば幸いです。

石川県 50代
出雲は大変魅力的で一度観光に行ってみたいとは思うのですが北陸在住ですのでなかなか気軽に行けないのが実際のところです。是非アクセスな
ども含めてPRしていってください。

岡山県 50代 応援しています。

神奈川県 50代 少額ですが何かのお役に立てれば幸いです。

神奈川県 50代 お年寄りの方の福祉の充実になればと思い、ふるさとの納税をさせていただきます。

東京都 40代 出身地である出雲市にお住まいの住民のみなさんの生活に少しでも役立てていただければと思います。

神奈川県 40代 毎年お世話になります。いつも郵送物をありがとうございます。つい、また今年も出雲市さんに寄付しようという気持ちになります。笑

東京都 30代 毎年お盆、正月に帰っています。 故郷が元気なのは励みになります。

東京都  松江出身ですが、島根県のものはスーパーでいつも買ってしまいます。頑張ってください！

大阪府 50代 昨年、母をふくめ家族４人で出雲大社に参りました。天候に恵まれ、大変楽しい旅行となりました。

東京都 50代 私が行う寄付金額は少ないかもしれませんが、正しい使われ方を望みます。

東京都 30代 応援しています。

広島県 40代 出雲には何度も観光で出かけています。微力ながら応援しています。

愛知県 30代
パンフレットを送って頂き、ありがとうございました。 今年も寄附しようかなぁ…と思いつつも中々動かなかった私のきっかけとなりました。 9月から受
付の柿も気になっているので、追加で申込むかも。

千葉県 60代 千葉県に来て４５年になりますが、何時も生まれたところの 出雲を応援しているし、又、出雲に生まれたことを誇りにして います。頑張れ「出雲」！

広島県 40代
出雲市に滞在した際、出雲富士を飲んで出雲富士のファンになりました。ふるさと納税の返礼品にあったのでうれしくなりました。 これからも頑張って
ください。



奈良県 60代 出雲大社へ三度お参りしました。

福岡県 50代
毎年、出雲市へふるさと納税をさせていただいております。 今後とも出雲市の益々のご発展を祈念致しております。  いつの日か旅行などで訪れた
いと思っております。

神奈川県 30代 また観光にいきたいです。

徳島県 40代
妻が本制度を利用し、このお醤油を頂きました。 以来、この醤油をずっと使っています。（イゲタ醤油様から直接購入したこともあります。） 今後も「出
雲自慢の逸品」に期待し応援したいと思っております。

兵庫県 50代
SNSで知り合った方から出雲の魅力をたくさん知りました。たまたま去年初めて食べたシャインマスカットがとても美味しく、それがまた島根産だった
ので、これも縁と思い、ぶどう好きでグルメな、四国で下宿中の息子にも送りたいと思い再申し込みです。 よろしくお願い致します。

京都府 30代 友人の出身地です。とても素敵な人なので、同じような人柄の育成に少しでも役にたてたらと思います。

東京都 40代
デラウェアが一番好きな子供のために ぶどうありきで寄付させていただきました。 届いたぶどうがとても美味しくて感動しました。観光で有名ですが
もっと農業も知られていいですね！ もう１度とリクエストされての２回目の寄付です。

東京都 40代 これからも子供たちの笑顔と未来の為に明るい街づくり頑張ってください☆

兵庫県 50代 是非訪れたい出雲市。 自然豊かな良い町だなぁと近いうちに旅したいと思っていますので、情報発信をよろしくお願い致します。

東京都 50代 女房が大社町出身です。女房の両親が現在出雲市在住です。よろしくお願いします。

神奈川県 40代 日本海のおいしい食材をこれからも期待しています。

東京都 40代 国内外、開けた出雲の国に期待しております！！

兵庫県 60代 古代からの、出雲の伝統文化の継承を引き続きよろしくお願いします。

大阪府 30代 今度ブドウ狩りに行きたいと思います。 発展をこれからも頑張ってください。

島根県 30代
出雲市のますますの発展をお祈りしています。 シャインマスカットは大好きなフルーツのひとつです。子供が生まれ、出雲が益々恋しくなりました。
ぜひ子育て支援に活用してください。

東京都 30代 祖父が島根県隠岐出身です。島根応援してます。

東京都 60代 昨秋、出雲大社へお参りさせて頂きました。素敵な環境の中で子供達が不安無く成長してくれる事を心から願っています。

千葉県 70代以上 いつまでも日本の心のふるさと出雲でありますように。

大阪府 60代 日本のふるさと出雲フレーフレー！！

茨城県 60代 市民のためにお使い下さい。

東京都 50代 自然と歴史と文化を大切にした独自性を持ったご発展をお祈りします。

大阪府 70代以上 家内の出身地なので寄付したい。

北海道 50代 応援寄付の書類をいただいたので去年にひきつづき 今年もふるさと納税させていただきます。

群馬県 50代 日本の歴史的建造物を未来に残してほしい。

岡山県 50代  母が出雲市今市出身のため益々の発展を期待しています。

鳥取県 50代 応援してます。

茨城県 50代 まだ訪問したことがないので、是非今年伺いたいです。 出雲大社へ。

愛媛県 50代 がんばろう。

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。 がんばっ
てください。

千葉県 40代 応援しています。

埼玉県 60代 少子化対策には、先ず「縁結び」。 出雲大社さんのご利益を期待してますよ～！

奈良県 60代 歴史ある町なのに、あまりTVなどで見ることが無く もっと出雲市をPRしても良いのではないか?

福岡県 60代 縁結び箸を頂けるという、ちょっとした気づかいが、 何かとっても嬉しいです。

福岡県 40代 出雲、大好きです? また、遊びに行きます?

大阪府 60代 ふるさと応援しています。

愛知県 60代 今後もできる限りふるさと納税を行ないたいので、ふるさと納税の資料を送って下さい。

山口県 40代
出雲生姜じんじゃエールを新幹線で販売していて大ファンになりました。是非返礼品に入れて欲しいです。出雲ブランドのマークがセンスが良いと
思っています。

千葉県 40代 大切な日本の文化の保存に、少しですが役に立てたらよいです。

大阪府 60代 斐川の風景の美しさが印象的でした。

大阪府 60代 前回に引き続き2度目です

広島県 50代 これからも応援したいです。

新潟県 60代 以前2回ほど訪問したことがありましたので寄付させていただきました。

京都府 50代 これからも素敵な出雲でいて下さい。

神奈川県 60代 古代出雲の大ファンです。

兵庫県 40代 これからもまちづくり頑張って下さい。

静岡県 40代 応援してます。

京都府 40代 頑張ってください。

京都府 40代 応援しています。頑張ってください。

埼玉県 60代 昨年に続き、今年もふるさと納税させていただきます。 観光、産業のますますのご発展を祈念いたします。

埼玉県 60代
今回で２回目のふるさと納税となります。  先日「大好き☆出雲」の封書を頂戴し、眺めながら日々過ごしておりました。　封書のアピール、いいかも。
日本の歴史を考えれば「出雲」でしょ！

