
年齢 性別 職業 メッセージ

６０代以上 女性 自営業
昨年、初めてふるさと納税で富有柿をいただきました。家の庭にも昔から富有柿の木があり、楽しみに食べていました
が、今は枯れて实がなりません。農家の人の苦労がわかります。今年も楽しみにしています。和歌山かつらぎ町の柿
は本当においしく歯ざわりがいいです。皆さんに感謝です。

４０代 男性 会社員 白鳳だったら、うれしいです♪

６０代以上 男性 自営業 今年もよろしくお願いします。

５０代 男性 会社員 お役に立てば幸いです。

３０代 男性 会社員 これからも美味しい果物を作ってください！

４０代 女性 会社員
昨年桃と柿を送っていただき、おいしくいただきました。今年も日本一と言われる柿をお願いできてうれしく思います。農
家の方の努力に感謝いたします。

６０代以上 男性 その他 桃の産地も沢山あるが、和歌山県のイメージで 選ばせてもらいました。発展を応援しています。

５０代 男性 会社員 次世代を担う子供たちの高等教育並び大学進学への奨学金の一部としてお役立てください

５０代 男性 会社員 毎年美味しくいただいてます。 今年も楽しみにしております。

４０代 女性 会社員 がんばってください！

５０代 男性 その他
あら川の桃は知っていましたが、お隣のかつらぎ町もフルーツの町とは知らなかったので、これを機会にドライブがてら
に伺ってみたいと思います。町のご発展を応援いたしております。

６０代以上 男性 会社員 和歌山はみかんと梅が有名ですが 桃もあるとは知りませんでした 清水白桃はおいしいそうなので楽しみにしています

３０代 女性 会社員 昨年も桃を送っていただきありがとうございました。とてもおいしかったので、今年も楽しみにしております。

６０代以上 男性 会社員 ふるさと振興がんばってください。

６０代以上 男性 会社員 第２回目のふるさと納税させていただきます。がんばってください。

４０代 男性 会社員 昨年同じお礼品をいただいて、とても美味しくいただきました。

４０代 男性 会社員 これからも頑張ってください！

３０代 女性 会社員 美味しい富有柿をありがとうございました。
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５０代 男性 その他 頑張ってください。

６０代以上 男性 会社員 富有柿は美味でした。リピートしています。

３０代 女性 会社員 行った事がないので、いつか旅行で行きたいです。

６０代以上 男性 会社員 今年もよろしくお願いします。

４０代 女性 会社員
和歌山県はフルーツのイメージはあまりありませんでしたが、かつらぎ町のサイトを見て、魅力的な特産品がたくさんあ
ることが分かりました。

３０代 男性 会社員 去年頂いた桃がとても美味しかったので、今年度も寄付をさせて頂きたいと思いました。

６０代以上 男性 その他 和歌山県民として、かつらぎ町の発展を念じております。

４０代 男性 会社員 母屋があり、いつも両親と墓参していました。町民に優しい町づくりをお願いします。

４０代 女性 会社員 父が柿好きなので、この特産品にひかれました。 今後とも継続して下さい。

５０代 男性 会社員 一度は和歌山を観光したいと思っています。 美しい山々の姿が、いつまでも続くとありがたいです。

４０代 男性 会社員 益々のご発展を期待しております。

６０代以上 男性 その他 よりよい町づくりに役立ててください。

３０代 男性 会社員 未来を担う子供達の教育費用に充ててください。

４０代 男性 会社員 若者の教育に使ってください。

６０代以上 男性 その他 去年も納税して対応が良く果物もとても高品質だったから

４０代 女性 昨年も美味しく頂きました。

２０代 男性 子供たちの教育関係に使ったってください。

６０代以上 男性 会社員 自然保護に使って頂ければと思います。

６０代以上 男性 その他
昨年富有柿をお願いしたところ、立派な、おいしい品物が届きました。　農家の方の仕事のすばらしさに感謝しました
今年は桃を追加させていただきたく、お願いします
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３０代 男性 会社員 これからも特長あるまちづくりを頑張ってください

