
都道府県 年齢 出雲市へのメッセージ
大阪府 50代 出雲そばはおいしい　がんばって
大阪府 40代 祖父母が住んでいたため、子どもの頃夏休みなど遊びに行っていました。
福岡県 40代 益々の文化振興の発展に頑張ってください。応援しています。
大阪府 50代 太古の昔から神さまがいらっしゃる出雲をこれからも応援します！
京都府 30代 出雲へ旅行に行って魅了されました！この街がもっともっと栄えて、愛される場所に発展したらいいなと思い今回寄付いたします。
岩手県 70代以上 全てにおいて、他県に負けるな。
愛知県 40代 出雲の芸術文化の復興活用して下さい。
東京都 30代 出雲の縁起うさぎのブランド推進を応援しています！
愛知県 70代以上 さらなる発展を！

神奈川県 60代 応援してます
愛知県 50代 町の活性化、頑張ってください。
東京都 40代 出雲市を応援してます。神社を大事に守ってください。
北海道 60代 初めての、応募ですが期待しています。 返礼品の種類が益々増えるように頑張ってください。
奈良県 70代以上 出雲市の発展を祈ります
山口県 60代 街の将来を担う子供たちの育成に、少しでも役に立てれば幸いです。
大阪府 60代 美味しいしじみの魅力を発信してください！
滋賀県 70代以上 日本史に残る歴史ある出雲市の発展繁栄をお祈りします。
宮城県 50代 出雲に昨年秋に伺い大変お世話になりました。出雲大社の皆様、万九千神社の宮司さん、ありがとうございます。

和歌山県 40代 ささやかながら応援させて頂きます。
愛知県 30代 出雲そば大好きです！
愛知県 未選択 昨年、出雲大社～宍道湖方面を訪れました。素晴らしい文化施設や環境を守って頂きたいと思います。
静岡県 60代 出雲市にエールを送ります。

神奈川県 30代 去年も頼ませていただきました！とても美味しいお蕎麦でした。また今年もよろしくお願いします。
神奈川県 未選択 昨年もおいしくいただきました。 今年も楽しみです。
東京都 40代 応援しています！
大阪府 30代 縁結びに力を入れてほしい
兵庫県 60代 頑張ってください！
岡山県 50代 出雲の人は　だれでも人にやさしく　いつも出雲大社へいくたびに感じています。少しでも　お役にたてれば　幸いです。
東京都 60代 出雲大社参拝のため立ち寄りました。応援しています。
東京都 40代 いつかは訪れたい街なので応援しています！
埼玉県 60代 子育て応援します。　もう６，７年前になりますが、一度お邪魔しました。チャンスがあれば、また伺いたいと思います。出雲大社最高！
千葉県 40代 元気なお子さんを育ててください！
栃木県 40代 昨年、出雲大社を訪れたので、寄付をすることにしました。まちづくりに役立てていただけると幸いです。
東京都 50代 先日出雲を訪れる機会があり、お世話になりました。
長崎県 50代 親族が済むようになって出雲の良さを再発見しました。 誇りをもって故郷を盛り上げてください。
愛知県 70代以上 さらなる発展を祈る

神奈川県 40代 出雲はとても心落ち着くところです。また訪れたいと思います。

神奈川県 40代
昨年末に初めて出雲に訪れ、とても素敵な時間を過ごせました。普段は全く意識することもない神様ですが、
その概念もいいものだなと思える旅となりました。

大阪府 30代 応援してます！
山口県 60代 町づくり頑張ってください。
東京都 50代 応援しています！
栃木県 50代 出雲市を盛り上げてください。

兵庫県 50代
毎年、一畑電車に乗り大社さんへお詣りすることが大好きです。 年々街が整備され、観光客も増えているように感じます。
これも地元の皆さまのご努力の賜物と思いますが、あわせて出雲の素朴さも残してくださいますよう期待しています。

神奈川県 60代 国立博物館でおこなわれている、出雲の展覧会に行きました。文化財の保護ありがとうございます。これからも応援します。
神奈川県 50代 近い内に現地に観光に行きたいと思います。楽しみにしています。
兵庫県 未選択 頑張ってください。
東京都 60代 出雲へは50年位前にうかがったことがあります。 またお伺いしたいと思っています。
東京都 60代 自然豊かな歴史のある出雲市のご活躍期待しております。
東京都 30代 神々のお世話にお役立てください。
福岡県 50代 これからも有機農産物を増やしていって下さい。
東京都 30代 子供に優しい環境作り頑張ってください！
東京都 60代 松江市出身です。 応援しています。
東京都 40代 応援しています！
岡山県 60代 貴市のご発展をお祈りいたします．
大阪府 60代 しじみ、とても美味しいです。 頑張ってください！

東京都 40代
夏、体温を超える猛暑が当たり前になってしまいました。　残念な事に冷房無しでは生死に関わります。
環境問題に取り組むと同時に、もし長期に渡って停電になった時にどう対処していくのかも考える必要があると思います。

大阪府 40代 ご縁を感じて申込させて頂きました。
神奈川県 60代 頑張って下さい。
福岡県 50代 出雲大社前　ご縁横町はじめ 参道のさらなる発展期待しています！
愛知県 40代 応援してます。頑張ってください。
埼玉県 50代 少しですが町の活性化に役立ててもらえると嬉しいです。
東京都 50代 毎年、参拝と温泉を楽しみに行っています。 島根県を応援しております。
静岡県 60代 頑張れ出雲！
静岡県 70代以上 日本で最も歴史がある国、出雲。　頑張ってください。
東京都 70代以上 縁結びの神様・出雲大社のある出雲市に応援をして独身の息子、娘の良縁を願います
埼玉県 70代以上 地方が元気であってほしい
東京都 70代以上 地域の活性化に努めてください
東京都 未選択 日本の原点の出雲はいつも元気いっぱいの街でいてください

神奈川県 未選択 一回行ってみたいです
兵庫県 30代 おばあちゃんのふるさとなので寄付をさせていただきました。
東京都 50代 親戚の奥さんの出身で、出雲大社にも何回かお世話になっています。 いつもありがとうございます。
東京都 未選択 島根好きです
東京都 30代 母が境港出身です。

令和元年度にご寄附いただいたみなさまからのメッセージ

　令和元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。



栃木県 未選択
今年出雲に初めて旅行で行きましたが 景色・食・ホテルすべてが素晴らしくいっぺんでファンになりました。
遠いですが機会があれば訪れてみたい場所です。

福岡県 30代 頑張ってください。
北海道 未選択 頑張って頂きたい…
愛知県 30代 我が故郷へ。老若男女皆様が過ごし易い街になる事を願っております。

愛知県 40代
付き合ってから出雲大社に行きました。そのあと結婚しました。 子供が生まれてまた出雲大社に行きました。
 縁が結ばれたんですね。

東京都 60代 縁起物が大好きなので、良かったです。応援しています。
兵庫県 40代 出雲大社の繁栄に使ってください。

鹿児島県 30代 益々の発展を願っています
大阪府 40代 備蓄用の商品がふるさと納税で購入できるのはとても嬉しいです。 少しずつ揃えていきたいと思います。
熊本県 60代 島根県出身です。私は松江ですが、伯父家族が在住しています。島根をいつも応援しています。
石川県 70代以上 歴史ある町を応援します。
東京都 未選択 出雲大社だけでない自然と人柄が、ぜひ全国に伝わると良いなと思っております。
北海道 50代 以前、出雲市に住んでました。
東京都 未選択 住みよい街づくりを応援しています
滋賀県 50代 故郷の活性を応援しています
東京都 60代 少額ですがお役立てください。
北海道 40代 一度行ってみたい憧れの街です！
東京都 未選択 頑張ってください。
栃木県 未選択 島根県の風土、人柄が大好きです。これからも島根の良さを残してください。

東京都 未選択
ふるさと納税でいただく出雲市のしじみ、お魚が本当においしくリピートしています。
東京日本橋にある出雲館でもときどきお買い物をしています

長野県 50代 自然を残していってください。
東京都 50代 宍道湖のしじみは日本一です。一昨年出雲地区に旅行して確信しました。これからも美味しいしじみを楽しみにしています。
北海道 60代 長い歴史を大切にしてください。
大阪府 60代 サッカーも応援しています
東京都 30代 大社の雰囲気が大好きです。また旅行します！
東京都 30代 日本を感じられる街づくりを期待しております。
埼玉県 40代 出雲の女子サッカー、イメージがいいと思います。歴史っぽいキャラクターグッズがあると売れそうですね。もうありますか？
愛知県 40代 出雲は三度訪れたことがあります。またぜひ一度訪ねたいです！頑張れ出雲市！
宮城県 30代 素敵な町が、これからも続きますように応援します。

神奈川県 30代 地域活性化にお役立てください。
愛知県 50代 ふるさとの人々がいつまでも輝いていけますよう、応援しています。

神奈川県 60代 出雲市を応援しています。
東京都 30代 出雲市出身です。 僅かな金額ですがお役立てください。

神奈川県 20代以下 出雲大社守りたいです。
鳥取県 20代以下 育ちの地・出雲はかけがえのない場所です。 出雲の魅力を全国に向けてもっと発信してください！ 出雲高校OBより
兵庫県 50代 山陰地方が好きなので応援しています。
東京都 40代 昔一度行ったきりですが、またいつか必ず訪れたいと思います。 応援しております。