兵庫県 50代 出雲は友達の出身地です。貴市のご発展を応援しています。

青森県 50代 古くからの歴史ある出雲が好きです。また、名門出雲一中の吹奏楽も好きです。

神奈川県  
妻が以前、出雲まで一人旅に行きました。 大変魅力ある町、自然、歴史、人々との出会いがあったと聞きました。 少額ではありますが、お役立てい
ただければと思います。  お手数ではありますがどうぞよろしくお願いいたします。

京都府 50代 昨年観光で寄らせて頂きました。またいつか行きたいです。

東京都 30代 毎年寄付させていただいています。頑張ってください。

愛知県 30代 出雲市を応援しています！

東京都 60代 昨年もお世話になりました。

愛知県 50代 ６年程前に始めて島根に旅行した時、出雲大社は工事中？でしたのでまたいつか参拝したいです。

東京都 50代 昨年いただいたデラウェアとても美味しかったです。また、今年も楽しみにしています。

埼玉県 60代 パンフレットでゆっくり選び受付時期もわかるので良かったです。

大阪府 70代以上 情緒豊かな歴史のある出雲に生まれたことを誇りに思っています。郷里のますますのご発展をお祈りします。

千葉県 40代 文化財に興味があります。日本の歴史、神話を後世に伝えていただきたいと存じます。

愛知県 30代 楽しみにしています。

島根県 30代 出雲市の今後の発展を祈念致します。

大阪府 40代 伝統文化を大切に、高齢者と子どもが住みやすい市にしてください。

大阪府 40代 前にいただいたデラウェアがとても美味しかったのでリピートです。

東京都 20代以下 出雲大社の整備継続をお願いします。

東京都 40代 神無月の出雲大社で良い縁をいただきました。

大阪府 40代 昨年も納税させて頂きました。今年は 行ってみたいです。

神奈川県 40代 パンフレットの送付、ありがとうございました。

兵庫県 60代 出雲では子供が大変お世話になりました。皆さん頑張ってくださいね。

鳥取県 40代
出雲大社にたびたび参拝させていただきご縁を感じております。その際に、通りがかりの中学生に挨拶してもらいとても気持ちよかったです。これか
らも素敵な出雲市であって欲しいです。

静岡県 30代 心のふるさとです。

広島県 50代

現在は仕事のため県外に住んでいますが、数年後はまた出雲に帰り老後を穏やかに暮らしたいと考えています。息子には障害があり日々の生活に
は沢山の支援が必要ですが、将来自分が高齢となり息子の面倒が充分に看れなくなった時のことを考えると不安で一杯です。障害の息子を残して
自分が（きっと）先に死んで行くことに、少しでも不安が無くなる様な社会になって欲しいと願っています。高齢者だけでなく、障害者に対しても優しい
街となるように出雲に期待しています。よろしくお願いします。

東京都 50代 頑張って人を集めましょう。

埼玉県 60代 皆さん頑張って下さいね。

東京都 50代 出雲市の発展を願っています。

神奈川県 30代 公共機関のみで観光地を回れやすく、家族旅行しやすいと嬉しいです。



神奈川県 50代 先日も出雲大社へ　行って来ました。出雲そば　美味しかったです。俵饅頭も美味しかったです。

長野県 50代 未来を作っていく子供たちのために 平和で自由な町を作っていってください。出雲の神様もきっとそんなことを望んでいるのかな?!

青森県 30代 いつか行ってみたい場所です。その時には素敵な街であるといいです。頑張ってください。

宮城県 40代
前回も同じ特産品をお願いしました。 どちらも美味しくて、（特にデラウェア）身内からも また頂きたいとリクエストされました。 これからも魅力的な特
産品を楽しみにしています。

兵庫県 40代
いずもぶどうデラウェア 早期発送賜りますようお願い申し上げます。 母親の法要のお供えにしたいので到着を心待ちに 致しております！　ガンバて
ください。

山梨県 50代 これからも出雲市を応援しています。頑張って下さい。

岐阜県 60代 申しこみたいと思っていた所へ送っていただきよかったです。応援します。

神奈川県 70代以上 やさしく元気あふれる出雲へ。ささやかですが・・・

岐阜県 60代 出雲市を応援していますよ。

東京都 40代 のんびりした中にも神様の力を感じる素敵な場所です。いつまでも変わらずにいてほしい。

東京都 50代 貴市の益々の発展を祈念致します。

東京都 30代 まちの活性化に役立てていただければと思います。

東京都  今年出雲大社に観光に伺って、良い思い出が出来ました。

東京都 40代 出雲大社にまた行きます。

兵庫県 60代 6月初旬に現地へ初めて旅行し その素晴らしさに感激したので ふるさと納税 初めて実行してみました。 楽しみです。

山口県 60代 出雲のしじみ大好きです。 家内が旧平田市出身です。

愛媛県 50代 一度は訪れみたい所です。

千葉県 50代
昨年の夏、妻と山陰旅行をしました。 出雲大社へお参りしたのは、高校の修学旅行以来、４０年ぶりの事だったので、大変懐かしく思いました。 そし
て、その時に食べた出雲そばの味が忘れられず、今回寄付させて頂く事としました。 これからも神の国として、様々な情報を発信して頂きたいと思い
ます。

大阪府 60代 いつまでも元気な故郷であってほしい。

神奈川県 50代 一度は出雲大社に行ってみたいです。良いご縁が沢山生まれますよう祈っております。

大阪府 30代 一畑電車が存続するようにお願いします。

大阪府 70代以上 日本伝統の地を大切に守って下さい。

千葉県 50代 ゆうメールで特産品の冊子が来ました。それを見てまた今年も納税する気になりました。 ９月に観光で行くことになりました。今から楽しみです。

岐阜県 40代 出雲大社がますます発展しますように。

熊本県 40代 先日、新鮮なブドウが届きました。 子どもが「まだまだ食べたい」と言うほど美味しかったです。 頑張って下さい。

茨城県  
昨年も出雲のシャインマスカットを戴きました。 大粒のとても綺麗なぶどうで、生産者の方が大切に育てられているのが分かりました。貴重なお品を
有難うございました。 今年もどうぞよろしくお願いいたします。

東京都 40代 応援しております。

奈良県 40代 減農薬なのにとても粒がしっかりして美味しいぶどうでした。 ありがとうございます。

大阪府 40代 母が雲南市の出身で子供のころから身近な存在でした。 日御碕が大好きで、大人になってからは一人旅で何度も訪れています。

埼玉県 60代 旧多伎町はすっかり寂しくなりましたが、私にとっては　ふるさとです。出雲市全体が元気になることを願っています。

神奈川県 40代 昨年送っていただいたシャインマスカットがとても美味しかったので今年も申込みさせていただきます。楽しみにしております。

東京都 60代 すこしですが応援させてください。

千葉県 40代 出雲へ旅行にいった時のことが思い出されます。

香川県 30代
子供がデラウェアが好きで、いつもスーパーで島根産のデラウェアを購入しております。いつも美味しくいただいております。 これからも頑張ってくだ
さい。

