
年齢 性別 職業 メッセージ

５０代 男性 会社員 昨年も寄付させて頂きました。いつか訪問してみたいです。

６０代以上 男性 自営業 昨年の柿がとてもおいしかった

４０代 女性 会社員
リピーターです。柿好きの母が昨年とても喜んでくれました。そんな柿を育ててくれている町の方々の生活が継続できるよう、願って
います。

４０代 女性 自営業 かつらぎ町で生まれ育ち、自然豊かな環境で育ちました。これからも自然を大切にしていってもらいたいと思います。

５０代 男性 会社員
広報誌拝見しました。皇太子のご視察や婚かつらぎの記事など楽しく読ませていただきました寄付が少しでも応援になれば幸いで
す。

３０代 男性 会社員 かつらぎ町の風土と文化を活かして，今後も良いものを作り続けてください。

５０代 女性 その他
ご苦労様です。よく、12月に串柿を作って(干されて、ローラーにかけられる)おられるところを見学かたがた購入する目的で寄せて戴
いているのですが、お世話になっていたおじ様も他界されて数年が流れました。　　(30年おじゃましているもので)よく、後継者が減っ
ており地域産業が・・・と申されていました。少しでも地域産業の振興にお役に立てばと思います。頑張ってください。

６０代以上 男性 会社員 かつらぎ町の発展を期待します。

６０代以上 男性 その他
以前、転勤にて４年間かつらぎ町を含む地域で仕事をし、かつらぎ町の皆様にお世話になりました。昨年も富有柿を美味しくいただ
きました。町の皆様によろしくお伝えください。

５０代 男性 会社員 自然豊かな町の発展を期待しています

６０代以上 男性 その他 かつらぎ町が、日本全国とつながり、ふるさとの文化を発信し、発展されることを祈念いたします。

５０代 男性 会社員 これからもおいしい果物を作ってください

４０代 男性 自営業 素晴らしい自然を是非、保全してください

４０代 男性 会社員 これからも素敵な町作りをがんばってください。

５０代 男性 会社員
先年は当方の寄付に対して結構な品物を頂戴いたし、まことにありがとうございました。昔関西に住んでおり、JAかつらぎ（今は合併
してJA紀北川上というのだそうですね）の柿をよくいただきました。今でも柿の季節になると思い出します。町民の皆様のご健勝を祈
念いたしております…。よろしくお願いいたします。
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５０代 男性 会社員 これからも、自然や人を守っておいしい柿を育ててください。

４０代 男性 会社員 かつらぎ町さんには、何度もふるさと納税しています。いつもおいしい果物をありがとうございます。

５０代 男性 会社員 自然豊かなかつらぎ町を守ってください

６０代以上 女性 その他 次の世代までも頑張って下さい

６０代以上 男性 会社員
和歌山県にはよくいかせていただいています。自然豊かな所で大変良い県だと思っています。いつまでも自然豊かな所でありますよ
うに

３０代 男性 会社員 ぜひ一度行ってみたい

３０代 男性 会社員 国産の商品が好きです。全国に発信して下さい。

４０代 男性 会社員 昨年いただいたみかんがおいしかったためです。農家の方へ、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。

５０代 男性 その他 今回、ふるさと寄付金を通じ貴町を知りましたが、観光で近くまで行きましたら、ぜひ立ち寄りたいと思います。

５０代 男性 会社員 わずかですが、かつらぎ町の発展にお役に立てればと思います。

４０代 男性 会社員
祖父が、かつらぎ町出身。私も和歌山県出身。高校卒業時まで和歌山で暮らし、毎年彼岸時に、かつらぎ町に墓参し、のんびりした
雰囲気のかつらぎ町が好きでした。自然保護、教育に力を入れ、魅力のある町になってください。

５０代 女性 会社員 昨年のあんぽ柿は本当に素晴らしかったので、今年も寄付させていただきます。環境とともに、この味を守ってくださいね。

３０代 男性 会社員
かつらぎ町には住んだ事も知り合いがいるわけでもありませんが、ふるさと納税によって、ご縁があり応援しています！去年も同じ洋
梨のロールケーキを頂きました。フレッシュでとても美味しかったです。

５０代 男性 会社員
ふるさと寄付金担当者の方の良心的な対応に、心から感謝いたします。これからも微力ながら、かつらぎ町を応援していきたいと思
います。

５０代 男性 会社員 これからも特産品の充実を期待しています。

３０代 女性 会社員 自然豊かなところに惹かれました。過疎化などで大変だとは思いますが、どうか今の自然を維持してください。

６０代以上 男性 その他 地域の産業が更に発展しますよう応援します
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４０代 女性 会社員
和歌山県は良い温泉がたくさんあり、食べ物もおいしく、親切な方が多く大好きなエリアです。かつらぎ町にはまだ行ったことがありま
せんが、機会があったら是非行きたいと思っています。