３０代 女性 会社員
昨年も桃をいただき、大変おいしかったので今年も申し込ませていただきました。 寄附金は農家さんの支援に使ってい
ただければと思います。

５０代 男性 その他
寄附金は農業振興と後継者育成にお役立て下さい。日本の少量自給率の向上に少しでも貢献できればと思っており
ます。

３０代 男性 会社員 あまーい桃を期待しております。よろしくお願いします。

５０代 男性 会社員
また今年も葛城山脈の裏から、応援させていただきます。 いつまでも、自然豊かで、人々がご健康に健やかに暮らせ
る町でありますように願っております。遊びに行かせていただきます。

５０代 会社員 かつらぎ町がますます元気な町になりますよう応援致します。

４０代 男性 自営業 がんばってください

４０代 女性 会社員 昨年の桃すごく美味しかったです

４０代 女性 自営業 里山は日本の宝だと思います。これからも頑張ってください。去年に引き続き、寄付します！

３０代 男性 会社員 魅力的な町だと思います。がんばってください！

５０代 男性 会社員 地域の高齢化福祉の施策に期待しています。

４０代 男性 会社員 魅力的な特産品を増やしてください。

５０代 男性 会社員 かつらぎ町には魅力的な特産品がたくさんありますね。 富有柿が大好きなので楽しみにしています。

４０代 男性 自営業 子育て事業を頑張ってください。

４０代 女性 その他 素晴らしい自然を守るのにお役立て下さい。 些少ですが寄付いたします。

３０代 男性 会社員 頑張ってください。

６０代以上 男性 自営業
昨年もかつらぎ町にふるさと納税しました。实は大変ピオーネが美味でした。今年もよろしくお願いします。なお近いうち
にかつらぎ町方面観光を考えています。観光マップよければ送付をお願いいたします。

５０代 女性 会社員
昨年も紀ノ川柿をいただきました。最高に美味しかったので、今年は自分用と实家用にと申し込みました。又カード払
いが出来るようになって便利になりました。
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６０代以上 男性 その他 お友達が住んでいて身近な感じがしました。

３０代 男性 会社員 お役立て頂ければ幸いです。 宜しくお願い致ます。

４０代 男性 会社員
昨年ふるさと納税でいただいた柿がとても美味しくあっという間に食べてしまいました。今年も楽しみにしております。ど
うもありがとうございます。

５０代 男性 会社員
かつらぎ町がフルーツ王国というのは、知りませんでした。 和歌山県というと、みかんや梅が有名なのは知っていまし
たが。 たくさんの果物を作っているところということで、とても魅力です。

４０代 女性 会社員 去年いただいた桃がかなりおいしかったので、今年も楽しみにしています。

６０代以上 男性 その他 地域地場産業の応援を致します。

４０代 男性 会社員 うえすとこーすとさんのロールケーキおいしいです！！

５０代 男性 その他
大阪から近く昨年にひきつづき申し込みさせていただきました。 特選フルーツの桃がいつのまにか品切れになってい
たのが少し残念ですが、桃と柿たのしみにしております。

５０代 男性 会社員 豊かな自然を大切にしていただきながら発展されることを祈念しています。

３０代 男性 その他 子供達の教育活動に使って欲しいです。

４０代 女性 その他 和歌山県出身の子育て世代です。少しですが役立ててください。

５０代 男性 会社員
２０年ほど前、和歌山に住んでいた時に、知り合い（農家の息子さん）から頂いた桃の味が、別次元で忘れられない。そ
の後、色々購入しているが巡り合えないですね。和歌山は、みかん以外は地味な印象ですが、その他の色々な果物も
かなりレベル高いと思います。

５０代 男性 会社員 昨年度もいくつか申込しましたが、どの特産品も美味しく頂きました。ありがとうございました。

５０代 男性 会社員 毎年和歌山の桃を美味しくいただいています。

３０代 男性 会社員 魅力あるまちづくりに期待しています。

６０代以上 男性 会社員 今年もおいしいみかんを期待しています。かつらぎ町を応援しています。

６０代以上 男性 自営業 僅かですが、かつらぎ町の為にお役に立つようよろしくお願い致します。

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。
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４０代 男性 会社員 昨年も申込みしてとてもよかったので