広島県 40代 頑張ってください。

新潟県 50代 富士通パソコンの返礼品を是非続けてください。

大阪府 40代 出雲大社好きです。

千葉県 50代 7歳の子どもがそばが大好きなので、出雲市のそばセットを選びました。これからも頑張ってください。うちでもそばをいただきながら応援します。

東京都 50代 昨年観光で訪問し大変いい思い出になりました。またいつか訪問したいと考えてます。

大阪府 50代 20代30代と出雲市で暮らしていました。第二の故郷と思っていますので、納税で応援させていただきます。今後のさらなる発展を祈っています

東京都 50代 いつか息子と訪れたいと思っています。

東京都 50代 神話のふるさとである出雲を、もっと広めて下さい。

大阪府 50代 昨年、旅をさせて頂きました。自然豊かな土地柄、皆さん親切でした。これからも、美しい町を守って頂ければ幸いです。

埼玉県 50代 次世代の育成について、引続き応援しています。

東京都 40代 これからも応援させていただきます。

千葉県 60代 毎年行っているので今年も行います。

東京都 40代 7月に出雲に伺うので、縁を感じ申し込みました。

兵庫県 40代 減農薬のぶどう楽しみにしています。

北海道 40代 いつか家族で訪れたいです。

埼玉県 50代
教育に熱心な地域と聞いています。一芸にたけることも重要と思いますが、培われた伝統を地域・世代で継承していく教育が続けられたらすばらしい
ことと思います。

埼玉県 40代 少しですがお役立てください。

群馬県 30代 昨年初めて出雲市に行き、出雲大社と出雲そばに感動しました。わずかですが、お役立て頂ければと思います。

山口県 30代 若い人達が住みやすい(ずっと住んでいたい)と思える町にしてください。

東京都 30代 毎年頼んでいます。なくなると子供たちに早く頼んで！とせかされます。

奈良県 50代 出雲はいいところですね。

大阪府 20代以下 4年後出雲に戻ります。 出雲が大好きです。

北海道 60代 機会があれば行きたいと思っています。応援しています。

福岡県 50代 出雲の神様には息子の結婚式をはじめお世話になっております。よろしくお願いします。

愛知県 50代 数年前に訪問した際、出雲そばを堪能し、大社に心洗われました。また訪問したいです。

埼玉県 50代 応援しています。

東京都 50代 地元出雲市の繁栄を願っています！

愛媛県 30代 出雲で頑張る若者が住みやすい地域つくりを期待しています。

佐賀県 60代 出雲市の発展をお祈りします。

鳥取県 30代 出雲市がもっともっと魅力的な街になることを期待しています。

福岡県 50代 前回もしじみいただきました。 食べやすく元気が出る気がしました。

東京都 50代 出雲の国に行ってみたいです。

東京都 50代 異なる事業者の方から何度かしじみを送って頂きましたが毎回大変満足しております。

東京都 60代 プロスポーツの発展を応援します。

大阪府 30代 頑張って下さい。

千葉県 50代 出雲大社へ伺いたいと思います。

東京都 40代 毎年ありがとうございます。母が出雲市出身です。私も出雲が大好きです。

滋賀県 40代 神様の集まる町 美しくあってください。

東京都 40代 少額ですが子供の福祉のためにお役立てください。

兵庫県 30代 以前、佐田味噌を注文させてもらい、家族で美味しく頂きました。

福岡県 30代 友人の出身地です。ますます活性化し 魅力的な街づくりを期待しています。

静岡県 30代 転勤が決まり、来年出雲市に転居することになりました。 共働き世帯で就学前の幼児がいます。 住みやすい街、子育て支援等に期待しています。

東京都 70代以上 いつもいつも応援しています。

東京都 50代 昨日出雲市の特産品・超トマトをお願いしました。母に話をしましたら自分もぜひ出雲市を応援したい！とのことで、本日また寄附させて頂きました。

千葉県 40代 我が家は児玉製麺さんのそばが大好きです。すっかりリピーターになりました。今年も寄付させていただきます。

千葉県 40代 父の出身地なので寄付させて頂きました。 これからも応援させて頂きます。

北海道 50代 パンフレットを送っていただき、いろいろな特産品があることを知り、納税をしたくなりました。

東京都 50代
島根県出身の知人から島根の特産についてお話を伺っていました。 今回、私の大好きなミニトマトを気持ちを込めて作っていらっしゃる出雲市に寄
付させて頂き、今後も応援させて頂きたく思っています。



和歌山県 30代 大学時代の友人が住んでいる町なので、 親しみを持っています。

佐賀県 30代 応援してます！

山口県 60代 出雲市には娘の一家が住んでいます。子育てしやすい環境とのことで、ますますの発展を願っています。

愛知県 60代 今年は　観光で伺う予定です。 産業、観光の発展をお祈りします。

東京都 40代 出雲大社によく伺っております。

大阪府 50代 のどぐろに魅力を感じ、こちらにたどり着きました(*^^*) 寄付は出雲の魅力をお伝えする為に使って下さい♪

東京都 40代 先日、ふるさと納税を致しましたが、超トマトが、あまりにも美味しかったので、再び納税の、運びとなりました。家族で、楽しみに待ってます。

東京都 50代
PM2.5などの環境情報は、日々の平均値で出すのではなく、予報値や時点時点での測定値で警報や注意報を出してください。 子供たちの健康を考
えると、都会並みに予防意識をもってもらえたらと思います。

東京都 50代 遊びに行きたいです。

北海道 40代 ふるさとに残る家族が健康に過ごすことを祈っています。

福岡県 40代 いつか旅行で訪れてみたいと思っています。

北海道 40代
日本酒が大好きです。ご当地へ出向き、その土地の地酒をいただく事を楽しみとしております。 貴市へは訪れたことがございませんが、歴史・文化
遺産にも触れたく、機会があれば訪問したく存じます。

大阪府 40代
お正月に家族で出雲大社を初めて訪れました。駐車場がたくさんあり、それほど渋滞することなく、環境がとても整備されていて、気持ちよく旅行をす
ることができました。 それ以来、娘には仕事の縁が続き、娘は東京から再びお礼参りにも行ったようです。 もう少し観光スポットがあればまたゆっくり
行きたいと思います。

埼玉県 50代 出雲大社等に行ったことがあります。 その周辺など、とても素敵な場所でした。 今のままの保存を切に願います。

東京都 30代 おいしそうなトマトなので注文しました。

福島県 70代以上 出雲は若い時分から一度は訪ねたいと思いながらいまだ果たせず、今年こそはと思っています。

京都府 30代 出雲市ならではの魅力的なまちづくりを期待します。

愛知県 40代 頑張って下さい！

東京都 30代 頑張ろう出雲！

東京都 50代 ガンバレ出雲。

岐阜県 30代 良いご縁がありました。 ありがとうごさいました。

埼玉県 40代 今回も応援します。

東京都 50代 有効活用してください。

東京都 50代 私は岡山県出身ですので同じ中国地方を中心にふるさと納税をしています。これからも応援したいです。

岡山県 50代 隣県出身です。頑張って。

兵庫県 50代 今年もお願いします。

東京都 30代 出雲大社には一度訪れたいと思っています。

愛知県 30代 いつか行ってみたい魅力的な場所です。

山形県 30代 縁結びの地をどんどん発信していってほしい。

福岡県 40代 魅力ある街づくり、頑張ってください。

北海道 60代 一度行きたいと思います。

茨城県 40代 いつか訪ねたい場所です。

神奈川県 30代 松江市出身ですが、出雲も応援しています！！

神奈川県 60代 神々しくていい街ですね。また訪ねたいです。

東京都  さらなる子育てのしやすい街づくりを希望します。

神奈川県 50代 出雲市役所ふるさと納税ご担当者様、お疲れ様です。わずかですが地域の医療振興に役立ててください。

東京都 60代
島根富士通の工場見学を行い、日本製のPCを改善活動を伴い、きちっと生産されている姿に感銘を受けました。島根県の発展を願い、そして日本
のモノづくりを応援するために納税します。頑張ってください。