静岡県 30代
しまねっこがとても魅力的で大好きです！ 今後も、いろいろなグッズが展開されることを希望します！
しまねっこに会いに、出雲にまた行きます♪

東京都 50代 次の世代に繋ぐ活動にお役立てください。
神奈川県 40代 観光の出雲大好きです。
東京都 20代以下 以前にもお願いしてたいへん美味しかったのでリピートです！楽しみにしています！
東京都 30代 これを機に歴史のある出雲市との繋がりが出来、とても光栄です。
愛知県 30代 おじぃちゃんおばあちゃんは島根の出身
埼玉県 50代 大遷宮後、出雲大社には初めてお参りしましたが、神話のふるさととして、多くの人々を受け入れる一助となれば、幸いです。
岡山県 40代 一昨年は、お世話になりました。ずっと出雲の発展を願ってます。
埼玉県 60代 出雲行きました。素晴らしい所でした。少しでもお役にたてれば。
東京都 未選択 有機農産品を応援しております。
東京都 50代 何度か訪れたことがありますが、さらに魅力的な町になるようお役立てください。
東京都 30代 納税金を地域活性化の為に有意義に使ってください。大好きなお酒なので、これからも美味しいお酒たくさん造ってください！
広島県 50代 出雲の発展を願います
東京都 50代 出雲の歴史・文化振興にふるさと納税をお役立てください。
群馬県 30代 子育て環境が充実しますように少しでも支援できればと思います。
東京都 50代 神の集う町、縁結びの町から日本の平和と世界の平和につながる活動に役立ててください。
愛知県 40代 応援してます。
千葉県 50代 大社様にはお世話になっております。R2年にはまた伺いたいと思っております。文化財等の保全に役立てて頂きたいです。
千葉県 50代 出雲大社様へは来年また伺いたいと思っております。どうか今後も大切なお社等の保全に役立て頂きたいです。
静岡県 30代 2度伺ったことがありますが、また行きたいと思える素晴らしい観光地でした。
東京都 50代 応援しています！
奈良県 60代 家族がお世話になっていました。　気持ちばかりですが感謝とともに。
大阪府 30代 高品質な農産物を作っていただき ありがとうございます。
千葉県 50代 出雲大社等歴史文化等の将来の保全の為に多少とも協力させて頂きたいと思います。また伺いたいと思います。
埼玉県 40代 いつか家族で旅行で行きたいです。更なる発展を願っています。
山形県 40代 いつかは行ってみたい町です これからも頑張って欲しい
東京都 50代 美味しいトマト楽しみです。

東京都 40代
出雲大社がご縁で結婚出来ました。神社のために使っていただければ、ますます観光客が増えるでしょう。お世話になりました。
ありがとうございました。

大阪府 30代 素敵な町づくり応援しています！
埼玉県 50代 出雲市の名産を関東へも宣伝していって下さい。
東京都 50代 まだ出雲に行ったことがないのでいつか行きたいです。
石川県 20代以下 出雲市の伝統産業振興に活用してください！

岡山県 50代
１年に１度は出雲大社に参拝しています、新しい道がドンドン開通し、郊外型店舗も多数出店してきて都会的になりましたね。
でも昔ながらの風景を残す場所は広く確保して欲しいです。

東京都 50代 自然が豊で歴史のある出雲にいつか行ってみたいと思っています。
熊本県 40代 トマト美味しそうです。頑張って下さい。

東京都 40代
微力ですが、出雲市の発展に役立ててください！
 ※はじめてノドグロを食べた時の衝撃が忘れられません。届いたら美味しくいただきます^_^

東京都 30代 これからも素敵な街づくりがんばってください！
愛知県 50代 いつかは行きたい場所として考えています。少しではありますが応援します。

神奈川県 30代 頑張ってください
神奈川県 40代 子供の教育に活用してください
埼玉県 60代 頑張って下さい。



岡山県 50代 文化遺産の保護に協力します！
愛知県 50代 先日、出雲市へ旅行で行きました。縁を感じて寄付させていただきました
京都府 40代 この度は、微力ながら、出雲市の地域経済に貢献できたことを嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
東京都 50代 出雲市を応援しています
山形県 40代 地域振興頑張ってください
東京都 50代 両親の出会いの場所出雲大社に今年初めてお参りすることができました。縁結びの情報発信宜しくお願いします。
東京都 20代以下 頑張って下さい

神奈川県 50代 日本海側の中心、出雲の発展を祈念しています。
東京都 40代 頑張って下さい
愛媛県 50代 応援しています。
東京都 50代 母が暮らす出雲のために寄付します
兵庫県 40代 出雲が、もっと盛り上がってほしいです！
群馬県 50代 頑張れ

神奈川県 60代 歴史ある出雲市の発展を応援します。
栃木県 60代 子育て・教育にお役立てください。

神奈川県 30代 最近、古事記の勉強をしているので、出雲市に行ってみたいと思っています。文化財の保存に役立てていただければと思います。
富山県 60代 出雲の大学を卒業しました。いつも応援しています。
新潟県 50代 子供たちの為に使っていただければ幸いです
岡山県 30代 出雲市は大好きです。頑張ってください。
東京都 50代 出雲市の農業、そして、少子化対策を応援しています。
埼玉県 60代 出雲大社がある出雲市を応援しています

神奈川県 50代 頑張ってください！
東京都 50代 縁結び、歴史の出雲。これからも魅力的な街に
東京都 50代 産業振興頑張ってください！
東京都 60代 まだ出雲市には行った事がありませんが、一度は行ってみたい町なので、環境づくりとか応援したいです。
東京都 30代 出雲市に観光に行ってみたいと思っています。返礼品も素敵でこれからも応援しています。

神奈川県 50代 出雲市文化を継承お願いします！

東京都 20代以下

自分の希望で、来年からとても大変な部署に異動する事になりました。仕事が忙しくても、豊かな心を忘れないように
したいと思います。 前から出雲に行ってみたいと思っていますが、 自分の中の出雲は、とても神聖な場所で、
伺うには色々時期と気持ちが必要です。 そのため、数年前からしばらくはあえて行かない事にしていますが、
時が来たら、行ってみたい気持ちは変わりません。 ぜひ、素敵な街にしてください。

大阪府 40代 出雲富士のファンです
大阪府 40代 プロスポーツ振興頑張ってください
千葉県 40代 環境の保全を願っています。
沖縄県 20代以下 毎年楽しみにしてます。
千葉県 50代 応援しています。出雲市頑張れ！

神奈川県 40代 ふるさと出雲市がんばれー
埼玉県 40代 文化財は、その土地の財産です。大切に守っていってください。
埼玉県 50代 出雲市頑張れ！
東京都 30代 出雲市の観光がさらに発展しますように。
福岡県 40代 女子サッカーを、応援してます！

埼玉県 70代以上
勝手ですが息子に良いお嫁さんと良いご縁がありますように出雲大社様よろしくお願いいたします！
 お力添えを期待して出雲市を応援しています！

東京都 40代 出雲大社や歴史的な建造物を守っていってほしいと思います。
神奈川県 40代 これからも豊かな環境と産業が守られますよう応援しています！
東京都 50代 有効にご活用願います。
富山県 60代 出雲大社にいつか訪れたいと思っています。観光事業にお役立て下さい。
奈良県 60代 出雲大社周辺の雰囲気が好きです
岐阜県 40代 未来ある子供達の為に役立ててください
東京都 50代 いつも応援しております。
北海道 30代 出雲神楽を気軽にみれるとうれしい。
東京都 20代以下 いつか出雲大社に足を運んでみたいと思ってます。
兵庫県 60代 出雲市、出身です。 観光地も開けて、施設も整っていて、自慢の故郷です
兵庫県 20代以下 たくさんの縁を結んで下さい
茨城県 30代 ここのトマトは日本一！　リピーターです！
東京都 40代 出雲の観光が発展するように応援しています！
茨城県 20代以下 I am pleasure
富山県 40代 出雲の方々の暖かさに触れる機会がありました。出雲の魅力が多くの方々かたに伝わります様にお祈りしております。
滋賀県 50代 出雲市のご発展を祈念しております。
東京都 50代 リピーターNO1都市！を目指して頑張ってください。応援しています。
大阪府 50代 出雲そば食べたことがないので、楽しみです
新潟県 40代 超トマトおいしすぎます！
大阪府 40代 家内の実家が出雲です。出雲魅力を全国にアピールして下さい。
東京都 50代 障がいを持つ方やお年寄りの住みやすいふるさとづくりにご尽力をお願いいたします。
東京都 60代 いつか訪れたいと思っています。応援しています。
東京都 50代 応援しています。
東京都 40代 今年も行きました。また行きます。

神奈川県 50代

16年前に１年間でしたが、家族で出雲市民でした。多くの方とのご縁をいただき、
長男の幼稚園をはじめ公共施設も沢山利用させていただきました。
出雲を離れても、出雲市の方とのご縁は続いています。海外での勤務時には、出雲のPRもさせていただきました。
時々、出雲の方と話すのは楽しみであり、第二の故郷と実感します。これからも出雲サポーターとして頑張りますので、
出雲市の魅力を発信し続けてください。

埼玉県 50代 出雲市への感謝 心のふるさとです。
新潟県 20代以下 出雲大社に一度行きましたが、また行きたいです。
東京都 50代 こどもがすくすく育てられる環境づくりに力を注いでください。学習面もよいですが、道路安全面にも注力してください。

神奈川県 60代 神様によろしくお伝えください
大阪府 50代 出雲大社にはお世話になっています。これからも町の繁栄と高齢者も暮らしやすい町にと願います。
大阪府 50代 出雲大社にはお世話になってます。 これからも町が繁栄しますよう願ってます
東京都 20代以下 また遊びに行きます！

