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2018年2月3日 神奈川県 微力ながら応援させて頂ければと思います。

2018年2月4日 千葉県
①教育に力を入れていただき、子どもを育ててもらうことを期待していま
す。 ②寺社仏閣を大切にしてもらうことを期待しています。

2018年2月5日 長野県 住民が快適な、より良い町づくりを応援します！

2018年3月4日 神奈川県 微力ながら応援させて頂ければと思います。

2018年4月4日 大阪府
滋賀県出身です。滋賀県のお茶が大好きです。甲賀市には土山など
美味しいお茶所があります。ずっと美味しいお茶を作って欲しいです。

2018年5月11日 滋賀県 出来れば土山小学校区内のお役に立てばありがたいと思います。

2018年6月11日 長崎県 一度遊びに行きたいです

2018年6月23日 東京都
甲賀（土山）出身です。年老いた両親が住んでいます。高齢者に優し
いマチ・ムラであってほしいと思います。

2018年7月4日 滋賀県 長浜市に住んでいますが、とても好きな場所なので応援しています！

2018年7月15日 宮崎県 益々のご発展を祈念しております。

2018年7月15日 愛知県 あいの土山マラソン最高。

2018年7月15日 京都府 新しい取り組みです。ナイスです。

2018年7月15日 兵庫県 あいの土山マラソンで甲賀市へ行きます。よろしくお願いします。

2018年7月15日 滋賀県 教育に力を入れて強い甲賀市を作りましょう

2018年7月15日 奈良県
毎年、あいの土山マラソンにエントリーしています。大好きな大会への
エントリーを、ふるさと納税枠でしようと思いました。有効に役立ててくだ
さい。

2018年7月17日 東京都 マラソンがきっかけで初めて行きます。楽しみです(^^ゞ

2018年7月19日 滋賀県 お茶がおいしいので保全とPRに励んでいただきたい。

2018年7月19日 大阪府 頑張って下さい 応援してます

ふるさと納税寄付者のみなさまからの応援メッセージ

　全国各地のみなさまから、甲賀市へ心温まるご寄附と応援メッセージをいただきました。
　心から感謝申し上げますとともに、応援メッセージを掲載させていただきます。
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2018年7月20日 京都府 自然一杯で住みやすい甲賀市、応援します。

2018年7月20日 滋賀県 これからのますますの発展を祈っております！

2018年7月22日 大阪府 あいの土山マラソンの、成功を祈っております

2018年7月30日 滋賀県 甲賀忍者を日本一の知名度に！

2018年8月2日 東京都 忍者の里を、楽しんで走りたいと思います。

2018年8月4日 大阪府
里山のある景観と歴史的な香りのする良い地域だと実感します。いつま
でもこの景観を保全してほしいと願っています。

2018年8月10日 千葉県 環境保全を推進して町が発展することを願っています

2018年8月14日 滋賀県
高校時代から育てていただいた。甲賀市に少しでもお力になれれば幸
いです。

2018年8月15日 滋賀県 マラソン大会を盛り上げたいと思います。

2018年8月16日 滋賀県
いつまでも、あいの土山マラソンのような、スポーツ振興イベントを続け
てください。

2018年8月29日 愛知県
あいの土山マラソンには過去に２回出場しました。 とても景色も良い大
会です。

2018年9月1日 神奈川県 美味しくて、安心・安全な食品の生産を期待しています。

2018年9月21日 神奈川県 子育て、教育にお役立てください。健康な子供たちよ。

2018年9月24日 東京都 信楽出身者です。一助になれば幸いです。

2018年9月30日 石川県 甲賀市の益々のご発展を！

2018年9月29日 京都府 生まれ故郷のますますの発展を応援しています。

2018年10月2日 宮城県

昔、隣の市に少しの間ですが住んでいました。忍者好きもあり漫画やテ
レビで甲賀と伊賀の話はよく見ていましたが、たまたまサイクリングで甲
賀に入り、ここかあ！と感動したのを覚えています。 いつかきちんと
行ってみたいと思っています。特に観光の面で伊賀と切磋琢磨で頑
張って下さい！

2018年10月15日 大阪府 過疎高齢化対策に期待しています。

2018年10月24日 埼玉県 頑張れ甲賀市

2018年10月28日 滋賀県 滋賀大の事業仕分け人として貴市に何度かお伺いしました。

2018年10月30日 鹿児島県 いつか遊びに行きたいです。すてきなお礼の品ありがとうございます。
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2018年10月31日 神奈川県 微力ながら応援させて頂ければと思います。