兵庫県 50代 貴市の発展を祈念いたします。

埼玉県 30代 毎年、旅行でお世話になっております。

岐阜県 50代 若い人が働けるような街づくりを頑張ってください。

東京都 50代 出雲のしじみ堪能しています。応援続けます。

東京都 50代 今年もＧｗに伺いました。 今後ともよろしくお願いいたします。

愛知県 40代
出雲大社に詣でる目的で出雲で宿泊しました。 宗教家ではありませんが、出雲市は神様がおられる場所なので　いままでのように厳かで品のある
市であって欲しいと思います。 ただ　交通・道路事情がもう少しよくなればいいなと思います。

長崎県 60代 出雲市頑張って下さい。

鹿児島県  若い頃出雲に旅行した時親切にして頂いた事が忘れられません。

兵庫県 50代 私のふるさとも田舎です。頑張ってください。

東京都 30代 有効利用をお願いします。

東京都 30代 益々のご発展をお祈り申し上げます。

山口県 60代 仕事で出雲市へ訪問しています。 地元の企業さん頑張っておられます。 行政の支援もお願いしたいと思います。

神奈川県 60代 毎年寄付している。

埼玉県 60代
数年前に友人達と観光で伺いました。とても良かったのですが、出雲大社が修理中だったのです。またいつか行こうと話しています。 今年はやはり
念願だった隠岐の島にもうすぐ同じメンバーで訪れます。楽しみです。

島根県 30代 少ないですが、カイロプラクティック大学教育又は、カイロプラクティック学士、修士、博士号の育成に使用してください。

埼玉県 50代 少額の寄付ですが、ご活用いただければ幸いです。

埼玉県 50代 出雲がんばれ。

山口県 30代 観光で伺ったことあります。 これからも頑張って下さい。

東京都 50代
数ヶ月前、娘が出雲大社へ参拝に参りました。 とてもパワーを頂けたようです。参道も賑やかの様で 私もいつか出向きたいと思っております。その
活気をいつまでも保って頂けると嬉しく思います。

北海道 60代 出雲市の発展をお祈りしています。

東京都 60代 妻の出身地が大社町ですので、出雲には深い縁があります。 高齢化が進む中、より良い福祉環境を勧めて頂きたいと願っています。

埼玉県 60代 昨年出雲に行き　おいしいお蕎麦食べました。

東京都 40代 子育てに役立ててください。

愛知県 50代
学生時代の6年間を出雲市で暮らすことができ、とても幸せだったと思います。とても素敵な場所なので、全国、全世界の人に訪れてもらいたいで
す。応援しています。

埼玉県 60代 出雲に訪問したいのですが時間取れません。これからも縁結びの街として発展してください。

東京都 50代 出雲タオル使っています。素晴らしいと思います。もっと知られたらいいですね。この夏旅行に行こうと計画しています。

東京都 60代 恵まれた自然環境を大切にしてください。

鹿児島県 30代 出雲、大好きです。 また遊びに行きたいです。

福岡県 30代 縁結びのまちとして有名な出雲市。これからも、さらに魅力あるまちづくりを応援しています。

千葉県 30代 おすそ分けでもらって、美味しかった。

神奈川県 60代 息子・娘が結婚できますように。

沖縄県 40代 子供のために頑張ってください。

東京都 50代 日本の将来を担う人の育成といきいきとした町づくりをしてください。

東京都 50代
若いときに数度出雲市を訪ねたことがあります。ぜひ後世に残していただきたいこと、医療を含め住みやすい環境をこれからも推進していただきたい
と願っています。

埼玉県 40代 出雲市は観光が充実していて、本当にうらやましいです！！

群馬県 70代以上 いつも楽しみにしています。

東京都 30代 出雲大社で素敵なご縁をいただきました。

宮城県 50代 お年寄りが安心して暮らせる街づくりに使用してほしいです。

京都府 60代 出雲市の教育、子育てを応援します。

京都府 50代
少し前に出雲大社に行きました。荘厳なところで気持ちが洗われた感じがしました。そこのお魚なら絶対うまいんだろうなと思い申し込みました。よろ
しくお願いいたします。

埼玉県 40代 いつも美味しくいただいてます。

千葉県 30代 出雲は行ったことないですが、出雲大社へぜひ行ってみたいと思います。

山形県 60代 これからも安全安心な食の提案をお願いします。

埼玉県 30代 昨年、同じお蕎麦のセットをいただいて以来、ファンになりました。 美味しいお蕎麦、ありがとうございます。



神奈川県 40代 地方活性化に頑張ってください。

神奈川県 40代 自然保護と街の発展を願ってます。

神奈川県 40代 自然保護と街の発展を願っています。

福岡県 50代 地方で生き生きと暮らせる街づくりを期待しています。

千葉県 50代 出雲大社には2度ほど参拝しました。

愛知県 30代 子育て支援をお願いします。

岡山県 40代 応援しています。頑張ってください。

東京都 50代 いつも応援しております。頑張れ

京都府 30代 関東から京都に引っ越してきました。これを機に出雲大社に行ってみたいと思っています。楽しみにしています。

岐阜県 50代 観光で訪れた時、いいまちだと感じました。  歴史の町、として、頑張って下さい。

富山県 40代 いつも出張時にお世話になっております。応援しています。

東京都 50代 応援しています！

富山県 50代 出雲の大学を卒業しました。いつも応援しています。

神奈川県 50代 自然や文化遺産を守り、後世へ繋いでいって欲しいと思います。

東京都 40代 出雲市に旅行に行こうを計画していたことがありましたが実現できず残念でした。 今後とも魅力的な街づくりを期待します。

北海道 70代以上 ますますの発展をお祈りしています。

神奈川県 60代 いつか旅行で出雲大社に行きたいです。

大阪府 30代 かわいいかまぼこですね。両親も喜んでくれると思います。

大阪府 60代 応援しています。 がんばってください。

愛知県 50代 3月に出雲大社をお参りしました。 また、伺いたいと思いました。

愛知県 50代 出雲大社へお参りに行きます。  出雲大社、いつまでも大事にして下さい。

岐阜県 40代 出雲市の益々のご繁栄をお祈りしています。

大阪府 60代 住みよい街にしてください。

愛知県 40代 出雲古代史などに興味あり、観光などで訪ねたいと思っています。

佐賀県 70代以上 心のふるさと出雲がんばって下さい。

福岡県 30代 寄附金の有効利用を願います。

大阪府 60代 子供に夢を。

鹿児島県 50代 幸せな家族が暮らす町であり続けてほしいです。

兵庫県 60代 出雲市が安心安全の町でありますよう祈ります。

兵庫県 60代 何度か訪問しておりますが、好きな町です。 これからも応援しています。

愛知県 40代 がんばってください。

沖縄県 30代 1度は行ってみたい場所のひとつです? 芸術・文化面等で、興味をそそられます。 継承・保存にお役に立てればうれしいです。

千葉県 60代 前回も身の大きいもので、美味しく頂きました。

京都府 60代 一度ゆっくり行って見たい場所です。美味しいぶどう楽しみにしています。

神奈川県 70代以上 今後の発展を期待しております。

兵庫県 40代 出雲大社に観光で一度行きました。 歴史ある街で大変いい印象です。これからも文化遺産の存続にご尽力ください。

愛知県 50代 父の日のプレゼントにしたいので、よろしくお願いいたします。

愛知県 60代 昨年ご送付頂き孫が大変美味しいと喜んでくれました！   今年も食べさせてやりたくて申し込みをしました！

福岡県 60代 錦織君のようなスポーツ選手を育ててください。

大分県 50代 奥が松江市出身なので、出雲にも何度か行きました。

福島県 40代
３年前は、「いつか出雲大社に旅行したい！観光面に使ってください」（純粋な、下心のない）理由から寄付させてもらってましたが…。 最近では、ぶ
どう目当ての寄付になってます。(^_^メ)