宮城県 40代
本年、出雲大社ほか島根県を観光しました。 とても良い思い出となりましたので、ご恩返しです。
古き善きままの島根県を応援したいと思います。

東京都 50代
出雲市には家族で何度か旅行で伺いました。出雲大社の早朝参拝や稲佐の浜や日御碕神社参拝で、不思議な体験もしました。
美味しかった出雲そばも堪能できましたし、夢のような楽しい旅になりました。歴史深い美しい街並みも未来永劫大切にして下さい。

千葉県 40代 帰省する度、豊かな文化遺産に、出雲に生まれ育ってよかったと感じます。郷里の皆様が元気に生活できる街であることを願っています。
東京都 60代 落ち着いた街並みを守ってもらいたい



東京都 20代以下 がんばってください！

静岡県 50代
今年の夏に島根県に旅行に行きました。出雲大社にもお参りし、ぜひふるさと納税をしたいと思いました！
島根の自虐ネタも好きですが、訪れたら魅力いっぱいの所ですね。これからも応援しています！

東京都 70代以上 自然災害による被害も近年大きくなっています。負けずに頑張ってください。応援しています。
愛知県 20代以下 いつか旅行に行きたいです。頑張ってください。
東京都 50代 かつての本籍地は島根県でした。出雲市はじめ、島根の発展をお祈りしております。

京都府 20代以下

祖母が住んでいて子どもの頃から毎年訪れていて大好きな街です。 日頃から島根を推しすぎて、
周りから観光大使と呼ばれています:D
大人になって出雲・島根を見つめたとき、どうしても元気がなくなっているように感じられることがあります。
これからの島根を支える子どもたち、そして支えてきた高齢者に優しい街になればと思い寄附させて頂きました。
これからも大好きです。

富山県 70代以上 神話の里　出雲の歴史と魅力を後世に伝え継ぐ事業をお願いいたします。
千葉県 50代 出雲市出身です。高齢者が多いですが、子供の為の公共投資もよろしくお願いします。
山口県 未選択 来年は出雲大社へ参拝に行きます。
千葉県 50代 遠く離れていますが、いつも応援しています
福岡県 50代 今年は二回、出雲大社へ参拝しました。 応援しています！

愛知県 60代
お米、お餅、調味料、海産物などいろいろ試してみましたが、どれも美味しくリピートしています。
お肉はまだいただいたことがないので、一度試したいと思っています。 いつも美味しい食材を提供してくださり
ありがとうございます。少しですが、地域の発展に役立てていただけるとと嬉しいです。

神奈川県 40代 期待してます！ 頑張ってください！

埼玉県 50代
日本の神々の土地であり、特産物、自然、そしていつか訪れてみたい土地の方々へ少しでも貢献できましたら
思い寄付させていただきます。

東京都 40代 頑張ってください。応援しています！

埼玉県 50代
日本古来の文化の育まれ続けている地であり、これからも子育て・敬老など人を大切にする地であり続けて下さい。
日本にそんな地がどんどん増えていく事を切に望みます。

京都府 30代 いつまでも住みたい魅力溢れるまちづくりをお願いします。
東京都 60代 高齢者の皆さんが明るく楽しく生活できるよう応援します。

福岡県 40代
出雲市は父の故郷で、私も小さい頃に何度も遊びに行ったことがあります。親戚もおりますので、
寄付金が何かのお役にたてれば幸いです。

埼玉県 50代 地域の活性化に
東京都 40代 以前に出雲市に住んでいたことがあり、懐かしく思っております。応援しています。
東京都 30代 いつか出雲に行ってみたいです！
東京都 40代 出雲大社とても心に残る、荘厳で素敵な場所でした。いつか再訪したいと思います。
沖縄県 40代 母の実家の出雲！幼少時には出雲に行くことが楽しみでなりませんでした。自分の原点です！これからも応援し続けます！！
東京都 40代 米子出身ですが、帰省するたびに出雲には訪れています。大好きなところです。
埼玉県 40代 縁結びの時はお世話になりました。
東京都 50代 出雲の国、いつか行てみたいです。地域の活性化にお役立てください。
東京都 40代 宍道湖のしじみが大好きです。これからも美味しいしじみを頂けるのを楽しみにしています！
千葉県 40代 今年も少額ですが応援させていただきます。
埼玉県 30代 子供が生まれたら、家族3人でまた出雲観光に行きたいです。宜しくお願い致します。

神奈川県 70代以上 縁結びの出雲市を応援しています
千葉県 40代 出雲市一度行きました。また行きたいです。

神奈川県 50代
島根のいちじくジャムは絶品との評判を伺い、妻のために寄附させていただきました。少額ですが、
有効に使って頂ければ嬉しいです。

栃木県 60代 お年寄りの福祉のために役立ててください。
愛媛県 40代 がんばってください！

神奈川県 40代 未来のため子供育成に役立ててください。
千葉県 60代 出雲の子供たちがんばれー！！子育てのしやすい町づくり応援します
東京都 40代 応援しております！
島根県 40代 自転車で観光地巡りしやすい道路整備をお願いします。
大阪府 70代以上 前に旅行でお邪魔させていただきました。 これからも、より良き出雲市でありますよう、よろしくお願い致します。
東京都 50代 出雲大好きです。皆さんの幸せな暮らしを応援します。
愛知県 60代 出雲旅行しました。超トマトは本当においしく素晴らしい努力と思います

神奈川県 70代以上
カルチャー教室に出雲出身の友人がいます。
性格がとてもいいですね。菜種油最高ですね。（妻より）

神奈川県 40代 わずかでも力になれば幸いです

東京都 30代
観光に来る旅行者はもちろん、日々生活する地元の方々にとっても、子供と一緒にゆったりと楽しめる、
親子に優しいまちづくりに力を入れて頑張ってください。

岡山県 40代 応援しています。いずれ出雲を訪れたいと思っています。
愛知県 50代 出雲市、とっても良いイメージの街です。
東京都 30代 子育て支援に使っていただけると幸いです。
東京都 40代 苦労している養護施設の子供たちの支援になりますように。
福岡県 50代 また行きたい場所です
島根県 40代 趣味で自転車で毎週宍道湖を一周してます。自転車に優しい道路整備をお願いします。
東京都 60代 子供は将来の国力。子育て支援事業、頑張って下さい。応援しています。

神奈川県 30代 両親と初めて出雲大社を訪れました。大山にも登りました。何か関われたらと思い、応募しました。
神奈川県 40代 素晴らしい街づくりを続けてください。
千葉県 20代以下 また行きます

東京都 70代以上
昨年出雲大社を訪問し、その後ワイナリーへ行き島根ワインを購入しました。
次回はもっとゆっくり訪問しまた美味しいワインを沢山買いたいと思います。

東京都 50代 老舗の蕎麦が届くのが楽しみです。
長野県 40代 ゆるキャラグランプリの会場で見た、おんすうふらたろうくんのファンになりました。応援しています。
大阪府 30代 旅行で行きました。応援しています。
埼玉県 70代以上 フレーフレー出雲市。

神奈川県 40代 応援しておりますので頑張ってください
愛知県 50代 だんだん、ばたでん。 がんばれ、デハニ。
福岡県 60代 活気ある町づくりを期待します。
宮城県 30代 お蕎麦楽しみです
東京都 30代 僅かですがご使用ください
千葉県 50代 島年県は訪れたことがなく、サンライズ出雲に乗って家族で行きたいです。出雲大社にぜひ参拝したいです。

埼玉県 40代
私の周りには少なからず出雲に関わる方達がおります。その方達がお住まいの出雲市に今後もご縁があれば大変嬉しく思います。
そんな願いを込めて、僅かですが有益に使って頂きたく思います。

千葉県 70代以上 いつも訪れたいと憧れている土地です。
東京都 70代以上 お陰様で満100歳になりました。懐かしいふるさとを思い巡らしています。



北海道 40代 これから活躍する子供たちの為に使って欲しい。
愛知県 50代 出雲市を応援しています
大阪府 未選択 がんばれ！出雲市
静岡県 60代 先日出雲に行って来ました！しじみ醤油購入しました
埼玉県 未選択 今年の夏に旅行で伺いました。シジミがとてもおいしかったです。
大阪府 40代 応援しています！！
愛知県 40代 何回か旅行で行っていますが、良い思い出しかありません。また行きたいです。
大分県 60代 地域の活性化をしてください
東京都 40代 ますますのご発展をお祈りしています
兵庫県 50代 応援させて下さい。
東京都 30代 頑張ってください！

神奈川県 40代 いづも暦（相模分祠で貰った）が存外に面白く、益々行きたくなりました。いつか必ず！
愛知県 40代 １１月に出雲大社に行ってきましたよ。 出雲大社、日御碕良かったです。文化財を利用して、観光業の発展に活用下さい。
愛知県 40代 父親の生まれ故郷です。私も大好きな町です。いつも応援しています。
京都府 60代 頑張って下さい！
東京都 30代 島根県、大好きです！
東京都 未選択 いつも使ってるロジカルエアーノートなのですが、出雲市産だということは知りませんでした！
東京都 40代 いつか遊びに行っておいしい蕎麦を食べたいと思います！
埼玉県 50代 老若男女とも活力ある出雲市であることを期待しています。

