
都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ
東京都 40代 数年前に仕事で出雲市とご縁ができてから、毎年ふるさと納税と特産品をいただくのを楽しみにしています！

石川県 40代
出雲は遠いですが、何度も旅行しています。出西生姜が好きで、特に出西生姜糖は必ずお土産に購入します。出西生姜を
ずっと守っていって欲しいです。

兵庫県 60代 防災対策を十分に行ってください。
東京都 60代 昨年ＧＷに旅行にいきました。松江城では武士や忍者がいて楽しかったです。出雲大社や足立美術館もよかったです。
福岡県 60代 何度か訪問しましたが、大変良いところでした。引き続き、より良い観光都市として、ご尽力ください。
大阪府 50代 ささやかですが、応援させていただきます。
東京都 50代 出雲市何回か行ったことがあります。いい街だと思います。
東京都 50代 国鉄大社駅の保存維持を、費用はクラウドファウンディングでも募れますので頑張ってください。
愛知県 30代 ふるさと出雲、心から応援しています！！

東京都 40代
妻が長期出張でお世話になっています。人が温かくて、過ごしやすい土地でした。ゴミ捨てのルールが非常に細かく守られ
ていたこともあり、環境整備の助けになればと思っております。

東京都 50代 亡き父の故郷への応援です。

熊本県 60代
４月の地震の震源が大田市西部だったので，震源に近い多伎町や佐田町では被害が大きかったことと推察します。市長が認
める集落支援事業の中に地震被害復旧事業も含めて、それにふるさと納税が使用されることを希望します。

東京都 40代 文化財の保護と一口にいっても、実際には費用も人手も非常にかかると思いますが、少しでもお役に立てれば幸いです。
滋賀県 50代 出雲は歴史もあり日本の心の拠り所だと思います。若い年代のために寄付を使ってください。
島根県 60代 娘が、出雲デラウェアがブドウの中で一番好きです。

大阪府 50代
以前４年半ほど出雲市に居住していたことがあります。本当に自然が豊かで、文化的にも素晴らしい土地で、第二の故郷だ
と思っております。

広島県 50代 出雲市の出身です。毎年えびすだいこくマラソンとスイムラン多伎に参加しています。 両大会の継続を願っています。

神奈川県 50代
出雲には大学時代の友人が住んでいます。その縁もあって３年に１度は訪れています。いつも癒されるいい街です。 これか
らも魅力的なまちづくりをお願いします！

東京都 30代 お魚チップスは去年も頼みました。子供達がとても喜んで食べていました。今年も宜しくお願いします。
東京都 50代 出雲市の発展のためにお使いください。

鹿児島県 50代 子供たちの教育にお役立てください。
東京都 40代 時代を担うこどもを育ててください。

千葉県 50代
一昨年、妻と出雲大社へ出かけました。高校の修学旅行以来、約４０年ぶりでしたが、変わらぬ出雲大社に厳かな気持ちに
なりました。これからも、観光に力を入れて頂きたいと思います。

東京都 70代以上 明日から出雲市に観光に行きます!

千葉県 40代
無農薬農業やオーガニックなど地球にも生き物にも優しい取り組みを応援したいです。そして、美しい自然を後世に残して
下さい。

大阪府 30代 小学生時代に塩冶にすんでいました。頑張ってください！
千葉県 50代 一度行ってみたい場所です。
東京都 40代 今回初めて寄付させて頂きます。美味しい菜種油が届くのを楽しみにしております。
埼玉県 40代 父が島根出身です。出雲にはサンライズを使用し、昨年旅行しました。応援しています。

神奈川県 40代 いつか、出雲の三色そばを食べに行きたいです。

東京都 30代
学生時代に出雲地方を研究対象としていました。 その縁から寄付させていただきます。貴重な遺跡や文化財の保護活動に微
力ながら協力させていただきます。

大阪府 50代 出雲市といえば、まず出雲大社ですね。それから、蕎麦。夏の暑さはかなりでありました。
神奈川県 30代 今年も少しばかりの寄付ですが応援しています。
東京都 50代 息子が島根県でお世話になりました。 神々の町ですね。 美しい環境を守ってください。

兵庫県 40代

父親の出身地なので第二の故郷として応援しています。たびたび家族旅行で訪れており、ヤマトシジミを始め出雲の味覚や
神話からの悠久の歴史や風物もとても魅力的です。去年のふるさと納税では木工芸品を頂き手仕事の優しさにほっこりしま
した。その後、出雲大社を訪れた際にたまたまそのアトリエを道端で見かけて、ここで作製されていたのかぁと嬉しくなり
ました。現在の住まいは出雲から遠いですが、ふるさとを応援しています。

徳島県 60代 地方都市最大の課題は人口減少対策だと思います。日本人の精神文化の醸成には出雲市の人口維持が不可欠です。
東京都 50代 歴史ある出雲にいつか住みたいです。
千葉県 60代 生まれた地、出雲の益々の発展を願います。

東京都 50代
出雲にいくと心が静かになって、でも元気なエネルギーがわいてきます。このような環境が守られますように。 来年も伺い
ますね。

滋賀県 20代以下 友人が出雲に住んでいます。今も自然豊かで素敵な場所ですが、より魅力的な場所になってほしいです。
千葉県 40代 出雲もデラウェアも大好きな家族で楽しみです。頑張ってください。
千葉県 50代 出雲市は大変美しい自然に恵まれています。もっともっと観光振興事業、観光誘客推進をお願いします。
埼玉県 40代 いずれ訪れたい場所です。綺麗な環境と、綺麗な海を守り続けてください。
長野県 50代 僅かですが、お役に立てればと思います。

愛知県 20代以下
昨年名古屋から山陰経由で九州に行くことがあり、特急で出雲市を通過いたしました。出雲大社など観光資源に恵まれてお
り、名古屋からだと飛行機やバスもあるので、いつか行ってみたいです。いただいたそばは身重の妻と一緒に食べます。

兵庫県 60代 生まれ育った出雲。過疎化が心配。がんばれ出雲。
東京都 20代以下 縁結びを推進してください！ サンライズ出雲や高速バスでアクセスし易いところにしてください！
東京都 60代 何回か旅行で訪れています。風光明媚で人々が親切な島根県が大好きです。益々のご発展をお祈りいたします。
大阪府 30代 一畑電車が存続しますように。
兵庫県 50代 出雲大社　いきました!(^^)!
宮城県 50代 応援しています。
兵庫県 60代 出雲市応援しています。
奈良県 50代 単身赴任でお世話になっています、益々の産業発展と住みやすい環境を整えるために役立ててください。

兵庫県 50代
イチジク大好きで、検索したら出てきました。こちらがイチジクで有名だと知らなかったので、一度寄付させていただきた
いと思います。

山口県 50代 出雲を離れて何年もたちますが、帰省のたびにのんびりできて癒やされます。
群馬県 30代 群馬と出雲とで良い縁ができることが幸せです。

神奈川県 60代 出雲市に関する情報発信頑張ってください。
千葉県 50代 高校の修学旅行で訪れて以来、出雲大社と出雲そばが大好きです。これからも観光に力を入れてください。
北海道 40代 歴史のある出雲市を一度訪ねてみたいと思っています。
千葉県 40代 大切な文化財を守ってください。

神奈川県 40代 里見香奈さんの出身地ですよね。応援してます！
東京都 60代 出雲市の大いなる発展をお祈りしています。
福岡県 40代 出雲の発展を祈念しております。
兵庫県 50代 教育の推進や子供たちの事業に使ってもらえると嬉しいです。

平成３０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３０年度もたくさんのご寄附（ご縁）をいただきました。
　その、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。



東京都 40代 応援しています。
兵庫県 30代 子育て支援を頑張ってください！
埼玉県 頑張ってください。

神奈川県 70代以上 先日訪問し、いい所だと感じました。
愛媛県 40代 以前住んで働いていました。応援しています。
東京都 50代 昨年度も寄付しました。 このシジミの味噌汁がとてもよかったのでまた申し込みします。
東京都 30代 縁結びで観光がもりあがることを期待してます！

神奈川県 40代 次世代を担う教育の充実に期待します。
東京都 30代 災害対策に充てていただければ幸いです。
兵庫県 50代 出雲へは４回行ったことがことがあります。大好きな町です。わずかでもお役に立てればと思いました。応援しています。
兵庫県 50代 わずかですが、お役立てください。
東京都 60代 ふるさと出雲応援してます。

神奈川県 40代 また旅行でお邪魔したいです。
東京都 40代 出雲といえば出雲大社しか知りませんが、まだ行ったことがないので、いつか行ってみたいと思っています。
東京都 30代 ふるさとの出雲、離れて随分経ちましたが大好きです。
三重県 30代 行ったことはないですが、是非行ってみたいと思っています。素敵な場所が沢山ある街だなと思っています。
岡山県 50代 毎年出雲大社へ行って、おそばもいつも食べて、温泉を楽しんでいます。 いいところの情報発信をさらにお願いします。
東京都 50代 活力ある未来のために、少子化対策、子供たちの育成を応援します。

神奈川県 60代 先日、家族で出雲大社に参拝し、出雲の素晴らしさに感動しました。 多くの人に、この感動を！
栃木県 60代 大好きな街です。
岐阜県 60代 遠いですが、また行きたいです、応援しています。
東京都 40代 妻が毎年出雲市に行きたいと言っています。 出雲の魅力が世界中に広がることを願っています。
埼玉県 60代 家族旅行で出雲大社、宍道湖に行ったことがあります。 良いところですね。良い思い出です。
富山県 50代 老人福祉医療の充実を期待しています。
兵庫県 50代 頑張って下さい。
山口県 30代 毎年出雲市さんへふるさと納税させていただいてます。今後も頑張ってくださいね。
東京都 40代 これからも魅力的な街づくりに頑張ってください。

