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東京都 男性 50代 夏に伊賀城、赤目滝等旅行し、とても良かった！

東京都 男性 30代 母の出身地です。応援してます。

大阪府 男性 40代 応援しています．土鍋を楽しみにしています．

東京都 男性 30代 特産品を初めて知りました。頑張って下さい。

東京都 男性 40代 地域活性化のため役立ててください。

鹿児島県 男性 20代 頑張ってください。

大阪府 女性 30代 伊賀市のお米は美味しいと聞いています。頑張ってください。

岐阜県 女性 30代 さらに魅力あるまちづくりを頑張ってください。

愛知県 男性 30代 良い地域になるよう頑張って下さい。

東京都 女性 40代 いつもお世話になっております。応援しています！

群馬県 男性 40代  日本文化を大切に守っていってください。

大阪府 男性 50代 伊賀市のご発展を祈念いたします。

大阪府 女性 60代 我がふるさと伊賀市がいつまでも誇れる「ふるさと」であるように応援します。

愛知県 男性 50代 子どもだましに止まらない忍者屋敷の維持に期待します。

東京都 女性 40代 伊賀焼が大好きです

神奈川県 女性 70代 焼物がもっともっと世界に広がるように頑張ってください

愛知県 男性 20代
妻の出身地のため、若干ではありますが気持ちを届けたいと思い応募しました。豊かな自然と歴史の残るまちを大切

に想っています。

東京都 地域振興、特産品の奨励等にご尽力いただきたいと思います。

三重県 男性 50代 上野の城下町の風情をいつまでも残してくださいね。上野天神祭、ユネスコ世界遺産登録おめでとうございます。

東京都 女性 50代 伊賀は先祖のお墓があり、毎年墓参りに訪れています。豊かな自然と美味しい食べ物の多い伊賀が大好きです。

愛知県 男性 50代 三重県出身なので応援しています。

神奈川県 女性 30代
地元が伊賀市です。観光等にもっと力を入れてほしいです。実家に帰省した時に三重県伊賀市を他県の皆に自慢出来

るようにしてほしいです。頑張ってください。

埼玉県 女性 40代
伊賀は以前旅行で訪れました。忍者の格好をして名所を歩いたのを覚えています。ユニークな体験が出来て心に残る

旅となりました。今後のさらなる発展を期待しています。

京都府 男性 50代 少しですが、役立てて頂けたら幸いです。

神奈川県 男性 30代 地域づくりにほんの少しでも貢献できたら幸いです。応援しています。

愛知県 男性 30代 伊賀市には魅力がたっぷりあります。これからもPRをお願いします。

北海道 男性 50代 伊賀で育ったのですから、少しは伊賀の為になりたいです。遠くに住んでいても心は伊賀を思っています。

青森県 男性 30代

2016年は伊賀市出身のアイドル，「夢眠ねむ」さんの影響で伊賀市を訪問しました．夢眠ねむさん自身「伊賀は何も

無いけど，美味しいものが多い（肉・米）．あと忍者」とお話されていましたが，私自身も城下町の出身で，非常に

親近感が湧く街並みでした．寄付額は僅かですが，ぜひ街の活性化に役立てて頂きたく思います．

大阪府 男性 20代 育ててもらった街に、大人になった今少しでも恩返し出来ればと思いました。

三重県 男性 50代 伊賀の隣の名張市民です。モクモクがんばれ。

神奈川県 男性 50代 伊賀上野頑張れ！

千葉県 男性 30代 伊賀市という名称だけでワクワクしてしまう…旅行にいきたい

愛知県 男性 40代
旧阿山町出身です。伊賀市を離れて26年、住所を名古屋市に移して来年で10年になります。両親が住んでおりますの

で今でも１･２か月に１度伊賀市に行っております。伊賀市が今後もずっと栄えるよう願っております。

東京都 男性 50代 三重県出身です。伊賀牛ブランドの隆盛を！

