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応援メッセージ

和歌山県出身ですので、なるべく和歌山県内のどこかへと思い、寄付させて頂きます。

和歌山県は大阪府の隣で　よく遊びに行きましたが　こんな身近なところの立派な果物をもっと応援したいと思います。

日本の自然を守っていって欲しいと思っています。

ことしも応援いたします。

昨年も柿を美味しくいただきました。ありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。

特産品をもっとアピールしてがんばってください。

学生時代、かつらぎ町の友人宅で食べさせてもらったネクタリンの味を思い出したので。

去年も寄付させていただき、美味しいりんごをいただきました。今年も美味しいフルーツを期待しています！

ももとかなしが和歌山県で取れるとはしりませんでした。

ご縁ができて嬉しいです。益々のご発展をお祈りいたします。

幼児教育について、若い両親や事情のある家庭支援が必要な家庭について、教育費が負担にならないよう、先日の国の施策が幼児教育においても
活用されることを願います。

ささやかですが、お役に立てば幸いです。

よりよい町政づくりを応援しております。

とても　良い内容だと思います。来年以降も是非続けてください。

農産業の保護、発展を応援しています。

ここ数年寄附をさせていただいています。フルーツの街すてきですね。皆さんのふるさとを支える一助となればと思います。

和歌山県出身の子育て世代です。すこしですが役立てて頂けたら嬉しいです。

これからの発展を期待します。

かつらぎ町にあった特産品づくりをがんばってください。

私も紀州（单紀）出身なので、地元を応援します。

環境保全期待しています。

ぜひ旅行でお訪ねしたいと思います。

2年連続でミカンをいただいていますが、最高においしいです。これからも、おいしい果物作り、ふるさと納税、是非続けてくださるようお願いします。

河内長野市のおとなりさんという親近感があります。

去年にひき続き特産品楽しみにしています。
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去年はとってもおいしくいただきました。
今年も特産品楽しみにしています。

特産物に魅力があり、寄附させて頂きました。

京都から応援しています。

昨年に続き寄付させていただきます。とても美味しかったので、今年も楽しみにしています。

昨年はじめてふるさと納税をさせて頂き、家族全員大好きなおいしく美しい柿に驚きました。いつか旅行でお伺いしたいと存じます。

去年も寄付をさせていただき　美味しいりんごをいただきました。今年も美味しいフルーツを期待しています！！

今回で3回目の寄付になります。毎回丁寧な説明つきの柿をいただいております。昨年は永い寿命を保った柿の木からとれた実でした。最後まで感
謝していただきました。高齢化で果樹栽培も大変だと思いますがこれからも地域の皆さまお元気でお過ごしくださるようお祈り申し上げます。

また、今年も寄付をさせていただきます。葛城山の裏より応援しております。いつまでも、自然環境を保ち、住民の皆様が健康にお暮らしができ、豊富
な農産物を産出できますことを願っております。

昨年もかつらぎ町へ寄付をしました。おいしいミカンをありがとうございました。今年も寄付したく申し込みます。

昔知人でかつらぎ町で桃を作っている方がいて、いつも夏に美味しい桃を送ってもらっていました。今回たまたまかつらぎ町もふるさと納税されている
ことを知り、初めて寄附をさせていただきました。尐額ですが、使っていただければ幸いです。

昨年初めてかつらぎ町にふるさと寄付をさせていただき、親しみがわいてきたようにおもいます。

特産品をいかした元気な街づくりをしてください。地域が活性することを願っています。桃、楽しみにしています！！

昨年も美味しく頂きました。今年もよろしくお願い致します。

和歌山出身です、遠方より応援しています。

昨年度に引き続き納付させていただきます。今後も、よい街づくりのために頑張ってください。

国産農業推進のため頑張ってください。

昨年、いただいたぶどうは市販ではなかなか見かけない大粒でとてもおいしいピオーネでした。

白浜から熊野経由高野山と回り、柿がいっぱいなっているのに感動。大好物なので買ってきましたが、又欲しくて調べふるさと納税でお願しました。お
いしい柿を作って下さいね。

かつらぎ町の桃が美味しかったというふるさと納税者のブログをみて興味を持ちました。これからも美味しいフルーツ作り頑張って下さい！

何かと事務作業、特産品の手配等大変かと思いますが、ささやかな額で申し訳ないと思いつつ、応援させて頂くことにいたしました。今後ともよろしく
お願い致します。

昨年始めてふるさと納税で富有柿を頂き、とてもおいしく感動いたしました。今年も果物を楽しみにしております。

昨年贈っていただいた桃がとても美味しかったので、今年もお願いすることにしました。

丹生都比売神社にいつか行ってみたいと思っています。
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町の活性化に役立てて下さい！

日本各地の特色ある農業漁業を応援します。国産食材頑張れ。

大阪から近いところにフルーツ王国があると知り応援させていただきます。

御自治体の益々のご発展を応援申し上げます。

ふるさと納税を通して、今まで知らなかった町の事を知る事ができ楽しいです。

知り合いからこちらの地域の桃が美味しいと伺ったことがあり、特産品の中にありましたので選ばせていただきました。機会ありましたらいつか地域に
も足を運びたいと思います。

町の発展に頑張ってください！

昨年も富有柿を頼みました。とても美味しかったです。

和歌山は、仕事・旅行等で何度か訪ねましたが、行くたびに人の温かみに触れ、好印象を持っております。貴県の振興を願っております。

ピオーネが立派でおいしいとの情報を得て申し込みました。特産品が届くのを楽しみに待ちたいと思います。フルーツのまちとして益々繁栄されるよう
願っております。

おいしい梨を作ってください。

和歌山はあまり行く機会がありませんが、これを機会に家族で白浜あたりに行ってみたいと思いますかつらぎ町のご発展をお祈り申し上げます。

農産品の振興に多いに努めてください。応援いたします。

昨年は美味しい富有柿を有難うございました。子供たち家族にも大好評。今年も収穫の秋を楽しみにしております。かつらぎ町の発展をほんとに微力
ですが、応援させて頂きます。

いつもお疲れ様です。。貴県への興味は深いのですが、なかなか訪れるきっかけがありませんでした。この制度を足掛かりにと思っております。何か
のお役に立てれば良いかと思いふるさと納税に参加させていただきます。。