４０代 男性 会社員
毎年、娘がおいしいと食べだすと止まらないと楽しみにしています。もし可能でしたら、みかん生産者の方へお伝えくだ
さい。

５０代 男性 会社員 昨年送って頂いたみかん、美味しかったです。

４０代 男性 会社員
正直なところ、コメ油でたどり着きましたが関西で唯一行けてないところで食べても遊んでも楽しい和歌山が私が自由
になる？退職するころまで過疎に蝕まれてほしくないと思いました。応援します！

３０代 男性 会社員 応援します。

４０代 女性 会社員 昔に頂いた桃の美味しさが忘れられないので、楽しみにしております。

５０代 男性 その他 頑張って下さい

６０代以上 女性 自営業 国の宝である子供のために使ってください。

４０代 女性 会社員 頑張ってください！

４０代 男性 その他
昨年、桃をお送り頂きましたが、瑞々しくてとても美味しかったです。たくさんありましたので、知人にもおすそ分けする
事ができました。丹精込めて育てられた、農家の方のご苦労が偲ばれます。 今年も楽しみにしています。

４０代 男性 会社員 この間まで関西に住んでいました。和歌山にも行きました。果物が大好きな子供がいるので楽しみにしています。

４０代 男性 その他 離れた地から、益々のご発展をお祈りしております！

６０代以上 男性 その他 昨年、富有柿を送っていただきあがとうございました。とてもおいしく、今年も心待ちにしています。

５０代 男性 会社員
大阪出身で、子供のころ、よく桃を買いに行きました。 今は遠く北海道ですが、懐かしく思います。 これからも頑張って
ください

５０代 男性 会社員 農業が盛んになるよう頑張ってください

６０代以上 男性 自営業 応援します。

６０代以上 男性 その他
昨年頂いた柿が实に美味でして、こうした産品を生産できる自然環境や従事者が揃っているかつらぎ町を是非応援し
たくなりました。

４０代 男性 会社員 去年も頂きました。非常に美味しかったので今年も頂きたく思い、寄付させて頂きます。
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４０代 男性 会社員
今回初めて貴町へ寄付をさせていただきます。 小額で大変僭越ですが、子供支援に活用いただければ幸いです。 よ
ろしくお願い申し上げます。

６０代以上 男性 その他 昨年に引き続き寄附させていただきます。若者たちの教育に活用いただければ幸いです。

５０代 男性 会社員 和歌山に住んでいたことがあるので応援の気持ちです。 桃は毎年楽しみにしています。

６０代以上 男性 会社員 かつらぎ町の皆さんが生き生きと暮らせる街づくりに活用してください。

６０代以上 男性 会社員 美味しい苺を楽しみにしています。

５０代 会社員 今回を機会に旅行に行ってみたいと思います。

４０代 男性 会社員 地域の活性化にご使用ください

５０代 女性 その他
昨年送っていただいたこめ油、平たねなし柿がおいしかったので、今年も寄付させていただきました。今年はキウイも
楽しみにしています。

６０代以上 男性 その他
３度目の申込みになりますが、女房がかつらぎ町の平たねなし柿の大ファンになっています。これからも美味しい平柿
を楽しみにしています。

３０代 女性 会社員 桃、おいしそうですね～♪

６０代以上 男性 自営業 去年申し込みが不注意で、住所不備でお手数をおかけしました。丁寧にご連絡いただいてありがとございました。

４０代 男性 会社員
かつらぎ町のことをホームページで見ました。 そして、この町の桃をいただいてみたいと思いました。 とても美しい自然
に囲まれたフルーツ王国ですね！

３０代 女性 会社員 農業を大切にしていただきたい

４０代 男性 会社員 ふるさとの貢献に少しでもと思います

６０代以上 女性 自営業 農業の担い手は高齢化が進んでいると聞いていますがこれからもがんばってください。

５０代 男性 その他 和歌山県出身です 地域の振興に努めてください

４０代 女性 会社員 地方の皆さんを応援しています。是非がんばってください！

５０代 男性 会社員 貴町益々ご発展のほどお祈り申し上げます。
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６０代以上 男性 その他 子供の教育に役立てていただければ幸いです。