東京都 男性 30代 来年以降も魅力的な返礼品を期待しております。

京都府 男性 40代 仕事で時々寄せていただいています。古い町並みや近代建築の市役所等を保全していただければと思います。

千葉県 女性 20代
夫が伊賀出身です。文化薫るまち、すてきな場所だと思います！東京からの交通の便を良くしていただけると大変嬉

しいです。

東京都 女性 40代 親戚が住んでいます

神奈川県 男性 20代
以前、鈴鹿に住んでいたときに、友達とちょくちょく伊賀へ遊びに行くことがあり、楽しかった思い出でいっぱいで

す。これからも魅力的な街であり続けてください。

宮城県 男性 20代 伊賀市出身です。伊賀市のために使ってください。来年も寄付します。

三重県 男性 70代 娘の仲人が伊賀市の人だったのを思い出し応援したくなった

埼玉県
ＴＶで忍ニン体操を見て、ＤＶＤを注文し、今でもパソコンで忍ニン体操の動画を見ながら体操をしています。健康

に良い企画にとても感謝しています。これからも、良い企画に期待しています。

千葉県 男性 60代
貴市には小職の叔父が居住しており、山村など豊かな環境がある一方で、高速沿いに工業団地があり、農/工そして観

光とバランスの取れた街作りと貴市の益々のご発展を祈念しております。

島根県 男性 30代 粘り強く頑張ってください

三重県 男性 30代
伊賀市の伊賀米は最高です！あとは関西本線の輸送力強化と伊賀上野駅前の整備を行い、JR大和路線の電車も乗り入

れるようになれば関西との結びつきも強くなりさらなる発展が期待できます。

愛知県 男性 30代 ご縁があり数年前から毎年訪れています。これからも行くと思うので、少しでも地域のためになればと思います。

東京都 男性 30代 伊賀発展を！街の開発に使ってくれ！

三重県 伊賀鉄道が伊賀市民の活躍と伊賀市の風物詩となるよう応援します。

伊賀市ふるさと応援寄附金「応援メッセージ」一覧



都道府県 性別 年代 応援メッセージ

東京都 伝統を維持し伝えていくことは容易ではないと思いますが、微力ながら助力できれば幸いです。

静岡県 男性 60代
母の故郷です。たびたび行きたいので、伊賀鉄道駅のトイレの整備をお願いします。観光地はトイレの整備が重要と

思います。

東京都 女性 30代 恵比寿の伊賀焼のお店で初めて伊賀焼に出会い、とても気に入りました。

長野県 女性 30代 福祉へのご活用にお役立ていただきましたら幸いです。

神奈川県 男性 40代 妻が昔住んでいました。伊賀牛の美味しさはよく知っています。楽しみにしています。

埼玉県 男性 40代 若い世代が元気になるまちづくりを期待します。

東京都 女性 30代 父親の故郷です！活気あふれる街になりますように。

東京都 女性 20代 伝統を守り続けてください。

愛知県 男性 30代 医療の分野（輪番制といわず医療を確保できるように）にあててほしいです。

大阪府 女性 50代 伊賀は親の出身地で、いつも帰りたいと言ってましたが、他界しました。これからも伊賀を応援します。

大阪府 男性 20代 モクモクファームが大好きです！

大阪府 女性 50代 伊賀大好き。うまいもんと人柄最高！！

神奈川県 男性 30代 いつか伊賀に行ってみたいです。

奈良県 男性 40代 やぶっちゃと岩倉峡公園めっちゃ大好きです！

神奈川県 男性 60代 医療・介護機関の充実を祈ります。

愛知県 女性 20代 もくもくファーム頑張ってください

愛知県 男性 40代 伊賀へは何度か焼き物を見に行きます。

大阪府 男性 30代
今年、もくもくファームにお邪魔してとても楽しい思い出ができました。また、ぜひ行きたいと思いふるさと納税を

行いました。

東京都 伊賀米がおいしかったから。

埼玉県 男性 20代 伊賀市いいとこ！

愛知県 女性 30代 伊賀市の活性を祈ります。