昨年も寄附させて頂き、亀ちゃんの桃が届きました。今まで食べた桃の中で一番美味しかったのでビックリしました。友人にもおススメしました。

富有柿、楽しみにしていました。かつらぎ町応援します。

昨年も美味しくいただきました。尐額ですが、役立てて下さい。

関西に勤務していたころから和歌山のフルーツにはなじみがあった。観光にも行った和歌山の地元雇用の拡大につながれば嬉しい。

かつらぎ町のご発展をお祈り申し上げます。

昨年もりようさせていただきました。大切な自然環境の保護を願っております。

大自然を生かした、子供のための遊び場を増やし、都会から引っ越したいと思う町づくりを期待します。

美味しい柑橘類を作ってください！

かつらぎ町はおいしいフルーツの街というイメージがあります。ますますの発展を期待しています。ずっと応援しています。
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子供たちの教育の充実のため頑張ってください。

今年は不知火を贈っていただきました。　品質がよく感心しました。　応援します。

初めて申込させて頂きますが、尐しでもお役立て頂ければ幸いです。

かつらぎ町に、大切な友人が住んでいるご縁で、寄付をさせて頂くことにしました。

今回は、りんごを選択しましたが、他にもたくさんおいしそうな果物があり、迷いました。　　（柿、みかん等）

フルーツ王国和歌山今後とも美味しい果物をお店で購入できるように期待しています。

かつらぎ町は、美味しそうな果物などの特産品がたくさんある素敵な町ですね。今まであまり知らなかった町ですが、ふるさと納税を通じてとても身近
に感じられるようになりました。これからも応援します！！

出身県が和歌山ですので、和歌山県の一員であるかつらぎ町も和歌山を盛りたてて下さい。

かつらぎ町については馴染みがありませんでした。昨今、TVなどで話題にのる健康食品などによって、こめ油を知ったしだいですが、このような事が
キッカケでも、今まで知らなかった地域を知ることもよいことだと思いました。今後、こめ油以外でも、特産品生産者の皆様に頑張っていただこうと思っ
ています。

美味しい桃の出来る環境を次の世代にも受け継いでほしい。

和歌山が好きで憧れているので、大自然が素晴らしいですね。

以前、かつらぎの桃をいただいたことがあります。とてもおいしかったので楽しみにしています。

また応援させていただきたいと思います。

去年に続き、応援させていただきます。TPPに負けず、頑張ってください！

もともと和歌山市に住んでいました。柿狩りやいちご狩りに行ったことがあり、かつらぎ町のフルーツをよく食べていました。千葉県ではめったにおめ
にかかりません。応援もでき、故郷に準じた味も楽しめるのでよかったです。

今回初めて寄付させていただきます！自然豊かな環境素敵ですね！

関西のりんごの産地になってください。

昨年寄附して特産品「富有柿」を頂きましたがとても美味しく感激しまして、今年度もと思い申し込みました。

かつらぎ町を、今回の寄付をきっかけにいろいろと調べ、フルーツ大国であることが、分かりました。桃は大好きな果物で、とても期待しております。

子供がみかんが好きなので、楽しみにしています。

かつらぎ町のますますのご発展を心よりお祈り致しております。

かつらぎ町のふるさと振興を応援します。

果物好き一家です。果物王国、一度行ってみたいです。
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果物が豊富な町なのに知られていないのがざんねんです。

和歌山大好き！

遠くてなかなか行けない所ですが、大好きな果物がたくさん生産されているので、応援したいと思いました。葡萄を楽しみにしています。

リピーターです。応援します。

町の長期的な繁栄に繋がる有意義な用途に充ててください。若い力あふれる街にしてください。

地元の特産品に期待しています。

昨年初めて納税させていただき、平たねなし柿を送ってもらい食べました。大変おいしかったです。本年もよろしくお願いいたします。

行った事はまだ無いのですが、寒暖差を利用し、様々な果物の栽培が行われていると聞いています。美味しい果物をいただきたいので、今後ともが
んばってください。また一度、これを機会に立ち寄ってみたいです。

今回寄付を決めたのは、ほしい特産品があったから・・・というのが正直なきっかけだったのですが、観光、特産物・・・たくさんの魅力があるまちだとい
うことを知ることができました。これからも尐しではありますが応援していけたら、と考えております！

祖母の生家があります。初めて訪ねたときに、視界の下に雲がいっぱい広がり、雲海という言葉を実感いたしました。祖母も子供のころ　　この雲海
の中で育ったのだと思うと　何とも言えない不思議な気がいたしました。今はもう存命ではないのですが・・尐しのご寄附ですが　高齢者の方のお役に
立てたらうれしいと思います。

昨年札幌から寄付を行い柿がとてもおいしかったので今回も赴任先から寄付をさせていただきます。

色々な農産物をこの先も作り続けて頂けるよう尐しでも貢献できればと思いふるさと納税させて頂きました。

自然を大切にしてください。

関西の和歌山のおいしい果物が頂けるふるさと納税を知り、参加したくなりました。これからも、おいしい果物を作って頂きたいと思いますし、ふるさと
納税を有効活用して頂けたら幸いです。頑張ってください。

昨年も寄付し、美味しい柿を頂きました。今年も同様に楽しみにしています。私が住む市も、昔炭鉱で栄えましたが、今は見る影もなく、高齢者ばかり
の過疎地です。寂しい限りです。ふるさと納税を行う事で、尐しでも役に立てればと思います。

かつらぎ町の特産品は種類も多く美味しそうなスイーツもあり魅力的でした。これからも応援します。

高齢化が顕著で、各地区とも地元の産業の継承が難しくなています。孫がみかんが大好物で、昨年もおいしいみかんを届けて頂きました。今後も若
手の育成も含め、かつらぎ町の産業発展を期待しております。

私も和歌山県出身ですので、ぜひ和歌山がもっともっと元気になって発展していってほしいです。帰省する度に、美味しい海の幸や果物をいただいて
おります。

二歳の娘が果物大好きです美味しそうなピオーネ、楽しみに待っています！

和歌山市で7年弱、卖身赴任していました。自宅に帰るとき、度々紀の川万葉の里で、果物や野菜を買っていました。赴任するまでは和歌山は遠い存
在でしたが、今では身近です。

関西出身です。昨年柿をとてもおいしくいただきました。
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昨年もみかんを頂き、リピーターになりました。今年で寄付金歴２年目です。