６０代以上 男性 その他
昨年に続き今年は１万円を２件寄付させていただきます。 この手続は２件目のもので娘にも御町を知って貰うために
特産品を送っていただきます。お手数をお掛けしますが・・・ 子供の教育にお役立てください。

４０代 女性 会社員 少額ですが、お役に立てると幸いです

３０代 よろしくおねがいします 良いまちづくりを！

５０代 男性 会社員 桃や柿やみかん、美味しいフルーツをモット大阪で広めて下さい。

５０代 男性 自営業 昨年も寄付をさせていただき頂戴しました桃がとてもおいしかったです。

６０代以上 男性 自営業 毎年平たねなし柿を頂いています。大変おいしいので喜んでいます。

６０代以上 男性 その他 貴町の益々のご発展をお祈り申し上げます。

５０代 男性 会社員 数年前、子供が和歌山に住んでいたので、寄付したかったから。

４０代 男性 自営業 頑張ってください

３０代 男性 会社員 少子化対策に力を入れてください

５０代 女性 自営業 かつらぎ町の発展を応援しています。

５０代 男性 会社員 水のきれいな風光明媚な環境を守るために、街の発展を期待します。

６０代以上 男性 会社員 富有柿、家族に人気あり　毎年申し込み。

４０代 男性 会社員 美味しい桃を作り続けて下さい。

３０代 男性 会社員 魅力的な特産品の準備ありがとうございます。

４０代 男性 会社員 応援しています！

４０代 女性 会社員 昨年は桃や柿などをいただきました。おいしかったです。今年も楽しみにしております。

４０代 女性 会社員 和歌山県に旅行に行きたいと思っています。

３０代 男性 会社員 かつらぎ町の益々のご発展をお祈りいたします。
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５０代 会社員 去年の柿すごくおいしかったです。大阪のスーパーで売ってほしいです。

３０代 男性 会社員
昨年も寄付させて頂き、とても美味しいフルーツを送って頂き、ありがとうごさいました。今年もとても美味しいフルーツ
を食べたく寄付させて頂きます。

５０代 男性 会社員 みかんがおいしく、数年続けています。楽しみにしています。

６０代以上 女性 会社員 また、町のパンフレットを同封いただければうれしいです。 よろしくお願いします。

４０代 男性 その他 役場職員にとって働き甲斐のある組織づくりを行い、誰もが住みやすい町づくりを目指してください。

３０代 女性 会社員 かつらぎ町の活性化を応援しております。

６０代以上 男性 その他 旅行していいところだったから

６０代以上 女性 その他
昨年はおいしい柿をたくさん送っていただきました。家族みんなで長い間おいしく楽しませてもらいました。今年ももう一
度と楽しみにして待っています。

６０代以上 男性 その他 昨年度寄附した内、家族で一番の評価だった。

４０代 女性 その他
初めて寄附させてもらいました。 商品の到着を楽しみにしています！！ 農家の皆様、手続きくださる方々、どうぞよろ
しくお願いします。

５０代 女性 会社員 昨年も富有柿をいただきました。大きくて甘いのにびっくりしました。今年も楽しみに待っています。昨年よりファンです。

４０代 男性 会社員
和歌山県には足を踏み入れて居りませが、関西空港を利用する機会も多く、後輩の中には一時的に居住して居るもの
も居ります。今回は特産の桃を楽しみにして居ります。

５０代 男性 会社員 少しですが、第一次産業の活性化、および環境保全に役立ててください。

６０代以上 男性 会社員
こちらも地方ですが、自然が大好きです。 地方の元気、応援しています。 いつまでも自然環境豊かな町となるよう頑
張ってください。

６０代以上 男性 その他 かつらぎ町の将来を作る子供たちに頑張れ！！

５０代 男性 会社員 日本が元気になるには、地方の活性化が第一と思います。頑張ってください。

３０代 男性 会社員 すてきな特産品を楽しみにしています。
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５０代 女性 会社員
「町」応援しています。隣の市の桃も気になったけど、町で決めました。 白鳳が少しでもはいっているとうれしいです、よ
ろしくお願いいたします。