東京都 女性 50代 とても人気の商品ですね。新米を炊くのが楽しみです。

東京都 男性 60代 先祖が三重県伊賀上野に住んでました。

東京都 男性 50代 自然を維持してください。

愛知県 男性 40代 妻が三重県出身でお米は伊賀米がイチ押しと言うことで！頑張ってください！

神奈川県 40代 「忍者」のわくわく感をこどもに伝え、世界に、日本の誇れる文化を知ってもらいたいと思い、寄付をいたします。

茨城県 男性 50代 伊賀には旅行で行きました。お肉もおいしいく魅力的な街と思います。応援しています。

京都府 男性 50代
妻が伊賀市出身のため30年前初めて訪れました。現在も年に数回は訪れています。当時と比べ街の中心部の賑わいが

なくなりつつあることが寂しいです。若い人が住みたい街になるよう行政は市民とともに知恵を絞ってください。

三重県 男性 40代 伊賀を盛り上げていきましょう！！

静岡県 男性 30代 頑張ってください。

大阪府 男性 80代 本籍地は伊賀市です。

三重県 今回初めての応募ですが、健康の限り少額ですが、続けて寄附させて下さい。

三重県 男性 50代
上野で働いてましたが、閉鎖的故にいい面、悪い面がありますが、それ故に守られたものあり魅力的でとてもいい街

です。どんどん外にアピールしてください。

東京都 男性 30代 これからも応援してます！

三重県 男性 40代
もくもくファームには、以前から行ってみたいと思っていましたが、ふるさと納税のお礼の品にあったので申し込み

ました。また近いうちに訪れてみたいです。

三重県 男性 50代
伊賀にはよくお邪魔しています。魅力な町ですね。美味しい食べものが沢山あります。伊賀牛や伊賀米に会いにいき

ます。これからも応援しています。

岐阜県
伊賀市霧生に母が独居で住んでいます。市税にて一便でもバスの便を増やしてやって下さい。足がないので困ること

が多いです。よろしくお願いします。

東京都 男性 30代 住みよい街になるよう、皆様のご活躍に期待しております。

千葉県 男性 30代 伊賀市頑張ってください！

神奈川県 女性 50代
長谷園さんの商品が好きで使っているのですが、ふるさと納税でいただける事がわかり今回納税させていただきまし

た。少額ですが、お役に立てていただければ幸いです。

東京都 女性 30代
父・母の実家が伊賀市です。最近は機会が少なくなりましたが訪れるといつもほっとできる場所です。いつまでも住

民の方がすみやすい街でありますように。

三重県 男性 50代 以前、妻が住んでいたので伊賀市が良くなればと思って寄付します。

三重県 男性 60代 伊賀市で生まれ育ちました。伊賀市の更なる発展を期待しています。

東京都 男性 30代 伊賀の土鍋　東京の恵比寿駅のお店で見てファンになりました。そこで購入した家族用の土鍋　よく使っています。

三重県 男性 60代 がんばれ、子育て支援。

千葉県 歴史ある街並みの伊賀市は訪れてみたい街のひとつです。地域の振興に一役買えればと思い、寄附に至りました。

神奈川県 男性 40代 真面目に取り組む姿勢

三重県 男性 40代 もくもくファームが好きでよく遊びに行きます。同じ三重県として応援しています！

東京都 男性 40代
伊賀牛を以前食べたことがあり、とてもおいしかった記憶があります。また堪能したいです。これからもおいしい牛

を育ててください。

東京都 女性 50代 友人から伊賀牛のおいしさ、魅力を聞きました。知名度が広がるよう頑張ってください。商品が届くのが楽しみで

大阪府 男性 70代 姉と、姉の家族が住んでます。今後も、暮らしやすい街作りをお願いします。
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愛知県 女性 50代
色々と魅力だと聞き、初めて申し込みをしてみました。良かったら、もっと寄付してみたいと思います。忙しいと思