昨年かつらぎ寄付金のお礼の品のしらぬいがとても美味しかったので、今年はほかの果物を食べてみたいなと思ったからです。

H２６年から申し込みしています。

友人がかつらぎ町に住んでいて稲刈りや丹生都比売神社などに何度か訪れたことがありました.　今回ふるさと納税のポータルサイトでかつらぎ町の
ページを見て、たくさんの果物を生産地域でもあることを初めて知りました.　かつらぎ町のことをもっと知りたいなと思いました.町の活性化を応援して
います。

かつらぎ町の益々の発展を心より願っております。

果物大好き人間なのでとてもうれしいです。順次申し込みたいと思います。

特に知らない街ですが、ふるさと納税をきっかけに、かつらぎ町がフルーツの街だという事を知りました。

前月より人口が減尐しているのを見て、こちらへの寄付を決めました。

桃やブドウをはじめ、かつらぎ町の果物をおいしく味わっています。普段はドライブの帰りに道の駅などで購入しますが、ふるさと納税で果物が出てい
ることを知り、応援しました。

この度はお世話になります。皆様のご多幸を祈っております。

毎年、特産品の桃を楽しみにしています。　機会があれば、一度訪れたいと思っています。　頑張って下さい。

和歌山県内で子供たちがお世話になり、いろいろみて柿酢を飲んでみたいと思い、かつらぎ町にしました。

かつらぎ町に尐しでも貢献できれば嬉しいです。

キウイフルーツが大好きなので、一月配送分だけでなく、他の月もあると嬉しいです。

去年は柿を頂きました。とても美味しかったです。今回は桃を頂きたいと思っています。農家の皆さんお体大切に。

田舎の特産品が 美味しく 永く いただけるようお願いいたします。

近畿の中で最も特産品が豊富な和歌山。今回寄付するに当たりかつらぎ町には様々な特産品があることを知りました。これからもかつらぎ町を応援
していこう、と思いました。

寄付をさせていただくことで、尐し身近に感じています。これから尐しずつかつらぎ町のことを知っていくことでしょう。この様な出会いもいいものです
ね。同じ畿内で近いこともあり、いつかかつらぎ町を訪れてみたいです。

おいしい農作物を応援しています。

観光振興に役だててください。

去年いただいた富有柿は絶品でした。日本農業TPPに負けないで頑張ってください。

現在茨城在住ですが、それまでは大阪に20年近く住んでいました。関西エリアが大好きなので、特産品もおいしそうなかつらぎ町を応援します。

柿が大好きなので申し込みました。
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和歌山県の桃が美味しいと聞いており一度食べて見たかったので申し込みました。こちらのサイトでかつらぎ町をはじめて知りました。桃楽しみにして
います。

寄付のきっかけは「特産品を見て」ですが、これをご縁に是非実際に出かけて行きたいと思います。これからも応援しますのでがんばってください。

去年は柿を頼みとても美味しくいただきました。今年は何回でも特産品が頼めるとなったので、色々なフルーツを寄付をして頼みたいと思います。宜し
くお願い致します。

旅行先で周辺地域を訪れた時の景観が印象的だったので。

特産品をうまくスイーツに生かして町が若返りますね。

以前和歌山の大学に行っており、なんどか桃を食べさせていただきました。懐かしく思い寄付させていただきます。頑張ってくださいませ。

かつらぎ町という町名は初めてです。申し訳ありません。かつらぎ町のご発展をお祈り申し上げます。

昨年度も富有柿をいただきました。味もかたちも素晴らしくてとてもりっぱな柿でした。出荷まで大切に育ててこられた農家の方々の苦労をしのびなが
ら感謝していただきました。かつらぎ町についてはなにも知らなかったのですが、ふるさと納税の制度がご縁となって今はとても身近に感じています。
今後のご発展を祈っています。

和歌山県の出身なので、寄付させていただきました。古き好きふるさとを守っていただきたく、よろしくお願いいたします。

日本のふるさとの自然を守ってください。

もっと　若い人たちが活躍でき　ふるさとに帰ってきたくなるような　そして観光客が行きたくなるような　町にしていただきたいです。

特産品は魅力的なものがあり良かったです。

和歌山県にはまだ行ったことがありませんが、果物が大好きです。かつらぎ町はフルーツ栽培が盛んと聞いています。いつか旅行で訪れたいと思い
ます。

素敵なまちづくり頑張ってください。

まちづくり頑張ってください。

こういうことで自分が居住していない地域のことを知るのは良いことだと思います。和歌山に行ったことはないですが、今度行ってみたいと思います。

インターネットの個人のブログで、桃ランキングの中に入っていて、寄付を決めました。

ふるさと納税を積極的に活用して地域の活性化を図ってください。

昨年は、富有柿をいただき、大満足でした。今年は、平たねなし柿を楽しみたいと思います！

四季の果物がたわわに実り、自然が豊なことが実感できますね。一度ゆったりと訪ねてみたいです。

子育てを中心に使用していただければ嬉しいです。

かつらぎ町のエリアを改めて確認すると、思ったより広く、御坊から行ったことのある花園の方まで含まれていると知りました。山登りで、妙寺から丹生
都比売神社の方まで歩いたことがありますが、まだまだ楽しめるトレッキングコースが一杯ありそうですので、これからも地図を見ながら楽しませて頂
こうと思います。いつまでも緑溢れるふるさとを守っていって下さい。
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かつらぎ町が日本のどこか知れ渡れば良いですね。

３月に和歌山線にのりました。のどかな感じでなかなかよい地方です。

昨年もふる里寄付金をして特産物をお送りいただきました。大変おいしく頂戴いたしました。ありがとうございました。かつらぎ町のふるさと寄付金は雑
誌で知ったとおもいます。

楽しみにしています。よろしくおねがいします。「かつらぎ町」が元気でいてもらいたいです。

ふるさと納税以外で、お得なB品商品を購入出来るシステムを導入して、もっと和歌山の美味しい果物が県外でも購入出来るようにして欲しいです。
ふるさと納税でもそう言った商品があると両方うれしいです。