神奈川県 40代 神話の国出雲への旅で、出雲の素晴らしさを再発見しました。また行きたいまちです！

神奈川県 30代
出雲大社へお参りへ行かせて頂きました。懐かしい味を楽しみにしています。これからも日本最古の出雲の伝統文化の持続
を応援しています。

東京都 50代 応援してます！

埼玉県 30代
先日、出雲大社に参拝させていただきました。 今後とも出雲の街並みを維持していくためにお役立ていただければ幸いで
す。

東京都 40代 妻の仕事の都合で短期滞在しましたが、人があたたかく、とても良いまちでした。これからも応援し続けたいと思います。
神奈川県 40代 町の活性化に役立ててください。
愛知県 60代 出雲市の益々の発展を期待しています。 自分も未だ伺ったことがないので、 近々にお邪魔したいと思っています。
愛知県 60代 一度も行ったことがなくぜひ行ってみたいところです。

神奈川県 50代 頑張ってください。
東京都 40代 出雲大社を大切に
大阪府 50代 何度も訪れるたびに暖かいおもてなしありがとうございます。遠方からですが微力ながら応援させていただきます。
兵庫県 40代 お役に立てれば幸いです。
千葉県 30代 応援しています。

神奈川県 50代 ふるさと出雲の発展を常に祈っています。
群馬県 70代以上 昔、仕事を兼て良くお邪魔しました。懐かしくて寄付させて頂きます。
兵庫県 50代 スイムラン多伎大会を応援します。
東京都 40代 子や孫の時代を見すえた行政をお願いします。
愛知県 50代 頑張ってください。

京都府 40代
島根県は大好きな県で中でも出雲はロマンを感じる素晴らしいところだと思っています。これからの益々の発展の一助にな
ればと思っています。

東京都 30代 いつもおいしいシャインマスカットを楽しみにしています!!!
東京都 60代 島根県には何度も旅行で訪れています。風光明媚な出雲市のご発展を願っております。

神奈川県 50代 新しい街づくりの成功をお祈り申し上げます。
千葉県 40代 有意義に活用してください。
愛知県 30代 私の生まれ故郷でいずれは戻る予定です。 住みよいまちづくりをお願いいたします。

愛知県 50代
出雲は、何回か訪問させていただき、大変気に入った場所で、何か役に立てばと思い寄付させてもらいました。 よろしくお
願いします。

東京都 50代 将棋の女流棋士、里見姉妹のファンでふるさと納税させていただきました。
群馬県 40代 美味しい物を沢山作ってください。楽しみにしています。

東京都 50代
出雲へは、今から４０年ほど前に修学旅行で訪れて以来行っておりませんが、この納税を機にぜひまた訪れたいと思いま
す。お礼の品は妻がボランティアをしている団体に出雲市の宣伝も兼ねて寄付させていただきます。

千葉県 60代 出雲市は観光都市ですので、観光を中心に頑張ってほしいです。
福岡県 40代 応援しています。

神奈川県 40代 余裕が出来たら遊びに行きます。

神奈川県 60代
全国から、また外国からも多くの観光客が訪れるでしょうが、まずは、地元住民の高齢者が安心して住みやすく、観光客に
も温かく受入れ応対が出来るような生活環境を整えていただきたい。

兵庫県 60代 生まれ育てていただいた出雲、発展してほしい。
東京都 20代以下 松江出身ですが島根の繁栄を願って寄付させていただきます。

神奈川県 50代 毎年、貴市の市報などを楽しみに読ませて頂いております。
東京都 50代 父のふるさとが島根です。頑張って下さい。
大阪府 60代 全国的に出雲の知名度が高く、これからも守るべき自然と歴史的遺産を活かしてください。
兵庫県 30代 毎年寄付します。

神奈川県 70代以上 昨年、出雲大社とその周辺を旅行する機会がありましたのでそれを縁に今回寄付させて頂きます。
神奈川県 70代以上 少額ですがお役立ていただければ幸栄です。
神奈川県 60代 応援しております。
福井県 40代 子供たちが安心して暮らせる地域づくりを期待しています。

高知県 40代
我が家の崇敬神社が出雲大社なのでよく出雲市には行っています。豊かな自然と本当に神様がいるかのような独特の雰囲気
が大好きです。

東京都 40代 島根は母の故郷です。いいところだなと思います。これからも応援しています。
兵庫県 40代 気持ちばかりですが、ふるさと納税させて頂きます。届くの楽しみにしております。
埼玉県 30代 未来を担う子ども達の幸せを願っています。
兵庫県 50代 市長を応援します。

神奈川県 50代 出雲大社、サイコーです
神奈川県 70代以上 出雲市の文化と発展を応援します。
山口県 50代 元気で幸せあふれるまちづくりを頑張って下さい。
兵庫県 50代 これからも出雲市の魅力を大いに発信してください。

神奈川県 20代以下 父方の親戚が住んでおり、応援の気持ちで申し込みました！
東京都 40代 出雲大社や日御碕神社など、日本のルーツを感じる素晴らしいところです。いつまでも大切に守り続けていきましょう。



神奈川県 40代
出西窯の茶色お皿を使わせていただいています。 重さ、ツヤ、使い心地が大好きです。 今後とも大切にしていきます。 ど
うぞこういった事業が続きますようよろしくお願い致します。

東京都 30代
昨年出雲を訪れた時、穏やかな空気と、出雲に住む優しい方々にとても感銘を受けました。これからも出雲を豊かにして
いってくれる子供達が、伸び伸びと育ちますように。ささやかですが応援させていただければと思っています。

東京都 50代 市民の皆様　みんな元気に冬を乗り切りましょう
東京都 40代 出雲への旅行楽しかったです。 また行きます。

神奈川県 60代 出雲市は父の出身地であり、又、市役所の方々に親切な対応をして戴き、感謝しています。
東京都 60代 頑張れ出雲市！！
東京都 30代 出雲毎年旅行に行っています。 美味しい農産物に魚、たくさんある歴史的神社やうつくしい稲田や景色、全て大好きです。
東京都 50代 出雲市応援しています。

富山県 30代
出雲市に２回観光に行った事があります！ 街並みや人も温かくて毎回訪れる度に温かく優しい気持ちになって、素敵なパ
ワーをいつももらってます！これからも、たくさんの方が訪れる市の活性化を願ってます☆

山口県 40代 応援してます。
香川県 70代以上 観光で３度ほど訪問しました。観光資源を大切に、応援します。

神奈川県 30代
出雲フェアで出雲そばや麦茶、あご野焼のおいしさと出雲の方の人柄に触れて出雲ファンになりました。ぜひ家族で訪れた
いと思っています。

大阪府 30代 我が故郷の更なる発展を遠方より祈っております。
千葉県 40代 少額ですが、未来の子供たちの為にお役立ていただけましたら幸いです。
千葉県 40代 隣の松江市出身の者です。出雲は身近なのでいつも気にしていました。島根東部が発展していくよう願っております。

神奈川県 40代
亡き父が出雲出身です。 ぶどうのふるさと納税を探していて、出雲にあって感激しました。ぶどうの生産者さんを応援しま
す。

愛知県 60代 子供たちの健やかな成長を祈っています。
愛知県 50代 おいしい果物をありがとうございます。
兵庫県 50代 両親が出雲にいます。今以上に高齢者に優しい街づくりをしてください。

神奈川県 30代 地域活性化にお役立てください。
茨城県 30代 今回はじめて納税します。島根にいつか行ってみたいです！
愛知県 60代 出雲高校の出身です。歴史ある街に誇りをもって出雲、山陰の良さを世界に発信してください。
愛知県 40代 出雲大社へ参拝に行く予定がつかなかったので、この寄付金を観光振興に役立ててもらいたいです。参道周辺の整備などに
東京都 50代 将来の日本を担う子供達の為に！
兵庫県 40代 ますます魅力ある町になることを心から祈ってます。
千葉県 30代 出雲大社に参拝に行ったときに、とても素敵なところだと思いました。私は出雲が好きです。

神奈川県 50代 美しい日本の景色を守ろう！
岐阜県 60代 ２度の出雲大社への参拝を行いました。 ３度目の参拝時には参道整備が完了しているのを期待しています。
静岡県 40代 佐田味噌美味でした。
山口県 40代 出雲市の益々のご発展を 心よりお祈りしております。

神奈川県 40代 高齢者や子供たちにやさしい街づくりになるように願っています。
神奈川県 40代 後輩が住んでいます。いい街です。
愛知県 40代 頑張ってください！

大阪府 70代以上
出雲大社、宍道湖、松江城、石見銀山、一畑薬師等の良さをもっとアピールしてください。 周辺市町村との連携を進めるべ
きと思います。

岡山県 50代 頑張ってください。
福井県 30代 好きな街のひとつです、応援しています。
北海道 40代 ふるさとの両親が安心して暮らせる町になってください。
山口県 40代 自然豊かで、美味しいものがいっぱいの出雲市が大好きです。

神奈川県 70代以上 観光で訪れ、とても親しみがありました。 味覚にも満足の日々でした。
静岡県 50代 いつかは出雲大社へ行って出雲そばを食べたいと思っています。
茨城県 50代 歴史ある観光資源の保存をお願いします。