５０代 女性 会社員
特産品を見たら、農業が盛んな地域のようでしたので、ここに寄付しようと思いました。日本の農業大変だと思います
が、頑張ってください。応援しています。

４０代 男性 会社員 自然豊かな所であり　歴史も古く果物も多くあるので ぜひ一度は行ってみたいと思った この自然を守ってください

４０代 男性 会社員 農家のみなさん、頑張ってください。

３０代 男性 会社員 昨年もピオーネとみかんをいただきました。 今年もおいしい果物がいただけることを 楽しみにしてます。

６０代以上 女性 その他 桃が大好きな家族です。とても楽しみにしております。

６０代以上 女性 その他 去年もお頼みしました。柿は、おいしくて、量があって満足でした。

６０代以上 男性 会社員 平たねなし柿がとても美味しかったので今年もさせていただきました。

６０代以上 男性 自営業 和歌山県でりんごがとれるのでビックリです。どんなお味なのか楽しみです。

４０代 男性 会社員 はちみつ梅干しが好きなので楽しみです。

５０代 男性 会社員 私も紀州出身なので、地元の皆さんのお力になれれば幸いです。

６０代以上 男性 その他 これからの日本を担う若い人の教育をしっかり頼みます。

２０代 女性 会社員 和歌山のますますのご発展をお祈りしております。

６０代以上 男性
昨年ピオーネを初めて送っていただきました。デパートでも見たことがないくらいなつぶでおいしくいただきました。あり
がとうございました。

５０代 男性 会社員 あんぽ柿を楽しみにしています

３０代 男性 会社員 去年寄付でいただいたピオーネがとてもおいしかったので，今年も寄付させていただきます。

３０代 女性 その他 昨年度ふるさと納税をしましたので、継続して応援させていただきます。

６０代以上 男性 会社員 頑張ってください
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４０代 男性 会社員 昨年寄付した時にみかんをいただきました。 とても美味しくてかつらぎ町のみかんが大好きになり今年も寄付します。

５０代 男性 会社員 昨年おいしくいただきました。今年も待ってます。

６０代以上 男性 自営業 過疎対策に少しでも役に立てて欲しい。

６０代以上 男性 その他 昨年のふるさと納税の返礼品の柿（富有柿）がおいしかったので、申し込みました。

６０代以上 男性 昨年も「柿」を頂いて流石特産品だけあると感激しました。 もう一度味わいたと思いました。

４０代 男性 いつか、観光してみたいです。

４０代 女性 こちらのロールケーキはおいしくて、3年連続で寄付しています。 町のため有効に使ってください。

５０代 女性 会社員
今年で三度目になりますが、おいしい柿をありがとうございます。 「かつらぎ町の富有柿美味しいですよ」と知人におす
そ分けしています。

５０代 女性 その他
先日、桃をふるさと納税でもらいました。みずみずしくおいしかったです。たくさんあったので、友人にもあげて、喜ばれ
ました。ごちそう様でした。みかんの時期も楽しみです。農家のみなさん、頑張ってくださいね。

６０代以上 女性 自営業 国の宝である子供のために使ってください。

６０代以上 男性 その他 地方を応援したい

６０代以上 男性 会社員 昨年も利用させていただき、おいしくいただきました。今回も宜しくお願いします。

６０代以上 男性 会社員 大好物の品ですので期待しています

５０代 女性 その他 世界遺産の保護に使ってほしい。

４０代 男性
かつらぎ町の自然をそのままに保ってください。不必要な開発は止めてください。人材育成等に注力ください。大人も子
どもも教育が大切です。教育で「ふるさと」を大切にする心が芽生えます。そうすればUターン人材が現れ、過疎化等が
防げます。

５０代 男性 会社員 何回か行っており素敵な町。素朴なあたたかい町。またいきたいと思います。

６０代以上 男性 その他 娘から特産品のトマトがおいしかったと聞いたので、初めて寄付します。
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６０代以上 男性 会社員 昨年も申し込んでおいしい柿をいただきました。