神奈川県 70代以上 豊かな自然環境を後世に残してください
神奈川県 50代 出雲には度々お邪魔させていただいております。貴重な風土や文化を末永く守っていってください。
埼玉県 50代 頑張ってください！

神奈川県 20代以下 出雲大社をはじめとして、出雲市の魅力がもっと伝わればと思います。
佐賀県 30代 更なに魅力ある街づくりに期待しています。
滋賀県 40代 出雲は素敵なところなので大好きです
奈良県 50代 若いときに何度か旅行で訪れました。かけがいのない歴史の街だと思います。
東京都 30代 観光復興によろしくお願いします。
兵庫県 50代 皆さんの地域振興への頑張りに期待してます！！

神奈川県 40代 昨年に引き続き寄付に参加させていただきました。
東京都 60代 たくさん情報発信してください。情報は発進する所に集まってくるものだと思っています。知れば応援したくなると思います。
愛知県 30代 頑張ってください

神奈川県 30代 出雲は入籍当日に飛行機で出雲大社にお詣りした思い出の地です。佐田味噌の美味しさが忘れられず、リピートします。
兵庫県 40代 いつまでも出雲の伝統と名産を守ってください
兵庫県 60代 頑張ってくださいね。
大阪府 60代 出雲っ子の未来を応援します。
東京都 60代 出雲大社の門前町がさびれて行くのは寂しいです。

神奈川県 30代 短い時間でしたが島根に住んでいて親近感があります。歴史的な重要資産も多い地方ですし、応援しています
東京都 50代 素敵なまちづくりを応援しています。

神奈川県 30代
2016年、出雲に家族旅行にうかがいました。楽しい時間を過ごさせていただいたことに感謝、
そして再訪できる日を楽しみにしております。

東京都 70代以上 出雲大社出身です。唯一無二の出雲大社を世界に知っていただけるようご尽力くださいませ。地域の活性化を期待しています。
東京都 50代 ２０２０年は出雲大社へ訪れたいです
東京都 30代 もっともっと出雲市の魅力を全国にアピールできるよう応援しております。
東京都 30代 出雲大社の分祠にお世話になったことがあります。 そのお礼として出雲に恩返しをしたいためふるさと納税させていただきます。
大阪府 未選択 美味しい年越し蕎麦、楽しみに致しております。 ありがとうございます。
大阪府 50代 出雲市の発展を応援しています。
千葉県 40代 有効活用してください
広島県 40代 よろしくお願いします。
千葉県 40代 なかなかお参りできない代わりに寄付をさせて頂きます・よろしくお願いします
東京都 60代 持続可能な町づくりを応援します。
奈良県 未選択 より一層の発展を祈念します

大阪府 50代
学生時代の旅の思い出のもち場所です、出雲大社はもちろん古代の遺跡等の文化遺産の保護維持に
努めていただきたいと思います

福岡県 50代 出雲大社は何度もうかがっています。素晴らしいです。
宮城県 50代 頑張ってください！

大阪府 40代
父方の田舎で母親が出産時に帰省しており出生地は出雲市また、 正月 お盆には行っていましたので 応援しています
人口減少は厳しいと思いますが 観光での経済発展願っております

愛知県 30代 今年初めて出雲へ行きました。また訪れたいと思います。応援しています。
北海道 未選択 出雲大社&竹内まりやさん大ファンです。 いつまでも美しい出雲市でいて下さい
埼玉県 60代 2回旅したことがあります。楽しい所です。頑張って下さい。
京都府 60代 子供は世界の宝であると思います。 教育関連にお使いください
東京都 50代 頑張れ！出雲大社！
静岡県 20代以下 山陰が大好きです！学生時代お世話になりました！！
大阪府 未選択 わずかながら何かのお役に立てますと幸いです。

神奈川県 40代 いつまでも神々が居続けるべき場所であってください。
愛知県 40代 頑張って下さい。
大阪府 40代 2回目の申込です。前回は美味しくいただきました。今年も楽しみです。
東京都 30代 世界的に見て貴重な人類の宝である出雲の文化を継承・大事にしていってほしい

神奈川県 40代 父のふるさと出雲を応援します。東海道線を走るサンライズ出雲を見るたびに出雲の風景を懐かしく思い出します。
東京都 50代 お身体に気をつけて、お過ごしください。
大阪府 30代 他県の人に出雲市に住みたいと思われるような魅力のある街づくりを目指して頑張ってください
静岡県 30代 応援してます

神奈川県 50代 訪れてみたいです
奈良県 40代 充実した福祉を作ってください
愛知県 30代 今夏、出雲大社へ旅行へ行き、大変感動いたしました。 観光事業等にご活用下さい。
東京都 40代 出雲大社に毎年のようにお参りさせていただいております。少しでも文化の保全を応援したく、寄付させていただきます。
大阪府 60代 地域振興の進展を期待します。
京都府 50代 出雲の合唱が大好きです。今年のNコンの出雲三中の演奏、最高でした
山形県 40代 素晴らしいお品をありがとうございます。今後の市政ご発展を心からお祈りいたします。
福岡県 50代 今後も有機農産物を増やしていってほしいです。
山形県 60代 豊かな自然が守られますように
愛知県 30代 今年出雲大社参拝致しました。 歴史的建造物の保存に役に立ちたいです。
兵庫県 50代 十六島は私のルーツです。また、出雲に行きたい。
東京都 50代 出雲市遊びに行きましたが よかった～～ のどぐろおいしかったです。
群馬県 60代 街づくり応援しています。
東京都 30代 出雲の人々、神々とその恵みに心から感謝！



千葉県 40代 父の誕生地 多伎町久村の皆様へ
大阪府 50代 古事記にも関連する神様のいらっしゃる出雲なので応援します。
宮城県 50代 応援しています。頑張ってください。
千葉県 40代 以前は私がこのプランで行き出雲の良さを体験できました。

神奈川県 40代 頑張れ出雲！
福岡県 50代 わずかですが、子供たちのために使ってください
愛知県 60代 老後の生活が豊かなものになるように 力を注いでください。
千葉県 40代 出張で長期滞在した際に大変お世話になり、楽しく過ごした経緯からふるさと納税します。地域創生続けてください。

神奈川県 60代 高校まで出雲に住んでました、故郷応援してます
神奈川県 40代 パシフィコ横浜で行われたイベントでとても良かったので応援したくなりました。
神奈川県 30代 頑張ってください。
東京都 40代 出雲大社など文化財保護に活用頂ければと存じます。
東京都 40代 人口が減少しておりますが、文化財の保護活動に貢献いたします。
東京都 40代 まだ訪れたことはありませんが、出雲大社にお参りできる日を楽しみにしています。
北海道 40代 これからも美味しい出雲蕎麦を全国、世界に提供してくださいね！応援しています！
愛知県 40代 教育にお役立て下さい
島根県 未選択 いつも応援しております！特に、子育て支援に期待しております！

東京都 30代
仕事で関わることがあって以来、神話が生活に根付く街の雰囲気に魅せられています。
とても素敵な街なのに外国人の方のメイン観光ルートから外れてしまうのがとてももったいないと思うので、
ぜひ国際社会に向けたアピールにお役立てください^ ^

京都府 60代 今後も、産業、観光など出雲市が発展されることを祈念します、
神奈川県 30代 お魚チップスおいしかったです。世界費に広めてください。
東京都 30代 頑張ってください。
青森県 未選択 渡り鳥の保護を応援しています。豊かな自然を守ってくださいね。
兵庫県 40代 人気がありなかなか手に入れる事が難しい器を思いがけず入手できてとても嬉しいです。
東京都 30代 今年も少額ですが応援したいと思いましたので寄付します。令和も出雲さんにたくさんのご縁がありますように。
岡山県 60代 少ないですが有効活用お願いします。

神奈川県 50代
毎年、出雲大社へ参拝させていただいております。 今年は、３度参拝させていただきました。
少しですが、お役に立てればと思います。

福岡県 40代 頑張ってください。
大阪府 60代 神聖な地、出雲のイメージを大切にして下さい。
富山県 50代 娘の人生を導いて頂いた素晴らしい先生を育ててくれた、出雲市に感謝をこめて。
青森県 60代 一度行ってみたい街です。
東京都 60代 出雲大社に一度は訪れてみたいです。
栃木県 40代 出雲駅伝、応援しています。
大阪府 40代 頑張ってください
愛知県 30代 出雲の魅力をより良く広める活動に期待します。
埼玉県 60代 旧平田市出身です。平田の発展に・・・
大阪府 50代 出雲市の発展を祈念します いつか出雲大社に参拝したいです
東京都 50代 頑張って下さい。
愛知県 50代 子供たちが元気に暮らせる街づくりを応援します

宮崎県 60代
2回目の申し込みです。町の名前はもちろん知ってましたが、こんなに素晴らしい特産品があるとは知りませんでした。
前回の果物もとても美味しかったです。こらからも、応援します。

京都府 40代 小学生の息子がそば好きで、美味しいのでまた食べたいとせがまれます。
東京都 50代 産業振興、若者移住促進、企業誘致！
群馬県 40代 出雲大社始め重要文化財の保護、伝統の継承を期待しております。
大阪府 30代 神秘的で魅力に溢れる出雲市を、世界に向けて発信してください。
埼玉県 50代 出雲の美しい自然環境、文化を大事にしていただければと思います。ぜひまた訪問したいと思っています。
香川県 30代 fight
東京都 60代 応援しています。
兵庫県 30代 出雲大社などの文化財保全に役立ててください

