
応援メッセージのご紹介  [2021年分]
全国の皆様から、ご寄附と共に、あたたかい応援のメッセージをたくさんいただきました。心より感謝申し上げます。
2021年1⽉1⽇〜2021年12⽉31⽇までのご寄附の申込み時に頂戴した応援メッセージの⼀部をご紹介します。
＊公開のご了承をいただいたメッセージのみ原⽂のまま掲載させていただきました。

メッセージ
厳冬、コロナ禍ですが、⾏政頑張って下さい。
34年前、製品の品質問題対応のため全国をお詫び⾏脚をしていました。⾟い仕事でしたが、浜⽥市では他とは違い、ほとんど⽅々が温かく接
していただけました。
コロナで⼤変ですが頑張ってください︕
今年はコロナに厳寒ですね。でも、明けない夜はない︕
応援しています︕ 頑張ってください。
いつも美味しいのどぐろを、ありがとうございます。
浜⽥市のみなさん、みかんの⾥から応援しています♥
コロナで⼤変ですが頑張ってください。
少額ですが、お役に⽴てればうれしいです。
⼤変な時期ですが頑張って下さい。
おいしいお魚楽しみにしています。
毎年応援しています︕

家内の出⾝地である浜⽥にいろいろ思い出があり、毎年寄付させていただいております。僅かですが⾼齢者福祉などに役⽴てれば幸いです。

若い世代が安心して暮らせる街づくりをお願い致します。
浜⽥市 頑張れ�

何時もおいしい返礼品有難うございます。
新型コロナウイルスの猛威が収まりません。皆様、どうかご自愛下さいますようお願い申し上げます。
浜⽥市ガンバレ︕︕︕応援してます︕︕︕
市内で⼀⼈暮らしをしている祖⺟は、地域の皆様のお陰で今年も元気に暮らしています。本当にありがとうございます。
医療機関への公的援助を期待しています。
浜⽥市の益々のご発展を祈念いたします。
毎年応援してます
いつも美味しいのどぐろありがとうございます。毎年楽しみにしてます。
コロナ中頑張ってください。コロナに負けない町になってください。
浜⽥市の穴子は初めてです。楽しみにしております。
有名になって下さい︕
あんこう鍋を⾷べるのははじめてです。評判の良いコメントが多いので⼤変楽しみにしています。
毎年の恒例です。役⽴ててください。
わずかですがお役⽴てください
伝統芸能をますます発展させてください。
新潟から応援しています。３度目のリピです♪か
コロナ禍が落ち着いたら、また島根へも旅⾏したいです。海の幸、伝統芸能、どれも楽しみです。特に⽯⾒神楽が⼤好きです。応援していま
すので、次世代への継承をお願いします。
⽯⾒神楽の伝統芸能を絶やさず発展させて下さい。コロナ禍で今年は残念でしたが、毎年京都の松尾⼤社節分祭での舞を楽しみにしていま
す。素晴らしくいつも感動してます。
浜⽥市は⾼校生の時にお世話になった思い出の地です。ありがとうございます。
浜⽥市⻑様、コロナ禍でどの産業も困難な状況ですが、ぜひ浜⽥市⺠のために使ってくださいますように。
これからも子供達が幸せに過ごせる街作りをお願いします。
コロナ禍が終息したら遊びに⾏きます
我が国では都市圏、特に東京圏への⼀極集中が進み、⽇本海側を中心とする地域の経済・産業や⽂化、伝統までが衰退の⼀途をたどっていま
す。 昨今の新型コロナウイルスの拡⼤により、東京圏から感染拡⼤がその衰退に⼀層拍⾞をかけています。将来の⽇本の発展・進歩を継続
するには、地⽅の振興・活性化がなによりも必要と考えており、特に⽔産・農業を主⼒とする浜⽥市にはわたしたちの⾷⽂化をこれからも⽀
えてほしいと願っています。誠に細やかではございますが、ここに寄付をさせていただきます。
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。
子供達の事で使ってください。
益々のご発展をお祈りしております。
なかなかコロナでいけませんがまた⾏きたいと思います。
美味しいもの、ありがとうございます。
ふるさと納税はずっと浜⽥市です︕柳さんとお魚の⼤ファンです。
コロナが落ち着きましたら、またお伺いさせて頂きますね︕楽しみにしています︕︕

1 ページ



メッセージ
萩から出雲へ電⾞で移動するとき通りました。海岸線を眺めていると良い気分になったのを思い出します。頑張ってください。
安心安全自然の恵みたっぷりの地物商品をこれからも守ってください︕
いつも美味しいノドグロを楽しみにしています︕
松葉蟹、楽しみです。応援しています︕
浜⽥⾼校出⾝です。浜⽥市のご発展を祈念しています。
竹島を擁する島根県。応援しています。
発展を祈念します。
発展を応援します。
妻が浜⽥市出⾝です。コロナで1年半帰省ができておらず、帰れる⾒込みもまだ⽴たないため、自宅で浜⽥の特産品を味わわせていただきま
す。コロナの影響は⼤きいと思いますが、これからも寄付しますので頑張ってください︕
応援しています︕
コロナ感染対策を万全に 苦境を乗り切ってください
伝統⽂化、保存がんばってください。
子どもたちのために使ってください。
毎年応援しています。コロナで⾏けませんが、少しでも地域貢献できたら幸いです。
厳しい時ですが頑張ってください
世界中でコロナが流⾏し、⼤変な思いをしている⽅もいると思いますが、⼀緒に乗り越えていきましょう︕
浜⽥がんばれ︕
子供たちの教育活動を応援します。
遠くからですが応援しています。わずかですが、ご活用ください。
応援しています。
道路整備の⾜しにしてください。
乗り越えましょう
今こそ⽥舎の時代。がんばれ島根。⽇本で唯⼀コロナ死者のない県。
いつも美味しい農産物、海産物を関東へ流通させていただき、ふるさと納税では、特産品をお送りいただき感謝しております。浜⽥市のご発
展を応援しています︕
いつも美味しいのどぐろを有難くいただいています。これからもよろしくお願いいたします。
乗り越えましょう
⾼齢者や年⾦だけで生活している⽅々が⼀⼈でも多くお⾦に困らないようにしてあげてください。
乗り越えましょう
珈琲、美味しいです。リピートしてしまいました︕
のど⿊が⼤好きなので、これからも良い商品を開発してください。応援しています︕
のど⿊が⼤好きです︕これからも良い商品を開発してください︕これからも応援しています︕
応援しています︕これからも頑張ってください。
子育て世代を応援してください。
みんなで頑張っていきましょう。
コロナ禍が⻑期化しておりますが、皆さんで頑張って活気ある街造りされること、応援いたします︕
のどぐろを3回目のリクエストです。美味しいので引き続き返礼品としての維持をお願いします︕
頑張ってください。
地域の特産物を活かしたまちづくりの推進を期待
⽯⾒神楽⼤好きです。コロナ禍ですがたくさん公演できるように頑張って下さい
⽴派な市だと思います。これからも頑張って下さい。
応援します、頑張ってください。
コロナが収束したら是非お伺いしたいです。
山陰の自然を生かし⼈口の増加に期待したい
浜⽥市頑張って下さい。
毎年お世話になっております。最近浜⽥市にあります地球堂模型さんを知り、より浜⽥市に訪れてみたくなりました。益々の発展を心よりお
祈り申し上げます。
浜⽥を応援することを忘れていましたすみません。
少額ではございますが、市政にお役⽴て下さい。
地域の魅⼒をこれからも届けてください︕
歴史と自然に恵まれた浜⽥氏を発展させてください

浜⽥市はふるさと納税制度から、地域を盛り上げようとする気持ちがあふれているのがわかる地域のひとつです。私の中ではトップ１０に
⼊っています。それと⽐例し地域が発展されることを願っています。ふるさと納税で応援し続けます。

リピーターです。毎回期待に応えていただける喉蔵に安心してお願いできます。美味しいものを美味しくいただけますよう頑張ってくださ
い。
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がんばれ浜⽥市
お魚が美味しいですね︕埼⽟は海が無いので、漁業関係の皆様、これからも頑張って下さい(^o^)
いつも美味しいのどぐろをありがとうございます︕楽しみにしています︕︕
できる限り早く発送をお願いします。
頑張ってください︕
市にお役⽴て出来たら幸いです。
⺟の故郷で毎年祖⽗⺟のお墓参りに年1回⾏かせてもらってます。毎年応援させてもらってます。
コロナの感染者を低く抑えている貴市市⺠の取り組みに敬意を表します。
浜⽥市の益々のご発展を祈念いたします。
今は⾊々と⼤変だと思いますが、お互いに健康には気をつけましょう︕
応援しています。頑張って下さい。

昨年、初めてイチジクを頂き、あまりの美味しさに感動しました。うめたに農園さんの真摯な取り組みに心から感謝しております。いつまで
もお元気で美味しいイチジクを作って下さい。これからも浜⽥市を応援させて頂きます。