いますが、期待しています。よろしくお願いします。

茨城県 女性 20代 素敵な焼き物の町、いつか訪れたいです。

東京都 男性 40代 イングレスのイベントに参加させて頂きました。　とても、素敵な街でしたので、気持ちだけ納付させて頂きま

大阪府 女性 40代 寄附金が人の為になりますように。

大阪府 女性 40代 お礼の品の「はさめず」を愛用しています。これからもよいものをたくさん作ってください。

北海道 男性 50代 いろいろな特産物を御礼品にお願いします。期待しています。

埼玉県 男性 70代

「上野天神祭り」世界遺産登録おめでとうございます。里帰りするたびに天神さんのお祭りに時期を合わせられず残

念な想いをしております。最後に観覧してから９年が経っています。威風堂々の上野城天守閣。煌びやかなダンジ

リ。子供のころ怖かった鬼面行列。若い人たちが継続して担えるような若者育成。その基盤となる地域振興に取り組

み地域活力を高めてください。

東京都 昔ながらのよいところを残しつつ、老若男女が楽しく生活出来るよう、お願いします。

京都府 男性 30代
三重県出身で、モクモクファームさんの製品をいただいたことがありとてもおいしかったので、今回寄附させていた

だくことにしました。がんばってください！

東京都 男性 50代 私も妻も上野出身で、両方の母親が現在も市内在住でお世話になっているため、少しでも応援したいとの気持ちから

三重県 女性 30代 観光にとても力を入れていて、とても素晴らしいと思います！

三重県 男性 50代 素晴らしい商品をありがとうございます。

東京都 女性 30代
今年、旅行で三重県に行きましたが、伊賀は日程の都合で訪れることができませんでした。次回はぜひ観光に訪れた

いと思っています。よろしくお願いいたします。

東京都 男性 60代 伊賀市ではありませんが、三重県の出身です。三重県の活力向上を願っています。

東京都 男性 50代 少ないですが教育関係に使っていただければ幸いです。

福岡県 女性 40代 伊賀市の皆様のご多幸をお祈り致します。

三重県 女性 40代
上野城や忍者屋敷、小さい頃から何度も訪れています。犬も連れていって、忍犬にさせてきました！これからも伊賀

忍者を広めていってください！

愛知県 男性 30代

本年の長男６歳の誕生日に、本人の希望により伊賀市の忍者村にお邪魔しました。どなたも非常に親切で、息子も忍

者の貸衣装に大興奮で素敵な誕生日を過ごすことができました。写真用のパネルもユーモアがあり、フェイスブック

にアップしたら大変好評でしたよ♪　息子もぜひまたお友達を誘っていきたい！と言っておりますので、またお邪魔

します。ショーも忍者屋敷も大人でも大変楽しませていただきました。今後もぜひ続けてください！

大阪府
私のおじいちゃん、おばあちゃんが住んでいました。今でもお墓参りの時に、忍者村に娘たちと訪れています。忍者

村、大好きです。

大阪府 男性 60代 頑張ってください

神奈川県 女性 20代
三重県出身で、現在は関東に住んでいます。忍者や伊賀米などの誇れる文化は、関東に住んでいても時折噂を耳にし

ます。これからも伊賀や三重の文化を広めてください。

大阪府 男性 40代 父母の故郷です。応援しております。

三重県 男性 40代
遠方から知人が遊びに来るたびに、忍者博物館に遊びに行きます。見どころが絞れるので、日帰りでじっくり過ごす

のにちょうど良いです。忍者列車もお気に入りです。

熊本県 女性 20代 友人が伊賀にいますので、たまにお伺いします。街並みもとても大好きです。

鳥取県 男性 40代
子供のころからのあこがれもあり、いつか伊賀にも伺いたいと思っております。少ない寄付金ではありますが、伊賀

のためにお役立てください。

東京都 男性 50代 上野天神祭のダンジリ行事はすばらしい。応援します。

大阪府 女性 30代 息子が忍者好きです。いつか行きたいです。

愛知県 男性 40代 美味しい物を沢山作って地域活性化してください。

埼玉県 男性 20代 初めての勤務地が伊賀市でした。とても思い入れのある町です。寄附金で少しでも恩返しできたらと思います。

三重県 今後のますますのご発展をお祈りいたします。

大阪府 女性 30代
伊賀はお酒ももくもくファームの商品もおいしくて、魅力的なものがたくさんあると思います。いがぶらや忍者フェ

スタなど、地域がもりあがる楽しいイベントが好きです。これからも、期待しています。

静岡県 男性 40代 前から伊賀市に行ってみたいと思っていました。訪問する際は、お土産も沢山買って帰ります。

福岡県 女性 30代 素敵な品物をありがとうございます。大事に使いたいと思います。

兵庫県 25年前、家族で行った忍者村、忘れません。

大阪府 男性 40代 応援しています。

三重県 男性 40代 頑張って下さい！

三重県 男性 40代 伊賀米こしひかり、美味しいです。多くの人にこの美味しさを知ってもらえるといいですね。頑張って下さい。

東京都 女性 40代
知人から伊賀牛を贈ってもらいとてもおいしかったことがきっかけです。市民の教育関係に寄附を使っていただきた

いです。

東京都 女性 40代 伊賀市に行ったことがありませんが、長谷園さんの土鍋は愛用しています。地場産業の活性化に使ってください。

三重県 女性 40代 伊賀市が住みよい街にまるよう願っています！

愛知県 名古屋駅から伊賀市までは結構時間がかかりますが、一度日帰りで訪れ、良い雰囲気の町ですね。

東京都 男性 30代 これからも応援します ！素晴らしい発展につながりますように。

神奈川県 男性 60代

高校卒業以来、東京、神奈川に在住していますが、忍者、伊賀牛、かた焼、伊賀くの一サッカーは元より、最近頓に

耳目を集める半蔵の酒、組紐についても誇りを持って地道に応援、宣伝しています。組紐は例の映画で絶好の商機。

もっとブレスレットなどの若者に受ける商品を開発し強烈アピールされたら良いのに、と感じます。
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愛知県 男性 40代
伊賀牛がとても大好きです。三重県は、観光や温泉、食事と魅力満載ですが、名古屋に引っ越しをするまで知りませ