福祉事業にすこしでも貢献できれば幸いです。

何回でも寄付ができるようになったので、ブドウもお願いします。北海道ではなかなか食べられないので家族で楽しみにしています。宜しくお願いいた
します。

ふるさと納税によつて地域の農園を応援しています。

環境保全にがんばっていただき、自然がいつまでも守られることを願っています。

同じ和歌山県民としてフルーツ王国を応援したいと思います。

桃は大好きです！美味しい桃を作っている町を応援します！

昨年は梨とみかんを頂きました。今年は桃にしました。楽しみにしています。

昨年同様かつらぎ町を応援します。

初めての寄付です。純粋に寄付というよりは、やはりこの納税が結果として節税になり、さらに特産品をいただけるということへの興味本位というのが
正直なところですが、これを機に税金の使途等に更に関心を持てればと思っております。

かつらぎ町の益々のご発展を念願しております。

子どもが住みやすい街づくりで、地方が元気になれるよう祈っています。

振興推進を期待しています。

みかん県応援してます！

遠方の秋田より応援しています♪ヾ(*´∀｀*)ノ

手作り感のあるホームページと町政に共感しました。今後のかつらぎ町の発展の一助になれば幸甚です。

和歌山県は、一度だけ行ってから45年以上たちます。是非、もう一度行ってみようと思っています。頑張ってください。

地元産業の活性化に使っていただければ幸いです。

昨年同様に今年もよろしくお願いいたします。

寄付金を有効に活用してください。
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地域産業振興に使ってください。

かつらぎ町を知るきっかけになりました。

昨年、送付して頂いた富有柿がとても美味しかった。有難うございました。

かつらぎ町ではないけど和歌山県出身です。ガンバレ和歌山。

昨年も寄附させていただきました素敵な特産品ありがとうございますますますご発展ください。

昨年も利用させていただきました。特産品のクオリティが高く家中で大好評でした。

これをきっかけに是非足を運んでみたいです。応援しています。

（旧花園村）過疎地に力を入れてほしい。

前回もお世話になっています。些尐ですがお役立てください。

貴町の活性化にご活用ねがいます。

貴町の名前すら知りませんでしたが、自然溢れるいい処のようで、機会があれば訪れたいと思います。これからも美味しい農産物を生産してくださ
い。今後も応援ささていただきます。

かつらぎ町の農業が発展しますように、応援します。

健やかで元気な子供を育ててください。

全国から桃を取り寄せるほど桃大好き一家です。貴町の桃は知らなかったです。貴町の桃が美味しかったら来年度以降はずーっとお願いします。

関東地方在住で、和歌山とは縁がないですが、和歌山のイメージのひとつに、フルーツのおいしい土地があるので、桃目当て(笑)にふるさと納税させ
ていただきました。

環境を守ってほしい。

地域の発展をお祈りするとともに、おいしい桃を楽しみにしております。いつか観光にいってみたいです。

昨年も利用しました。いつかかつらぎ町を訪ねたいと思います。

子供のテニスの試合で何回か訪れた思い出深い町です。山に沢山のミカンが成り試合後、自由にミカンをお持ち帰り下さいとバケツ一杯にいくつも置
いてあったのが印象的でした。親切で暖かい皆さんの町が素朴さを残しつつも発展していって下さい。

桃が美味しそう！

昨年　いただいた柿　とても美味しかったです。これからも　日本の食卓を喜ばせる美味しいもの作りを頑張ってください。

かつらぎ町がますます発展する事をお祈りいたします。

昨年のみかんは美味しかったです。

子育て事業を頑張ってください。
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子供の教育に尐しでも役立てていただければ幸いです。

いつか行ってみたいです。

まだ　和歌山県には行ったことがありませんが、友人から和歌山の柿を頂き名産ということを知りました。これからも美味しい果物を作り続けてくださ
い。

かつらぎ町の桃がおいしいと知人から聞いたので楽しみにしています。おいしかったら来年も寄付させていただこうと思います!

おいしい農産物をお願いします。

フルーツ大好きな我が家は和歌山の果物にいつもお世話になっています。いつか直接旅行にでかけて現地で食べたいです。これからもおいしい果物
作りよろしくお願いします。

果物が多く特産品とされていることから、果樹業が盛んだと思われます。寄付金の使い道は将来を担う子ども達の教育支援と悩みましたが、地元の
産業が活性化する一助となればと思います。

昨年も応援させていただきました素敵な街づくり頑張ってください。

過疎地域における住民主体の地域づくりを応援しています。寄付金がその足しになれば嬉しいです。

町の発展を祈念しています。

フルーツがたくさんとれるあたたかい地域が好きで応援しています。

昨年度、主人が寄付させていただいた時の対応が良く、またりんごとロールケーキも美味しかったので（2回寄付）今年度は私が寄付しようと思いまし
た。

これからも応援して行きます。

昨年頂きました桃がとても美味しかったのでまた寄付します。今後も美味しい桃を作ってください。

豊かな風土を守り、益々発展されることを祈念しております。

おいしいピオーネを期待しています。商品名をぶどうとせずにピオーネとすれば検索されやすく、もっと寄付が増えると思います。

この間、友達と高野山から天野の里のほうへおりました。この里は、限られた人の住む特別な里で米トマトすごくおいしい。わざわざここへトマトなど買
いにくるとそこで出会った人に、教えられ、今回トマトがでておりすごく楽しみです。

大阪出身者なので、大阪にいたとき和歌山の桃をたべていました。大好物です。

美味しい、安全な果物づくりをお願いします。

はじめてふるさと納税をします。桃、楽しみにしています。美味しかったら毎年申込したいと思います。

昨年申し込みました発送時期を変更してもらったりと対応がよかったです。そこで、今年も申し込みます。

森林破壊をなんとか食い止めてもらいたいと思います。

特産品で選んだのですが、知らない街のホームページを見るのはとても楽しいです。今までにも2回ほど他の街にふるさと納税をしたことがあります
が、特産品をいただく時(食べる時)は、どこから届いたもので、そこはどんな地域なのか、偉そうにベラベラと紹介しまくっています。
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昔、かつらぎのアパートに住んでいました。応援しております。