三重県 50代
ささやかですが寄付させていただきます。 今年の１１月夫婦で初めて出雲大社さんを参拝させていただくことができました。
また訪問できればと思います。

千葉県 70代以上 夏に家族旅行で訪れました おせちセットも昨年に引き続きの申し込みです 今後も期待しています
東京都 60代 生れ故郷ですが、最近は帰京していません。母と弟が住んでいます。地元の皆様にはお世話になっています。
広島県 50代 活気ある街づくりを期待しています
千葉県 50代 定年になったら出雲へゆっくり旅行に行きます！

東京都 30代
出雲の観光・産業の発展に少しでも貢献できたらと思っております。神話のふるさとの魅力を都市部に
どんどん発信していってください。

東京都 30代 僕のふるさと！
東京都 30代 私のふるさとです。ずっと応援しています！
大阪府 50代 自然の維持をお願いします。

神奈川県 70代以上 出雲は何度も行ってます。好きな土地です。
神奈川県 30代 出雲そばが大好きです。 より良い発展を願っております。

神奈川県 50代
去年、地ビールの旅で松江の城を見てばたでんで出雲大社にお参りに行きました。
高校の修学旅行で行ったハズなのですが記憶が曖昧で、すべてが新鮮でした。

群馬県 40代 がんばってください
広島県 60代 出雲市様のご発展を応援しております！
東京都 40代 ９月にお邪魔しました。 また訪れたい町のひとつです。

神奈川県 50代 いつか訪れたいと思っています。素敵街作り、応援しています。

神奈川県 50代
初めて寄付します。出雲へは、以前から行きたいと思っていて未だ実現していませんが、良いイメージを持っています。
少しですが、地域の課題に役立ててください。

静岡県 30代
静岡空港ー出雲空港便ができて、今年２月初めて観光で訪れました。 美味しいものがいっぱい、見所もいっぱい、
楽しみました。出雲大社にお参りに行った際、記帳して紅白餅をいただいたのもいい思い出です。
また近いうちに行きたいです。

滋賀県 未選択 今年は行けなかったので、残念です。観光の発展を期待しています

東京都 40代
少額ですが、未来を担う子どもたちの教育に活用いただければ、と思います。 我が家の子どもたちはしじみ汁が大好きで、
3年連続で宍道湖のしじみをお願いしています。 大人には、アジが身がふっくらしていて好評です。
美味しい幸せをありがとうございます。

滋賀県 30代 応援しています。
群馬県 50代 3年前、快気祝いで出雲大社にお詣りに行きました。お陰様で元気に過ごしています。
埼玉県 60代 がんばってください
三重県 40代 頑張ってください。 出雲大社にいつかいってみたいです！！



愛知県 30代
毎年神在祭の時期に、須佐温泉ゆかり館に宿泊し、須佐神社が大好きです。こちらのご祈祷米が返礼品で頂けるなんて、
とても嬉しいです！出雲には3日間いますが、緑豊かで大地のありがたさが良くわかります。

山梨県 未選択 がんばってください!
奈良県 70代以上 出雲市の観光客が増加することをお祈りいたします。
愛知県 40代 縁は恩の上にあると思っています。出雲市との縁に感謝

神奈川県 50代 応援しています。
福岡県 30代 応援しています！歴史的な環境を維持してもらえると旅行の際とても嬉しいです。
岐阜県 50代 少子化対策に力を入れてください。高齢者の方々を大切にしてください。

福岡県 50代
先週、出雲大社にお参りした際、宿泊したホテルの売店でこちらをお土産に購入しました。
いままで食べたことのない美味しい干し柿だったと評判でした。出雲市がこれからも発展されるよう願っています。

新潟県 40代
母が八雲村の出身者です。80才になります。宍道湖のシジミが食べたいと聞いたので調べてお願いしました！
 また島根に遊びにいきます！

千葉県 50代
松江に住んでいたことがあり、出雲もいい思い出が沢山あります。 家内も松江出身で、
宍道湖・中海一帯で暮らしやすい街を築いてほしいと思います。

東京都 50代 いつまでも元気な街でありますように！
愛知県 60代 今夏、出雲を旅行しました。素敵な街です。少額ですが、今年も応援させていただきます。
千葉県 50代 昨年出雲大社を訪れて以来ご縁を感じ応援しています。
京都府 60代 トキの保護他　自然保護は、将来に向けた大事な事です。皆様の努力に期待しております。
静岡県 20代以下 帰省のたびに賑やかになる様子を嬉しく思っています。これからも神様だけでなく世界中から人々が訪れますように。
埼玉県 50代 出雲市の産業の発展を祈っております。
福岡県 50代 好きな街です。頑張ってください。
千葉県 30代 一度行きましたが、いいところで感動しました。
広島県 50代 ふるさとを応援してます。

神奈川県 60代 子育て支援頑張ってください。

東京都 60代
日本は狭いようで広いですなー、太平洋側の住民です。出雲の国を応援します。
海の幸が羨ましい！市及び関係の皆さん頑張って下さい、応援しています！

神奈川県 未選択 ずぅ～っと応援し続けます！
大阪府 30代 出雲マラソンが、いつまでも続くように、祈念します。

岐阜県 50代
出雲市は旅行で行っていい思い出ばかりです(人が優しい、運転マナーが良い） また出雲大社に行って
おそばをいただきたいです

神奈川県 50代 宜しくお願い致します。
大分県 40代 出雲大社が大好きでよく行ってました。周辺地域の発展と維持に少しでも役に立てればと今回寄附いたします。
東京都 40代 地域振興を応援しております。
大阪府 70代以上 毎年冬にはしじみ汁を楽しくいただいています。 これからの出雲市の産業発展にお役立て下さい。
奈良県 70代以上 地域活性化が図れることを望みます。
奈良県 70代以上 益々の発展をお祈りしています。
東京都 60代 出雲大社ほか、目立たない遺跡などにも保存、修復をお願いします。
兵庫県 70代以上 美味しい出雲そばが食べたいですね。 今後もよいそばを作ってください。
東京都 40代 自然と共存する美しい街の出雲市を応援しています。
大阪府 60代 私は 出雲市の出身です…応援させて頂きます
宮崎県 30代 島根県大好きです！また行きます！
兵庫県 70代以上 出雲大社を拝見しました。 感激を受けました。
大阪府 70代以上 旅行で、お世話になりました。 また行きたいと思っております。
北海道 70代以上 頑張ってください
島根県 30代 出雲市の自然や生態系の保全のために活用してください。
栃木県 50代 町の繁栄を祈ります
福岡県 60代 出雲市の観光に期待してます 頑張って下さい
東京都 未選択 子育て世代の定住支援のため、施策の拡充に今後も力を注いでください。
東京都 未選択 子育て支援、Ｕ・Ｉターン促進に力を入れてください。
熊本県 40代 いつか遊びに行きます。
北海道 50代 これからも応援します。
青森県 未選択 渡り鳥の保護活動に使って貰いたいと思っています。豊かな自然を大切にしてくださいね。
山口県 40代 島根、好きです！
東京都 40代 両親が旧大社町出身です。子供の頃、長期休暇はずっと大社にいました。応援しています。
広島県 40代 出雲市のますますの御発展をお祈り致します。
兵庫県 40代 地方に力を
東京都 70代以上 頑張って下さい。

神奈川県 40代 「神々の国」出雲。 ずっと歴史ある魅力的な文化を感じる出雲市であることを願います。
東京都 60代 出雲は大好きな街です。ますます魅力的な街にしてください。
福岡県 60代 主人が出雲市出身で、叔母、従兄弟が出雲市在住です。何度も伺いましたが、空気が綺麗で大好きな所です。
埼玉県 30代 微力ですが、産業の力になればうれしいです！

徳島県 60代
出雲市を訪れるとそのたびに元気をもらって帰ってきます。毎年は行けませんが何度でも行きたい場所です。
少しでも出雲市の一助になればと思ってます。頑張ってください。

大阪府 50代 応援しています！
茨城県 60代 応援してます。
愛知県 40代 日本の魅力を伝えて下さい

神奈川県 20代以下
今年の春に出雲大社へ旅行し、出雲の美しさやご飯の美味しさに感動しました！
これからも出雲が輝きますように願いを込めて、寄付させていただきます。

愛知県 50代 楽しみにしています。
奈良県 30代 今年出雲に初めて行きました。あたたかい人たちばかりで出雲の魅力だと思いました。応援しています。
東京都 30代 そのうち帰るけん
東京都 30代 去年まで住んでいました。とても良いところでした、応援しています！

神奈川県 40代 良い街づくりに使ってください
滋賀県 50代 両親、兄弟が住んでいます。発展を祈念しています。
長野県 50代 頑張ってください、 将来観光で行ってみたい。
大阪府 50代 歳をとっても故郷で安心して暮らせる町作りをお願いします。
東京都 60代 昨年　大学の同期会で出雲に伺いました。玉造温泉等観光をし　楽しい数日を過ごしました。今度は家族でと思っています

熊本県 60代
テレビ番組で出雲市が取り上げられるときには可能な限り視聴しています．懐かしく思うと同時に，
新しさが導入される際にも出雲古来のよさがいつまでも残されつつ進められることを期待しながら見ています．