北海道 30代
知り合いが出雲市を観光で伺ったことがあると聞いて、なんとなく気になってました。 このふるさと納税をきっかけに私自
身も出雲市を知れたらと思います。

愛知県 60代 頑張って良いものを作って下さい。
東京都 60代 11月に伺います。美しい環境を守ってください。

奈良県 60代
出雲へは遺跡や調査等に行っては温泉とお魚を楽しみに廻ります。今回は少しの寄付と出雲からのお魚が同時に楽しめるこ
とが嬉しいです。出雲が大好き人間です。

東京都 40代
出雲は大好きな街です。 毎年旅行していましたが、今年はあいにく行けそうにないので ふるさと納税で美味しいお芋をい
ただきたいと思います。 今のまま素敵な街でいてください。

東京都 70代以上 是非とも家の子供達にもご縁があるように御願いします。
滋賀県 60代 子供たちが幼稚園と小学校時にお世話になりました。素晴らしい環境をいつまでも維持されることを期待しています。

千葉県 50代
一昨年、妻と二人で出雲を訪れたのですが、町全体が厳かなたたずまいに感動しました。引き続き、観光事業に力を入れて
頂きたいと思います。

大阪府 50代 出雲蕎麦は毎年購入しています。
千葉県 70代以上 一度は訪ねて見たかったです。益々素晴らしい出雲市になりますように。
東京都 30代 いつか出雲大社へ行きたいと思っております。
東京都 20代以下 島根県は第二の故郷です。また訪れたいのでよろしくお願いいたします。
埼玉県 40代 出雲市の活性化を期待します。

東京都 40代
今年も出雲へおじゃましました。歴史的文化遺産など昔から伝わるものを大切に後世へ伝えてもらいたいです。また訪れた
いなと思う街づくりを応援しています。

兵庫県 50代 出雲大社を守って下さい。
京都府 50代 出雲ブランド頑張ってください。

神奈川県 30代 応援しています！

東京都 30代
島根出身者です。母の紹介で寄付に参加させて頂きました。美しく素晴らしい出雲の街の魅力をたくさんの人々に知っても
らえたら嬉しいです(^^)応援しています。

北海道 40代 応援します。 頑張って下さい。
愛媛県 60代 縁あって子供が出雲市職員として働いています。 出雲市の発展を願っています。
岩手県 20代以下 高齢者の皆様の生活にお役立てください。
千葉県 40代 出雲がいつまでも福祉が豊かな街、縁結びの街でいてくれることを期待しています
山口県 60代 子供達のために使ってください。
滋賀県 50代 両親、兄弟が出雲にいます。生まれ育った街の発展をお祈り申し上げます。
東京都 50代 出雲の子供たちがいつまでも笑顔いっぱいでありますように
埼玉県 60代 応援しています。
東京都 40代 出雲蕎麦が大好きです。ぜひ、伝統を守ってください。 藤増牧場しまね和牛も美味しいです。 応援しています！
大阪府 40代 みんなでがんばりましょう！
愛知県 60代 出雲市が繁栄するよう祈っています。

神奈川県 50代 神話の町一度は行ってみたいです、応援しています。
東京都 70代以上 昨年、結婚３５年のお礼に大社に参拝させて頂きました。八百万の神々に宜しくお伝えください。
兵庫県 60代 いつまでも美しい自然を守って下さい。

東京都 50代
先日出雲に旅行に行きました。お蕎麦もおいしく、出雲大社は神々しく、とてもいい時間を過ごせました。この文化に役立
ててください。また行きます。ありがとうございました。



大阪府 50代 今年からふるさと納税に参加しました。少額ですが、少しでもお役に立てれば幸いです。
滋賀県 50代 故郷の発展を祈っています。

岡山県 30代
故郷の出雲市にＵターンして貢献したいですが、仕事面などから難しくふるさと納税でしか貢献できません。少しでも出雲
市発展のために有意義に使ってください。

東京都 30代 不思議な街のイメージしかありませんので、もっと知りたいです!

神奈川県 20代以下
地域で当たり前のものが他の地域から見ると貴重なもの、文化ということがよくあります。当たり前の街並みもそのひとつ
です。金をかけて建設業者を儲けさせることが振興ではありません。貴重なものを失わないよう、様々な文化維持を慎重に
行ってくださることを願っています。

群馬県 20代以下
昨年度夫婦で出雲大社に訪れました。子供が授かるようお願いしたところ、旅行から帰ってからすぐ妊娠が分かり、無事元
気な男の子が産まれました。今度は家族３人で訪れたいと思います。

長野県 60代 神話の里、出雲市の益々のご発展を祈ります。
埼玉県 30代 観光地としてますます魅力的な街になってください。
茨城県 50代 縁結びの街に是非行ってみたいと思います。頑張ってください。
東京都 70代以上 誇りある文化の伝統を抱きつつ、未来へ向かって前進を続けてください。
静岡県 50代 観光で出雲大社に参拝させていただき、感動しました。つくりも素晴らしかったです。これからも応援しています。
東京都 60代 祖父は出雲出身です。お正月には出雲大社にお参りする予定です。出雲、がんばってください。
東京都 40代 良縁を願って出雲を応援します。
富山県 50代 また出雲大社へ行きたいと思っています。

東京都 60代
島根県は本州で訪れていない唯一の県で、その魅力は小さいころから感じておりましたが、鳥取、山口、岡山、広島にはた
びたび訪れているのですが、なぜかタイミングが合わずに還暦＋１歳まで来てしまいました。 来年こそは島根県を訪れたい
と思っております。 出雲はやはり特別な地として考えております。 訪れることを楽しみにしております。

東京都 50代 年寄りの縁結びも
東京都 50代 島根西部地震、７月豪雨お見舞い申し上げます。復興にお役立て戴ければ幸いです。
東京都 50代 頑張れ

東京都 60代
出雲神社にはもう４０年ほど前に最初に伺い、感動し何度となく足を運んでいます、余り擦れずに、素朴さと神秘な空気が
損なわれない様にお願いします。

東京都 60代 故郷出雲の発展を祈念しています。
大阪府 70代以上 子供たちの教育に頑張って欲しい
熊本県 70代以上 転勤で平成４年から５年間、姫原町に住んでいました。 わずかですがお役に立てれば幸いです。
山口県 40代 おいしいお米作り応援してます(^.^)
東京都 60代 出雲市の益々の発展を期待しております。
千葉県 70代以上 故郷は旧平田市です。 貴市の益々のご繁栄を祈念致します。

東京都 40代
かつて、出雲は日本の中心、日本そのものでした。 出雲人の心は今もなお、その版図を広げた関東の地にも生きています。
出雲を知ることは、日本の多様な成り立ちを知ること。その歴史の豊穣さ共に今なお人々を惹きつけてやまない魅力がより
が多くの人に伝わればと思います。

神奈川県 40代
今年旅行で初めて出雲にいきました。特徴のある街並みに何か懐かしさを感じました。これからも歴史ある貴重な街並みや
建造物を大切にして下さい。

千葉県 30代
つい最近、初めて出雲市に観光に行きました。出雲大社の素晴らしさは勿論でしたが、豊かな自然とゆったりとした空気、
現地の方の明るさにとても元気をいただきました。 すっかり島根県の魅力に取りつかれてしまいましたので、また旅行に行
きたいと思っております。 寄付金は是非大切な文化を守っていただく為に、お役立ていただければと思います。

奈良県 60代 出雲は歴史的にも興味ある処だけではなく、観光も、温泉も、食べ物も最高ですね。大好きです。
埼玉県 50代 観光立市。若者が生まれ育った町で安心して暮らせるようにしてください。
大阪府 60代 定住促進をお願いします。
東京都 50代 これからも魅力ある出雲であってください。
愛知県 40代 地域活性にご活用ください。
宮城県 60代 より良い市政づくりに役立てていただければ幸いです。今年も美味しいお蕎麦を楽しみにしています。
東京都 50代 陰ながら応援します。
千葉県 50代 まちの活性化のため、がんばってください。
京都府 50代 少額ですが活用してください。

神奈川県 30代 保育・幼児教育・子育て支援を頑張ってください。
大阪府 30代 頑張ってください。
奈良県 60代 ふるさと出雲市を応援しています。
東京都 50代 頑張ってください。
埼玉県 30代 県外にいますがいつも出雲のことを大切に想っています。魅力あるふるさとづくりを応援しています。
大阪府 40代 とってもいいところなので、応援しています！
東京都 30代 大好きな出雲がますます発展しますように。

長野県 50代
また出雲市に旅行に行きたいです。出雲駅伝も楽しく見ています。高校の同級生がそちらでお世話になっていますのでいつ
も寄付させていただいております。

北海道 30代 行ってみて良かったとよく伺います。行ってみたいと考えています。
京都府 30代 縁結び、いいですね。
京都府 30代 縁結び、頑張って下さい!!
兵庫県 50代 市長頑張ってください。
東京都 20代以下 縁結びの街、出雲にいつか行きたいです！なかなかすぐ行ける距離ではないので、ふるさと納税で応援します。

神奈川県 50代
昨年、こちらのトマトを購入して、その美味しさに感激。 今年はふるさと納税させて頂きました。 農業だけでなく、地場
の産業の発展に役立てて頂ければと思います。

愛知県 30代 子は宝、若い力をはぐくんでください。
東京都 30代 頑張って下さい。応援しています。

神奈川県 40代 地方創生を頑張ってください。
東京都 40代 障害者福祉向上にお役立てください。
東京都 60代 子供の教育に役立つように利用してもらいたい。
群馬県 60代 がんばれ