美味しそうな特産品がたくさんあり、ぜひ旅行でも行ってみたくなりました。

美味しそうな特産品が多く、とても魅力的です！

おいしい柿が届くのを楽しみにしています。

安全で美味しい特産品を沢山つくり、国内自給率をかつらぎ町から高めていってください。

豊富な特産品があり、自然の豊かさが感じられます。

和歌山県には行ったことがありません。初めて寄付させていただきました。

何度か訪れたことがある。

楽しみにしております。来年もぜひ　続けてください。

活力のある町づくりに活かしてください。応援しています。

和歌山県に行かせて頂いたときは、とても素晴らしいところでした！！！有難うございます！！！！！皆様もどうかお元気でご活躍くださいませ。

祖父母の生まれが和歌山で和歌山には頑張ってほしいと思います。特産品をこういった形で広くPRして自然重視の形で活性化してもらえたらいい
なぁと思っています。

昨年もさせて頂いたので今年も気になったので！

子供たちが豊かな環境で育つように尐しでもお力添えできれば幸いです。

和歌山産のみかんはほんとにおいしいです、山梨のももしか食べてみたことがなかったので食べてみたいと思いえらばせていただきました。これから
もおいしいものをたくさん作ってください。

以前かつらぎ町に訪れた事があります。自然豊かな町ですっかりファンになりました。これからも、自然を大切に、観光地の活性化に力を入れられる
事を望みます。

お隣の県で同じ近畿地方の仲間として、応援したいと思い今回応募させて頂きました。

母は特養に入所しています。すこしでもご高齢者福祉のお手伝いが出来れば幸いです。

美味しい名産品を作ってください。

おいしい桃、楽しみにしています。

子どもの教育環境の充実にご尽力ください。

和歌山県を色々な形で応援しています。

果物など特産物をがんばって作ってください。

友人のふるさとです、最近地元に帰って仕事していると聞いてます。
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おとなりの、大阪府貝塚市出身です。葛城山に子供の頃、何度も登りました。応援してます。

自然豊かな町を大切にしてください。

かつらぎ町のますますのご発展を心よりお祈りします。

こんなにすばらしい特産物があるのなら、別の家族でも寄付したいのです。

和歌山市の出身です。昨年もかつらぎ町へのふるさと納税で、美味しい富有柿を送っていただきました。

ずっと　おいしい　果物の産地であってほしいです。

がんばってください。柿を楽しみに待っています。

和歌山県海草郡の出身です。頑張る和歌山を応援したく日頃から思っています。

子供が桃大好きなので寄付しようと思いました。各地の美味しい国産商品作りを応援したいです。

特産のくだものを家族で楽しみにしています。

高齢者の方が安心して暮らせるよう頑張ってください。

昔かつらぎ町で仕事をしてお世話になった。

今年1度寄附の手続きをさせていただきました。両親がかつらぎ町の柿が大好きで、スーパー等ではなく、産地からのおいしい柿が食べたいと強く希
望があり、再度お願いすることになりました。桃同様、柿も楽しみにしています。

今後も応援しているので頑張ってください。

かつらぎ町の桃の特徴をもっとアピールして頂けるともっと応援しやすく、またかつらぎ町を知るきっかけになると思いました。

みかん、楽しみにしています。

あたたかい気候を活かして、美味しい果物作りをますます頑張っていただきたい。

何かのご縁になると有難いと存じます。有難うございます！！！

昨年も寄附させていただきました。お礼の品は大変素晴らしい「平たねなし柿」でした。今年もよろしくお願いします。

かつらぎ町のなまえもしらなっかたのですが、これをきっかけにずっと注目していきたいと思います。

これを機会に、気にかけていきたいです。

一度旅行で行ったことがありましたが温暖で住みやすい町だなと感心しておりました。自然を大切にして下さい。

毎年、特産品の美味のみかんをいただいています。

若者が集まる活気あふれる街へ。

今後も自然豊かな風土を生かした街づくりを行い、いつまでも魅力のある町であり続けてほしい。寄付金をご活用ください。



平成２７年度　ふるさとかつらぎ寄附金に寄せられたメッセージ

応援メッセージ

和歌山は太陽の降り注ぐ国のイメージがあり、美味しい物が豊富でうらやましいです。東京ー和歌山は移動時間がとても長くなかなか行けませんが
遠くから応援しています。

環境保全、ふるさと振興に活用ください。

分りやすく丁寧な用紙から、かつらぎ町の様子が見えるようです。一度観光で伺いたいなとおもうほどです。

フルーツ王国といわれるかつらぎ町のフルーツを応援しています

美味しい果物をこれからも沢山実らせてください。

初めてふるさと納税をやろうと思い、探していたら、自分の住んでいる地名と同じだったので、やろうと思いました。

和歌山の桃が大好きです。

子供たちに本を。

かつらぎ町方面へは、よく自転車でトレーニングのために走りました。自然の中を走り抜けるのは、とても気持ちよかったです。これからも、きれいな
自然が残る形で地域振興をしていってください。

ささやかですが応援します。子供たちのために使ってください。

昔から日本を代表する美味しい果物や野菜を守り続けてください。応援しています。

日本の素晴らしい自然、農業技術、特産品を守って欲しいです。応援しています！

以前、旅行した時にすてきな町だと思いました。また、行きたいと思います。

是非、ふるさと納税の税金を有効に使ってください。

16年程前、卖身赴任をして橋本市に住み、橋本市・かつらぎ町・奈良県五条市地区の営業を担当しました。その当時、家族は和歌山城の近くに住ん
でおり、和歌山市に帰る時、かつらぎ町を通るたびに鈴なりの柿がなっていたのを懐かしく思い出しました。

すばらしい自然を守っていってほしいです。

おいしい桃、楽しみにしています。

女性には桃など果物の返礼が嬉しいです。

昨年特産品の桃を送っていただきましたが、非常に美しく美味しかったので、また今年も寄付させていただくことにしました。

自然豊かな土地で生まれる産物をどうか絶やすことなく次世代につなげることができるよう応援しています。

昨年も富有柿を送っていただきました。立派な柿でとてもおいしく、柿好きの両親にとても喜んでもらったので、今年も美味しい柿を楽しみにしていま
す。先祖代々親も私も、生まれ育ちが東京なので、旅行に行って、地方の自然やのんびりしている雰囲気で癒され、憧れたりします。現状がわかりま
せんが、ガソリンスタンドがなくなったりして住民の方が困っているなどのニュースを見ると悲しくなります。生活する上で必要最低限な環境をぜひなく
さないでほしいと思い、尐しですがお役に立てたならと思います。