福岡県 50代 出雲大社に縁を感じ、応援したいと思いました。
東京都 50代 また出雲を訪れたいです。心が洗われるようでした。

鹿児島県 50代 出雲大好きです。
東京都 50代 出雲市出身の女流将棋棋士里見香奈、咲紀姉妹を応援しています。

神奈川県 60代 出雲の良さをもっともっと、発信して欲しい



神奈川県 60代 末永く出雲の素晴らしさを 伝えて欲しい

東京都 50代
出雲と聞くとなぜか神秘的なイメージとなります。そこからふるさと納税で何かあるかなと探していたら
我が家にぴったりな靴ベラがありましたので選択させて頂きました。いつか家族で出雲大社に行ってみたいものです。

埼玉県 40代
中国地方に住んでいた時に家族でよく遊びに行きました。 現在は転勤で関東に住んでおりますが、
出雲は私たち家族の心のふるさとです。

東京都 50代 頑張ってください
神奈川県 50代 仕事で何度か行きました。風情のある街並みが印象に残りました。これからも良い街づくりに頑張って下さい。
愛知県 60代 毎年楽しみにしています
東京都 60代 文化財を大切にお守りください
千葉県 40代 頑張れキララトゥーリマキ風力発電！！
東京都 40代 妻が出雲出身です
長崎県 40代 出雲市に行って、とてもいい所だったのでこれからも出雲市のいい所をどんどんアピールしていって下さい。
京都府 40代 母の故郷です 大好きな町がいつまでも美しくあってほしいです
埼玉県 30代 応援しています！
大阪府 50代 日本のために意義ある素晴らしい農産品を作る団体を応援していただくことをお願いいたします。
東京都 40代 ２、３年に一度は出雲市を訪問しています。より良い町になりますよう応援しています。
北海道 50代 一度出雲市へ旅行に行ってみたいです。

静岡県 60代

今年の夏、出雲大社をはじめ、家族で島根旅行をさせて頂きました。初めての山陰旅行でしたが、
とても楽しい思い出がまた一つ増えました。是非また伺いたいと思っています。 今年、家を新築することになり、
積水成型工業さんの置畳を是非使いたいと思っていたところに、積水成型さんが出雲市にあることを知りました。
これも大変なご縁であると強く感じました。ふるさと納税をさせて頂きます。
出雲市の観光と産業の振興にお役立ていただければ幸いです。

京都府 60代 豊かな自然が長く続きますように。
福岡県 50代 出雲の国が永遠に維持できますようお祈りしております。
東京都 20代以下 少ないですが、活用してください！
埼玉県 30代 以前旅行で訪れた際に、 地元の方々にとてもよくして頂きました。 これからも魅力的な街づくり頑張ってくださいね。
東京都 70代以上 出雲市の益々の発展を期待しています。
東京都 70代以上 ふるさと出雲市の発展を期待しています。

静岡県 60代
出雲には何度か観光に出かけています。とてもよく、今度は娘、息子と来たいと思っています。
今後の発展を祈念いたします。

埼玉県 未選択 更なるご発展を応援しています。
奈良県 未選択 将来を担う子供たちの健全な育成に役立てていただければ幸いです
京都府 50代 子供が生き生き育つ自治に活用してください。
東京都 50代 頑張って下さい。

大阪府 50代
私共の長男は、島根大学医学部で学ぶ学生であり、住民税をお支払いしておらず、心苦しく感じております。
少しでも出雲市のお役に立てるならばと考え、寄付をさせて頂きます。

東京都 60代 出雲の自然と食べ物が大好きです。 のんびりゆったりとした故郷を皆様お元気で守って下さい。
埼玉県 30代 これからも発展していかれることを、心より応援しております。
愛知県 30代 出身地を応援します！
東京都 40代 高齢者の方が住みやすい街づくりを頑張ってください。
東京都 50代 出雲の観光振興の益々のご発展を願っております！
京都府 50代 いつも応援しています！
広島県 70代以上 縁結びの神社出雲大社に若者が集まり出雲市が大いに活気ずく事をこめて
埼玉県 50代 ふるさと・出雲の子供たちのために役立ててください。
三重県 70代以上 高齢者福祉をお願い致します。

神奈川県 50代 出雲市のますますのご発展をお祈りしています！
長野県 50代 わずかですがお役にたてればと思います。
北海道 未選択 応援しています！
東京都 50代 応援しております。
東京都 40代 昨年お邪魔しました！いたわかめおいしかったです
東京都 40代 子育て支援事業を応援します。

大阪府 30代
出雲市で生まれ育ちました。今は離れて暮らしていますが、いつも故郷を大切に思っています。
僅かですがお役に立てればと思います。

東京都 70代以上 ほんの少しですが、お役に立てればと思います。
静岡県 50代 出雲市に20年間住んでいました。出雲市のさらなる発展を応援したい。
千葉県 60代 島根の活性化をお願いします。
岐阜県 40代 出雲大社を先日参拝させていただきました。 よりより市になるよう、がんばってください。

神奈川県 50代 ふるさと納税を、福祉の向上に役立てて下さい。
京都府 60代 以前住んでた出雲市がいつまでも素敵なところでありますように。
群馬県 50代 旅行に行きたいです。
東京都 30代 出雲の観光地としての魅力をもっと都市部にアピールしていってください。応援しています。
茨城県 60代 産業振興を応援します。
愛知県 40代 出雲の文化気に入ってます。
東京都 40代 歴史と文化豊かな街づくりに役立ちますように。
大阪府 50代 出雲は大好きで、30回以上行ってます。魅力をさらに高めていって下さい。
愛知県 70代以上 美味しいスイートパーシモン大好きです。今年も楽しみです。
新潟県 50代 子供は宝物。子供の笑顔を大切にしてあげてください。

鹿児島県 未選択
学生のころ、出雲大社と島根ワイナリーに行ったことがあります。予算等、大変厳しい状況だと思いますが、
応援しているので頑張ってください。

佐賀県 50代 皆さんの感想を読んで決めました。今から、どんな味なのかが楽しみです！

茨城県 30代
先月久しぶりに出雲に帰省しました。 以前よりも活気のある街の様子 変わらない自然や文化 出雲は
本当に良いところだなと改めて感じました！ 次に出雲へ帰省するのを楽しみにしています。

北海道 60代 子供は宝です。
東京都 40代 応援しています！
佐賀県 60代 出雲市の経済発展を応援します！
京都府 40代 バイパスできて帰省しやすくなりました継続して道路整備もお願いします 鳥取との連携強化でお願いします

兵庫県 70代以上
私たち夫婦は島根県の出身で、何かと故郷のニュースには敏感に反応しています。１年に１回程度の帰省ですが
やはり温かくていいですね。初めてのふるさと納税に出雲市を選びました。頑張ってください。

静岡県 60代 応援してます
大阪府 50代 行きたいな、と思えるまちです。

神奈川県 50代 出雲市のますますのご発展をお祈り申し上げます。
大阪府 50代 神々の国出雲に相応しい街づくりを応援しております。

神奈川県 40代 母の地元なのですが、小さな子供たちで賑わうと嬉しいです 頑張ってください



東京都 40代 出雲大社にパワーいただきました。

東京都 30代
出雲大好きです！誰もいない鵜峠の砂浜に佇んでいると、タイムスリップしたような懐かしさがこみ上げてきます。
息をのむ出雲の光景を誰かと共有したい気持ちが止まりません。これからも応援してます。

東京都 40代 超トマト美味しい！
大阪府 40代 出雲はまだ行ったことがありませんが、 ずっと気になってる場所です。 ぜひ、今度行ってみたいです。
東京都 30代 旅行で行き、出雲が大好きになりました。応援しています。
兵庫県 50代 どこの自治体でも高齢者が多いので、外出に不自由しないように援助をよろしくお願いします。
高知県 40代 次世代の育成に力を入れて頂けるよう願っています。
熊本県 30代 5年住んだ第2のふるさと、島根のますますの発展を遠い地より願っています。
京都府 30代 去年も寄付しました。頑張って下さい。
東京都 50代 先日、旅行で出雲市を伺いました。すごく素敵な町でした。応援してます。
埼玉県 40代 出雲大好きです！ 高齢者にやさしいまちづくりをよろしくお願いします
東京都 50代 いつも楽しみにしています。

神奈川県 60代 島根出身です。いつも応援しています。
東京都 50代 出雲には価値の高いものが多いと思います。
福岡県 60代 以前もお願いしとても美味しいです
東京都 30代 応援しています
大阪府 20代以下 がんばって出雲をもりあげてください。
大阪府 40代 出雲市の発展を応援しています！
大阪府 30代 サンシャインマスカット楽しみにしてます。
東京都 60代 高齢者にも住みよいまちづくりに努めていただきますよう、お願いいたします。
北海道 50代 貴市の農業を、遥々北海道から応援します！　特に「そば」！！ 頑張ってくださいね！
栃木県 40代 いづも頑張ってください！

福岡県 40代
何度行っても立派な出雲大社。古い周辺の民家の雰囲気もいいです。大事に丁寧な暮らしをされているのでしょう。
出雲大社前の無料休憩所のマッサージチェア良かったです。 結婚式で利用したレンタル衣装の呉服屋さんもとても気に入り。
七五三も出雲でしたいくらいです。 いつまでも変わらぬ歴史的景観を期待してます。

埼玉県 40代
母の郷里が出雲市で何度も訪れています。とても好きな地域で、今でも友人との旅行で寺社や温泉を楽しんでいます。
これからも豊かな自然と歴史を大事にしてください。

神奈川県 60代 母親の出身地です。私も懐かしい思い出ばかりです。 地方創生の時代です。頑張って下さい。
埼玉県 50代 先日、初めて出雲大社に行き、出雲そばを食べました。とても美味しかったです。出雲市の益々のご発展をお祈りいたします。
東京都 未選択 応援してます
兵庫県 40代 一度だけ出雲大社に行き、おそばを食べた事があります。美しい自然と壮大な出雲大社に感動しました。頑張ってください。