福岡県 50代
出雲市へは２回目の申し込みとなります。昨年いただいたトマトが美味しくて忘れられませんでした。 みなさん、頑張って
ください。

東京都 20代以下 いつも遊びに行かせていただいています。 少しでも貢献できれば嬉しいです。
神奈川県 40代 毎年、出雲大社へ参拝させていただいております。歴史文化保護に役立ててください。
東京都 60代 前回もしじみ美味しくいただきました、ありがとうございます。町のますますの発展を応援します。
東京都 60代 子供達により良い環境を。

神奈川県 50代 私たちの縁結びです！
神奈川県 50代 神話の国　出雲。応援しています。
大阪府 60代 故郷を離れて４０数年がたちました。年に数回帰省しています。いつまでも自然豊かな故郷であってほしいと願います。
東京都 50代 素敵な街で応援しています。是非また旅行に訪れたいです。

神奈川県 40代 歴史を活かす、そんな使い道だと嬉しいです。
兵庫県 30代 帰るといつもほっとする出雲です。
東京都 60代 自然の中に息づくいにしえの空気を感じる事が出来る所。いつまでもその環境を守れるよう応援致します。
愛知県 40代 早く行きたい観光地です。ふるさと納税して、訪れたときにより親近感が沸くと思います。
大分県 50代 お互い、がんばりましょう。
大阪府 60代 古代日本の魅力を発揮してください。



滋賀県 60代 いにしえの都を散策したい。
神奈川県 40代 いいところなので応援させてください。
神奈川県 50代 頑張れ出雲市！
神奈川県 50代 高齢者の福祉充実をお願いします

奈良県 60代
ふるさと納税で送って下さる島根県のお魚は、本当に新しく正直な島根県気質のような気がしています。有難うございま
す。

神奈川県 70代以上 出雲大社を主として、出雲の観光に来れ！
千葉県 40代 美味しいお酒楽しみにしています。

神奈川県 50代
義理父母が出雲市に在住しています。 まだまだ出雲の魅力が地方に伝わっていません。 頑張ってください。出雲好きで
す。

愛知県 40代 障がい者福祉の推進をお願いします。
愛知県 40代 高齢者に優しい住みやすい市政になるよう応援しております。
東京都 30代 ちゃんと帰るけん。
静岡県 50代 子育て支援にお役立ていただければ幸いです。

京都府 50代
出雲市には家内の実家があり、親がいた時には年３回必ず帰省していました。最近は数年ごとの法事の時にしか帰りません
が住み良い町だと思います。少額ですが、お役に立てれば幸いです。

神奈川県 40代
出張・旅行で稀に訪ねますが、とても素晴らしいところです。ただし市内交通機関が乏しく、移動が困難で改善されればい
いと思いました。

北海道 50代 ９月に出雲に旅をしました。ぜひまた訪れ、出雲の歴史と文化に触れてみたいと思います。
東京都 50代 がんばれ出雲！また出雲大社さんへ伺います。
埼玉県 60代 地域活性化のために頑張ってください。
静岡県 60代 子供たちの縁結び、よろしくお願いします。
大阪府 30代 今度出雲へ遊びに行きます。出雲そば楽しみです。
栃木県 30代 出雲から縁も一緒に運んでくれたら嬉しいです。
島根県 40代 毎週、サイクリングで宍道湖を一周しています。自転車で走りやすい道路を整備してくれると嬉しいです。
千葉県 60代 頑張れ
愛知県 20代以下 来年旅行に出雲に行きます！
埼玉県 40代 出雲の子供たちのために役立ててください。
千葉県 60代 更なる環境推進都市としての取り組みを推進してください。
愛知県 40代 祖父母の眠る「ふるさと出雲」が今まで以上に発展するように期待しています！
熊本県 40代 魅力ある伝統文化をもっともっと全国へ世界へ発信してください。
東京都 60代 これから応援させていただきます。 頑張ってください。

神奈川県 40代 応援しております。少額ですがお役立てください。
東京都 60代 名前が素敵です｡
東京都 いつも美味しいお蕎麦感謝しています。
東京都 40代 毎年、神在月にお伺いしています。今年もいろいろなご縁を頂きました。
宮城県 40代 今年初めて仕事で訪れました。出雲への飛行機が就航したので今度は家族で訪れたいと思います。
愛知県 40代 父がお世話になっています。変わらぬ温もりのあるまちづくりをお願いします。
滋賀県 60代 今年、出雲大社にお参りしました。
東京都 60代 美味しいお酒をありがとうございます。
東京都 40代 出雲大社にいつか行ってみたいです！いつまでも文化遺産を大切にしてください。
富山県 40代 頑張れ出雲市！

神奈川県 70代以上 地域振興に頑張ってください！
北海道 50代 出雲市は、大学時代を過ごした懐かしい街です。 益々のご発展をお祈りいたします。

神奈川県 20代以下 頑張ってください。
鹿児島県 行った事は無いですが、興味があります。
東京都 すべての人々に恵みと祝福があることに感謝いたします。有難うございます。

神奈川県 60代 島根県を全国区に！
京都府 50代 出雲の合唱が大好きです。
東京都 40代 出雲は憧れの街です。少しばかりですが、お役に立てていただければ嬉しいです！
千葉県 50代 頑張ってください。
静岡県 60代 貴自治体の益々の繁栄をお祈りいたします。
大阪府 30代 より良いまちづくり頑張ってください。
東京都 50代 いつの日か出雲に行ってみたいです。
東京都 70代以上 子育て支援宜しくお願いします。
東京都 40代 ２０年前に出雲へ旅行しました。 海がとてもきれいでした。 がんばってくださいね。

福島県 40代
出雲には度々神社や神話の舞台、温泉をめぐりにまいります。ゆるキャラのしまねっこも大好きで応援してます。これから
も魅力いっぱいの出雲市のご活躍を心よりお祈り申し上げております。

大阪府 70代以上 出雲市の方々が熱心に活動されているのを感じましたので、少額ではありますが今年も寄付させていただきました。

大阪府 50代
出雲市の文化、映画を支援します。錦織良成監督のバックアップや文化と自然を生かした素晴らしい映像を期待していま
す。

大阪府 40代 また出雲大社や温泉に行きたいです。
東京都 50代 文化財や自然を守ってください。
埼玉県 40代 出雲出身です。ふるさとの応援します。

兵庫県 60代
親族がこの春結婚して東京から出雲へＵターンしてきました。子供を育てるには東京より島根がいいとのこと。 若い人たち
の貴重な決断、出雲市宜しくお願い致します。

東京都 30代 地域振興を心よりお祈り申し上げます。
千葉県 40代 がんばってください。

神奈川県 50代 出雲市が様々な意味で「輝き続ける美しい町」であることを願います。
兵庫県 50代 以前こちらで頂いたお蕎麦とお酒がとてもおいしかったです。これからも応援しています。
東京都 40代 遊びに行きます!!
京都府 60代 地域を活性化して、多くの人に働く場を提供できるよう、応援します。
東京都 50代 古代日本の歴史を有する出雲市の文化保存・市の振興活動を陰ながら応援しています。関係者の皆様頑張って下さい。
奈良県 60代 さだ味噌いつも美味しくいただいています！
長野県 30代 以前、出雲市に旅行に行き、素敵な思い出がある場所です。また遊びに伺いたいと思います。
東京都 50代 遠くから応援させていただきます。
兵庫県 60代 出雲駅伝楽しみにしています。今後も継続してください。
兵庫県 30代 神の国、出雲をアピールして地域振興に頑張ってください。
東京都 50代 頑張っていい街をつくってください。
東京都 30代 いつの日か出雲大社に行く事を楽しみにしています。

茨城県 60代
今は故郷を離れていますが、出雲の歴史、自然、美味しいごはん、優しい街 すべてが大好きです。 高齢の方も安心してい
きいき暮らせる街でありますように。

岡山県 40代
家内は出雲大社への縁結び祈願のご利益で私と出会ったと申しており、その次のお詣りの後に息子が誕生しました。私達夫
婦は人生の大きなイベント毎に一緒にお参りしています。

東京都 70代以上 頑張ってください
神奈川県 60代 ９９歳の父が出雲大社出身
東京都 40代 観光に行きたいです。



神奈川県 50代 出雲大社またいきます。
東京都 60代 観光で伺いました。良き観光資源を大切にしてください。
静岡県 60代 寒さ厳しき折、ご健勝にて当地の教育振興にご尽力ください。

福岡県 40代
今年出雲大社に行きました。２日続けてお参りしましたが、大社の神々しさに触れるとともに、人の温もりも感じられて、
出雲市が大好きになりました。

神奈川県 50代 少しばかりですがお役立てください。
東京都 40代 生まれ故郷の益々の発展を願います。
埼玉県 20代以下 伝統を守り続けてください。
埼玉県 50代 いつか訪れてみます。
千葉県 30代 出雲にはかつて会社の同期だった子が実家として戻り、酒屋を継いでいます。友人のためにも繁栄を望みます。
東京都 60代 母親が住んでいます。福祉先進都市を目指してください。
広島県 50代 些少ですがお役立てください。

神奈川県 40代 出雲のそばで年越しが、ここ数年恒例となっております。 今年もお世話になりました。
広島県 50代 活気あふれる出雲になりますように
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。
兵庫県 40代 鵜鷺地域に子供、若者が増えますように。