美味しく頂ける特産品を育ててください。
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旅行した時にかつらぎの農産物のおいしさに感動しました。

かつらぎ町がんばれ！

おいしい桃楽しみに待っています。

幼尐時代を和歌山で過ごしたため、和歌山の自治体を応援したいと思っております。

豊かな自然と歴史に惹かれます。いつか訪れてみたいです。

今年度2度目になります。よろしくお願い申し上げます。

初めてのふるさと納税です。和歌山が大好きで、来月また遊びにいくので選びました。おいしいフルーツ作りがんばってくださいね。

今回初めて寄付させていただきます！楽しみにしています！

ふるさと納税を有効活用して、地域振興に役立ててください。

かつらぎ町の地域活性を応援します！

正直、桃につられて申し込みました。頑張ってください。

住民の皆様がより住みやすくなることを願っています。

昨年新婚旅行で和歌山県に行きました。また夫婦で和歌山県の出身の日本ハムファイターズの選手を応援しているので和歌山に納税しようとおもい
ました。

過疎化が進む中、尐しでもお役に立てたら嬉しです。

かつらぎ町が誇る環境の保護に、寄附金を活用していただければ幸いです。

和歌山は自然を感じます。

かつらぎ町のご発展をお祈りいたします。

いつも応援しています。

ふるさと納税での寄付が増えて、かつらぎ町がもっと住みやすくなればいいと思う。高齢化がすすみ、子どもが尐なくなってきて大変だと思うが、頑
張ってほしい。

家族全員ミカンが好きなのでホームページを参考にして決めました。応援しています。頑張ってください。

わずかですが、貴町のためにお役立ていただけたら幸いです。

地方に活力を！！頑張ってください。

昨年富有柿を送っていただきありがとうございました。おいしかったのでことしは寄付金を倍にして桃もいただきたく、よろしくお願いします。

昨年もおいしい柿をいただきました。

美味しい果物をたくさん食べたいですかつらぎ町に行ったことはありませんが応援しています。
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自然がたくさんの町の環境維持をお願いします。

昨年、みかんを大変おいしくいただきました。、今年もお願いします。

和歌山県出身で、去年も寄付しました。

おいしい紀州の蜜柑が食べたくて、それを育てている農家の方々の応援になればと思い、わずかではありますが寄付させていただきます。

2回目です。なんか縁があります。

農業が盛んになるようにねがいます。

今後、予想される台風や大地震に備えてわずかな寄付ですが準備をしてください。

以前から和歌山県の産業を応援したく思ってました。

以前和歌山市で働いており、かつらぎ町に知り合いがいました。

関西（神戸）出身者です。現在は東京在住ですが、関西在住時はよく和歌山へドライブにて旅行をしていました。その際は和歌山の野菜やフルーツを
買って帰っていました。和歌山の桃や柿は懐かしいので、お礼品が届くのが楽しみです。今後も美味しい農作物を農家の皆さんが作り続けていただ
きたいです。

かつらぎ町のことは初めて知りましたが、豊かな自然が残っていて良いところだと思います。これからもふるさとを大切にしていってください

桃は大好物です。楽しみにしております。

かつらぎ町の活性化に向けて応援します！

今回の納税をきっかけにかつらぎ町をしりました。ぜひ子育て支援に使っていただけたらと思います。今後のかつらぎ町の発展をお祈りしています。

行った事が無いのでどんな街か知りたい。

以前、和歌山に遊びに行きました。のどかで、すごくよかったので、また遊びに行きたいです。

かつらぎ町の活性のためわずかですが、お使いください。

かつらぎ町の活性にお使いください。

かつらぎ町には何のご縁もないですが、熊野を有する和歌山県にはあこがれがあり、かつらぎ町のＨＰから農産物の豊かな日本の原風景を想像して
ご縁を持ちたいと応募しました。

日本の農業のほんのほんの尐しですが、お役に立てればと思い応募しました。

旬の果物期待しています。

些尐ですが、地味豊かな地域づくりにお役立てください。

ふるさと納税で各地の美味しいものを知るのが楽しみです。ぜひ、頑張ってください。
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応援メッセージ

今年もキウイフルーツが欲しくて寄付します。昨年とても良いキウイフルーツをいただき大変有難うございました。

親戚が和歌山市に住んでおり、何回か訪問しています。同じ和歌山に寄付できるので選ばせていただきました。ふるさと納税は日本に住んでいる
人々に広告できるいい機会と思います。商品内容の拡充がその肝になるとなると思います。今後も頑張ってください。

かつらぎ町の素朴な雰囲気が大好きです。応援しています！

地域の活性化を応援しています。

これからも応援していきたいと思います。

独身の頃、和歌山に旅行に行きました。のどかで癒されました。今度子どもを連れていけたらと思います。豊かな自然を是非守ってください。

妻のふるさとが隣の紀の川市で、かつらぎ町のピオーネをいただいたことがあり、とても美味しかったので、また食べたいと思いました。

このふるさと制度は地方の特産品を知り、また地方活性化に貢献出来ると思います。そして、そしてその地域の実情を想像できます。このふるさと寄
付制度を理解している町であることを感じました。恵まれた土地なんですね。有難うございます。

特産品の充実を希望しつつ、ふるさと寄附金制度を利用して、地域の活性化、町の発展、観光の促進につながっていければと思います。

地方を応援しています。

魅力的な特産品が多いので、町のご担当者のご努力が窺えます。

日帰りで和歌山に行くと気持ちがやすらぎます。がんばってください。

高野山旅行でよく知っているから。

ご配慮有難うございます。尐額の寄附でこんなに頂いてよろしいのでしょうか？これからも継続できるよう頑張ります。ご指導の程よろしくお願い致し
ます。

将来を担う元気な子供達の為に使って欲しいです。

かつらぎ町の皆様がお元気ですごせますように。

友人がかつらぎ町に住んでいます。かつらぎ町ガンバレ！！

米ぬかの研究開発に関心があり、応募しました。

未来の子供たちの為に使ってください。

かつらぎ町の柿がおいしくて，家族が大好きなので。

妻が学生時代に和歌山県に在住しており（かつらぎ町ではありませんが）、思い入れがあるそうで、応援したいたのことでした。和歌山県の市町村に
頑張ってほしいです。

ふるさと納税は、自分のふるさとに寄付するのが、本来の姿だと思っています。が、私のようにふるさとの無い者にとって、他県の特産品が送られてく
るのは、うれしい限りです。縁もゆかりもない地域との繋がりができることは、良いことです。寄付金の使い道を指定できる子とも自身に納得のいくこと
なので、素晴らしいです。
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応援メッセージ