んでした。これからも頑張って下さい。

奈良県 伊賀鉄道頑張って下さい。

東京都 女性 20代 三重県出身の友人に勧められ、長谷製陶の燻製鍋を購入しました。とても気に入っています。土鍋も使うのが楽しみ

東京都 女性 30代 地域の活性化にお役立て下さい。

大阪府 男性 40代
貴市へは日帰り、宿泊を含め何度も訪問しております。歴史と文化のある街と認識しております。松尾芭蕉の俳句は

世界的にも評価されるものであり、こうしたものを大事に後世に伝えていって頂ければと思います。

三重県
伊賀鉄道これからも頑張ってもらいたいです。JRと乗り継ぎしやすいダイヤで運行されていたらもっと利用する人も

増えるのではないかと思います。

東京都 男性 30代 伊賀の文化に魅力を感じています。益々のご発展を祈念致します。

大阪府 学生時代に伊賀線を利用していました。これからも活躍してほしい思いでいます。

大阪府 妻が伊賀市出身です。学生の時伊賀線にお世話になったと聞いて今回応援いたします。

北海道 男性 50代
今は、北海道に住んでいるものですが、高校まで伊賀市青山町で生まれ育ちました。伊賀市のこと応援していますの

で良き町を作ってください。

京都府 伊賀鉄道および地域の活性化がさらに進むよう応援します。

愛知県 男性 50代 はさめずはいつも利用しています。

三重県 男性 60代 ・福祉の充実を求めてます。

三重県 男性 60代 ・三重県の活性化になりますように！

三重県 鉄道がある風景をいつまでも…

兵庫県 男性 50代 伊賀牛は何度食べてもおいしいです。これからも上品な牛を育ててください。

三重県 男性 40代 活気あるまちづくりを目指してください

三重県 これからも魅力あるまちづくりを期待します。

北海道 頑張って下さい。

三重県 伊賀の観光資源としても欠かせない忍者列車。これからも応援しますね！

東京都 男性 40代 わずかな寄附ではありますが、伊賀市と伊賀焼の発展を祈念します。

三重県
忍者列車が忍者屋敷のイメージで、からくりや忍者衣装（車掌さん）などの趣向で魅力度アップの工夫は色々とあり

期待致します。

奈良県 たくさんの観光客が来られるよう頑張ってください。

愛知県 男性 30代 伊賀市には何度か遊びに行き良いところだと思います。半蔵の梅酒楽しみにしております。

東京都 男性 40代 高校時代を楽しく過ごさせていただきました！

東京都 魅力あるまちづくり、伝統保護に微力ながら支援をさせて下さい。

東京都 男性 40代 忍者に興味を持っている息子達と、お邪魔したいと思っています！

三重県 男性 30代 高校まで伊賀で育ちました。今年も微力ですが納税させて頂きます。より良い町作りに役立ててください。

大阪府 男性 40代 伊賀米がおいしいので

静岡県
毎年春に開催される忍者フェスタをより多くの方に知って頂きたいと思い、プロジェクトに寄附しました。ここから

は個人的な意見ですが、忍者犬用の服をお礼の品にしてみては如何でしょうか。

愛知県 男性 40代 伊賀は何度も訪れたことがある魅力ある街です。これからも応援しております。

大阪府 男性 50代 伊賀市に単身赴任で働いています。お世話になっています。伊賀市は本当に良いところです。

東京都 男性 40代 伊賀焼の魅力にとりつかれています！そこから納税の話にたどりつきました。頑張って下さい！！

奈良県 男性 60代 会合で何度か訪れています。地域の皆さん方にとても良くして頂きました。地域活性化のため頑張ってください。