神奈川県 50代 応援しています。
東京都 60代 子供が伸び伸びと育つ環境整備を期待します。
東京都 30代 ますます盛り上げていってください。

徳島県 50代
嫁さんとの記念の旅行の場所です。何時も気にかけています。私達の安らぎの場所としてこれからも、守って行ってくださ
い。

埼玉県 60代 地方を応援しています！
東京都 40代 出雲を盛り上げていってください。
東京都 70代以上 出雲の産業発展を応援しています。

富山県 50代
娘がお世話になっている先生のご実家が出雲なので出雲に寄付をいたします。高校の先生が人生を大きく導いてくれている
と思います。そのような先生を育んでいただいた出雲に感謝いたします。

大阪府 30代 大社町で生まれ育ちました。遠くからですがいつでも活気ある故郷を願っています！
愛知県 40代 出雲で育ちました。発展に協力したいです。
佐賀県 50代 頑張ってください。いつかは是非行って採れたての蜆が食べてみたい。

神奈川県 70代以上 高齢者を大事にしてください。
神奈川県 50代 好きです、出雲。応援しています。
東京都 30代 ふるさと納税を通じて、自分を育ててくれた出雲の魅力を、全国に広めていくお手伝いができればと思います。
大阪府 60代 何度も訪問していますが、この酒は知りませんでした。 おいしいと思いますのでＰＲしていきたいと思います。
大阪府 60代 以前、住んでいました。大好きな街です。応援しています。
東京都 60代 何度もいっています、応援しています。
大阪府 70代以上 魅力ある出雲市にこれからも頑張って下さい。
茨城県 50代 市民の住みやすい街造りにお役立てください。
東京都 20代以下 旅行で縁ができたので、寄附させていただきます。また訪れたい地です。

埼玉県 40代
出雲は、祖父母の家があり、幼い頃からよく遊びに行きました。先祖代々の町なので、少しでもお役に立てましたら嬉しい
です。また子供と一緒に訪問したいです。

茨城県 50代
秋に出雲空港を利用しました。高速道路も整備されて便利になっていて、これからも利用しやすくなるように頑張ってくだ
さい。

東京都 40代 また訪れたいと思います。家族みんなで応援しています。観光資源を大切に、どうぞ頑張ってください。
兵庫県 70代以上 自然を大切に
兵庫県 60代 いつか訪れたい町です。がんばってください。
東京都 50代 出雲大社に行ってみたいです！
埼玉県 60代 旧平田市出身です。

神奈川県 40代 以前住んでいました。とても住みやすく地域で子育てする文化がよかったです。
埼玉県 30代 スポーツ支援を頑張ってください。
千葉県 40代 大好き出雲！頑張れキララトゥーリマキ風力発電！！

神奈川県 30代 さらなる魅力的な街づくりを応援したく、寄付させていただきました。
神奈川県 50代 地方が元気になりますように！
愛知県 70代以上 当市の発展を期待している。
栃木県 20代以下 両親の地元なので応援しています。
東京都 50代 出雲市は不滅です。

神奈川県 40代 父のふるさと出雲市を応援しています！
東京都 50代 毎年、美味しくいただいています。いつか家族で出雲市を訪れたいと話しています。応援しています。
東京都 50代 毎年お世話になっています。日本の歴史、古への想いを馳せながら頂きたいと思います。応援いたします。

神奈川県 50代 神様に乾杯
愛知県 60代 出雲大社に行きました。感動しました。
東京都 50代 これからも期待しております。
東京都 40代 出雲大社へ訪れやすいような宿泊施設があったらいいのに。
埼玉県 40代 出雲の産地のご提供、有り難うございます。
埼玉県 40代 出雲の食材が世界に出回るようなことを願っています。頑張ってください。
熊本県 30代 出雲市のさらなる発展を応援しています！
千葉県 50代 頑張って下さい！
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。些少ではございますが、お使いください。

神奈川県 50代 御市の子供たちのために使って下さい。
兵庫県 70代以上 日本の将来を担う子供たちの育成に活用して戴ければ幸いです。
埼玉県 40代 「縁結びの町、出雲」の益々の発展を願っています。いつか家族で訪れたいと思います。
東京都 70代以上 これまでに何度か訪れていますが、寄附は初めてです。
兵庫県 30代 出雲大社の景観維持等に役立ててください。
熊本県 60代 私の一番の友人のふるさとであり、大好きな町です
京都府 60代 子供は世界の宝です。児童教育、児童福祉に尽力ください

大阪府 50代
島根動物愛護ネットワーク様のご縁で、猫の里親になりました。ボランティア協業事業、記載はありませんでしたが、動物
福祉に使っていただけたらと願います。

兵庫県 50代 私の父親の生まれたところ、ゆかりのあるところ、このノリは日本一のノリです。
大阪府 50代 友人が出雲市に在住しています。これも何かのご縁と寄付をさせていただきました。
北海道 50代 がんばれ
東京都 60代 美味しいお酒を造るところを大切にしてください。
愛知県 50代 まだ２回しか行ったことはないですが、とてもいい街だったので、多くの人にそのことが伝わればと思います。
石川県 60代 トマト大好きです。美味しいトマトをどんどん
愛知県 30代 母の実家に遊びに行く際に立ち寄らせてもらっています。 また来年か再来年の夏くらいに遊びに行きたいと思っています。
大阪府 30代 旅行で行きました。良いところですね。ヤマサン正宗大好きです。これからも頑張ってください。
愛知県 70代以上 安心、安全な日本の農業を応援しています。
東京都 60代 応援しています。頑張ってください。
東京都 40代 出雲大社に行きたいと考えております。文化財保護などに活用して頂ければと思います。



東京都 応援しています。
京都府 50代 出雲旅行でいったことあります、トマト大好きです。
東京都 60代 日本の将来を担う子供の為にお使いください。
東京都 50代 行ってみたい地域の一つです。 ふるさと納税は超トマトにひかれました。
埼玉県 40代 いつも応援しています 頑張ってください
滋賀県 50代 次世代の人材育成のために利用して欲しいです。
広島県 40代 例年、出雲駅伝でお世話になっております。 また、遊びに行きます。

東京都 70代以上
観光ブームに浮つかぬ、良き出雲を更に磨き、落ち着いたまちと活力ある生活づくりを目指して欲しいです。　今年、島根
県への旅行をしましたが、ツアー内容が不具合でした。今度はもっと沢山、島根・出雲を知る旅をしたいと思っています。

広島県 40代 斐川町頑張れ！
大阪府 40代 医療と福祉の充実にお役立てください。

神奈川県 50代 いつもおいしいものをありがとうございます。
大阪府 70代以上 国の宝である子供のために使ってください。
東京都 50代 また訪れたいです。
東京都 50代 神在月に出雲に出かけました。出雲大社や出雲神話が大好きです。

大阪府 50代
長男が島根大学医学部で学んでおり、住民登録は出雲市ですが、学生のため納税していないにも関らず、住民サービスを享
受しており、大変心苦しく思います。 些少ですが、有意義にご使用くだされば幸甚です。

神奈川県 40代 神在月には毎年出雲大社にお参りしています。 レンタサイクルがあれば、もっと観光しやすくなるのにと思います。
大阪府 60代 地域の発展を期待します。

千葉県 40代
学友のふるさとである島根県を応援しています。かれこれ１０年以上前に出雲大社、石見銀山など旅行し、素敵な景色と神
秘的な雰囲気が想いで深いです。

千葉県 40代 応援しております！
埼玉県 30代 有効にご活用ください。
東京都 20代以下 頑張ってください。いつかは是非行って採れたての蜆が食べてみたい。
山口県 30代 奥様との思い出の場所です。 毎年応援しています。
東京都 60代 出雲大社にお参りして食べた出雲そばの美味しかったこと。東京でも出雲そばが食べれるようになったらいいですね。
埼玉県 40代 島根県は人口減少が厳しいエリアです。出生率が高い点は素晴らしいですが、コンパクトな街づくりを目指してください。
東京都 30代 島根県出雲市出身です。頑張ってください。
千葉県 40代 本籍地の出雲市 些少ですが有効活用してください。
大阪府 50代 高齢者が住みやすい街づくりを応援します。
東京都 40代 歴史があり自然豊かな出雲市を応援しています！

埼玉県 40代
親子の絆、ぎゅっとくっついているところからだんだん離れる、しかし しっかりした、日本らしい温かい絆、出雲からぜひ
つくっていただければと期待しています。

神奈川県 40代 出雲市は毎年観光しております。観光都市を目指しがんばってください。
千葉県 20代以下 出雲市に住んでいました。とても良い街でまた暮らしたいです。応援しています！
大阪府 50代 いつも出雲さんへお参りに行かせて頂いてます。
石川県 40代 頑張ってください！
大阪府 50代 数年前に出雲大社さまに行きました。 神様を身近に感じられ日本の良さが伝わりました。大切に守って欲しいです。
兵庫県 60代 がんばれ出雲
東京都 70代以上 観光で楽しい出雲を目指してください。頑張ってください。
大阪府 60代 日本国発祥の地をもっと情報発信してください。
東京都 40代 これからも地域の活性化をすすめるべくがんばってください。
愛知県 50代 出雲大社を応援しています。
京都府 40代 文化財の維持・保護等大変なお仕事ですが どうぞよろしくお願いいたします。
埼玉県 50代 島根県大田市の出身です。帰省の度に出雲を訪れます。出雲の魅力をたくさん発信してください。
埼玉県 50代 ぬくもりのある福祉を実現してください。
東京都 50代 出雲大社など古い歴史のある市を応援しています。