初めて寄付させていただきます。まだまだコロナに振り回されることになりそうですが、がんばってください。わたしもおいしいのどぐろを
いただいて、元気出したいと思っています。
より良い町作りに税⾦を活用してください。
いつも美味しいお米を送っていただきありがとうございます。
これからもおいしいノドグロをお願いします。
頑張ってください
同じ⽯⾒⼈です。
いつも美味しくいただいています。⾞で1時間少々なので、年に数回、遊びに⾏かせてもらっています。いつまでも素敵な町でいてくださ
い。
⽯⾒神楽を盛り上げましょう︕
浜⽥出⾝です。さらなる成⻑を期待しています。
浜⽥出⾝です。市⺠としてさらなる活性化を。
いつも美味しいカレイありがとうございます�コロナ禍で⼤変ですが、頑張ってください︕
たいへんな時ですが頑張りましょう
コロナに負けず頑張ってください︕
今年も浜⽥市を応援したい︕コロナに負けず、明るい未来を子供たちに残していきましょう︕︕
頑張って下さい。
コロナ禍ですが頑張っていきましょう︕︕
初めて寄付させていただきます。定年になり時間ができたら島根に⾏ってみたいと思っていたのですが、コロナでしばらく先になりそうで
す。皆様も健康に気をつけて、お仕事がんばってください。
以前 何度か寄付させて頂きました。ノドグロ 美味しく頂きました。今回は主⼈名で申し込みします、⼜美味しく頂けることを心待ちにして
おります。⽔産業界⼤変ですが、頑張ってください。
美味しいお魚、待ってます
ふるさとの発展を応援します
コロナの中いろいろ⼤変でしょうが頑張ってください
浜⽥市の子どもたちが、伸び伸びと元気で頑張って過ごせますように︕

ナマケモノ珈琲を知って興味が出て、昨年、北海道から浜⽥市にあるお店まで伺いました。⾷べ物も美味しかったです。

ケンボロー最⾼︕
環境保全に役⽴ててください
コロナが収束したら、遊びに⾏きます!
新型コロナに負けないでください
楽しみです︕頑張ってください︕
居酒屋やレストランは原則禁煙にしてください。
ノドクロ楽しみにしています

コロナ禍で⼤変な時代ですが、未来に向け頑張ってください。子供たちが、夢を持てる町づくりを期待しています。

美味しいお米を作ってください、⼩さい子供の教育に役⽴ててください。
美味しいお米を楽しみにしてます。
少しですがお役に⽴てれば幸いです
風光明媚な自然をいつまでも守ってください
今年も楽しみに待ってます︕
毎年楽しみにしてます︕
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メッセージ
頑張ってください
祖⽗⺟宅が⾦城町で思い出がたくさんあります。豊かな自然、おいしい⽔を後世にも伝えて頂きたいです。⾼齢化、過疎化が進んでいるとは
思いますが、これからは⽥舎が⾒直される時代になると思います。頑張ってください。なかなか⾥帰りできないご時世ですがふるさと納税で
の応援で愛を伝えます。
コロナ禍に負けずに頑張って下さい。茨城県潮来市潮来⽔郷の町より応援しています✨

乗り越えましょう
浜⽥港で揚がった美味しいお魚をいつも楽しみにしています。
以前、島根県浜⽥市にて勤務し、お世話になりました。浜⽥市の益々の発展を祈念しております。
今年もコロナで帰省自粛のため帰れません。。寂しいのでワクチン接種等に役⽴ててください。
浜⽥には良く遊びに⾏ってました。神楽は昔から⽥舎で観てました。とても⼤好きです。
応援してます︕
美味しいお魚、有難うございます。
毎年こちらのお米を注⽂しています。他のどのお米より美味しいです。いつもありがたくいただいています。これからもよろしくお願いしま
す。
浜⽥市の益々のご発展を祈念いたします。
浜⽥⾼校昭和28年卒業の８７歳です。頑張ってください。
毎年応援しています
・久保⽥市⻑ご声援申し上げます。
いつも応援しています。
いつもは柳⽔産の「この男・・・」が⼤好きでリピートしています。お米も以前よく頼んでいましたが、今回、つや姫で探していたら、やは
り浜⽥市で出ていたため、ご縁を感じ、山形でなく島根県浜⽥市のものにしました。出⾝も住まいも縁もゆかりもなく、⼀度も⾏ったことす
らないのですが、柳⽔産の⽅々とお魚の配送などで定期的に電話をくださってお話させていただくこともあり、なんだか第⼆の故郷のような
感じがしています。これからも応援しますので、⼟地の魅⼒をどんどん開発して発信していってくださいね︕
⺟親の生まれ故郷です。頑張ってください。
若者がんばれ
海産物関係者の⽅、頑張って下さい。
コロナウィルス対策が⼤変だと思います。十分にお気を付けください。
いつも美味しい特産品をありがとうございます︕感謝しています︕
浜⽥市は⺟親の実家があります。浜⽥市を応援してます。
毎年のどぐろを購⼊して、地域を応援させていただいております。今回も応援させていただきます。
コロナ前に旅⾏で訪れた時に⾷したのどくろの美味しさが忘れられません。微⼒ですが応援しています。コロナ禍で⼤変な状況が続きます
が、自治体の皆様、お⾝体ご自愛ください。
元気農業を浜⽥市から発信してください︕
コロナ禍、何かと⼤変な生活を送られていることと思います。⼩さな子供からお年寄りまで皆さんが健康で笑顔あふれる生活を取り戻される
ことを願っています。
未だにコロナが終息出来ておりませんが、頑張ってください。
のどぐろ漁を応援しています︕
コロナにまけるながんばって
コロナで⼤変でしょうが、おいしいお米をもらえるのは、うれしいです。ありがとうございます。
微⼒ながら応援します。
コロナで⼤変な時期ですが頑張るしかないでしょう。
子どもたちのために使ってください。
コロナの中、⼤変な状況にあるかと思いますが、少しでも浜⽥市の振興にお役に⽴てればと思います。
コロナで⼤変だと思いますが、頑張ってください。微⼒ながら応援します︕
まちづくりに頑張って下さい。
浜⽥は広島から⾞で観光出来るので、お気に⼊りの町です。頑張って下さい。
応援してます。
⽗の⽇のプレゼントに使わせて頂きます。
微⼒ながら応援させていただきます。
新型コロナウィルス感染や自然災害に負けず、美味しいもの作りや伝統のもの作りに頑張って下さい。
皆様のお役に⽴てれば幸いです。