福岡県 60代 ４月から上限金額が３割になったので、個数を減らしてもかまいません。

栃木県 50代 帰省したときのお土産の参考にしてます。

愛知県 50代
学生時代の6年間を出雲市で過ごしました。優しく迎え、助け励ましてくださった人々、豊かな自然。出雲市の良さを日本中、世界中の人々に知って
いただきたいです。

埼玉県 50代 いつか行ってみたいです。

東京都 30代 頑張ってください。

神奈川県 40代 観光で行きました。

大阪府 70代以上 人口がかなり減っている様ですので増加する様な方法を考えてください。

三重県 50代 歴史文化資源を大切に守って下さい。

千葉県 30代 以前出雲大社にいきました。圧倒されて素晴らしかったです。

愛知県 60代 美味しい物をいっぱいお願いします。

千葉県 40代 いつもふるさと納税しています。また出雲大社に行きたいと思っています。

神奈川県 20代以下 頑張ってください。出雲大社に四年ほど前に行きました！

大阪府  出雲には美味しいものがたくさんありますので、頑張ってどんどんアピールしてください。

神奈川県 50代 自然と出雲大社の魅力を大切にして欲しい。

神奈川県 40代 安心安全なまちづくりを！！

兵庫県 30代 好きです出雲市。

東京都 50代 応援しています。

神奈川県 40代 歴史的遺産を保存しながらも更にご発展することを希望します。

愛知県 30代 この寄付金が出雲市のために少しでもなれば幸いです。

千葉県 50代 自然と文化が豊かな出雲市を応援しています。

神奈川県 50代 神話のふるさと　ﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｯﾄと素敵な街並みを残していただきたいと思います

大阪府 30代 数年前出雲大社にお参りしました。またぜひお参りしたいと思っています。街づくりに少しでもお役にたてますと幸いです。

群馬県 50代 出雲大社へぜひ行ってみたいと思っています。

愛知県 40代 魅力発信！

神奈川県 50代 神話のふるさと、そして父のふるさと出雲。歴史と文化を守り続けてください。

千葉県 40代 ２年前まで出雲市に住んでおりました。 頑張ってください。

香川県 60代 日本人の心の故郷である出雲市のために、気持ちばかりですがお送りさせていただきます。頑張ってください。

岩手県 40代 いつか出雲大社に行ってみたいです。 お肉も楽しみですが、箸も楽しみで、 夫婦仲良く使いたいです。 楽しみにお待ちしております。

東京都  大学が島根県でした。がんばってほしいです。

愛媛県 60代 出雲市の益々のご発展を祈っています。

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。

長野県 50代 出雲大社をお参りすることができました。

島根県 50代 高齢化が進む中、少しですがお役に立てればと思います。

大阪府 50代 大田市出身です。島根が住みやすい県になりますように。昨年も申し込みました。美味しかったです。

東京都 60代 いつもお世話になっています。 遠方から応援しています。

東京都 50代 いつか出雲神社に行きたいです。

愛知県 40代 昨年のデラがおいしく家族に好評でした。今回のトマトにも期待です。おいしく安全なものをたくさん頑張って作ってください。

東京都 50代 父の日ギフトで検索して出会いました。 父の日の包装がされているととても嬉しいです。よろしくお願いします。

千葉県 60代
広島出身で現在は千葉に30年。 正月には中国山地を車で走り、出雲大社に詣でたことを思い出しました。 今回は出雲のフルーツ農家さんの育て
たマスカットを賞味したいと思います。 中国地方がんばれ！楽しみです。

奈良県 30代 父の出身地であり、祖父母が平田にいました。子供の時、夏休みを平田で過ごした思い出があります。観光アピールしてほしいです！

大阪府 30代 出雲大社が大好きです。アクセスがあまり良くないので１度しか行けてないので、気軽に車で行けるようになってほしいです。

神奈川県 60代 出雲は日本のふるさとです。 これからも歴史遺産を大切にお守りください。

静岡県 50代 美味しい、自然や環境を守ってください。美味しい、しじみを作り続けてください。

埼玉県 30代 応援しています！

高知県 50代 松江市出身です。 毎年デラウエアを楽しみにしています。



東京都  貴市のますますのご発展を祈念しております。

東京都 70代以上 市の繁栄を祈ります。

埼玉県 50代 大好きなトマトで探して出雲市にたどり着きました。 少しでもお役に立てれば幸いです。

高知県 70代以上 ふるさと納税が町の活性化に役立てれば幸いです。出雲市を応援します。

長野県 70代以上
昨年返礼品で、児玉製麺のお蕎麦をいただきました。 長野に住んでいますが、美味しさに感心しました。 これからもこの味を引き続き持ち続けて欲
しいと思っています。

大阪府 60代 今以上の素敵な出雲市になりますよう 期待しています。

滋賀県 50代
毎年、多伎町へスイムランの出場（最近は子どものみ）、応援で出雲市に伺っています。 美しい海や歴史的建造物があって、地域の人たちのあたた
かさに触れて、美味しい食べ物がたくさんあって、、、何度訪れても飽きません。 これからもますます地域力に磨きをかけて私たちを迎えてもらえたら
嬉しく思います。

奈良県 50代 がんばってください。

愛知県 60代 文化を伝承してください。

奈良県 20代以下 音楽と医療頑張ってください。

滋賀県 50代 以前仕事の関係で住んでいたことがあります。子育てに活用してください。

千葉県 50代
出雲市の皆様が、健康で益々のご活躍されることを祈ってます。 出雲大社へのお詣りと温泉に浸かりに伺いたいと思っております。是非とも、観光
に力を入れていってください。よろしくお願いします。応援してます。

岐阜県 30代 トマトいままで食べた中で一番美味しかったです。 今年度すでに２回目になります。楽しみにしています。

愛知県 40代 以前、出雲大社に行きました。未来永劫続く、まちづくりに役立ててください。

埼玉県 50代 一度訪れてみたいです。

群馬県 50代 ぜひ観光でも訪れたいと思います。

青森県 60代 魅力的な特産品の更なる開発に期待してます。

神奈川県 60代
広島県で生まれ育ち40才まで家族と暮らしていたので、隣県の出雲には若い頃から、しばしば行きました。しっかり伝統文化を守り、市民の皆様が
誇りを感じ、その中で幸せな暮らしが出来ればと願っています。  多謝