埼玉県 40代
著しく人口減少が続いているエリアですが、出生率の高さゆえに暮らしやすい街だと思います。僅かではありますが、イン
フラ整備に活用ください。

東京都 30代 出雲大社に初めてお邪魔しました。素晴らしい場所でした。
千葉県 40代 頑張ってください。
東京都 40代 地方活性化に繋げてください。
北海道 70代以上 出雲市へは初めての寄付なので、有効に使ってください。
兵庫県 60代 美味しそうな蒲鉾で、お正月に家族でいただきます。 近々、隠岐の島に観光に行きます。今度は出雲にも行きたいです。
埼玉県 30代 大田市出身です。 応援しています！
宮城県 50代 子供たちの福利厚生に使ってください。
千葉県 50代 出雲産品購入で今後も応援します。

徳島県 40代
出雲市出身です。近年は出雲大社が以前にも増してメジャーとなり、とても嬉しいです。出雲市がますます盛り上がること
を期待しています。

京都府 50代
一度、出雲大社へ参拝させていただきましたものです。 厳かな境内は貫禄がありました。また、訪れたいと思っておりま
す。おいしかったお蕎麦を今年は、年越しそばとして頂戴いたします。

栃木県 40代 頑張ってください。
北海道 20代以下 出雲観光に行った際、大変良くして頂きました。
福岡県 20代以下 未来ある子供たちのために使用して頂きたいと願っております。
滋賀県 50代 出雲を離れて、改めてその魅力に気付きました。 遠くからではございますが影ながら応援させていただきます。
埼玉県 60代 出雲市　顔晴れ(がんばれ)

神奈川県 50代 がんばって!
東京都 60代 出雲大社　神話の国の知名度アップを期待しています。
三重県 30代 佐田町の道路整備ありがとうございます。祖父の家の前も整備して貰えたようで、寄付を役立ててください。
愛知県 50代 お互い頑張りましょう
東京都 60代 故郷の発展を心より願ってます。
広島県 40代 頑張ってください！

鹿児島県 50代 頑張ってください。
東京都 40代 がんばる町おこしを応援します。
福岡県 60代 私の曽祖父が出雲出身です。
埼玉県 30代 高齢者が安心できる福祉施設を充実させて下さい。
千葉県 70代以上 今も一番訪れたい地方です。 今年で3度目の応援になると思います。
東京都 40代 頑張ってください。

大阪府 60代
昨年４０年ぶりに出雲市を訪れました。そのご縁でふるさと納税を思いつき、頂いた出雲そばが好評だったので、今年も年
越しそば用に申し込みました。ご発展を祈ります。

神奈川県 40代 横浜から寝台特急で夫婦で旅行にいきました。すばらしいところで、再び訪れたいと思います。
京都府 50代 妻のふるさとなので、応援しています。

神奈川県 40代 数年前出雲に旅行に行って感動しました。去年もふるさと納税させていただきました。今年も応援させてください。
大阪府 30代 自然豊かな出雲市で、美味しい空気と美味しい食べ物での生活を体験してみたいです。
東京都 40代 大好き！出雲
岡山県 50代 出雲は素晴らしい地域なので、大人になっても出雲市に定住するように教育して頂きたいです。
東京都 60代 頑張れ～！



大阪府 40代 応援しています！
東京都 30代 魅力ある街づくりを応援します。
埼玉県 40代 微力ではございますが応援しています。

岡山県 40代
特に出西窯ファンです。因幡の民藝を応援しています。 出雲大社はいつ参拝しても良い気持ちになります。 お蕎麦も美味
しいですし、出雲大好きです。

兵庫県 50代 出雲大社をお守りください。

東京都 50代
先日初めて出雲へ旅行に行く機会を頂きました。来年もよばれそうです。いつまでも神様が居心地の良い場所が保てますよ
うに。

広島県 40代 アクアスロン多伎の開催楽しみにしております。
東京都 40代 また行きます！
千葉県 50代 懐かしいふるさと。ふるさとが元気になりますように！
東京都 50代 来年も頑張ってください！
東京都 30代 今度出雲大社にお詣りに行く予定です。縁結びの聖地として頑張ってください。

神奈川県 30代 未来ある子どもたちのために使ってもらえればと思います。

大阪府 40代
以前出雲市に訪れた際に食べたおそばの美味しさにびっくりしました。年越しは出雲そばでと毎年取り寄せています。また
旅行でも再訪したいと思っています。

東京都 60代 亡き父の実家が出雲です。日本のふるさととして応援しています。

東京都 50代

一昨年出雲市に家族で出雲市へ旅行に行きました。そのご縁で昨年に引き続き僅かばかりではありますが寄付をさせていた
だきます。しかし旅行の際、自然環境の破壊・汚染が気になりました。ぜひ来年度は自然環境の保護、または野生動物の保
護などを寄付の使い道に追加願います。太古からの自然環境あってこその出雲と思っています。自然環境保護に寄付をした
いと思っていますので是非ご検討宜しくお願い致します。

埼玉県 40代 父の田舎です。 小さい頃に帰省してました。 いつまでも美しい出雲であって欲しいです。
福岡県 40代 人口が増える街づくりをお願いします。
福岡県 60代 出雲市には仕事で何度か訪れたことがあります。 出雲市ブランドの農作物の振興にお役立てください。
東京都 40代 頑張れ
大阪府 40代 いつも大阪から故郷出雲のことを応援しています。また年末年始に帰ります。

埼玉県 40代
出雲の名は、神話を題材にした話でよく耳にします。訪れたことがないですが、古き日本を感じさせてくれるところがいっ
ぱいあるのでしょうね。発展を期待します！

三重県 50代 出雲市を応援しています。 ささやかですが寄付させていただきます。
愛媛県 50代 明るい未来を築いてください。
千葉県 50代 出雲市の発展をお祈りします。
愛知県 50代 一畑電車、かんばれ。地域の大切な足として
埼玉県 30代 出雲そばおいしいので、もっと全国へアピールしてください。
兵庫県 40代 出雲大社とてもステキでした。応援してます！
大阪府 30代 良い町にしてください！
千葉県 50代 美しい島根の発展をお祈りします 美術館や出雲大社をまわらせていただきました。

香川県 60代
今年は９月、１２月と出雲に出張しました。土産に買って帰った蕎麦が好評だったので今回申込みました。ふるさと納税く
らいしか応援できませんが、がんばってください。

東京都 50代 一度行ってみたい所です。
東京都 40代 出雲市の発展に少しでも協力できれば幸いです。
千葉県 60代 出雲市神々が宿る町をこれからも続けられるようお願いいたします。
東京都 40代 応援してます～頑張ってください。
東京都 50代 仕事と観光で伺いました。素晴らしい環境をいつまでも！
東京都 50代 安心して出産できる環境作りに役立てていただければ幸いです。
東京都 60代 親しい友人の故郷です。 なかなか訪れることができないので、何かできることはないかと思いました。
愛知県 60代 出雲市を応援します。
東京都 40代 少子高齢化が進む中、みんなが住みやすい日本を作ってください。
愛知県 50代 日本にとって重要な文化をしっかりと守ってください。
北海道 30代 応援してます。子供たちのより良い未来のために使ってください。

茨城県 50代
島根県松江市には出張で伺ったことがありますが、出雲市にはまだ伺ったことがありません。 出雲大社には一度参拝してみ
たいと思います。

神奈川県 60代 私も出雲市出身です。今後も町が発展するよう応援します。頑張ってください！
東京都 40代 昨年もおいしいお蕎麦をお礼でいただきました。 ありがとうございます。
埼玉県 20代以下 本年１１月に出雲を訪れ、観光を楽しみました。より魅力的な出雲のために寄付金を活用いただけますと幸いです。
東京都 40代 母の田舎である島根県、出雲を応援しています。
新潟県 50代 今年、観光で行きました。またいつか行きたいと思いました。
愛知県 40代 観光に行きました、自然豊かで応援しています。
愛知県 40代 観光客がたくさん訪れるように、これからもがんばって下さい。
千葉県 50代 寺社仏閣の維持管理にて多少協力出来ればと思います。末永く恒久的に大切にして頂きたいです。
北海道 50代 出雲市の発展を応援します。

鹿児島県 40代 出雲大社はいいですよね。
大阪府 50代 今年、出雲に旅行して、すごく気に入りました。ぜひ神の国 出雲の魅力を発信してください。

東京都 40代
以前旅行で訪ねてから出雲市はもちろん、島根県の大ファンです。おいしい食べ物と日本を代表する文化の継承を応援して
います。

埼玉県 70代以上 歴史の魅力で、大好きな出雲です。何度でも訪問したいです。
東京都 40代 母親のふるさと出雲市に毎年寄付しています。今年も楽しみにしています。出雲大社ブランドの発展を期待します！
東京都 40代 子どもたちにとって住みやすいまちづくりをお願いいたします。
大阪府 50代 出雲の神様が居て羨ましいです～ 神様を大切にして下さい～
東京都 50代 がんばってください。
香川県 70代以上 暗渠排水に使って下さい。
大阪府 50代 後世も大社が大切に保存されるようにお願いします。
千葉県 50代 子育て支援に使って欲しいです。
福岡県 40代 出雲大社に一度行ったことがあります。 街全体が静かで落ち着いた雰囲気でした。 またゆっくり訪れたいです。
大阪府 40代 今は大阪に住んでいますが、家内が斐川町出身です。さらに魅力のある街づくりを応援しています。
東京都 60代 益々の発展を期待してます。
東京都 40代 いつか遊びに行きたいと思います。頑張ってください。
東京都 30代 微力ですが応援させて下さい。