⼤変な時期ですが、良いものを作り続けられるよう僅かですが寄付させていただきます。頑張って乗り切れるよう応援します。

コロナウイルスに負けないで頑張りましょう︕もう少しの⾟抱です。
ガンバレ
少しですが、お役⽴てください
⾼齢者のすみ良い町作りをお願いいたします
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メッセージ
島根県は自分の第⼆の故郷県です。応援してます。
40年位前になりますが、当時スキーブームで国道９号線経由で浜⽥市から⼤佐、芸北へと懐かしく思い決めました。
コロナの影響で米農家も⼤変かと思われますが、少しでも⼒になりたいと思い、寄付いたします。
以前も美味しい魚などをいただきました。
⼤変なときですが、がんばってください。これぐらいしか⼒になれませんが、みなさんの生産されたお米を⾷べて家族みんなで⽇本の農業を
応援していきたいです。
友⼈の出⾝地と聞いてます。⽥舎だがのんびりしていいところだとのこと。⼀度伺ってみたいと思ってます。
返礼品に⼀層の頑張りをお願いします。
応援いたします。
⾼級魚と言われまだ⾷べたことが無いのどぐろを今回注⽂します。楽しみにしています。
美味しいノドグロと言えば浜⽥市。毎年、楽しみにしています。
早く届いてびっくりしました。もう1回申し込みます
コロナと戦う医師のために使ってください
子育てのしやすい街づくりに役⽴てて下さい。
頑張れ
「シーライフ」ののどぐろは以前にもいただきましたが、とても美味しかったです。今回もチャレンジ商品として楽しみにしています。
⽇本海の素晴らしい海の幸と美味しいお米を守り続けてください。これからも浜⽥市を応援します︕
⾼級魚と言われまだ⾷べたことが無いのどぐろを今回注⽂します。楽しみにしています。
コロナの中、⼤変でしょう頑張ってください。
貴市は私の生まれ故郷です。幼少期以来、訪れたことはありませんが、きれいな海と山の想い出が、心に奥底に眠っています。感染症終息の
折りは、家族とお伺いしたいと考えております。コーヒーを頂いて、いつか来るその⽇に思いを馳せたく思います
浜⽥市ののどぐろの⼤ファンです。応援してます︕
コロナに負けないで頑張ってください。
いつも応援してます。
いつも応援してます。
コロナが落ち着き、自由に動けるようになれば、すぐにお伺いしたいです︕
益々の繁栄をお祈り申し上げます。少額ではございますがお役⽴てください。
浜⽥市のさらなる発展を祈念いたします。
コロナに負けず頑張って下さい︕
コロナで、⼤変でしょうが、秋にはGOTOトラベルも、再開されて、経済が上向くはずです。希望を持ちましょう。
２度目の寄付になります。お米はつやつやで、炊きたては勿論、冷めても美味しいです。
地域の発展を祈っています
盛り上げてください
盛り上げてください
米子にいたときに、パルディアで、この豚⾁をみました。⾏けなかったのですが、おいしそうだったので、親に送りたいなと頼みました。頑
張ってください。
コロナの影響が⻑く続き、自治体のみなさんも本当に⼤変だと思いますが、少しでも休めるときに休んでください。コロナの終わりは必ずき
ます︕
浜⽥市の美しい自然保護をお願いします。
コロナに負けないで、お互いに頑張りましょう。
頑張って下さい。
毎年お世話になっております。品物は新鮮で美味しいので、益々貴市の発展を祈っています。
応援してます︕ コロナに負けるな︕
生産者の⽅々、コロナの不自由な環境の中ですが、頑張って下さい。応援しています︕
のどぐろ漁業を税⾦で応援します。美味しいのどぐろを、何度もリピートしています。
浜⽥市を応援します。
初めて浜⽥に納税します。
子供がのどぐろが⼤好きなので、今回申し込みしました。よろしくお願いします。コロナでどこも⼤変ですが、皆さんも気をつけて頑張って
ください。
いつも応援させて頂いております。浜⽥市のご発展にお役⽴て頂ければ幸いです。
のどぐろ以外の海産物の紹介が多数あったら嬉しいです。御市の当制度への前向きな取り組み姿勢は評価に値します。頑張ってください。
テレビでのどくろの⼲物作っている様子みました。とても美味しそうだったので楽しみにしています。コロナで東京からはなかなか⾏けませ
んが、落ち着いたら⾏きたいと思っている場所のひとつです。今後も地域の発展を願っています。
⽥んぼの写真がとてもきれいでした。いつか⾏ってみたいです。
引き続き、⽇本における⼀次産業の振興を、応援します。
⼤変な世の中が続きますが住みやすい街づくりを頑張ってください。
寄附⾦の使用は⼀任しますので、必要な事業に使って下さい(^-^)
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海外から、帰省して、1番⾷べたいのが、のど⿊です。よろしく、お願いします。
市の繫栄を祈ります
山陰地⽅のこの度の豪⾬災害に被災された⽅々にお⾒舞い申し上げます。皆さまのご無事をお祈り致します。頑張ってください︕
コロナに負けずに頑張りましょう。皆様のお役に⽴てれば幸いです。
毎年、ふるさと納税をさせていただいております。家族で品物が届くのをいつも楽しみにしています。
意志ある場所へ道は開く
⼤⾬での影響が少ないことを願っています。コロナで２年、帰省できていません。ふるさと⽇本海の美しい海が懐かしいです。頑張ってくだ
さい。
貴市の特性にあった、有効的な活用に期待しております。
微⼒ながら心より応援しております。
応援します。
⾚てんは⼤好物でいつも応援させていただいてます︕
子育てし易い街づくりを期待しています。
コロナ禍で⼤変ですが、みんなで協⼒し合って乗り越えましょう︕
以前ものどぐろの⼀夜⼲しを頼みました。とっても美味しく頂きましたので楽しみにしています。
頑張れ︕ 浜⽥市︕美味しい海産物で全国に元気をお届け‼
コロナに負けずがんばってください
お互いに頑張りましょう︕
コロナや集中豪⾬など⾊々ありますが頑張ってください。
中国地⽅たくさん⾬が降りました。⼟砂災害にも気を付けて、健やかにお過ごしください。
美味しいお米を生産されている⽅達へ、頑張ったください。応援しています。
おいしいお米作りを期待しています
浜⽥⾼校出⾝です。浜⽥市のご発展を祈念しています。
豪⾬に負けず、住⺠の安全を確保してくだい。県⼤の学生のフォローもよろしくおねがいします。
妻が浜⽥市出⾝です。コロナで2年半帰省できていないので、自宅で浜⽥の物を取り寄せいただいています。ワクチンを打ったら帰省しま
す︕
頑張ってください。
ノドグロは浜⽥市のふるさと納税が1番︕
コロナに負けず希望あふれる自治体となるよう応援します、頑張れ。
頑張ってください︕
コロナで⼤変だと思いますが、⼀緒に頑張りましょう︕浜⽥市を応援しています︕
応援しています。
自然・⽂化遺産を⼤切にしてください。
観光で訪れたとき、とてもよくしていただきました。いつも応援しています。
応援しています。
毎年応援しています。これからも続けます。
笹かれい⼤好きです。毎年頼んでいます。いつか浜⽥市⾏きたいです︕
頑張ってください︕いつも応援しています。
いつも応援させていただいております。頑張ってください。
信頼の上に成り⽴つ素敵な企画だと思います。
これからの時代を⽀える子供たちへの教育、福利厚生に役⽴てて頂きたいです。貴自治体様を応援していますよ。
応援します。頑張ってください。
少しでもお役に⽴てばと思います。頑張って下さい。
浜⽥はなつかしい思い出
息子が浜⽥市三隅町の皆さんに⼤変お世話になりました。少しでもお役に⽴てると嬉しいです。
⼤⾬⼤変でしたが、お互い頑張りましょう。
国の宝である子供のために使って下さい。
前回も頼みました。⼤変美味しいお魚感謝です。これからも漁業発展を祈っております。
浜⽥市がんばれ︕
ガンバレ
いつも美味しい⼲物ありがとうございます。応援していますので、これからも頑張って下さい。
貴市の発展を祈っています。
浜⽥市の益々のご発展を祈念いたします。
頑張って下さい︕
いつも応援しています。コロナに負けず地域の皆様が健康な⽇々を過ごせますように。
活性化頑張ってください︕
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子供の頃家に無花果の⽊があり⾷べ放題でした。今でも飽きずに⼤好きです。コロナ前に雄⼤な⽯⾒神楽を拝⾒しました。その感動に再び巡
り合える⽇を待ってます。
いつも応援しています。
浜⽥市⺠の皆様のご健康とご繁栄をお祈りしております。
頑張ってください︕
浜⽥市の自然を⼤切に安心安全な果物を楽しみにしております
頑張ってください。
台風等の自然災害に負けず豊かな自然環境や名所の保全に努⼒して頂きたい。私の仲の良い友⼈の故郷なので。
頑張ってください
がんばってください
⽇本の宝、美味しい魚を届け続けて下さい。
19年に観光で⽯⾒畳ヶ浦に⾏きました。絶景にとても感動しました。観光関係はいま⼤変だと思いますが、なんとか持ちこたえて欲しいで
す。またコロナが落ち着いたら⾏きたいと思っています。
美味しいのどぐろ、有難うございます。
浜⽥市の美味しい魚が届くのを楽しみにしています。コロナと⼤⾬で⼤変ですが頑張って下さい。
懐かしの⽯⾒、懐かしの浜⽥、酒も肴もうまいのう。
とってものどぐろ美味しい
コロナで遠出ができなくなり、近場の旭温泉に通うようになりました。浜⽥のふるさと納税で出会ったコーヒー屋さんから、直接購⼊するよ
うになりました。
コロナ禍で⾷品業者の⽅も⼤変だと思います。少しですが応援したいと思います。
以前自転⾞で訪れましたが良いところでした。穴子楽しみにしてます。
浜⽥市のますますのご発展を応援しております。
微⼒ではございますが役⽴てていただければ幸いです。
応援してます。
子育て世代に優しい町づくりに役⽴ててください︕
ｺﾛﾅが収束したら、⽑利、尼子の城跡と⽯⾒銀山にいきたいと思っています。
今年は山陰地区も⽔害で⼤変だったですね。負けずに地域振興に頑張ってください。
伝統芸能の継承のために、少しでもお役に⽴てれば幸いです。
浜⽥市の自然が好き、⼈が好き、イキイキした町づくりの発展を応援しています︕
応援しています。
祖⽗が島根の出⾝なので、コロナが増える前は旅⾏に⾏っていました。旅⾏に⾏けない分、こういう形で応援します。
いつも丁寧なご対応ありがとうございます。応援しています。
今回２回目のふるさと納税です。前回とても美味しくいただきましたので、また希望しました。地場産業の発展に頑張ってください。
いつも、のどぐろを美味しくいただいてます。ありがとうございます。
農林⽔産業の後継者育成をよろしくお願いいたします。
コロナや自然災害で⼤変な時ですが皆さんで活気有る街造りに頑張ってください‼
市⺠のために有効活用して下さい今後の浜⽥市の発展に寄与します。
リーピーターです。安心と期待ののどぐろこちらでいつもお世話になっております。スーパーでは手に⼊らないお品だけに楽しみは格別で
す。
応援してます︕
浜⽥藩士の末裔として
増々御市にあられまして、お子様が少しでも多くなり、御市が発展されますように。
コロナに負けないでがんばってください
島根⼤好きです︕︕おいしいものたくさん届けてください︕
これからも美味しい特産品を全国に届けてください︕
いつか、訪問してみたいと思います、応援しています。
今年もよろしくお願いします。
お忙しいところ対応⼤変ですが頑張って下さい。
コロナが落ち着いたら、⾏きたいです︕⼤変な時期ですが、頑張って下さい︕私も頑張ります︕
コロナが収まり県外の移動が解禁になったら、旅⾏に⾏きたいです。
美味しい⾷べ物を楽しみにしています。応援しています。
コロナ終息したら観光に⾏きます。コロナに打ち勝とう!!
がんばれはまだ︕
美しい自然をいつまでも。
頑張れ浜⽥市︕︕
浜⽥市の更なる発展を願っています。
子供たちのために豊かな自然を守ってください
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写真で⾒て良いところと、思いました。
浜⽥市応援します
妻が浜⽥市出⾝ですが、コロナで全く帰省できないので自宅で浜⽥市のグルメを楽しんでいます。のどぐろは家族全員⼤好きです。落ち着い
たら皆で帰省します。落ち着いたら皆で帰省します。これからも応援しています。頑張ってください︕
親戚が島根県にたくさん住んでいます。コロナで2年近く島根に⾏けていませんが応援しています︕
また旅⾏で訪れたいと思ってます。浜⽥の自然や海の恵みをお守りください。
頑張って下さい
島根の⽔産業を応援しています。
浜⽥市は私の昔の知り合いの出⾝で、今から40年近く前に⾏ったことがあり、懐かしいです。
前に何度かお願いしておりましたが、復活しました。 応援しています︕
子供たちにとって未来ある街づくりのためにお役⽴て下さい。
島根の浜⽥にはおととし⾏って、お世話になりました。少しでも山陰の応援もできるのであればと思います。
島根県に住んでいました︕応援しています︕
毎年応援しています。今年は2回目です。
海を⼤切に。美味しい魚をたっぷりと⾷べて応援します。
⽇本海の幸が美味しい街という印象があります。貴市の益々のご発展を祈念しています︕︕
のどぐろは浜⽥が⼀番︕
返礼品（お米）毎年おいしく頂いております。地域振興にお役⽴て願います。
微⼒ながら応援しております。
山陰には50年以上前に住んだことがあります。山陰に頑張ってもらいたいです。
今年2回目の応援をさせて頂きます。美しい貴重な棚⽥は、私の住む地域にはなく、これからも守っていただきたいです。
⽯⾒神楽⼤好きです︕子供の頃からずっと︕伝承してください�

祖先の国を応援します
⺟の故郷なので、いつも応援しています。コロナ禍が収束したら、娘を連れて岩⾒神楽をみにいきたいです。
以前、⺟が浜⽥から梨を送ってくれていました。懐かしく思い出して、ふるさと納税をもうしこみました。
私の⽗⺟が浜⽥市出⾝です。⼩さい頃は毎年夏休みに、両親の実家に泊まりに⾏ってました。浜⽥市は今も、とても思い⼊れがあります。コ
ロナなんかに負けないで前を向いて頑張っていきましょう。応援しています。
ハガキをありがとうございます。やっぱり好きなナマケモノ珈琲を飲みたくなりました。応援しています。
コロナ禍で⼤変な時ですが頑張ってください
毎年寄付させていただいています。応援しています。
総務省に屈するな︕
昨年もおいしいカニを頂戴しました。仲間も喜んでいました。今年も楽しみにしています。
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。
のどぐろの美味しさに何度もリピートしてしまいます。楽しみにしています。
⽔産業の発展を期待しています。
昨年も寄付させていただき、とてもおいしいお米をいただいたので、今年も寄付させていただきました。コロナが落ち着いたら家族で訪れて
みたいです。
特にありませんが、⽯⾒神楽の⽀援を宜しくお願い致します。
⽯⾒神楽は⼀度⾒てみたいです。
山間部の過疎化が進んでいる様ですので、是非とも若者が働ける場所を作り、安定した収⼊を確保するとともに魅⼒ある地域にして頂きたい
と思います。
コロナでなかなか帰省できないけど応援してます。
単純に⾏ってみたいです。
⼈材育成に⼒を注いでください︕
自然に保存のために寄付⾦を有効に活用されることを期待しております。そして、美味しいお⽔を送ってくださいね。宜しくお願い致しま
す。
がんばってください
奥さんの生まれ育った浜⽥の町、応援しています。
祖⺟が浜⽥住んでいましたが、昨年亡くなりました。今後もお年寄りに優しい街づくりをお願いします。
応援しています。自然保護に活用してください。
今回初めて申し込みます。コロナ渦の中、需要が芳しくないと聞いています。少しでも、生産者の⽅のお⼒になればと思い、今回、島根の特
産品を希望しました。これから冬場の漁場は厳しいと思われますが安全に⼤漁になることを願っています。
⽇本の綺麗な景⾊が今後も残って欲しいなと思います。
少額ですがお役に⽴てれば幸いです。
いつも美味しい⼲物ありがとうございます。応援していますので、これからも頑張って下さい。
⽯⾒神楽の維持・継承を応援します。毎年この返礼品を楽しみにしています。
毎年、⽞米をいただいています。自分で発芽させて、発芽⽞米にして炊くと、とても美味しいです。
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⽇本海の美味しい海産物をこれからも育んでください!!!
コロナ禍においても頑張りましょう︕
いつも新鮮なお魚を楽しみにしています。
毎年、どこのお米よりも美味しいきぬむすめを楽しみに寄付をさせて頂いてます。農家の⽅々凄く⼤変かと思いますが、無理をせず美味しい
お米作ってください︕
医療、福祉の充実にお役⽴てください
子供の住みやすい街にしてください。
これからも浜⽥市の発展を願っております。
まだまだコロナで⼤変だと思いますが頑張って下さい
⽔産業、頑張ってください。
頑張ってください
地元なので、より医療が充実したものとなるよう願っています。
自然環境を⼤切に産業の発展に期待します。
子供の頃にみた景⾊の美しさを今も忘れていません。第⼆の故郷なので、少しでも還元できればと思っています。
⼀昨年旅⾏で訪れました。浜⽥城から眺めた海はきれいでした。コロナで出かけられませんが応援しています。頑張って下さい。
⼈材育成と子供が成⻑できる環境づくりをお願いします。
豊かな自然環境が未来にも残ることを願っています。
頑張れ✊