神奈川県 50代 去年、海外に住む親戚にも大変喜ばれました。 簡単で保存もでき、美味しいので助かります。 楽しみにしております。
大阪府 40代 寄付させていただきます。出雲市発展のため 少しだけでもお役に立てればと思います。
大阪府 50代 大好きな出雲市、応援しています。
京都府 60代 出雲市の子育て、教育を応援します。

神奈川県 50代 子育て世代応援しています。
兵庫県 未選択 これからも地域の活性化に頑張って下さい！
茨城県 50代 出雲市が益々良い町になる事を祈っています。
東京都 60代 第二のふるさと出雲を応援します

東京都 50代
出雲市の出身ではありませんが、出張や観光で訪れたことがあり、魅力的な地域と思いました。
持続可能な社会を応援しています。

東京都 30代 いつも帰省の際出雲空港を利用しています。これからも頑張ってください。
大阪府 40代 少しですが子どもたちのお役にたてますように。

神奈川県 30代 産業振興に活用してください
北海道 60代 一度行ってみたい所なので応援します

神奈川県 50代 義母の実家です。祖母が101歳でお世話になっています。暖かい街づくりを応援します
東京都 60代 昨年出雲を訪れ、とても良いところで気に入りました。これからも応援してしています。

神奈川県 60代 自然環境保護に役立ててください。
鳥取県 40代 出雲は行くだけで元気になる気がします！ 大好きな場所なのでいつも応援しています。
京都府 60代 出雲そばは美味しい。

香川県 70代以上
昨年、出雲そばセットを申し込みました。出雲大社へも観光で行きました。地元発信の情報を多く流して下さい。
応援しています。

兵庫県 50代 魅力あるまちづくりを応援します。
栃木県 未選択 ますますの出雲の発展を祈念しています
東京都 50代 migusa応援しています。
東京都 50代 migusaをよろしくお願いします。

三重県 20代以下
夫の実家が出雲市で、年に何度か出雲市を訪問しており、大好きな市です。
歴史、文化、自然の豊かで素敵な土地をしっかりと守っていただけると幸いです。

東京都 40代 誰もが、もっと行きやすく、動きやすくなるように、公共交通機関を整備していただきたいです。市街地も郊外も。
神奈川県 60代 よいイメージ持っています。頑張ってください。

大阪府 30代
出身は大阪ですが、新卒で働いた初めての会社が島根にある会社でした。 大阪から島根に移住し、
数年は島根県民でした。 今は大阪に戻りましたが、島根は私にとって第二の故郷です。

広島県 70代以上 ご発展を念じております
福岡県 60代 今後とも出雲市の益々のご発展をお祈り致します。

神奈川県 50代
今年の返礼品のシャインマスカットが本当に美味しかったです。これからも品質の良い特産品の出荷が
できるように頑張ってください。応援します。

大阪府 50代 亡き父の生誕の地に寄付いたします。 古代より記された伝統あるこの地のさらなる発展を望みます。
北海道 50代 大学時代お世話になった出雲市、今も応援しております。

神奈川県 60代 出雲、大好きです。

神奈川県 60代

今年4月に、40年ぶりに出雲大社と其の周辺を訪れ、そこに住む人と住環境に大変良い印象を持ち、
この地が益々好きになりました。ふるさと納税も数年継続しております。多くの観光客へのおもてなしも、
地元住民の安定と安心の生活環境があってのことと思いますので、
特に、御高齢の住民の方々の日常生活を支える福祉活動に役立てて頂けると幸いです。

東京都 40代
出雲へ、2度遊びに行きました。 出雲大社も素晴らしかったですが、 名前は忘れてしまいましたが、
どこかの神社?で拝見した、神楽も素晴らしかったです。

大阪府 60代 神々が宿る出雲、大切にしたい地域のご繁栄をお祈りいたします。
東京都 60代 小泉八雲、出雲大社が大好きです。何度訪問してもいつも新しい魅力。　これからも伝統を大切にしてください。
岐阜県 40代 神話が好きで、出雲大社に何回か訪れたことがあります。日本の文化を大事にしたいと思います。
宮城県 50代 出雲大社など素晴らしい観光地のお役に立てればと思います。
東京都 60代 旅行で行って、いいところだと思いました。応援しています。
東京都 60代 子育てしやすい街づくりを応援したいです。



奈良県 50代
祖父母が鳥取在住で、祖父母の家を訪れる度に 毎年 決まって出雲大社を中心に出雲を訪問させて頂いていました。
懐かしく思い出します。出雲の素晴らしい自然と歴史が大切に守られる事を祈っております。

神奈川県 70代以上
島根に17年間通い続け特に日本の誇りである奥出雲の伝統文化の継承とそれを未来永劫に守る次世代が、
育まれます様に心から応援しています。

岐阜県 40代 神話の国、出雲の観光産業活性をお祈りしています。
愛知県 50代 学生時代大変お世話になりました。私の第二の故郷です。出雲の魅力をもっと発信してください。
東京都 未選択 少額ですが、より良い市政にお役立てください。
岡山県 60代 貴市のご発展をお祈りいたします．
大阪府 60代 出雲の魅力を守り続けてください
京都府 50代 母方の祖母の出身地が出雲市でした。出雲そばを通じて縁を感じたいです。
福井県 50代 島根県は父の故郷です。発展されることを祈っています。

神奈川県 40代 がんばれ出雲
徳島県 70代以上 美味しいブドウを作り続けてください。
千葉県 50代 少しでもお役に立てれば幸いです。
長野県 70代以上 私達も田舎に住んでいて、オンデマンドの乗り物等、高齢者のための交通機関整備を期待します。
愛媛県 50代 国産菜種油応援します。日本の食文化を守って！
北海道 20代以下 出雲大社をはじめ、文化財の保護を通じて魅力溢れる街にしてください！
大阪府 未選択 子どもたちの健やかな成長のために使って下さい
埼玉県 40代 頑張ってください
岡山県 40代 出雲が素敵になれば＾＾
兵庫県 30代 高齢化が進む中、大変なことはたくさんありますが少しでもお力になれたらと思います！
埼玉県 40代 頑張ってください
東京都 60代 松江市出身です。応援しています。
大阪府 50代 先祖の出身が出雲で先日出雲へ行ってきました。とてもいい街でした！街の発展を祈念しております。
東京都 50代 日本一、宍道湖のシジミ。

神奈川県 40代 初めての出雲そば　楽しみにしています！
兵庫県 40代 頑張ってください
東京都 50代 頑張ってPRしてほしい。出身者です。

神奈川県 60代 素晴らしい日本の心の故郷として、応援いたしております。 
北海道 40代 故郷に住む両親が安心して暮らせますように。
大阪府 50代 出雲大社と宍道湖をいつまでも守ってください。
富山県 40代 18年間育ててもらった両親や出雲のために少しでも使って下さい。
香川県 60代 活力のある魅力的なまちづくりを応援します。
東京都 40代 出雲発展を祈っています
滋賀県 30代 旅行で何度も訪れました。 ステキな街なので、また行きたいなぁと思っています。
東京都 40代 いつもおいしいそばを食べさせていただいてます。 本場の出雲そばも気になりますね。
静岡県 30代 頑張ってください！
大阪府 50代 応援してます！
愛知県 40代 有名な出雲大社など、発展に繋がればよいと思っています。まだ、行った事がない件なのでこの機会に行きたいと思っています。

千葉県 50代
出雲大社へお参りしたことにより、今年５月に娘が結婚することができました。少しですが、
引き続き、観光産業等にお役立ていただきたいと思います。

千葉県 70代以上 風光明媚な環境がいつまでも続くよう願っています。
宮城県 50代 一度は旅行してみたい場所の一つです。
東京都 30代 我が国の神話のふるさと「出雲」を、応援しています！！

神奈川県 40代 いい街づくりに使ってください
熊本県 30代 島根在住時に何度も行った神々の國、出雲。 大好きです！ 離れた地から今後も応援しています！
愛知県 30代 今は他県で生活していますが、いつか出雲へ戻りたいと思っています。 働きやすく住みよいまちづくりをお願いいたします。
愛知県 30代 出雲市出身です。 今は愛知で働いていますが、出雲に戻った際に住みよく子供が安心できる街づくりをお願いいたします。
三重県 50代 子供達の安全のためにに役立てていただけたらと思います
東京都 50代 出雲市は美味な食べ物が豊富にあると聞いています。 ふるさと納税の資金を産業振興に役立てていただきいと思います。
兵庫県 50代 以前旅行行きました。 いい所でした。頑張ってください、応援してます。
愛知県 50代 出雲の魅力を発信してください。
東京都 40代 頑張って下さい！
兵庫県 40代 島根医大卒のため出雲に住んでました。久しく訪れていませんが、また行きたいです。がんばってください。
東京都 50代 初めて申し込みます、シャインマスカット大好きで、こちらの味を体験したく申し込みました。 これからも頑張って下さい。
東京都 70代以上 貴市の一層の発展を祈念しています。
岡山県 50代 大学進学のため、息子が今春から出雲市居住となりました。出雲の皆様、どうかよろしくお願いいたします。
東京都 60代 今回初めてのご縁です。届くのを楽しみにしております。
愛知県 40代 縁結びの出雲大社を末長く維持するために頑張ってください。
広島県 50代 出雲市出身です