2018年10月31日 大阪府 甲賀市（旧甲賀町）出身者として、故郷の発展を祈念します。

2018年8月29日 神奈川県 学校施設の充実をお願いします。

2018年10月20日 滋賀県 滋賀のゴルフの町として発展期待しています。

2018年11月16日 大阪府 忍者の里として伊賀に負けないように頑張ってください！

2018年11月18日 京都府
自然の多いお隣の滋賀県にはいつもお世話になっています。これから
も、その素晴らしさを維持し、いろんな方が楽しめるよう整備をお願いし
ます。

2018年11月21日 東京都 教育が最も大切です。宜しくお願い致します。

2018年11月23日 三重県 ふるさと納税なのでふるさとへ。

2018年11月24日 滋賀県 全国に名が響くくらいに忍者を応援してる！

2018年11月26日 京都府 応援してます。効果的に活用ください。

2018年11月25日 愛知県
昨年から甲賀市に単身赴任しています。甲賀市のますますの発展を祈
願いたします。

2018年12月1日 宮城県 忍者が好きです。頑張ってください。

2018年12月2日 大阪府 地域の活性化を応援してます。

2018年12月4日 大阪府 楽しいイベント頼む

2018年12月5日 北海道 頑張って下さい！

2018年12月7日 東京都 父が生まれた甲賀市のお役に立てれば

2018年12月8日 滋賀県 高齢の両親が住んでいます。サポートよろしくお願いします。

2018年12月14日 神奈川県
「タラオノイエ」に宿泊しました！「ふるさと」がしみこんでいるお料理をい
ただきました！

2018年12月16日 兵庫県 信楽焼がこれからも元気でありますように。応援しています！！

2018年12月16日 兵庫県
プロバスケ、laikesレイクスを応援しています！レイクスの活躍に寄付金
を利用してほしいです！レイクスがんば！！

2018年12月16日 兵庫県 誰もが安心して住み続けられるまちづくりを期待します。
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2018年12月16日 京都府
少子高齢化の中、過疎化が進む地域ほど余計に高齢者向けサービス
強化をせざるを得ない状況だと思います。だからこそ少しでも子育て世
代に対するサービス向上のため使って欲しいと思います。

2018年12月17日 兵庫県 伊賀に負けるな甲賀。

2018年12月18日 大阪府
市役所も新庁舎になり、新しい甲賀市に期待しています。高齢者対策
をしっかりとやってください。

2018年12月18日 東京都 地域貢献に少しでもお役に立てれれば嬉しいです。

2018年12月18日 滋賀県 大切に使ってください

2018年12月22日 神奈川県 母と祖母と友人たちとその子どもたちをよろしくお願いいたします

2018年12月22日 東京都 とても楽しかった旅行の思い出があります。応援しています。

2018年12月23日 岡山県 母の実家です。 土山の自然をいつまでも残してほしいです。

2018年12月23日 東京都 応援しています！

2018年12月24日 北海道 忍者になれるように頑張ります。

2018年12月24日 東京都 頑張ってください！

2018年12月25日 東京都 特色を生かしたまちづくりに役立ててください。

2018年12月26日 千葉県 がんばってください

2018年12月27日 奈良県 自然豊かな甲賀市を応援します

2018年12月27日 愛知県
信楽焼文化発祥の地として，後世に信楽焼の素晴らしさを伝承してくだ
さい。

2018年12月27日 東京都
家にいる信楽焼の狸は、平成元年の夏に信楽町内歩き回って気に
入ったものを求めました。「光曜」さんの作で、車に乗せて窯元に里帰り
もしました。たぬき休むでぇも楽しみにしています。

2018年12月30日 東京都
結婚してから2年半、水口に住みました。 今は関東に戻ってしまいまし
たが、甲賀市は住みやすい街だったと思います。 いつか子供を連れて
行きたいと思います。

2018年12月30日 神奈川県 ささやかですが、甲賀市を応援させていただきます。

2018年12月30日 大阪府 水口城の再建を希望します。また、水口町の活性化に期待します。

2018年12月31日 大阪府 故郷にがんばってほしいです。

2018年12月31日 愛知県 忍者の里としての活動もがんばってください
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2018年12月31日 滋賀県
旅行で訪れました、よい所ですね。応えんしています！滋賀県NO１近
江牛は山村さんだと思います！

2018年12月31日 愛知県 がんばれ