のどぐろが⼤好きなので、今回初めて注⽂させていただきました。届くのを楽しみにしております。島根県には訪れたことはないですが、か
まいたちの山内さんの出⾝地ということで⼀度遊びにいきたいです。
島根県、⼀度⾏ってみたいところです。早くコロナが落ち着いて欲しいです。旅⾏するのに、宿泊も魅⼒がありますが、観光用のタクシーチ
ケットがあればと思いました。来年こそ⾏ってみたいですね。
⼀昨年も美味しいカニをありがとうございました。コロナ禍がまだ続きますが⼀緒に頑張りましょう︕
がんばろう。
豊かな自然と沢山の名所、旧跡をいつまでも、維持して欲しい
農業⼤変ですが、頑張っておいしいお米を作ってください。
美味しい海産物を楽しみにしています．頑張ってください︕
美しい自然を⼤切にしてください
自然豊かで名所、旧跡も沢山ある素晴らしい環境をいつまでも守っていかれる事を切に祈りおります。
魅⼒的な特産品、美味しい穴子⾷べです応援します。
妻の実家がある浜⽥市。妻が子供達を出産する際、浜⽥医療センターの⽅々に⼤変お世話になりました。毎年寄付して応援しています。
毎年⽀援しています。
いつか⾏ってみたいです
弟が現在も住んでます。明るい楽しい浜⽥市で︕︕
いただいたお米が美味しかったのでリピートします。
がんばってください︕
地域活性期待してます
子どもたちのために使ってください。
頑張ってください︕
昨年もこちらのカニ鍋を頂き、⼤変美味しかったので再び申込させて頂きます。こんなおいしい料理が⾷べられる地元の⽅がうらやましいで
す︕応援しております。
⻑い事ふるさと納税で寄付をさせて頂いています。地域振興に役⽴てて下さい。
少しでも浜⽥市のお役に⽴てればと思います。
頑張って下さい︕
少しでもお役に⽴てれば
コロナ禍で以前のような旅⾏が思うようにできない状況が未だ続いていますが、そんな中でもこのような形で少しでも応援できればと思い申
し込みさせていただきました。
コロナに負けず元気な街を︕
子供達の為に有効に活用して下さい
頑張りましょう
活気のある楽しい街に︕応援しています。
定期的に応援しています。コロナが落ち着いたら観光に伺いたいと考えております。更なるご発展をお祈り申し上げます。
将来を担う子供たちの教育に活用していただけたらと思います。
地域振興と環境保護を両⽴させての発展を祈っております
地域の活性化頑張ってください︕
地元浜⽥を応援しています︕︕コロナ禍ですが、頑張っていきましょう︕︕
これからも頑張ってください。
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頑張って下さい。
応援しております︕
毎年応援しています
浜⽥市のますますのご発展を祈念します。
市の明るい未来への発展を願っています。
昨年に引き続き⼆回目の寄付です。のどぐろの美味しさが忘れられません。美味しい海鮮を毎年楽しみにしてます。コロナで⼤変でしょう
が、皆で乗り越えていきましょう。
魚介類がとても美味しいのでこれからも頑張ってください。
島根県がんばれ。
勝手に活きのいい海鮮街のイメージを持っています。これからも美味しい酒の肴を期待しています。
美⼜温泉でいつも癒されています。これからも応援していきます。
いつも応援しています
⽔産業の発展願ってます
がんばってください︕
島根県は親⽗の故郷なので応援してます。また⾏きたいです︕
また、美味しい返礼品を選出お願いします
よくAQUASに⾏きます。AQUASは素晴らしい⽔族館で⼤好きです。
自分にとって第⼆の故郷である島根を応援してます
素晴らしい街づくり応援します
魚好きです。⽇本の漁業を応援しています。
地域活性化をお願いします。
地⽅から未来の世界を救う⼈材を育成して下さい︕
美味しいお魚が取れる自然に感謝です。
いつか遊びに⾏きたいです。
⽇本橋で応援しています︕
いつも美味しいノドグロありがとうございます。
子育て応援｡
おいしいお米をいつもありがとうございます。
こどもの為、環境への維持のために
きれいな海その環境を守ってほしい。いつか⾏ってみたい。
⽗⺟が浜⽥の病院にお世話になりました。重い病でしたので、感謝しかありません。ありがとうございました。
親が浜⽥にいますので⾼齢者への福祉の充実等よろしくお願いします。
地元活性化の為にみんなで頑張ってください。浜⽥⾼校の頑張ってください。
浜⽥の海を⼤切にしてください。
毎年この時期ですが、美味しいものを有難うございます︕
地⽅の農業を応援しています︕
浜⽥市の益々のご発展を祈念いたします。
応援していますので、頑張って下さい。
頑張って下さい。
子供さんたちがのびのび育つことを期待します
乗り越えましょう
子どもが生き生き成⻑できる環境をお願いします。
頑張ってください。
本籍が三隅町です。三隅道路ができて随分便利になりました。さらに延伸して「まち」が発展することを期待します。
昨年の⽩いか。のどぐろ・カレイとても美味しかったです。今年も応援させて頂きます。皆様の努⼒にありがとうです。
島根を⽀える若者を応援しています。
キャンペーンののど⿊、⼤変美味しくいただきました。ありがとうございます。ふるさとチョイスの動画も拝⾒しました。ますます、知名度
アップのチャレンジを期待してます。
ささやかではありますが、浜⽥市のお子さんたちが、家庭の事情にかかわらず、良い教育が受けれますように、希望するとともに応援してい
ます。
浜⽥市ののどぐろを毎年楽しみにして寄付しております。浜⽥市を応援しておリます︕
応援します。
美味しいのどぐろを楽しみにしております。よろしくお願い致します。
新鮮な魚介類いつも楽しみにしております。
⾼齢の親が浜⽥にいるのもありますが、浜⽥は⾼齢者が多いので、⾼齢者福祉には⼒を⼊れて頂きたいです。
⽥舎がんばれ。
自然を⼤事にしながらの発展は難しいでしょうが頑張っていただきたいです
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アクアスなどに家族で何度か訪れたことがあります。また⾏きたいと思っています。
毎年ご寄付させて頂いております。今後ともよろしくお願い申し上げます。
浜⽥市がんばれ。
頑張ってください
娘が浜⽥市に赴任。娘も浜⽥もガンバレ︕
地域産業の⼀層の振興を期待します。
いつも美味しくいただいています。きぬむすめの⼤ファンです︕これからも美味しいお米を作り続けてください。
漁業も⼤変かと思いますが応援しています❣
少額ですが、お役に⽴てれば 幸いです。
海を守ってくれてありがとうございます。
些少ですが、貴市の発展の⼀助となれば嬉しく思います。
浜⽥市さん何度か訪問させて頂きましたが素敵な所なので応援してます。
コロナで1年以上帰省できていませんが、遠くの地から浜⽥市の発展を応援しています︕
がんばってください。有効利用をお願いいたします。
市⺠の⽅々がいつまでも住み続けたいと思うような街づくりを願っています
美味しい海の幸が獲れる浜⽥市を応援しています。
コロナ渦みんなで頑張ろう。
頑張って下さい^̲^
いつも美味しいのどぐろを有難うございます。ふるさと納税楽しみにしています。これからもよろしくお願いします。