４０代 男性 自営業 これからもおいしい果物をつくってください。

５０代 女性 その他
かつらぎ町のピオーネを毎年贈ってもらっているので、かつらぎ町の事は知っていました。自然を残しつつ、整備をしてほしい。でき
れば丹生都比売神社近辺の豊かな自然を残してほしい。丹生都比売神社の為に協力したいと思った。

６０代以上 女性 その他 丹生都比売神社の為に使ってほしい。丹生都比売神社の整備に役立ててほしい

６０代以上 男性 自営業 米油が今健康に良いとテレビで放送されて注目されていますこれからも頑張ってください

５０代 女性 会社員
和歌山県かつらぎ町に行きたいと思っていますが、今はなかなか時間が作れません。いつか行くときにふるさと納税で活気付いた街
をじっくり観光したいと思います。有効にご活用願います。

４０代 女性 会社員
15年程前になりなす。両親が仕事でかつらぎ町に一年弱ですが、住んで居ました。皆さんにとても親切にしていただき、今でも思い
出しては、話しをしています。そのお礼と米油が欲しかったので、寄付させていただきます。

５０代 男性 会社員 和歌山のみかんが食べたかったので、申し込みました。楽しみにしています。

３０代 男性 自営業 和歌山のふるさととして、頑張ってください。

５０代 男性 自営業 ふるさと応援しています特産品や伝統行事を継続できる様　お願いします

４０代 男性 会社員 ふるさと納税制度があるおかげで、かつらぎ町と接点を持てました。町の発展をご祈念申し上げます。

４０代 女性 会社員 先日、5番の平たねなし柿が届きました。おすそわけで配った所、「とても甘くて美味しい」と好評でした。ありがとうございました。

６０代以上 男性 会社員 友人のふるさとの応援です。ますますの発展を祈ってます。

６０代以上 男性 その他 まだ行ったことのない場所なので、そのうち旅行してみたいです。

５０代 男性 会社員
来年の大河ドラマ「真田丸」の放送に向けて、かつらぎ町も真田幸村ゆかりの地として　観光地整備など　お忙しいことと思います。
豊かな自然を残しつつ、知名度UPや観光客増加が図れるよう祈っております。

５０代 女性 会社員 正直、初めて聞いた町です。これも何かのご縁なので、応援させていただきます。

４０代 女性 自営業 家族の一人が現在和歌山市に住んでいるのでなるべく和歌山県内の市町村にふるさと納税をしたいと思いました。
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４０代 女性 会社員 こちらのロールケーキが美味しくて、3回目の寄付です。町のため有効に使ってください。

３０代 男性 会社員 おいしいミカンの生産を後世にも伝えていっていただきたく、応援するためにふるさと納税いたします。がんばってください！

５０代 男性 会社員
始めてのふるさと納税です。特産品みかんで検索し、かつらぎ町に出会いました。これをきっかけにかつらぎ町の事をいろいろと調
べたいと思います。みかんが届くのが楽しみです！

５０代 男性 自営業 今後も色々な特産品を楽しみにしております。

５０代 男性 会社員 特産品を拝見していましたら、一度訪ねてみたくなりました。

４０代 男性 会社員 外国産に押される中、日本の農産物から取れるものを増やして、自給率を高められたらと思います。

２０代 男性 会社員 かつらぎ町に友人がいます。　かつらぎ町が元気なるよう応援します。

５０代 男性 会社員 次世代を担う子供たちの教育・育成を応援します。

６０代以上 男性 その他 今後もふるさと産品を続けて生産していってほしい。

６０代以上 男性 その他 果物が好きです。日本一美味しい果物を作って地域の活性化にご尽力ください。

５０代 男性 会社員
今までまったく知らなかった町がふるさと納税のおがげで身近に感じる事ができました。かつらぎ町が今後益々良い町になります様
に応援しています。これからも頑張って下さい！

５０代 男性 会社員 頑張ってください。こめ油がほしいです。

５０代 男性 会社員 家内がかつらぎ町出身です。自然豊かなかつらぎ町の発展を少しでも応援したいです。

６０代以上 女性 その他
和歌山は種々の魅力が多く、色々な意味で今後ともお付き合いしたいと思います。皆様のますますの独自のご発展をお祈り申し上
げます。

４０代 女性 その他
カタログを送って下さってありがとうございます。みかんがとてもおいしそうなので、楽しみにしています。少額ですがお役に立てるとう
れしいです。以前、自転車で高野山から潮岬に走ったことがあったので、温暖な気候など懐かしく思いました。

６０代以上 男性 自営業 和歌山県には2度しか旅行していませんが、とてもいい所だと思いました。この次はぜひかつらぎ町をおたずねしたいと思います。
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４０代 女性 その他