兵庫県 20代以下 お蕎麦大好きなのでうれしいです。また出雲にも遊びに行きたいです！！

兵庫県 50代
妻の実家が大社町にあり、よく帰省し、おいしいものを食べました。私たち家族にとってふるさとの一つです。自然も守られ、産業も発展することを望
んでいます。

北海道 50代 ご苦労様です． お仕事頑張って下さい。

埼玉県 40代 少ない寄付ですがお役立て下さい。

埼玉県  東京の恩師の家でパーティーがあり、そこでこちらのいちじくを皆に紹介したいと思って申し込みました。

神奈川県 40代 デラウェア、毎年楽しみにしています。

東京都 30代 出雲の町、そして人々に心から感謝。

東京都 60代 いい風土と歴史のある 随一の神話のある出雲 もっともっと繁栄されますように。

東京都 40代 出雲そば大好きです。 頑張ってください。

神奈川県 40代 母方の実家が大社町で幼い頃に毎年行っていました。有効にお役立て下さい。

千葉県 30代 父が山口に勤務した際に島根は良いところと聞いていた。一度は行きたいです。まだ独身です。

大阪府 30代 おいしいしじみ、楽しみにしています。

宮城県 60代 いつか出雲大社を参拝できることを 楽しみにしています。

兵庫県 70代以上 魅力ある特産品を開発してください。

愛知県 50代
出雲出身のお嫁さんから、おすそわけしてもらったケチャップがとてもおいしかったので、その味に近いといいなと思います。新鮮な野菜や果物が豊
富で、文化的なレベルも高い土地が出雲だと思います。過疎が進んでいるそうですが、がんばってもらいたいです。

和歌山県 40代 出雲大社が好きで何度も訪れています。 乱開発のない、自然と調和した便利な市となることを期待します。

東京都 60代 冷凍庫を使わず常温保存できるというのが選択の決めてでした。頂くのが楽しみです。

神奈川県 50代 以前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。

神奈川県 50代
高校の修学旅行で行った出雲大社や宍道湖の美しさが忘れられません。 もう一度行きたいと思ってもなかなか伺えませんが、ずっと魅力のある町
でいて欲しいです。

東京都 30代 頑張ってください！

鳥取県 30代 神話と歴史の出雲市のさらなる御発展と、この地でますます多くの縁が結ばれますことをお祈りします。

福岡県 50代 宍道湖のしじみ一度食べてみたくて、楽しみにしています。

東京都 40代 歴史や文化に少しでも貢献できるといいな、と思っています。大変ですが、頑張ってください。

東京都 30代 僅かですが寄付させていただきます。よろしく願いいたします。

東京都 40代 去年も申し込みました。

東京都 50代 少額ですが、福祉に役立てて頂ければ幸いです。

東京都 50代 寝台特急出雲1号で、出雲市の方に色々頂きものをしたのでお礼も兼ねて。

東京都 50代 毎年楽しみにしています。よろしくお願いします。

東京都 30代 昨年も美味しいシャインマスカットを頂きました。

東京都 40代 出雲市大好きです。東京にいるので、なかなか行けませんが、今後も縁をテーマに色々と発信してください。 応援しています。

東京都 40代 がんばってください。

東京都 30代 出雲に旅行に行った際出雲の食材に惚れました。 東京では島根産食材なかなか手に入らないので通販などで手に入ると嬉しいです。

奈良県 40代
出雲市には行ったことがないのですが、出雲大社もあり魅力的な町だと思います。一度は行ってみたいですが、まずはふるさと納税で応援させてい
ただきます。

神奈川県 50代 昨年もいただき、とてもおいしかったので今年も楽しみにしています。

千葉県 60代
同県人です。出雲の魅力発信をよろしく(^_-)-☆ 島根県に沢山の観光客を誘致しましょう。  シャインマスカットの発送時期を多少ずらしてもらうとあり
がたいです。

東京都 40代 こんにちは。実は出雲市にはまだ行ったことがないので、機会を作り現地に足を運んでみたいと思います。

東京都 40代
出張ではじめて日帰りでおとずれて、縁結び空港で板ワカメと十六島のりを買いました。あまりの美味しさにおどろきました。今回は海まで行く時間
がありませんでしたし、出雲大社も閉っていましたので、次回はゆっくり行きたいという思いをこめて納税したいと思いました。

鹿児島県 60代 昨年も寄付をさせていただきました。 とても美味しいシャインマスカットを作っていらっしゃる出雲市を応援しています。

岐阜県 70代以上 高校生の３年間、出雲市でお世話になり感謝しています。

福島県 50代 今後益々のご発展を祈念いたします。

東京都 40代 今年のデラウェア、楽しみにしています。

新潟県 60代 昨年の寄付であんぽ柿をいただきました、 美味しかったので、今年ももらおうとしたら、無くて残念です。

京都府 50代 おいしくいただいております。我が家の常備味噌になりました。

埼玉県 60代 シャインマスカット大好きです　これからも、続けてください。

東京都 50代 機会があれば出雲大社へ行きたいです。

群馬県 60代 頑張って下さい。

東京都 40代 神道なので出雲大社があるところへ納税できてうれしいです。

福岡県 60代 今年は出雲大社に参拝に行きたい。

東京都 50代 豊かな自然と安心安全な農作物を守り続けてください。

千葉県 50代 岡山県出身です。 出雲には何度かお邪魔しました。 子供の成長にお役立てください。

大阪府 30代 防災に役立てていただければ幸いです。

東京都 40代 出雲そばが大好きです。

福岡県 40代 観光、仕事で何度か訪れています。 古の力を感じます。

大阪府 60代 父親の生まれ故郷で、早くに里を離れており、出雲市の発展を願っています。

大阪府 70代以上 元気のあかしと感謝を込めてささやかながら寄付させていただきます。いついつまでも永からんことを願っています。

神奈川県 60代 出雲は一度、行きたいところです。

東京都 50代 しじみのお味噌汁を飲むと出雲市を思います。 これからも応援続けます。

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 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。

大阪府 40代 観光もさることながら、特産品にも力を入れてください。

兵庫県 40代 また、出雲大社に行きたいです。 出雲市のご発展を祈念しております。



愛知県 40代 出雲大社に１度だけお邪魔しました。 近くで食べたおそばがとてもおいしかったです。

愛知県 30代 昨年は出雲大社へ参拝出来なかったので代わりといってなんですが周辺整備に役立てて欲しい思いと良縁祈願をこの金額に込めました。

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。

兵庫県 60代 出雲市の発展、災害のないよう願っています。

福島県 40代 初めての寄附です。よろしくお願いします。

東京都 50代

昨年お参りに行き大変良い時間を過ごすことができました。 日御碕も素晴らしく朝日、夕日共に堪能いたしました。 てんぷらも美味しかったです。飾
り蒲鉾も伝統技術で素晴らしいとおもいました。おいしいし。 イチジクは輸入ものが都内では幅をきかせていますが、出雲のイチジクはもっと広めら
れるのではないでしょうか。もう少し甘さを抑えて固めに仕上げればワインの共に全国区に販売できると思います。期待しています。 また伺いたいで
す。