応援しております
コロナウイルスへの対応策の確⽴を願う。
いつも応援しています︕︕
学生の頃何度か島根中を旅しました。 近く定年になる時にまた島根を旅して⾒たいと思っています。
⾼齢者、障害者が住みよい街づくりを目指して、頑張って下さい・
過去に何度か寄付させてもらっています。今後も応援します。
がんばれ
去年から応援してます。
毎年ノドグロを美味しくいただいています。今回は、スケールアップされたようですので期待しています。応援しています。
美しい自然と明るく元気な市⺠の皆様を時々思い出します。皆様が引き続き健康で豊かな暮らしを送られることを心から願っております。
頑張って〜
地域産業の活性化を応援しています
子供の声の響く町にしてください
島根が妻の故郷ですがなかなか帰ることが叶わずこういう形で繋がれて嬉しく思います。
これからも特産物をいかしたまちづくりに期待します。
かに、楽しみにしています
続けて寄付していますが、どんなところかよく知りません。⼀度⾏ってみたいです。
コロナ禍、生産者を応援します
浜⽥市の発展を応援しています︕
毎年カニ楽しみにしております。コロナに負けず頑張ってください。
いつも応援しています。
家族の出⾝地です。⾊々な取り組みをして、浜⽥市が活性化するように応援してます。
楽しみにしています︕
伝統芸能の⼀層のご発展をお祈りします。
農林⽔産業の振興に役⽴ててください。
地元産業の振興を応援しています
素敵な自然を⼤切にしてください。
頑張ってください
自然環境⼤切に。
価格が年々上がっていくが、美味しさと⽐較したらこの価格が限界かと思います。
⽂化保存頑張ってください
山陰の美しい海と美味しい海産物をいつまでも︕
子供たちに未来を託します。
寄付⾦はできれば経済的に困窮している⺟子家庭などの⽀援に充ててください。
浜⽥市の⽔産物は、本当に美味しいです。浜⽥市の繁栄と未来を⽀える子供たちの成⻑を応援しています。
寄付⾦は、できれば経済的に困窮している⺟子家庭などの⽀援に充ててください。
頑張って下さい。
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仕事で訪ねましたが自然が多く⻑閑な街ですね。⾼齢者も多いと思いますので少しでも役⽴てばと思い寄付いたします。頑張って街を盛り上
げてください。
地域振興に役⽴てて下さい。
頑張ってください。
浜⽥っ子の未来を応援します。
美味しいお魚を頂けるとことに感謝します。
いつも美味しい⼲物を楽しみにしています。
浜⽥市ひいては浜⽥市から⽇本の次代を担う若者が輩出できるよう育成強化に努めていただきたい︕
浜⽥市の発展に少しでも貢献できればと思います。
この寄付が有効に使っていただければと思います。
浜⽥ののどぐろは前にも送ってもらいました。脂の美味しさはヤバかった!
浜⽥市がんばれ︕
乗り越えよう
これからもよろしくお願いします。
子供達の健やかな成⻑のためにお役⽴ていただけると幸いです。
がんばってくださいー︕
頑張れ島根︕
のどぐろの町と勝手に思っています
地域の活性化に向け頑張って下さい。
頑張れ浜⽥市︕
自分も神楽を50年舞っていますので応援させて頂きます。頑張って下さい。島根県に何回も神楽を⾒に伺っています。
⼤いなるローカル線・山陰本線を盛り上げてください。
素敵な街づくりを期待しています。
とにかく地域⼈口を増やす環境作りと産業振興を頑張ってください。
頑張って下さい
いつも応援しています︕美味しいのどぐろを楽しみにお待ちしております。
のどぐろをより手軽に全国へ
浜⽥の自然を守り続けてください
美味しい魚を⾷べに⾏ったことが、あります。応援してます。
地⽅再生に頑張ってください
コロナに負けずに頑張って下さい、美味しい魚期待しています。
以前仕事で、訪れました。⾷べ物が美味しく島根県全体を含めまた訪れたい場所です。
久保⽥市⻑頑張って下さい
コロナ禍の状況で、皆様⼤変だと思いますが、少しでもお役に⽴てたら幸いです。微⼒ながら応援します︕
何度訪れてもステキな街です。心から応援しています︕
美味しい魚介類をいつも楽しみにしております。
がんばってください
毎年のどぐろシーライフです。
岩⾒神楽をぜひ続けてください。⾒たことがありませんので、⼀度⾒たいです。
⽔産資源を活かして頑張ってください︕
あまりにも美味しいため、リピートしております。
住みやすい街づくりに役⽴ててください。
豚豚餃子、めちゃくちゃ美味しいです︕︕全国区で売れると思います。都会の餃子専門店やデパートに進出している有名店より、数段美味し
いです。頑張ってください。←製造されているいわみ福祉会さんへ是非伝えてほしいなぁ〜。
随分昔に仕事で訪れたことがあります。風光明媚な環境を保全しつつ調和のとれた産業の活性化を願っています。もう⼀度訪れてゆっくりと
過ごしたいと思います。
浜⽥市が、住みやすい場所であり続けるよう、応援します。
いつも応援させて頂いております。自然豊かな浜⽥市の益々の発展を祈念しております。
いつも応援させて頂いています。浜⽥市の発展にお役⽴て頂ければ幸いです。
いつも応援させて頂いております。⽯⾒神楽など伝統⽂化の保存にお役⽴て頂ければ幸いです。
以前、貴市に住んでいたことがあり、いつも気になっています。少しですが、応援させていただきます。
また、遊びに⾏きます。心のふるさと⼤好きです。
⾼齢者、自然環境に優しい街づくりをお願いします。
旅⾏で目にした、⽯⾒の海に沈む美しい⼣焼けが強く心に残っています。是非、幾世代に渡り、守り伝えて⾏って欲しいと思います。
ホテルや居酒屋などの公共の場は禁煙にしてください。
市の発展を祈ります。 頑張って、ますます住みよい市にしてください。
毎年応援させていただいております、返礼品については家族みんな満⾜しています
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師走に⼊り、ただしくなってまいりました。風邪など召されませんよう、お体ご自愛下さい。
陰ながら応援してます⁉
応援してます。頑張って下さい。
⼀度訪れて、海の幸が美味しく、⼈が素晴らしい。またうかがいたいです。
⾼齢者や子どもたちが美しい自然のなかでいつまでも生活できる環境を維持してください。応援しています。
海産物に恵まれた浜⽥市、魅⼒いっぱいです。市の発展を応援しています。頑張ってください。
地域の元気は⽇本の元気︕
浜⽥の海の幸は⽇本⼀︕頑張って︕
浜⽥のお酒、海の幸、最⾼です︕
応援しています︕
返礼品ありがとうございます。楽しみです。
自然環境を守って住⺠が住みやすい環境を維持してください。
頑張って下さい。応援してます。
伝統芸能の継承を応援します。
毎年頼んでいます。頑張ってください。
気候の変動等で自然の営みも変わって来ている昨今、美しい⽊々の緑、清らかな川や海、それらを守るために尽⼒して頂きたいと思います。
心に残る美しい自然を守って下さいませ。
頑張ってくださいね︕
毎年のどぐろを楽しませてもらっています。ありがとうございます。応援しています。
子々孫々が幸せでありますように活用をお願いします。