神奈川県 50代 がんばってください。
兵庫県 30代 一度は出雲に行ってみたいと思っています。先に出雲のお蕎麦を頂きます。
兵庫県 未選択 最近ワイン美味くなってきてますよね。応援してます。
大阪府 60代 この度は、出雲市の地域経済に微力ながら貢献出来ることを嬉しく思います。
埼玉県 60代 出雲市の歴史遺産を大切にしていただきたいです。
東京都 40代 神の国出雲、頑張ってください。
北海道 70代以上 応援しています。

東京都 40代
子供達が大好きなデラウェアを探していたらこちらのぶどうが美味しいという感想を読みました！
ぜひいただきたいのでよろしくお願いします。

栃木県 70代以上 景観の維持ご苦労様です。
神奈川県 40代 また行きたくなる観光地としてがんばってほしいです
東京都 30代 初めてのふるさと納税です。よろしくお願いいたします。
広島県 40代 出雲が大好きで1年に1回は必ず訪れています。
宮城県 50代 社会福祉へ役立てて下さい。応援しております。
北海道 40代 応援しています
東京都 30代 応援しています。

神奈川県 40代 毎年出雲大社に参拝させていただいております。 少しでもお役に立てれば幸いです。
神奈川県 40代 先月出雲大社に行きました。 大変すばらしかったです。がんばってください。
茨城県 30代 魅力がいっぱいあると思ってます。頑張ってください。

神奈川県 40代 後世に残る豊かな自然を。
東京都 50代 島根なでしこを応援します。
兵庫県 70代以上 出雲出身の知人と大変懇意にさせて頂いています。家族旅行もしました。出雲をとても身近に感じています。
東京都 60代 山陰のイメージアップにうまく取り組んでください。

神奈川県 50代 出雲にもう一度行きたいです
東京都 50代 神の国出雲を陰ながら応援しております。

神奈川県 40代 出雲の文化は日本の大きな基盤です。これからもよろしくお願い致します！



北海道 30代 いつか出雲大社前へ行ってみたいです。
宮城県 40代 地域に役立ててください
東京都 70代以上 結婚をしない人たちが増えているから、いいかたと出会えるように、縁結びをアピールしてください。頑張ってください。
東京都 70代以上 観光事業を通じて、出雲市の良さをアピールしてください。応援しています。
東京都 50代 結婚式を出雲大社で挙げました。 いつまでも魅力的な出雲市でありますように。
大阪府 20代以下 わたしは大阪出身ですが、両親の故郷です。 なんとなくいつも気になっている出雲市です！

神奈川県 30代 何年か前に、観光で出雲市を訪れました。 またゆっくり訪問したいです。
三重県 50代 わずかですが貴市のご発展を応援させてください
広島県 30代 頑張ってください。
愛知県 50代 ますます元気な出雲市になりますように応援します！
東京都 40代 がんばってください
大阪府 60代 これからの出雲の発展を願っています。
福岡県 60代 地方の頑張りに応援しています。フレーフレー！
愛知県 60代 出雲市を応援します。

神奈川県 30代 旅行で先日訪れましたが、自然豊かで歴史のある素敵な街でした。良さを活かした発展を願います。
東京都 50代 初めて寄付させていただきます。頑張ってください。
東京都 40代 少子化対策を
広島県 30代 頑張ってください。
愛知県 未選択 子供の未来を明るくしてください。

神奈川県 30代 これからも素敵な町、出雲を応援しています。
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
東京都 40代 祖母が暮らしています。 松江から人口を奪うくらい頑張ってください

神奈川県 70代以上 大社祈願して早10年以上、平癒お礼に行けていないのが、心残り。少しばかりだが今年もの思いです。
東京都 40代 日本の遺産と文化の継承と維持を応援しています
滋賀県 50代 推し！の　デラウェアのようで　届くのが楽しみです
東京都 50代 育てていただき有難う御座いました。
長崎県 40代 大好きな街です
青森県 50代 地域の発展を期待しています
岡山県 60代 学生時代から旅行しています。観光による地域振興に力を注いでください。
東京都 40代 応援してます。がんばってください。
北海道 50代 ３回ほど旅行で行きました。きれいな街で皆さん親切でした。街の発展や子供たちが生活しやすい環境になるようにしてください。
兵庫県 50代 スイムランIN多伎を応援します。
東京都 40代 何度か観光に伺いました。 美観維持してください
東京都 70代以上 島根県の知名度アップ
東京都 70代以上 歴史ある出雲市、ぜひ訪れたいと思っております。
長野県 50代 僅かですが、市政にお役立てください。
奈良県 60代 今後とも、頑張って下さい。

神奈川県 50代 これからも美味しいトマトを作りつづけてください
新潟県 30代 出雲大社に参拝し結婚できました。新婚旅行に訪れたいと思います。
千葉県 30代 出雲市の発展を期待しています！！  がんばれ！！ＩＺＵＭＯ

神奈川県 未選択 初めて寄付しました。子供たちもデラウェアが大好きなので届くのが楽しみです
神奈川県 40代 出雲のデラウェアは美味しいです。
大阪府 50代 毎年寄付金の返礼品でデラウェアいただいています。昔出雲市に住んでいたので、懐かしくいただいています。
東京都 30代 地域発展に使ってください。
兵庫県 40代 楽しみにしております。 頑張ってください！
東京都 40代 出雲大社に行ってみたいです！ 歴史建造物を守るために使って下さればと思います。
兵庫県 60代 出雲市を応援します。

山口県 40代
毎年、デラウェアをいただいてます。他県やスーパーの島根県産のデラウェアをいただいても正直あまり美味しくないです。
子どもたちも毎年楽しみにしています。農家の方々毎年ありがとうございます。

大阪府 50代 観光する所が多くていい所です 奥出雲のマラソンも出ましたがエイドも最高でした
埼玉県 70代以上 頑張れ出雲市
東京都 40代 先日も「あめつち」に乗って、出雲を訪れました。もっと多くの観光客が訪れていただけるよう、寄付をご活用ください。
東京都 40代 観光で何度か訪れました。 いつ行っても楽しく満足してます。

神奈川県 50代 これからは、女子もプロ化して全国区になってほしいです。女子サッカーを応援します。
大阪府 70代以上 出雲の自然と観光の融合に期待します。
大阪府 60代 応援しています。頑張ってください。
宮城県 60代 次世代の子供を立派に育てるために微力ながら支援したいです。
大阪府 未選択 美味しいイチジク製品がもっと流通しますように応援しています。
茨城県 70代以上 地方創生と観光に注力してください
東京都 50代 出雲の活性化に貢献できれば幸いです
東京都 60代 出雲大社に行きました。応援します。

神奈川県 40代 頑張って下さい
大阪府 60代 いつも応援しています
大阪府 50代 今回山に海に温泉と素晴らしい環境を体験させていただきました。この環境を是非維持していただきたいです。
東京都 50代 出雲市には不思議と縁があるようです
埼玉県 40代 応援してます。頑張ってください

東京都 30代

５年前に初めて出雲市へ伺いました。式年遷宮を終えた出雲大社へお参りさせて頂き、
翌年には仕事の関係で新たなご縁がたくさんでき、それらはいまも続いています。今回、たくさんのご縁を与えて下さった
出雲大社を構える出雲市へ、ふるさと納税を通じて微力ながら
支援をしたいと思っております。新たな元号である令和を迎え、出雲市のますますのご発展を願っております。

愛知県 60代 応援しています。
静岡県 30代 応援しています。
東京都 50代 頑張ってください。
東京都 60代 歴史的まちづくりを応援いたします。
愛知県 60代 トマト日本一の味だと思います
東京都 50代 いい街を創ってください
大阪府 70代以上 少しですが、役立ててください。
東京都 70代以上 頑張ってください。

東京都 30代

もっと出雲市の魅力をたくさんの人に知ってもらえるように、文化財の保存・管理をしていただきたいです。
私自身、現在は東京に住んでおりますが、
合併前の出雲市で育ちました。親元が斐川町で、今もよく帰省しています。 子どものころと色々変わってきていますが、
やはり地元が大好きです。 これからも、出雲という素晴らしい場所、魅力的なまちでありつづけてください。
 少しでもお役に立てることを願い、ふるさと納税をさせていただきます。

東京都 70代以上 毎年美味しいシジミをいただいております。応援しています。

愛知県 60代
昨年出雲大社を訪問しました。そばも食べ玉造温泉へーいきました。次は足立美術館へ行きたいです。
応援しています。トマトは一番美味しいです



大阪府 50代 頑張ってください。
愛知県 40代 祖父母が眠る地、出雲市のさらなる発展を期待しています

愛媛県 70代以上
お世話になります。 今までいろんなところからトマトを贈っていただきましたがこのお味ならリピートです。
なかなか気に入ったトマトに出会えませんでした。

東京都 60代 故郷出雲を応援してます。
東京都 50代 アクセスの確保をお願いします。
奈良県 60代 出雲大社、素晴らしいです。大切にしてください。
愛知県 40代 毎年、美味しい麺を楽しみにして申し込みをしています。これからも、頑張って作って下さい。

神奈川県 20代以下 出雲市が大好きです。頑張ってください。
岐阜県 70代以上 子供たちに届きますように！
千葉県 60代 町の発展にご尽力願います。

神奈川県 40代 出雲に訪れた日の事がとても良い思い出になっています。これからの発展を応援しています。
静岡県 40代 応援しています。がんばって下さい。