和歌山県に伊都郡かつらぎ町の地名をはじめてしりました。冊子に「近畿有数の果樹栽培の町」と記載されていました。大好きな梨を食べたいと思い
寄付を申込しました。

どの特産品を申し込むか目移りがするくらい多種類の果物を栽培されているんですね。これからも品種改良が進みますますおいしい果物ができるの
を期待します。おいしいみかんが届くのを楽しみにしています。和歌山のみかんといえば有田がすぐ思い浮かびますが、フルーツ王国と称されるかつ
らぎのみかんをぜひ食べてみたいとおもいました。

ぶどう楽しみにしています。

将来を担う子供の教育に貢献したい。

地方や個人にはますます厳しい世の中になって来てますね。応援します。一緒にガンバっていきましょう。

和歌山県は兄が長年住んでいる県です。その中でも『かつらぎ』はフルーツ王国だと思います。これからも日本の農業を支え、全国に美味しいフルー
ツを届けて下さい。応援しています。

特産品の「桃」を頂きましたところ、大変美味しうございました。今年は「しらぬい」のお味を確かめたいと思い寄付いたしました。

「町」というところに応援したかった。

行ったことのない地名だったので、観光地として。また、特産品などで有名になるといいなと思いました。

5月に届いたこめ油が大変よくリピーターです。

我が家はブドウ大好き家族です。楽しみにしています。

いままで　よく知らない町でしたが、今回が御縁になればと思っております。応援しております。

日本の特産品として世界に売れるような果物をたくさん作ってください。

これからも、自然豊かで、梅やフルーツなど、美味しい食べ物がたくさんできる環境を守っていって頂きたいと思います。

高齢者や障害者に優しい街づくりを期待します。車の運転ができなくなると動けなくなるような街はいやです。群馬県はもろにそうです。老後は公共機
関や高齢者福祉の充実した街で暮らしたいと移住を考えています。

これからも魅力溢れる「かつらぎ町」であることを希望します。

是非、寄付金を生かして頂き町を活性化させていただければ幸いです。

福島県を応援いただいているように、いろんな地域も応援したいと思っております。

いつもお世話になっている地域なので、尐しですが恩返しの意味で地域振興に役立てて頂ければ幸いです。

先日送っていただいた桃がとても美味しかったです。いつ届くかな？と楽しみにしていたので事前にメールいただいたのは良かったです。回数制限な
しということなので、もう1回寄付します。みかんが届くのをたのしみにしています。

季節ごとの果物を両親にお供えしています。贅沢はできないのですが、ふるさと納税を利用したいと思います。

美味しい果物にびっくりしました。今年も楽しみにしています。
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応援メッセージ

美味しい果物をぜひ紹介したいとおもいました。

何度か行った事があり、楽しかった思い出があります。これからも頑張って下さい！

いつまでも自然と人との共生を大事にして、すてきな町であり続けてください。

かつらぎ町のぶどうは初めてで楽しみです。　観光事業を頑張って下さい。

柿が美味しく今年は息子の家におくりたいと思いました。昨年は柿の美味しさに感動いたしました。また寄付をしたいとおもいます。

ふるさと納税でかつらぎ町を知りましたが、町内では色々果樹栽培が盛んなのですね。お隣の県ですので、よく似た環境だと思います。地方から元気
にしたいですね。互いに頑張りましょう！

桃を贈ってもらいました。本当においしく頂きました。ぶどうも期待してます。来年もよろしくお願いします。

次世代の子の教育のためにに役立ててください。

かつらぎ町の果樹栽培を応援し、地域活性化にお役に立てればと考えたからです。

毎年かつらぎ町在住の親戚からたくさんの果物を頂いています。町の振興に尐しでも役立てば幸いです。

公的教育の改善、充実を願います。

実家が和歌山県内にあり、帰省の際には　かつらぎ町にもよくお邪魔します。来年はNHKの大河ドラマで真田幸村がとりあげられますね。かつらぎ町
もご縁のある町ですから、ぜひ盛り上げていってください。昨年はりんごを送っていただきました。不作だったと伺いましたが、大変おいしくいただきま
した。今年も楽しみにしております。

ふだん食べれない、地方のおいしいものを食べたいと思っています。おいしい特産品の紹介を今後もお願いします。

山歩きが趣味なので　隣町のかつらぎ町にも行きます。この秋も　堀越観音、つるし柿の里を予定しています。ご発展をお祈りします。

ふるさと寄付金のサイトでかつらぎ町を知り、地図帳やインターネットで調べさせて頂きました。自然あふれる山に囲まれた素敵な町であると感じ、寄
付をさせて頂くこととしました。一度訪れたいと思います。環境保全よろしくお願いします。

去年柿を頼んだのですがとてもおいしかったです。今年も楽しみにしています！

教育観光事業振興に役立てください。

昔奈良に住んでいたので、和歌山も懐かしく思っております。

貴町には特産品に多様な果物がありますが、将来TPPの影響をばねに、日本国内だけでなく世界に誇れる（輸出できる）農産物を生産できる「かつら
ぎ町」になってください。

和歌山県出身なので申し込みました。父親が同じ和歌山県出身であり、柿が好物なので「ふるさと納税」の制度を使って贈ります。

富有柿を楽しみにしています。

今後の益々のご発展を祈念いたします。

くだものに特色ある街づくりと拝見しました。今後の益々のご発展を祈念いたします。
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応援メッセージ

柿はかつらぎ町でと思っていました。美味しい柿を楽しみにしております。

これからもよいまちづくりにご尽力ください。

和歌山のみかん作りを応援してるので。

町の発展を応援しています。

地図の上では、近い町ですが、出かけるには遠いと感じます。(どこの町も同じですが）、高齢化が進み、福祉方面に役立ててほしいです。美味しい物
産もたくさんありそうな町です。ますますの発展を願っています。