千葉県 40代
出雲大社には二度、参拝をしております。お蔭様で多々良縁に巡り合えました。この素晴らしい出雲の地が永遠に続きます
ように、ささやかながら援助させていただきます。また何度も出雲に参ります。

茨城県 60代 がんばってください。
東京都 40代 これからも、出雲の良い雰囲気を保っていただきたい。
兵庫県 50代 仕事でお世話になっています。 また、ゆっくり家族と一緒に訪れたいです。
兵庫県 60代 頑張ってください。
愛知県 60代 がんばら出雲、蕎麦大好き
大阪府 40代 妻が松江市出身ですので今回寄付しました。 何度か寄らせて頂き、良い所だと感じています。
東京都 50代 これからも魅力的な出雲でいてください。
茨城県 30代 出雲市いいところです。 外国人向けのオシャレなお店もあります。 大きな鳥居に驚かされます。 発展祈ってます。



京都府 60代
以前に旅行で何度か訪れたことがあります。何度行っても、いいところですが、最近は高齢化も進んでいるようですね。わ
ずかですが、お年寄りの方がいつまでも元気で暮らせるよう役立ててください。

大阪府 50代 親戚が多数います。いつも癒されることが多く、ほっとします。いつまでも落ち着いた街であって欲しいです。
大阪府 30代 歴史資源を有効に活用して、きちんと後世に伝えられるようにしてもらえると嬉しいです。
東京都 40代 また出雲大社へ行きたいと考えております。色々な御縁があるように期待しております。
島根県 20代以下 出雲にはよく行きます。島根の観光先進地として頑張ってください。
京都府 60代 故郷が出雲なので、出雲大社だけでなく、住みやす環境で有る事を世界にアピールして頂きたい。
京都府 60代 出雲出身なので、住みやすい故郷の維持を期待しています。

京都府 60代
生まれ故郷ですし、出雲大社を代表される歴史的な町であるばかりでなく、住みやすい町で有る事を日本だけでなく、世界
に広めて欲しい。

東京都 50代 出雲大社には何度もお参りに行っています。 島根、出雲市を応援しています。
埼玉県 20代以下 トマト大好きです。頑張ってください。
沖縄県 50代 今年男女参画センターにお伺いしました。とても素晴らしい施設でした。引き続き子育てや女性の支援をお願いします。
東京都 50代 有効にご活用願います。
東京都 20代以下 歴史、文化保存のため頑張ってください。

神奈川県 40代 ぜひ地域振興に役立てていただければ幸いです。
長崎県 40代 出雲の伝統、景観、出雲大社…美しいまま存続させて下さい。
兵庫県 50代 単身赴任中です。より住みやすいまちづくりをお願いします。
東京都 30代 縁結びのまちとして、ますますの発展応援しています！

千葉県 30代
出雲は初めてひとり旅に訪れた場所であり、人も温かくとても癒されました！素敵なこの場所がより多くの人に訪れて頂け
るよう、少しでも自分に出来ることがあればと思い申し込みさせて頂きました。

神奈川県 30代 歴史には夢とロマンがあります。歴史深い出雲がとても大好きです。これからも伝統ある歴史をお守りください。
大阪府 今年旅行で訪れました。素敵な街だとおもいました。
宮崎県 40代 小学校へエアコン設置をお願いします。
東京都 40代 伝統のある出雲市を応援しています。
広島県 50代 出雲市大好き！！ 天穏大好き！！
東京都 50代 国際的な観光都市に発展して欲しいです。
兵庫県 40代 出雲の魅力をどんどん発信してください！
東京都 40代 伝統と景色を守りながら発展していくことを期待しています。
福岡県 50代 出雲大社は、素敵でした。

埼玉県 40代
出雲に奥さんの友人がおり、地域の産地品をたまに送りあっているようです。いつも美味しく頂いています。都内のアンテ
ナショップも見に行ったりもしています。どうぞこれからも地場産業が発展しますことを願っております。

東京都 50代 旧平田市エリアへの市政の更なる充実をよろしくお願いします。

東京都 40代
出雲に一番最近訪れた際は土砂降りの雨でしたが、雨雲の切れ目のもやがかった神々しい景色は忘れることが出来ない印象
的な風景でした。そんな日本の原風景を現在に保持されている貴市を応援しています。

大阪府 30代 出雲のお茶、普通に買って飲んだら美味しかったので検索しました！応援してます！
神奈川県 50代 街づくりにお役立てください。

神奈川県 50代
１５年前にご縁があって１年間、貴市の市民でした。人情の厚い魅力的な方々と多くの交友をし、今でも貴市は私にとって
第二の故郷です。今年も出雲サポーターとして応援いたします。

神奈川県 50代 出雲そば、楽しみにしています。

愛知県 30代
出雲は母方の祖父母宅があり小さい頃は毎年出雲に遊びに行っておりました。出雲大社やワイナリー、小さい頃に出かけた
観光地から近所の公園、思い出がたくさん詰まった出雲市。祖父母が亡くなってからはなかなか行く機会がなくなってしま
いましたが、大好きな故郷です。離れた場所から今も変わらず出雲を応援しています。

東京都 60代
出雲大社の歴史、伝統の継続保存にお役に立てていただければ幸いです。（大国主や事代主だけではなく須佐之男命、饒速
日の偉大な歴史的な偉業を発信してください。）

和歌山県 60代 出雲そばがうまい。
東京都 60代 よいお年をお迎えください。

神奈川県 30代 頑張れーー！！
広島県 70代以上 毎年山陰旅行を楽しんでいます。
東京都 50代 些少ではございますが、有意義にご利用ください。

兵庫県 30代
年に何度か訪れます。縁結び、神の国と呼ばれているだけあり、出雲大社でいつもパワーをもらっています。これからの出
雲市の発展に期待します。

大阪府 40代 妻が斐川町出身で、出雲大好きです！これからも素敵な街作り応援しています。
埼玉県 40代 東京から電車1本で行けるうちに再訪したいです。
大阪府 60代 出雲市は私の出身地です。ふるさと納税で応援しています。
東京都 50代 出雲大社に行きました。再び訪れたいです。素敵なところなのでもっともっと輝いてください。
東京都 40代 応援しています！
東京都 30代 以前にパワーを貰った地域でもあるので、貢献させて頂きたいです！
福岡県 40代 子供達の将来へ役立てください。
愛知県 40代 生まれ故郷なので頑張ってください。
東京都 40代 がんばれ島根っこ
群馬県 50代 子育て支援、頑張ってください。

神奈川県 60代 優しい人が多い。実家の両親をよろしくお願いします。
京都府 60代 一度訪れたい町です。
東京都 40代 地域の発展を期待しています。
東京都 40代 がんばってください。
大阪府 40代 魅力的な街作りを期待しています。
長野県 60代 高齢化社会に、充実したサービスを！
東京都 がんばってください！

神奈川県 応援しています～
東京都 40代 今回の寄付を機会にいつか行ってみたいです。 地元の振興に役立ててください。
滋賀県 50代 歴史ある出雲を観光に活かせることにお使いください。

岐阜県 30代
昨年度、私の仕事の都合で半年間、米子で生活していた際はよく出雲に遊びに行きました。それまで山陰地方はまったく訪
れたことは無かったのですが、色々な場所に行き、東海、近畿、中部地方には無い景観や観光地があり、大変魅力的に感じ
ました。これからも山陰の観光の中心として頑張って欲しいと思います。

東京都 50代 母の生まれ故郷です。地域の発展を願います！

東京都 40代
出雲に訪れて、子供を授かりましたので、私ども夫婦にとって特別な思い入れのある地ですので、これからも市の益々の発
展を応援します。

東京都 40代 ２回目の寄付になります。よろしくお願いします。
兵庫県 30代 今年、初めて憧れの出雲に訪れました。 これからも古事記に深く関わる街をより良くしていってほしいです！
愛知県 50代 応援しています。

神奈川県 40代 地域の活性化をお祈り申し上げます。
大阪府 40代 微力ながら応援しております。
三重県 50代 出雲大社へ又、行きます。

東京都 30代
出雲市には一度しか行ったことがありませんが、近隣の出雲大社東京分祠様には毎月参拝させていただいております。 歴史
的建造物を大切にした観光事業に期待致します。

大阪府 30代 出雲大社に何度か行ったことがあります。観光の便がよくなると嬉しいです。



千葉県 30代 頑張れじーちゃん。長生きしてね。
神奈川県 60代 歴史と伝統のある観光都市して発展していってください。 応援しています。

埼玉県 50代
先日出雲に旅行で訪れた際にとても素晴らしい時間を過ごす事が出来ました。人々も皆さん優しくてまたぜひ訪れたいで
す。

神奈川県 50代 母が松江の出身で子供のころ、よく出雲に行きました。今も親戚がいますので、だんぜん応援します。

大阪府 50代
これまで５回ほど訪問しましたが、いつも神性と歴史の重みを感じます。現代において、伝統を維持し支えていくことは大
変な労力を要すると思いますが、よろしくお願いいたします。

東京都 60代 今年出雲大社、玉造温泉に行きました！良いところでした。
東京都 50代 地域のためにお使いください。
千葉県 40代 お役立てください。
愛知県 40代 今年は必ず出雲へいきたいと思ってます。がんばってください。
千葉県 50代 何度か訪れています。がんばってください！
愛知県 60代 嫁が今年出雲で里帰り出産をし、お世話になりました。ほんの少しですがお礼です。
愛知県 20代以下 観光地としても活気ある街だと思います。これからもステキな街であり続けてください。応援しております。
愛知県 30代 2016年に出雲市に初めて旅行に行きました。とても素敵なまちだと感じました。応援しています！
北海道 40代 応援しています！
千葉県 40代 子供達が楽しく学べる環境を作って、未来に繋げて欲しいです。
東京都 50代 自分自身が生まれ育った出雲市に寄付をいたします。この先の市の発展のために。
東京都 40代 応援しています。
長野県 40代 特産品に関しては環境による恵みなので、より良い品質を目指してください。