私は東京に住んでいますが、首都主体の日本ではなく、日本全体が魅力ある国であってほしいと思うので、東京ではできないことな
どを頑張っている自治体を応援したいと思いました。子供を増やすことばかりが注目されがちですが、いずれ皆年を取り老人になり
ます。高齢者が楽しめる活動に力を入れたり、医療や公共交通が充実し、有機農法など次世代につなげられる環境、生活が地方か
ら理想郷として発信できれば、首都中心の政治ももっと変わるかもしれないと期待して寄付、応援します！

６０代以上 女性 その他 輸入品が増えてくると思いますが、応援していますので頑張ってください。

５０代 女性 会社員
私は比較的都会に住んでいるため、田舎暮らしにあこがれていますが、今現在住まわれている方には苦労もあるかと思いますが、
田舎の良さをいつまでも維持していただければ、いつか住むことができればとてもうれしいです

５０代 男性 会社員 3口目です。以上です。介護職の方の厚生にもお使いください。どうぞよろしくおねがいいたします。

４０代 女性 会社員
和歌山県はなかなか伺えませんので、ふるさと納税でご縁ができてうれしいです。同じ果物の豊かな地域です。種類がちがうのがお
もしろいです。また申し込んだ理由として、コメ油の発送がすごいと思います！

４０代 男性 自営業 今回初めて町名を聞きましたが、何かの縁ですし、親近感がわきました。

５０代 男性 会社員 いつも特産品ありがとうございます。わずかですがお役立てください。

４０代 女性 会社員 町の発展と皆様の健康に役立てて下さい。

３０代 男性 会社員 転勤で全国を飛び回っていてもいつもかつらぎ町を応援しています！

６０代以上 男性 会社員 地方創生のモデル地域になってもらいたい

４０代 男性 会社員
寄付をきっかけに　かつらぎ町 のことをもっと知りたくなりました。友人が数多く和歌山県に居住していること、両親が大阪府の南部
に居住していること、みかんが大好きなことから昔から和歌山には親近感があります。これからもがんばってくださいね。

６０代以上 男性 会社員 東京かつらぎ会をきっかけに寄附します。

４０代 男性 会社員 活力ある地域づくりに期待しています。

６０代以上 男性 会社員 和歌山は遠いところです。車で随分かかりましたが、もう一度行ってみたくなりました。

５０代 男性 その他 和歌山県は、近いふるさとです。がんばって盛り上げてください！！

４０代 男性 自営業
ふるさとチョイスでの出会いです。米油に興味はありましたが、なかなか試す機会がなく、今回申込させていただきました。届くのを楽
しみにしています。
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６０代以上 男性 自営業
１０月に平たねなし柿を送付してもらいましたが当地で手に入れれる柿より断然おいしくいただきました。やはり産地直送のものはと
てもおいしい！！！

３０代 女性 会社員
ほしいものを選んでいてこちらを開くことになりましたが、特産品においしそうな果物が多く、とても素敵なところなんだろうなと思いま
した。わずかの寄付ですが、ご活用いただければ幸いです。

５０代 女性 その他 丹生都比売神社のためにお役立て下さい。よろしくお願いします。

４０代 男性 会社員
今月いただいたミカンがとてもおいしかったのでまた寄付します！いつも寄付金のお礼でいただくかつらぎ町の果物が美味しいの
で、先月、初めてかつらぎ町の渋柿をインターネットで購入し、自宅で干し柿を作りました。美味しいです。

５０代 男性 会社員 米油に興味があったけど店で探したりする機会がなく、知らない町を知るきっかけにもなるかと思いました｡

５０代 男性 会社員 少額ですが何かのお役に立てれば幸いです。また、そちらの特産品も楽しみにしております。

４０代 男性 会社員 こめ油は近年評価が高いのでこのまま特産品として継続していただきたいです。

４０代 男性 自営業 今回、初めて町を知りました。今後は、意識して注目・応援させていただきたいと思います。

２０代 女性 会社員 微力ながら寄付させていただきます。地域活性化に活用いただければ幸いです。

５０代 男性 会社員 高野山に行くとき寄ったことがあります。かつらぎ町を応援しています。今年の柿は絶品でした。またみかんのご対応に恐縮します。

３０代 女性 会社員
和歌山が好きで、よく遊びに行くのですが本当に自然が多くとても魅力的に思います。このすばらしい環境をこれからも保持して頂き
たいです。

４０代 女性 その他 この度は大変お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。米油が楽しみです。

５０代 男性 会社員 過去　和歌山県に住んだことがあります。地方創生頑張ってください。

４０代 男性 会社員 ふるさと納税はとても町をアピールできるツールだと思います。どんどんこれからも素晴らしい特産品を出してくださいね。

６０代以上 男性 自営業
和歌山県がお気に入りで、よく行かせて貰います。その中でかつらぎ町の果物がおいしいので、ふるさと納税させて頂きました。これ
からも町の振興のため頑張って下さい。

６０代以上 男性 会社員 定年退職後　後2年で　住みたい
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