錦織圭選手の好物と知り、調べて寄付をスタートしてからはや数年。毎年美味しくいただいています。昨年はコロナの影響で家族が集まれず
頼めませんでしたが、今年は久しぶりに家族が揃いそうなので寄付を致しました。浜⽥市ののどぐろは逸品です。地球温暖化の影響で海⽔温
の上昇など課題もあるかと思いますが、⽔産業を応援しています。若い⼒で未来を切り拓いて下さい。

いつも美味しいカニをありがとうございます︕
新しい年に向けて⾶躍してください。
ユニークな返礼品だったことが決め手になりました。数⽇遅れで新聞が届く格好になりますが、楽しみにしています。
⾼齢者の⽅々が寂しい生活をしませんように。
浜⽥市で産まれて学生時代を過ごした街のためにふるさと納税をしますので、浜⽥市がより良い街になるよう使っていただけますようお願い
いたします。
コロナ乗り切りましょう。
⽔産業の振興に今後も頑張ってください。
穏やかな笑顔の町に︕
初めて寄付させて頂きました。頑張ってください。
頑張って^̲^
頑張ってください︕
浜⽥の海と空と⽯⾒神楽がずっと⼤好きです︕
伝統的な産業と自然を管理しながら維持して住⺠へ還元してください
⾏ったことがない地域に少しでも貢献できる手段のひとつ。そのために 良い物産の提供は 不可⽋なので 全国から応援したい
伝統芸能の継承、地域の生産者さんのさらなる活気の向上に役⽴ててください︕
今回が３，４回目です。環境変化で今まで取れていた魚かなかなか取れなくなってしまってさみしいです。
以前、仕事で何度か訪れたことがあり懐かしいです。応援しています︕
韓国中国の⽅に⼟地を売らずに⽔資源などを守り、自然と発展を両⽴して次代に繋がりますように。
元気で明るい街に
応援しています。
農業は地域や国を⽀える⼤切な産業です。後継者や若い就農者が増え、働き甲斐を感じられるようになって欲しいです。
応援しています。頑張ってください。
応援してます︕頑張って下さい︕
頑張ってください。
浜⽥市ののどぐろは最⾼。
地域の特性を活かしたまちづくりを応援します。
特にありません。
島根⼤学浜⽥校舎で地域活性学会の際に訪問いたしました。
うまい海産物を毎年楽しんでいます。
前に観光に⾏った時、⾬がひどくてサイクリングできませんでした。また再トライしたいです。返礼品を楽しみにしています。
のどぐろ⼤好きです。楽しみにしています。
のどぐろは、宝です。⼤切にいただきますので、いつまでも変わらぬ味をお願いします。
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浜⽥⼤好きで、夏場はよく家族で海⽔浴に⾏きます︕ ⼈も自然も素晴らしい︕
年に数回出かけています。きれいな海と美味しい魚を楽しみにしています。
今年は、浜⽥での聖⽕リレーで走りました。コロナ禍沿道の皆さんの応援に感謝申し上げます。わずかですが、ふるさと納税で応援のお返し
をしたいと思います。次は観光で訪れたいです。
山陰の地⽅自治体として発展してもらいたい。応援してますよ。
初めて寄附させていただきます。この機会に浜⽥市の情報を集めたと思います。皆様の地元が持続可能な資源と⼈材を育んでいけるよう、影
ながら応援しております。
浜⽥市応援団です︕
良い街をつくって下さい。
頑張ってください。
毎年、ふるさとの味を楽しみにしています︕
⽗の出⾝地です。⾼齢の叔⺟夫婦が住んでおります。ステキな浜⽥市をぜひ盛り上げたいです︕
自然が素敵な浜⽥市を応援します︕
学生時代、様々な活動に参加させていただき、充実した学生生活を送ることができました︕お世話になった浜⽥市に、少額ですが⽀援させて
いただきます︕
⺟の実家が浜⽥市にあります（三保三隅）。とても良い町で⼩さな頃から浜⽥市に⾏くことがとても楽しみでした。⾼齢者に優しく美しい町
の維持に役⽴ててください。
浜⽥市がんばれ。
楽しみに待っています。
子供たちのために豊かな自然を守ってください
妻が出⾝者なので、可能な限り毎年寄付させていただいています。浜⽥市はいろんな特産があります。⼀つでも多く知っていきたい、広めた
いと思っています。⾼齢が進み、買い物難⺠も多くなっていると思います。少しでもお役に⽴てればと願います。
ふるさと振興頑張ってください
島根の子どもたちを応援してます。
毎年寄付しています。おいしいお米をありがとうございます。
とってもおいいしいノドグロで感謝してます。環境が守れますようい。
毎年お世話になっています。
⺟が安来出⾝です。娘夫婦がこの4⽉から益⽥に⾏きます。島根は⼤好きな県です。⾜⽴美術館も⼤好きです。
⽇本⼈が幸せに暮らせる街づくりをして下さい
浜⽥市の自然は、多くの名産を産み出しています。農林⽔産業等の地域産業の振興に、少しでもお役に⽴てれば幸いです。
子供さんがのびのび暮らせることを期待します
外にいても故郷を応援しています。
少しですがお役⽴て下さい
いつも郷⼟芸能の⽯⾒神楽を応援しています。次世帯の子供達への伝統芸能の伝承を心から願っています。コロナ禍の中で、⼤変ご苦労され
ていると思いますが、頑張って皆さんを元気にしてやんさいね︕
頑張ってください
以前、貴市に住んでいたことがあり、いつも気になっています。少しですが、応援させていただきます。
⽯⾒神楽、現地で⾒てみたいです。応援しております︕
来年帰省します。応援しています。
頑張ってください。
美味しい特産品を何度かいただきました。ありがとうございます。浜⽥市のこれから益々の繁栄と子供たちの成⻑を応援しています︕
浜⽥市には25年くらい前に島根に住んでいる友達と⼀泊しました。また訪ねたいと思います。
持続可能なシステム的な発展を期待しています
子供たちが学びやすい、遊びやすい環境をこれからも作っていってほしいと思います。応援しています。
生まれ育った故郷の学校を子供たちのために整備していただけるとありがたいと思います。これからも応援させていただきます。
ノドクロは⼤好物の魚です。今までは新潟ものが⼀番と信じていましたが、友達から浜⽥のノドクロを応援して欲しいと頼まれ注⽂しまし
た。末永く全国にご提供して下さるよう願っております。
子育て世代を惹きつける施策を頑張ってください。若い世代が増えれば活⼒がみなぎって⽂化産業も継承発展していくかな、と。
浜⽥市に友⼈がいるので親しみを感じます。応援しています︕
いつも美味しいのどぐろを有難くいただいています。
亡き⽗の生まれ育った町なので、その町が少しでも元気でいて欲しいので、ほんの気持ちですが寄付させて頂きました。応援しています。
毎年応援してます
頑張ってください。
子供たちにとって明るい未来を創っていただきたいです︕応援してます︕
有意義な使い⽅をしてください。
祖⽗がお世話になっています。⾼齢社会が進んでいると思いますが、⾼齢者の⽅たちを含め、より⼀層明るく安心して暮らせるまちになるよ
う願っています。
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メッセージ
おいしいお米を作ってください
主⼈が⾼校時代に浜⽥市でお世話になりました。美味しそうなノドグロを楽しみにしています︕
頑張ってください
いつも応援してます︕
おいしいおさかな、きれいな海、 応援しています。
市の発展を願っています。
今回初めてふるさと納税をします。浜⽥市の皆様のご活躍を心より応援しています。
今年も応援させて頂きます。 濱⽥氏の将来を担う子供達の教育資⾦としてささやかではありますが、寄付をさせて頂きます。
前回、とても美味しかったです
どんちっちアジのお刺⾝が⾷べたい
この寄付⾦を3歳児健診屈折検査導⼊・維持に使ってください。⼈生100年時代を生きる子供たちに良いスタートを︕
浜⽥ののどぐろは最⾼です
地元が広島で、島根はご近所です。仕事でも島根にはご縁があり、個⼈的にも⼤好きです。ぜひ、有効に使ってください︕
伝統継承のためになりますように︕
今回⼆度目のリピートです。期待を裏切らない返礼商品でした
コロナ禍で⼤変と思いますが、頑張って下さい。
⽯⾒神楽の伝統を守ってください
⽇本が元気になりますように．おいしいお米を後世に伝えたいです．
どんちっちは毎年定期的に⾷べている⼤好きな⼲物です。これからも変わらぬ品質を保たれて、美味しいどんちっちをご提供下さい。
故郷浜⽥ののどぐろ⼤好きです。
浜⽥市の自然や恵みに感謝︕
以前、弟が住んでおり浜⽥市の魅⼒を知りました。応援してます。
アクアスが楽しかったので浜⽥市を応援します。
神楽継承心から応援いたします。
漁業を頑張ってください。
⽯⾒神楽感動的でした。 頑張ってください。
おいしいお魚と自然にあふれた浜⽥市を応援します
美味しい⾷材の生産を続けてください
がんばれ︕
いつもおいしいノドグロをありがとうございます。
応援しています。
税⾦を活用してのどぐろ漁をこれからもがんばってください。
美味しいお魚をいつまでも守ってください
がんばってください。
地元のために有効にお使い下さい。
以前にも浜⽥市のノドグロ頂きましたが、めっちゃ美味しかったです。やっぱりノドグロは最⾼ですね︕
素晴らしいです。応援します。
フレ︕フレ︕︕
応援してます。⾏ってみたいです。
いつも⼤変お世話になっております。今後もよろしくお願いします。
雄⼤な自然と伝統⽂化の維持、保全を心より願っています
浜⽥市出⾝のものです。年末のこの時期にまとめてのふるさと納税させてもらっています。地元を出てからはや30年、今でも⼤切なふるさと
です。いつまでも変わらぬ浜⽥でいてください。また地元の皆様が住みやすいように地域発展も頑張ってください。わずかながらふるさと納
税で応援させていただきます。
浜⽥市出⾝のものです。年末のこの時期に⼤好きなのどぐろをまとめて注⽂させてもらっています。実家を出てからはや31年。すっかり⽉⽇
が経ってしまいましたがいつまでも⼤切な地元です。いつまでも変わらないのどかな浜⽥市であってください。同時に地域のみなさまが住み
やすいように地域発展も頑張ってください。ふるさと納税でわずかながら協⼒させていただきます。
コロナに負けないで頑張りましょう︕お⾝体には気をつけてください。
昨年、活きた蟹をお願いして、届いてびっくり。90を超えた祖⺟が⼤喜びでした。そのため、今年もお願いしました。また、残りの⾦額相当
のものを選んでいるときに、今回の⼲物を発⾒。こんな魅⼒的なものをいただけて、感謝します。海の幸に恵まれたいいところなんでしょう
ね。応援しています。
今後、息子が近くに⾏くので、浜⽥市に旅⾏に⾏って、浜⽥市の良さを知りたいと思います。
浜⽥市⼤好き︕

以前に仕事で島根県に⾏って、お⼟産で買った⾚天がとても美味しかったので、ふるさと納税の返礼品として選ばせていただきました。

地⽅活性化を目指して邁進されますよう応援しています。
浜⽥市の益々の発展を祈念いたしております。
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メッセージ
これからも応援いたします︕
美味しい⽇本の魚、漁業者の⽅に感謝し納税させて頂きます。
コロナに負けず共に頑張りましょう
DX化推進がんばってください。⾏政の持つ備品のクラウド管理とか流⾏ってますね。
コロナ禍で帰れんけど浜⽥市頑張りんさい(*•`ᴗ•´*)ฏ ̑̑
今後益々のご発展をお祈り申し上げます。
浜⽥市⾏ったことがあるので応援します
浜⽥市を応援します
⽔産資源を守りつつ、おいしいものを提供してください
⽥舎が浜⽥なので、応援してます︕
地域の発展を応援します。
島根県が⼤好きで、是非とも浜⽥市を応援させていただきたく思います。頑張れ、浜⽥市︕︕ですよ。
いつもお世話になっておりますポルサイド浜⽥7番野本太⼀の⺟です。環境の違う場所での生活の中浜⽥の皆様から⼤変温かく⾒守っていた
だきありがたく思っております。感謝の気持ちを込めてこの度ふるさと納税を初めてさせていただきました。今後ともよろしくお願いしま
す。
⽯⾒神楽を⼀度⾒たことがあります。もう⼀度⾒られたら と楽しみにしています
頑張ってください︕
寒い季節になりました。スタッフの皆様お体をご自愛下さい。
毎年応援しています。街が活性化しますように。
防災無線鉄塔の増設整備を切に希望します。
浜⽥市出⾝のものです。年末のこの時期にまとめてのふるさと納税させてもらっています。地元を出てからはや30年、今でも⼤切なふるさと
です。いつまでも変わらぬ浜⽥でいてください。また地元の皆様が住みやすいように地域発展も頑張ってください。わずかながらふるさと納
税で応援させていただきます。
2年前も申込みました。がんばってください︕
シーライフさんの商品は５年前からお願いしています。TVでＳＤＧｓ達成に貢献していると知り、ますます応援しようと思いました。
未来の子供たちのために寄付します。
いつか⽇本海の海の幸を味わいに訪れたく思います。漁業、盛り上げてください︕
少子化対策頑張って欲しいです。
地域振興に頑張ってください
応援しています。
コロナで⼤変と思いますが応援しています
去年、こちらの松葉ガニを⾷べてファンになりました︕︕コロナが明けたらぜひ浜⽥市にお伺いしてカニを⾷べまくりたいと思います︕
浜⽥市出⾝のものです。年末のこの時期にまとめてのふるさと納税させてもらっています。地元を出てからはや30年、今でも⼤切なふるさと
です。いつまでも変わらぬ浜⽥でいてください。また地元の皆様が住みやすいように地域発展も頑張ってください。わずかながらふるさと納
税で応援させていただきます。
⽇本の将来を担う子供たちを健やかに育ててください。
頑張って下さい
⼈づくりに役⽴ててください
がんばってください。
浜⽥市の特⾊を生かしたまちづくりを応援しています
妻の亡くなった⽗親が浜⽥出⾝でした。浜⽥で過ごした幼少期の話をよく聞きました。
頑張って
初めて⾒た⽯⾒神楽に感動しました。これからもずっと継承し続けてほしいです。
毎回応援しています。
地域振興がんばってください。