東京都 30代 応援しております。

長野県 50代 荘厳な出雲大社にいつかお参りにいきたいです。

東京都 40代 出雲へは１回刊行で行ったことがありますが、また行きたいです。

東京都 60代
１８歳で出雲を離れましたが、美しい故郷への思いは、強く持ち続けています。老父母が二人で出雲に住み続けており、高齢者福祉の充実をお願い
します。

静岡県 60代 出雲には一度、大社に行ってみたいと思っています。

神奈川県 40代 応援しています。

茨城県 50代 毎年寄付しています。 がんばってください。

奈良県 20代以下 大学生活を出雲で送り、第2の故郷です。

東京都 50代 これからも、美味しいものをたくさん生産して下さい。 応援しています。

兵庫県 50代 出雲を世界に発信してください。

東京都 40代 楽しみにしてますのでよろしくお願いいたします。

福岡県 60代 遷宮で賑わっている出雲を嬉しく思っています。もっと若者が定住しやすい街になることを期待します。

千葉県 70代以上
昔出雲地区で働き、毎週出雲大社と島根ワイナリーに行ってました。いいところでした。友人が３月に亡くなりましたが、これからも微力ながら応援し
ていくつもりです。

埼玉県 40代
母が島根県出身のため、島根県と聞くと親しみがわきます。 結婚前に出雲を訪れ（出雲大社や八重垣神社はもちろんです）その後いいご縁があり、
結婚しました。新婚旅行でも出雲大社、八重垣神社にお参りさせていただきました。 今回は、島根出身のトマト大好きな母にこの超トマトをプレゼント
したくてふるさと納税いたします。 出雲市にもまた行きたいと思っております。

東京都 30代 応援してます、頑張って下さい。

千葉県 40代 以前、出雲市に住んでおりました。 住んでみて出雲がとても気に入りました。現在は遠くなりましたが、出雲の活躍、発展を応援しております。

大阪府 40代
出雲大社に2年前に初めて行きました。島根県の魅力をこの時に 知りました。また観光したいと思ったので、観光の振興に使って もらえると嬉しいで
す。

山口県 50代 がんばってください。

神奈川県 40代 地方から元気をと考え少額ですが寄付を考えました。

埼玉県 50代 出雲の魅力をもっと宣伝してほしい。

千葉県 40代 数年前、出雲市で頂いた出雲そばが美味しかったので申し込みました。 宜しくお願いいたします。

滋賀県 40代 勤務先の工場が立地している御縁から、寄付致します。益々の活性化をご祈念致します。

東京都 30代 トマトが大好きなので楽しみにしています。

埼玉県  「げんき、やさしさ、しあわせあふれる縁結びのまち出雲」の地域づくりを応援します。

千葉県 40代 2年ほど前に個人旅行で宍道湖しじみが美味しかったので予約しました。 是非維持していただきたいです。

京都府 50代 友達が住んでいて、何度か遊びに行っています。大好きです。

東京都 50代 一度行ってみたいと思います。

大阪府 40代 日本のふるさと出雲市の魅力をどんどん発信してください。

大阪府 60代 旧大社駅に竹内まりやさんの「駅」を歌碑にして設置願いたい。

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。

埼玉県 40代 去年こちらから頂きましたお品がとてもよく、今年もお願いさせていただきました。島根県大好きです。

千葉県 50代 少しでも地域発展のお役にたてれば幸いです。

滋賀県 50代 美味しい漬物です。喜んでいただいています。

東京都 50代 東京に住む フルーツが大好きな家族です。 農家の方を応援しています！

神奈川県 50代 出雲を離れても、遠くから出雲のことをいつも応援しています。永遠の心のふるさとです。

神奈川県 50代 高齢者の福祉充実をこれからもお願いいたします。

神奈川県 40代 お世話になった声楽の先生が出雲市のご出身でした。

東京都 50代 出雲市、応援しています！

大阪府 40代 よい町づくりに努めてください。応援しています。

宮崎県 30代 大学時代出雲で過ごしました。とても好きでした。 また遊びに行きたいと思っています。

富山県 40代 出張で何度もお世話になっております。応援しています。

大阪府 40代 出雲大社とお蕎麦食べに、また伺います！

兵庫県 60代 自然豊かな故郷を希望します。

兵庫県 60代 いつまでも、自然豊かなふるさとであってほしい。

兵庫県 60代 人口が増加し、豊かな自然と共生出来る故郷になっていただきたい。

静岡県 60代 毎年出雲市のデラウエアをいただいています。 甘くておいしいので孫が楽しみにしています。

三重県 40代 19年前に出雲の神様の前で(分院？）結婚式をあげました。 是非出雲大社に訪れてみたいと思っています。 応援しています。

奈良県 40代 出雲大社、雰囲気が大好きです。 子供はまだ行ったことがないので連れていきたいです。

三重県 40代 子どもたちのために使ってください。

東京都 30代
友人が出雲市（地元）に貢献していきたいと行動している姿をみて力になりたいと思いました。まだ出雲市には行ったことがありませんが、いつか行
きたいと思っています。出雲市の繁栄を願ってます。

東京都 50代 いつか家族で旅行に行きたいと思っています。素敵なまちづくりに役立ててください。

北海道 50代 高齢の義父母が出雲市に住んでいますので、寄付金を高齢者福祉に役立てていただければ幸いです。

東京都 40代 市民のために役立つよう活用していただけることを望みます。

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。

東京都 40代 行ったことありませんが、応援しています。 出雲に一度行きたいと思っています。

埼玉県  お盆や連休は避けて欲しい。

神奈川県 30代 一度いってみたいと思っています。 いったことのある人達はみな、いいところだったと言っています。

富山県 50代 少額ですが市の発展に役立てて下さい。

福岡県 40代 一度、旅行で出雲市を訪れたことがあります。しじみ、とても美味しいです。

福岡県 50代 介護サービスの充実や、国保料の引き下げなどにお役立ていただけると嬉しいです。

京都府 30代 応援しています。

愛知県 30代 観光にいきました！楽しかったです！

東京都 50代 昨年も出雲市に寄付させていただきました。 若い人の未来に役立てていただきたいと思います。

大阪府 50代 今年も寄付を致します。 こどもの教育の為に使ってくだされば幸いです。

東京都 50代 出雲市、頑張れ！

石川県 30代 宍道湖のしじみは最高です。

東京都 60代 また、出雲大社に行ってみたいと思います。

神奈川県 40代
ふるさと納税をきっかけに、夏休みに、島根県と鳥取県を観光旅行をしました。のんびり楽しく良い旅で、実際に足を運ぶことで、身近に感じるように
なりました。 魅力あふれる街づくりを応援します。

福岡県 50代 前回送って頂きました。 味に感激してすぐに申し込みました。 定期的に申し込みしたいです。

神奈川県 50代
何度か訪れたことがありますが、いつでも心洗われる思いがありました。合併などで市域も広がっているようですが、わずかながらですが、まちづくり
の一助になればと思います。