神奈川県 40代 以前訪れたことがあります。 その時食べた出雲蕎麦が美味しかったのを覚えています。
大阪府 20代以下 地元です。盛り上げていってください。応援しています。

神奈川県 50代 元気な地方が増えると日本全体が良くなると思います。頑張って下さい！

東京都 30代
東京で働いていますが、島根県出身なので応援しています。出雲にも良く行きました。ぜひ未来の子供たちの為に使ってく
ださい！

神奈川県 70代以上 日本人の心のふるさとを観光を通じて発信することも出雲市の役割かと、安来市出身のものとしては思います。
福岡県 安心して暮らせる街づくりを応援しています。
東京都 50代 何回か観光旅行で訪問した時の記憶が良くで寄付させていただきました。

神奈川県 60代 出身地、応援しています。

愛知県 40代
学生時代、よく出雲から日御碕に旅行に行きました。夜間急行大社号に乗ったのは良い思い出です。寄付は有効にご活用く
ださい。

神奈川県 40代 母が生まれ育った出雲です。もうなかなか行く用事がなくなってしまいましたが 無性に行きたくなります。
神奈川県 20代以下 出雲そば食べてみたかったので、楽しみです！
神奈川県 40代 歴史ある街を守り続けて下さい。応援しています。

東京都 40代
11月に出雲大社および周辺を訪ねました。 数々の神社が大切に敬われ、より一層豊かな街でありますようにお祈りいたしま
す！

広島県 30代 頑張ってください。
兵庫県 50代 魅力あるふるさと納税の品、ありがとうございます。今後の御市のますますのご発展をお祈り申し上げます。
兵庫県 30代 活気あふれる街になるように微力ながらお力添えできれば幸いです。
東京都 40代 世界的な歴史都市を目指してください。

神奈川県 60代 一昨年、今年と２度参りました。出雲では各１泊だったのでゆっくり滞在したいです。仕事を辞めないと無理かなぁ・・
北海道 50代 頑張ってください。

北海道 30代
昨年、出雲大社で結婚式を行い、周りの方々が親切にしてくださった温かさが嬉しく、また出雲を応援したく寄付させてい
ただきます。

東京都 20代以下 神の出雲頑張って！
東京都 40代 これからもがんばってください！
兵庫県 40代 毎年観光で訪れております。 今年も楽しみにしています。
東京都 30代 駅伝好きです！旅行した時も素晴らしい場所でした。
東京都 60代 頑張ってください。

神奈川県 30代 出雲大社で縁が結ばれました。感謝しております。

大阪府 60代
せっかく観光資源があるので、お土産を充実させるような産業を振興して、若者が地元で活躍できる環境を整備してくださ
い。

東京都 40代 これからも体に気をつけて頑張ってください。
岐阜県 50代 子育て頑張ってください。 以前旅行に行っていい町だなと感じています。 これからも頑張ってください。

神奈川県 40代 今年出雲大社や須佐神社などに行きました。いずれも荘厳で感慨深かったです。是非末永く保存してください。
東京都 50代 応援しています。
長崎県 40代 島根県産まれです、懐かしいです。 盛り上がってほしいです。
東京都 50代 以前旅行で訪れました。自然が豊かでのんびりとして、とても素敵なところでした。また行きます！

神奈川県 50代 ふるさと納税制度で、活気ある街づくりお願いします。
愛知県 40代 生まれ育った故郷を遠くから応援させていただきます。 がんばれ！出雲！
東京都 40代 約４０年前、幼少期を山陰で過ごしました。再訪するまで魅力ある街を維持してください。
岡山県 30代 大好きっ☆出雲！
東京都 40代 念願かなって、今年初めて訪問させていただきました。歴史文化資源を後世に残すことに役立ててください。
千葉県 50代 少しでもお役にたてれば嬉しい限りです。
東京都 40代 がんばってください！
東京都 30代 出雲出身です。出雲が益々子どもや高齢者にとって暮らしやすくなりますように。
愛知県 50代 主人が島根大学でお世話になりました。島根の良さをよく話しています。美しい自然を大切にして、頑張ってください。
埼玉県 70代以上 地方活性化に期待
奈良県 60代 これからも頑張って下さい。
東京都 家族で応援しています。どんどん情報発信お願いします。都市圏はＣＭが有効だと思います。
岐阜県 40代 希望ある子ども達の育成のために使用してください。
大阪府 60代 島根県出身です。出雲市にもよくいきます。いつまでも豊かなところであってほしいと願っています。
兵庫県 30代 文化財保護にご尽力いただき感謝します。これからも日本の宝を護っていってください。よろしくお願いいたします。

兵庫県 50代
昔、出雲大社と宍道湖に行ったことがあります。その時のきれいな風景に感動しました。いつもでもあの風景が続くことを
祈っています。

東京都 60代 美味しいトマトですね これからも頑張ってください。

東京都 40代
少額ですが毎年寄付しています。出雲大社始め歴史的遺産が素晴らしいのはもちろんですが、十旭日はとてもおいしいお酒
で気に入っています。

北海道 50代 出雲市は一度いってみたいと思っています。
北海道 40代 頑張りましょう
千葉県 30代 去年もふるさと納税させて頂きました。大好きな出雲市をこれからも応援してます！
千葉県 30代 いつも応援しています。人口増加につながるよう子育て支援に役立てていただければ嬉しいです。
東京都 50代 昨年末に訪れました。しじみの味が忘れられません。

新潟県 60代
昨年も蕎麦をいただき、家族・親戚一同、笑顔で美味しい・美味しいと大好評でした。出雲市のご発展をお祈り申し上げま
す。

東京都 50代 日本の元気は地方の元気から！出雲市の魅力の発信に期待しております。



京都府 40代
今年はバイクで出雲大社にお参りのツーリングをしようと考えていますので、出雲市に寄付しようと思いました。バイクの
人に優しい街であって欲しいです。

東京都 40代
結婚前に出雲大社に行きました。その後、縁があり結婚しました。ありがとうございました。結婚後にお礼報告を兼ねて旅
行にも行きました。思い出の地の１つである出雲の文化推進のために役立ててください。

岡山県 60代 貴市のご発展をお祈りいたします．
神奈川県 40代 街並みを大切にして下さい。 毎年伺っています。
兵庫県 60代 神代の国、縁結びの國 魅力一杯！
千葉県 30代 出雲市の益々の発展をお祈りしています！
北海道 60代 出雲市への観光客誘致活動推進に微力ながら応援させて頂きます。魅力ある観光名所整備に期待しております。

東京都 40代
出雲というと、やはり出雲大社のイメージが強いですが、ふるさと納税を通じて地場産業に触れることで新たな発見をしま
した。ありがとうございました。

熊本県 20代以下 地域の活性化にお役立てください

大阪府 50代
しまねっこマークの宍道湖のシジミは、とってもおいしくて大好きニャ。しまねっこに、今年は、会いに行くニャ。元気で
ニャ。

愛知県 60代 元気な出雲市を作ってください。応援しています。
東京都 50代 お役立てください

神奈川県 50代 神の国、出雲。神と人との織り成す雰囲気が大好きです。
北海道 50代 出雲のイメージが好きです。
愛知県 未来を担える子供を育ててください。
東京都 40代 両親が出雲の出身です。 今後の出雲の発展を祈念しています。
東京都 50代 美味しいトマト、楽しみにしています！

東京都 30代
全国から出雲大社へお参りすべくたくさんの方が訪れる出雲市の今後のご発展をお祈りし、いつかお礼参りできる時を楽し
みにしています。

奈良県 60代 出雲大社に一度行ってみたいです。
東京都 30代 学生時代に島根県で生活し、出雲市にも愛着があります。 地域振興に活用されればうれしく思います。
千葉県 70代以上 出雲大好き人間です。益々の御発展を祈念しています。
東京都 40代 期待しています。
愛知県 60代 経済の活性化を応援しています。
東京都 30代 子育てに優しい環境づくりに役立てていただきたいです。
東京都 50代 頑張れー
東京都 40代 出雲の自然な恵みが大好きです！
広島県 30代 応援してます。頑張ってください。

鹿児島県 40代 頑張ってください。

東京都 40代
当方は平成の大合併で出雲市に統合された多伎町出身のものです。小さいころからシジミといえば神西湖でした。 今回ふる
さと納税にあることがあり寄付させてもらいました。 多伎町田儀付近は、出雲市からの直通バスもなく高齢の母が 病院通
いするのに不便です。ぜひ、福祉に活用してもらえればとおもっています。

大阪府 50代 昨年もお蕎麦頂きました。 島根にまだ行ったことがありませんが、是非お伺いさせていただきます。
東京都 30代 出雲の未来のために活用してください。
埼玉県 60代 ディオッサ　ガンバレ
福岡県 50代 益々の発展を祈念いたします。
東京都 20代以下 出雲の味噌汁のリピーターです。会社のお昼時間の楽しみです！
宮城県 60代 応援しています。
愛知県 60代 超トマトは一番おいしいです。何度もお願いしています。
福岡県 50代 先日初めて観光で訪れて、町の美しさにとても感動いたしました。 わずかながら、応援させていただきます。