応援します。・中山間地域の公共交通の充実、安否確認（緊急通報体制）、安全安心なまちづくりなどに役⽴ててください。

⽯⾒神楽が⼤好きです。また観に⾏きたいです。少しですが寄付がお役に⽴つのであれば嬉しいです。
いつも楽しみにしています。伝統⽂化の岩⾒神楽を是非全国へ︕︕
応援しています。
海産物の美味しい、浜⽥市ですが、コーヒーも気に⼊っていて、2回目のふるさと納税です︕応援しています。
訪れたことのない浜⽥市ですが、友達がそこの出⾝でしたので、町の話を聴いたことがあります。応援してます。
子供達が健やかに成⻑することを応援します。
いつも寄付しています︕
美味しいものをいつも有難うございます。地⽅の農⽔産業を応援しています。
応援しています。
リピーターです。応援しています︕
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メッセージ
毎年お世話になります。貴市の益々の発展を祈念しふるさと納税します。
広島出⾝ですが浜⽥へは⼩さい頃何度も⾏きました。今は遠い場所にいますが良き思い出の⼟地に少しでも貢献できればと思います。
毎年お世話になります。益々の御発展を祈念してふるさと納税します。
浜⽥市の益々のご発展を祈念申し上げます。
亡くなった⽗のふるさとです。⼩学４年生の時に⼀回だけ浜⽥市に⾏きました。自然の美しさに感動した夏休みでした。自然の保護を願って
います。
のど⿊最⾼です。
ACTの全国⼤会で⾏きました。
たいへんな時期が続きますが、頑張ってください。
新型コロナ下で観光⾯など苦慮されているとお察しいたします。皆様お⾝体を⼤切に頑張って下さい。
⼤事に使って下さい。期待しています。
コロナに負けず、頑張ってください︕
旅⾏で訪れた棚⽥の美しさに感動しました。自然豊かな環境をいつまでも残していけますように。
⽯⾒神楽の伝統の継承をぜひお願いします。
まだまだ⼤変な状況ですが、頑張ってください。
いつも応援しています。
毎年メールをお送り頂きまして誠に有難うございます。その熱意に応えたく、今年はふるさと納税させて頂きます。
農業振興お願いします
応援しています︕
神楽好きなのでがんばってください︕
頑張ってください︕
本当は今年島根県を訪れたかったのですが、なかなかコロナ渦での折り合いがつかず伺えませんでしたが寄付を通じて楽しませて頂こうと思
います。⼤変な時期が続きますが、頑張りましょう︕
頑張ってください。
応援しています︕
美味しいお魚をありがとうございます︕浜⽥市素晴らしいです。応援してます︕
微⼒ですがご活用ください
⽯⾒神楽、毎年2⽉京都松尾⼤社で鑑賞してます。伝統を継承する取組みに期待します。
皆さん、元気で活気ある街造りに頑張ってください‼
子育て⽀援をお願いいたします。
おじいちゃんおばあちゃんの出⾝の県なので、⼤阪からよく⾏きますが、島根県が好きです。自然も多くとても落ち着きますし海鮮やお⾁は
美味しい物ばかりです。少ししか寄付できませんがお⼒になれると嬉しいです☺

頑張ってください︕
毎年美味しくいただいております。
応援しています
昨年度に引き続き注⽂いたします。⼤昔、特急出雲号の終点だった「浜⽥」どんなところなのか興味津々でした。なかなか訪問はかないませ
んが、ふるさと納税でご協⼒いたします。
浜⽥に⾏きました。綺麗な街でした。
すみません。浜⽥市を知りませんでした。それが理由で寄付させていただこうと思いました︕
応援しています。
なかなか浜⽥に帰省できませんが、海の幸と豊かな⽂化の街浜⽥であることを願っています。
平成19年４⽉1⽇から⼆年間、島根県浜⽥市に単⾝赴任していました。あれから１５年も経ちます。浜⽥駅前のスポーツショップの店⻑と、
のどぐろを⾷べまくっていた頃がとても懐かしく思い出されます。近隣のスーパーで、漁協製作のどんちっち販促ＣＤの魚⾷テーマソングを
連⽇かけさせていたのも私です(笑)。来年も寄付します。良質なのどぐろさんの提供を未来永劫お願いします。
いつも美味しいお魚を頂きありがとうございます。今回はアナゴ楽しみです。また来年も美味しいお魚を楽しみにしています。
初めて⼲物を選ばせていただきました。定期便、楽しみにしております。
微⼒ではございますがお役に⽴てれば幸いです。
出雲に⼤学時代住んでいました。浜⽥のしおかぜ駅伝に出たかったです。浜⽥を応援しています。
応援しています
しばらく帰れていませんが、浜⽥に帰れるのを楽しみにしています。頑張りましょう︕
総務省に屈するな︕
こんにちは。2001年から⼤学生活を過ごした浜⽥は、第⼆の故郷です。浜⽥の発展を祈ります。
⾼校時代にお世話になった浜⽥市、子供の頃から⼤好きだった⽯⾒神楽を応援したく寄付いたします。
⼤変なことも多いかと思いますが、浜⽥市を応援しています。
おいしいものをたくさん作って下さい。
豊かな自然の恵みをこれからもよろしくお願いします。
地球温暖化対策に使ってください。駐⾞場緑化のターフパーキングがco2削減に寄与します。

17 ページ



メッセージ
⽯⾒神楽ファンです︕もっと活動の幅が広がりますように︕
素晴らしい伝統⽂化、自然がいつまでも継承されますよう応援しています︕
頑張って下さい
有効に役⽴ててください。
以前浜⽥に住んでおり、今も⼤好きな所です。これからも自然豊かで⼈々の温かみを感じられる地域でありますよう、応援しております。
⾏ったことはありませんが、魅⼒的な⽔産物がある浜⽥市を応援しています︕
随分前に観光で⾏きました。良いところでした。応援してます。
のどぐろファイト︕
子どもを安心して産み育てる環境を充実していただき、都市からの⼈口回帰がなされることを期待しております。
友⼈が浜⽥出⾝で親近感があります。益々の発展を期待しています。
浜⽥市を応援します。
応援しています
久しぶりに申請させていただきます。応援しております︕
浜⽥市ののどぐろ⼤好きです︕これからも漁師さんを応援しています
ジャム美味しいです
いつも美味しいのどぐろありがとうございます。応援していますので、これからも頑張って下さい。
安心安全な⾷材の生産、提供を期待しています。
東京で島根県のアンテナショップで⼲物を買いました。とても美味しかったです。他にもライフさんの⼀生懸命なメッセージに感動してま
す。元気で良い仕事を応援しています。
のどぐろ最⾼︕︕
浜⽥市ののどぐろが美味しいので、この度はお世話になった⼈におすそ分けしたいと思っております。浜⽥市のご発展を心よりお祈りしてお
ります。
自然と⽔産資源の保全
神楽が、さらに盛んになって、沢山の⼈の感動を呼ぶことを期待しています。
浜⽥っ子の未来を応援します。
浜⽥⾼校出⾝です。貴市の益々のご発展を祈念しています。
素晴らしい⽂化がある浜⽥市を国内外にアピールしてください︕
伺ったことはないですがいつかお邪魔してみたいです︕こちらのロースがおいしいと評判を伺い、初めて申し込ませていただきました。
島根県には３度⾏きました。魚、お米が美味しかった。⼜機会があれば⾏きたいと思います。
美味しい魚介をいつも愉しみにしてるので、頑張ってください。
総務省に屈するな︕
AQUASが⼤好きです�

頑張って下さい。
障害者雇用や⽀援に役⽴ててください。
寄付⾦は⼤切に使って下さい。
浜⽥市発展のために使ってください。
若い⼈が生活できる職場環境を創ってください
浜⽥市と言えば海産物の宝庫と思っていましたが、先⽇特別栽培米のおぐに米を戴きましたところその美味しさに驚き⽞米を⾷したくなり注
⽂させて頂きます。これからも海産物共々農産物の発展を祈念しております。
毎年応援してます。
頑張ってください。応援しています。
⼀度伺いたいです
おいしいのどぐろ⼤好きです。これからもよろしくお願いします。
ノドグロは浜⽥市の宝です︕
コロナに負けず頑張ってください
地球温暖化対策に使ってください。駐⾞場緑化のターフパーキングがco2削減に寄与します。
応援しています
受動喫煙防⽌条例を制定してください。
歴史的なものの保存
浜⽥市の益々のご発展を祈念いたします。
子どもたちのために使ってください。
美味しいお礼のお品物いつもありがとうございます。応援しています。頑張って下さい。
いつも新鮮なお魚で、決まった季節にお願いしてるので、我が家の風物詩になりました。
今年も応援させていただきます。島根はいつまでも私の心の故郷です。
コロナに負けず頑張ろう︕
山陰の魅⼒を更にアピールして、浜⽥市の特産品も全国に知らしめて下さい。
綺麗な海を守ってください。
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