愛知県 60代 旅行券がほしい。

京都府 50代 出雲大社行きました。なんだか華やかになってます。 今度は、サンライズ出雲に乗りたいです。

神奈川県 30代 観光で出雲市を訪問しました。出雲大社周辺を散策しましたがとっても街並みが素敵で好きになりました。これからも応援しています。



東京都 50代 同じ中国地方で応援してます！

東京都 40代 世界遺産や日本の伝統文化芸能を守って下さい！

兵庫県 40代 ふるさとのために少しですがおくります。

静岡県 70代以上 毎年楽しみにしている ”ぶどう” です。　来年も提供してください。

兵庫県 40代 子育て事業を頑張ってください。

大阪府 40代
母の実家が益田市で松江市に親戚も居り島根県には親近感をもっています。出雲大社を訪問したこともあり、懐かしい思い出です。 また是非訪れ
たいと思います。

富山県 40代 出張で何度もお世話になっております。

岐阜県 30代 リピーターです。 楽しみにしています。

奈良県 40代 両親と私がお腹にいる頃、島根県でお世話になりました。 日本の歴史を大事にして頑張ってください。

東京都 30代 初節句の兜に選びました。とても素敵なデザインで、楽しみにしております。

大阪府 30代 いつも応援しています。

大阪府 40代 また観光に行きたいです。食べ物がおいしい町ですので、出雲市が好きです。

千葉県 60代 ささやかですが、お役にたてればと思います。 来年退職したら、ゆっくり訪れたいです。

福島県 60代 毎年このしじみを楽しみにしています。

東京都 50代 東京在住ですが3年に1度は島根、出雲を旅行しています。美しい風土がいつまでも変わらないように願っています。

兵庫県 60代 高齢化が急速に進んでいると思いますが、いつまでも活力ある故郷をお願いします。

神奈川県 60代 大学が松江　出雲地方は第二の故郷。

東京都 40代 出雲市の福祉活性化に役立てください。

東京都 50代 出雲の活性化を期待しています。

千葉県 50代
いつも美味しいデラウエアを有難うございます 出雲市にも観光で行かせていただきました とても良い処ですねまた行きたいと思っています 寄付金
は些少ですがお役に立てば幸いです。

神奈川県 40代 昨年、初めて旅行で行きました。 のどぐろをはじめ、食べ物がおいしく、良いところですね。

熊本県 50代 応援しています。

愛知県 70代以上 町の活性化にきたいしています。

東京都 60代 応援してます～頑張ってください。

東京都 60代 応援しています。頑張って下さい。

埼玉県 40代 出雲市は何度も旅行に行っている、大好きなふるさとです。親族がめでたく結婚したので、婚礼にゆかりのある出雲市に寄付したいと思いました。

群馬県 40代 遠くの町から、応援しています！

愛知県 60代 出雲大社へ参拝で訪れたことがあります。秋でしたが、春の季節、冬も訪れてみたいところでした。

神奈川県  息子がしまねっこの大フアンで、出雲市のしまねっこの部屋を訪ねたり、ホテルでしまねっこルームに泊まったり、グッズもたくさん持っています。

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。

東京都 50代 去年旅行で訪れ、歴史のある素晴らしい所だと思いました。

新潟県 20代以下 出雲の魅力を日本中に発信していってください！

埼玉県 50代
歴史と伝統のある落ち着いた街並みが好きです。機会があれば、またゆっくりと観光に訪れたいと思います。機に衒う事無く、出雲の特色を充分に
発揮した街づくりが出来るよう、応援しています。

愛媛県 40代 頑張ってください。

長野県 50代
前略　我が家では味噌は毎日の食卓に欠かせないものとなっています。これからもおいしい味噌の提供をよろしくお願いします。貴市のますますの
ご発展をお祈りしています。

京都府 30代 また出雲へ遊びに行きます。

兵庫県 60代 知名度のある出雲市をもっと全国へ知らしめてください。

神奈川県 60代 近いうちに、出雲に旅行したいと、思っています。 神話の歴史深い出雲の　ますますの発展を希望します。

静岡県 40代 応援しています。がんばって下さい。

大阪府 60代 貴市の益々のご発展を祈念しております。

神奈川県 50代 出雲大社を中心とした観光に力を注いでいってください。

神奈川県 40代 ささやかではありますが、子供のために使っていただければ幸いです。

東京都 40代 良い街づくり頑張ってください

千葉県 50代 頑張ってください。

神奈川県 50代 早く訪れたい！

兵庫県 70代以上 若い世代に活力を。

石川県 40代 以前旅行をした時に出雲のワイナリーでワインを飲んだことがあります。とてもおいしかったです。

神奈川県 60代 一度出雲を旅してすばらしさを知ってから毎年寄付させて頂いています。より出雲の良さをアピールしてください。

大阪府 50代 以前観光で出雲大社に行きました。とても素晴らしいところだったので、この環境をいつまでも守っていただきたいと思います。

神奈川県 40代 遠方ですが何度か訪れております。 今後ともご発展ください。

兵庫県 50代 少しでもお役に立てれば、幸いです。

宮城県 50代
イメージは，何といっても「神話の国」。１５年ほど前に，出雲大社を訪れたことがあります。教育の充実にお遣いいただければと思います。ワインを
楽しみにしております。

東京都 50代 出雲大社にまだ行ったことは無いのですが、一度は訪れたいと思っています。その時を楽しみにしています。

東京都 50代 毎回美味しいお品をありがとうございます。 今回は広島の母に送ります。母の大好物です。 どうぞよろしくお願いいたします。。

神奈川県 70代以上 縁結びの神と心から出雲市の発展を希望します。

東京都  気持ちですが頑張ってください。

大阪府 50代 出雲市の御発展と御繁栄をお祈り申し上げます。

千葉県 30代 毎年いただいているぶどうを楽しみにしてます！

兵庫県 60代 出雲市のご発展をお祈り申し上げます。

千葉県 60代 出雲の素敵な魅力を発信してください。

東京都 40代
毎年このデラウエアを楽しみに寄付させて頂いています。 立派なぶどうで食べごたえ十分、味も申し分なく、家族みんな大好きです。 楽しみにしてい
ます！

埼玉県 50代 松江出身なので帰省するたびに出雲を訪ねます。 すてきな街並み、食材、文化、応援しています。

神奈川県 30代 神奈川から出かけてみたいと思っています。

東京都 70代以上 29年度も、寄附をさせて頂きます。 よろしくお願いいたします。

神奈川県 60代 子供が在学しており、お世話になっております。

三重県 50代 1度は行ってみたいです。 井げた醤油がこちらで作られているのをはじめ知りました。

神奈川県 70代以上 益々のご発展を。

静岡県 50代 学生の頃、住んでいました。5月には遊びに行きます。

埼玉県 40代 旅行に行って以来気に入っています。

山口県 30代 いつか訪れたい場所だが、時間的になかなかいけないのが残念。

東京都 60代
一度伺い、とてもよいところと思い、また伺いたいです。 手作りチョコレート店など、興味深いお店にも伺いたいと思っています。 今回はい草の加工
マットがあることをはじめて知り、大変興味を持ち、お願いすることにしました。よろしくお願いいたします。

広島県 70代以上 昔出雲に10年住んでおり、その後もずっと出雲市を応援しています。  特産品は福岡に住む娘家族へお願いします。

広島県 40代 高校1年まで出雲で過ごしました。これから発展していくことを心より願っています。

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。

千葉県 70代以上 出雲大社へ御参りする予定です。