６０代以上 男性 会社員 今回で３回目かと思います。 大変美味しい柿、田舎のおふくろにプレゼント

５０代 男性 会社員
昨年は当方の寄付に対して結構なお品を頂戴いたしまして誠にありがとうございました。生産者の皆様を思い浮かべ
感謝していただきました。今年も寄付させていただきます。町民の皆様のご健勝を祈念いたしております。

４０代 男性 自営業 柿おいしかったです。  和歌山県にたまにですがお仕事を一緒にする会社もあるので、なんか親近感もあります。

４０代 女性 その他
昨年、みかんがとてもおいしかったです。ありがとうございました。パンフレットにフルーツのゆるキャラがたくさんあって
可愛らしいですね。

６０代以上 男性 その他 昨年も同種の特産品を頂きました。（好物のため） また、町の発展を心よりお祈り致します。

５０代 男性 会社員 和歌山のりんごを頂くのは初めてです。とても楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

６０代以上 男性 その他
昨年、氷温熟成あんぽ柿をお願いして、始めて食べてみました。あの味が忘れられないので、今年もよろしくお願いし
ます。

４０代 女性 その他
かつらぎ町のイメージキャラクター、かきおうじのファンです。ももひめ、なしじい…など、かつらぎ町のくだもの王国のイ
メージがよく伝わる素敵なキャラクターだと思います。

４０代 女性 その他 子供たちも かつらぎ町のかわいいイラスト付きの果物を楽しみにしています。 これからも、頑張ってください

５０代 男性 会社員 かつらぎ町に訪れたことがあります。応援しています。頑張ってください。

４０代 男性 会社員
若い頃に仕事でお世話になった人が、その後かつらぎ町会議員になられた縁でかつらぎ町に関心を持ちました。地域
が更に発展されますよう応援しています。

６０代以上 男性 その他 近年は継続して支援させて頂いております。 益々のご発展をお祈り申し上げます。

６０代以上 女性 その他 寄付の使途に高齢者福祉があり、自分の思いと一致した。

６０代以上 女性 その他
過去、二回協力させて頂きました 特産品の富有柿とみかんは、お店で購入するものとは 天地の差があります。新鮮で
甘くて大きくてとても 美味しいです。これからも応援させて頂きますので 宜しくお願い致します。

５０代 男性 会社員 去年も確か御町の柿を申し込んで、大変美味でした。 これからも、農業を大切に、特産品を盛り上げて下さい！

６０代以上 男性 その他 高齢者に優しいふるさと作りに役立てば幸いです。
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６０代以上 女性 自営業
2回納税をさせていただきました。歴史的な文化財もあり、くだものも豊富で豊かな和歌山のイメージがあります。伺っ
てみたい県です。

５０代 男性 自営業 昨年もこちらで大玉富有柿を頂戴しましたが、 とてもよかったのでリピートしました。

４０代 女性 会社員 応援しています

６０代以上 男性 会社員 自然環境に配慮しつつ、災害に強いまちづくりのお役に立てていただければ幸いです。

６０代以上 男性 会社員
フルーツ王国としての伝統を守り育てて、若い皆さんが希望を持ってすみ続けられる町づくりを目指して、頑張って下さ
い。

５０代 男性 その他 去年の柿はおいしかったです。

６０代以上 男性 その他 ガンバレかつらぎ

５０代 女性 自営業 米油を昨年、一昨年といただきました。町のパンフレットも楽しく読ませてもらっています。

５０代 男性 会社員 応援しています。

５０代 男性 会社員 少しですが、お役に立てられればうれしいです。

４０代 女性 会社員
毎年、美味しくいただいています。 海外の方々に自然を購入されていると聞きました。 今後も自分たちの手で環境保
全守っていきたいと思いました。

５０代 女性 会社員 丹生都比売神社が好きでかつらぎ町を知ったので親しみを覚えました。

４０代 女性 その他 自然豊かな環境を次の世代にも残して下さい 応援しております

３０代 男性 会社員
もし可能でしたら、ヨーロッパのように、子供達の学費無償化や返還不要の奨学金に役立てていただけたら幸いです。
どんな家庭で育っても、夢を叶えられるように。
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