三重県 これからもずっと走り続ける伊賀線でありますように！完成を楽しみにしています！

三重県 伊賀市のまちづくりには、伊賀線は欠かせません。伊賀線の維持・発展に繋げてください。

東京都 女性 40代 市内在住の高齢両親の暮らしが安全に守られるまちになるよう祈念しています。

奈良県
楽しい電車すきです。フットボールクラブ　くノ一、応援しています。ゴルフの当日賞、伊賀牛、最高です。これか

らも伊賀鉄道応援しています！

大阪府 男性 30代 伊賀の土鍋は素晴らしいと思います。この素晴らしい技術を地域の宝として守っていってください！

奈良県 伊賀鉄道大好きです！これからもずっと走り続けれるよう、応援します！

愛媛県 男性 50代 伊賀の友人がおります。いつか行ってみたいと思います。

京都府 女性 40代
いが☆グリオさんの活動を応援しています。土日などの休日も、地元のＰＲ活動に専念されています。市としてこれ

からもいが☆グリオさんの活動を全面バックアップされることを望みます。

千葉県 男性 30代
嫁さんの出身県ですので、今後も成長を期待しております。望ましくは、子供たちが健やかに成長できる県になって

いって頂きたいです。

三重県

全国へ伊賀鉄道や伊賀の魅力を発信するプロジェクトに貢献することができて嬉しく思います。新たな観光資源のひ

とつに、これからも伊賀のまちを走り続けてください！ボランティアであったり、伊賀に用事がある時はP＆Rを利用

して行きます！

東京都 女性 30代 昨年旅行で訪れ、伊賀牛の美味しさに感動いたしました。また訪れることができるのを楽しみにしています。

東京都 女性 50代 がんばってください。

東京都 女性 50代 応援しています。

東京都 男性 80代 先祖がお庭番で伊賀出身のようです。ご発展をお祈りします。

東京都 女性 50代 応援させていただいています。

奈良県 男性 50代 両親が伊賀に住んでいます。美しいまちづくりを応援したいです。
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東京都 女性 40代 いがもんのブランディングがいいですね。応援しています。

愛知県 歴史ある忍者列車の木育、すてきな企画だと思います。応援しています。

東京都

忍者が好きで伊賀の地も何度も訪問させて頂いております。その中でも忍者列車はインパクトが大きく、何度遭遇し

てもとても興奮します。駅で忍者列車の飴やポストカードなども手に入れました。そんな大好きな忍者列車のプロ

ジェクトに少しばかりですが参加でき大変嬉しく思っています。木質化したらまた乗りに行きますね。末永く伊賀の

地を忍者列車が走りますよう、お祈りしております！

京都府 女性 30代 名張市の出身です。頑張ってください。

千葉県 先日、伊賀上野を旅しました。とても素晴しい町でした。又行きたいです。

千葉県 毎日、伊賀米を美味しく頂いてます。

愛知県 伊賀鉄道は、松本先生デザインの忍者列車が好きです。いつまでも長く走ってください。応援しています。

広島県 男性 70代 おいしいお肉をたくさん作ってください。

愛知県 女性 50代 伊賀市が活力ある地域になりますよう見守っています。

東京都 男性 40代 伊賀市は両親の故郷です。伊賀市を応援しています。

三重県 女性 60代 もっと観光客が訪れてもらえるような魅力のある街にしてほしい。

三重県 頑張れ伊賀鉄‼  ︎終わり無き終着駅まで走り続けて下さい      応援してます(^O^)