先日和歌山に出張して初めて行きましたが、また行ってみたいです。

いつも家族がお世話になっています。住みやすいところだとおもいます。

家内があんぽ柿が大好きで、楽しみにしています。

寄付金、お役にたれば幸いです。

美味しそうな果物がたくさん取れる町と思い申し込みました。

いろいろな果物が豊富でとても気に入りました。これからも町を持ち上げて頑張ってください。

今回特産品をいただくことでご縁ができましたが、私は旅行が大好きです。これをきっかけにまた寄せていただきたいです。

柿といえば、奈良県吉野をイメージしてました。和歌山のかつらぎ町の名前を覚えています。今後のご発展をお祈りもうしあげます。

初めてのふるさと納税です。地元産業の振興になれば幸いです。

きよみオレンジが大好きですが、ふるさと納税にはあまり出ていないので、かつらぎ町から届くのを楽しみにしています。

果物の王様と言われる柿は、美味しくてビタミンCがたっぷりで健康や美容にも良く、大好きです。かつらぎ町の柿が全国に沢山出荷できるよう応援し
ています。

介護の充実をお願いします。

昨年ふるさと納税でいただいた富有柿がとってもおいしかったので、また納税させていただきます。

尐子化対策と高齢者福祉に使ってください。

環境保全に役立てていただければありがたいです。

以前、果物狩りに行ったことがあります。おいしい果物を作り続けて下さい。

かつらぎ町は私が訪れてみたい町になりました。これからも、微力ながら応援したいと思います。

不知火を以前食べたことがあり、大変美味しかったです。がんばってください、応援しています。

保育園関連で使ってほしい。

和歌山県へはまだ行ったことがないので、機会があればぜひ行ってみたい。



平成２７年度　ふるさとかつらぎ寄附金に寄せられたメッセージ
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地方の元気が日本を元気にする！応援しています！

すばらしい特産品を全国へご案内頂きましてありがとうございます。

和歌山産のりんごは新潟では売っていません。ぜひ食べてみたいです。

ふるさと一覧表をみて、いいなと思いました。

富有柿は大好きです。楽しみにしています。町の活性化の為頑張って下さい。

以前、梨（もうすぐ届く）も希望したところ、メールでいつ頃届くとご親切に連絡頂き、うれしかったです。

去年いただいた平たねなし柿がとてもよかったので今年も希望しました。

これからも、農産物や観光に力を入れて、頑張って下さい。

果物が採れて気候が穏やかでよい場所なのでしょうきっとおいしいぶどうが戴けると信じています。

和歌山県が好きで応援したいと思っていますが、その中で、家族みんなが、かつらぎ町の果物を気に入っています。そこで、ふるさと納税をさせて頂
きますのでよろしくお願いします。

昨年も「みかん」を送って頂きました。とてもおいしくて家族で食べさせてもらいました。果物を育てることはとても大変だと思います。農家の皆様、あり
がとうございます。

昨年いただいたみかんがとても美味しかったです。今年もよろしくおねがいいたします。

昨年に続き納税します。今年は高野山に参拝に行きましたが、途中かつらぎ町を通り自然豊かな村と果物が多いのに「宣伝される事になるほど」と感
心しました。途中農協特産品売り場にも立ち寄りましたが時期的なものか果物は尐なかったです。高野山のふもと、観光バスが立ち寄れる施設、産
地としての宣伝（例えば柿畑には「富有柿畑」とか一目で見える）をしたらどうでしょう・・。

柿もすごくおいしいです（＾＾）和歌山県には仕事を一緒にしたことがある会社もあり、親近感があります（＾＾）

和歌山には行ったことがありませんが、生きているうちに必ず、行ってみたいと思います。

お役にたてたら幸いです。

柿が届くのを楽しみにしております。

昨年もお願いして大変美味しかったです。

農産業支援に尐しでもお役に立てれば幸いです。

昨年いただいた柿がおいしかったので今年も寄付することにしました。

近くに知り合いがいます。お年寄りには、坂が多く大変な所もあると思います。皆さんが、緑豊かで住みやすい御町でありますように応援しています。

子供画く未来に寄付をお役立て下さい。

これからも美味しい果物をたくさん作ってください。



平成２７年度　ふるさとかつらぎ寄附金に寄せられたメッセージ

応援メッセージ

今回初めて、ふるさと納税をしました。いろいろ迷ってかつらぎ町を選びました。

桃となしを頂きましたが、大変美味しかったです。また来年も応募したいと思います。

去年いただいた富有柿の味が忘れられません。頑張ってください。

昨年は柿がとてもおいしかったです。今年は一度梨をいただきましたが、妻から柿の要望がありました。

昨年に引続き応援させていただきます。しっかりした対応と、ハイレベルな特産品に高得点を付けました。おみかんも柿もとっても美味しかったです。
見やすい小冊子も良いですねー。かつらぎ町は、一度観光に行ってみたい場所になりました。皆々様のご繁栄とご健勝をお祈りしております。

毎年、両親がかつらぎ町に住んでいるために、帰省しています。かつらぎ町は、空気が美味しく冬は温暖な気候で大変過ごしやすい場所と感じていま
す。今後も緑を大切にしてほしいと思います。

かきおうじの活躍を期待しています。

ふるさと納税の制度は、日本全体のバランスのとれた発展のため重要と考えます。

自然環境を大切に、特産品を育てていって下さい。

農業は大変だと思いますが、今後も頑張ってください。

沢山の特産品の中から選べてうれしいです。

関東からは交通の便が悪く旅行には遠い県ですが、その分自然が素晴らしく、一度ゆっくり旅行がしてみたいです。

昨年も寄付して頂いたお礼の品がおいしく、今年も寄付しました。町のため有効に使ってください。

旅行でかつらぎ町を訪れたことがあります。素朴な風景と、親切な人々の思い出が残っています。この町を残して行ってほしく、わずかですが寄付さ
せて頂きます。

和歌山市の出身です。生まれ育ったところは、その近辺も含めて懐かしいものです。町の発展を祈念しています。

和歌山県には一度も行ったことがないですが、ふるさと納税を通じて和歌山に興味をもちました。多くの美味しそうな特産があり、かつらぎ町に魅力を
感じました。これからも、魅力ある特産に力を入れて、町を盛り上げて下さい。

柿は一番美味しいです。宮崎完熟マンゴーなんか比べ物にならないくらい美味しいと思いますので、これからもどんどん作ってほしいです。

いつもお世話様です。尐しですがお役立てください。