奈良県 忍者列車をいつまでも残しましょう！

愛知県 男性 40代
一昨年家族で旅行した際、お米やお肉が美味しいと思いました。子供は忍者になりきり、とても楽しかったようで

す。魅力ある町づくり、応援しています。

千葉県 男性 60代 ささやかな寄附ですが、お役立てください。

兵庫県 男性 40代 これからも趣のある地域づくりを応援しています。頑張ってください。

千葉県 男性 50代 生まれ育った故郷の子供たちを応援します。

愛知県 男性 50代 微力ですが応援させていただきます。

三重県 女性 50代 益々活力のある町作りを！

香川県 女性 40代 もくもくは以前遊びに行きました。豚と戯れました。懐かしいです。

大阪府 女性 60代 地域発展、頑張ってください。

千葉県 男性 50代 応援しています。

神奈川県 女性 40代 友人家族が伊賀牛生産者でした。伊賀牛の虜です。

三重県 伊賀線がいつまでも存続されるよう微力ながら応援させていただきます。

三重県 木質化された忍者列車に乗車できる日を楽しみにしています。

東京都 男性 60代 活力のある街づくりをお願いします。

愛知県 男性 40代 頑張ってください。

大阪府 末永く地域の足として活躍出来る様応援します！

富山県
大学で伊賀線活性化について研究させていただいていました。これからも末長く伊賀線が地元の足として活躍するこ

とを願って止みません。

愛知県 男性 30代

以前三重県に住んでいたことと、返礼品が魅力的だったためお願いしました。夫婦ともに幼いころに忍者村に行き、

楽しかった記憶があります。現在の伊賀市についてはあまり知りませんが、さらによいところになっているといいな

と思っています。

三重県 女性 40代 伊賀上野に会社があるからふるさと納税いたします。

愛知県 男性 60代 伊賀市は子供連れで、遊びに行ける楽しい所です。今後も活力ある楽しい町にして下さい。

神奈川県 男性 60代
息子が転勤で伊賀に住んでいます。一度訪ねました。昔ながらの街並みが綺麗でした。今後とも住みよい街づくりに

力を入れてください。

静岡県 男性 40代 お役立てください。

東京都 女性 60代 明るい　住みやすい市に。

東京都 女性 40代
他にもいいな、と思うものがありました。伊賀の忍者プロジェクトも魅力なので、そのうちいってみたいです。頑

張って下さい。

三重県 何とか達成して欲しいです！

三重県 女性 40代 よく訪れています。これからも素敵なまちづくりをお願いします。

三重県 女性 70代 旧上野市出身です。ふるさとが発展することを願ってます。

三重県 地元に愛される鉄道として、頑張ってください。

奈良県 男性 30代
会社の活動で訪問する機会が多く、市の施設を使わせて頂くこともあります。設備の維持拡充に充てて頂ければと思

います。

神奈川県 伊賀は私にとって縁ある土地です。伊賀線の存続に少しでもお役立てください。応援しています。

広島県 男性 50代 頑張ってください

千葉県 男性 60代 家内の故郷が自然、歴史を大切にしつつ、活力のある街になりますように！

三重県 女性 40代 伊賀市民の方のために活用ください。

愛知県 男性 30代 伊賀市はおいしい食べ物がたくさんあるので、観光に力を入れてほしいです。いつか旅行に行きたいと思います。

岡山県 女性 50代 これからの、魅力ある町創りにお役立てください。

奈良県 男性 40代 地域の活性化を祈ります。

千葉県 女性 40代 素敵な町づくりを期待してます

愛知県 男性 10代 営業で伊賀に通っていました！転勤で離れてしまいましたが、伊賀が大好きです！

滋賀県 男性 30代 これからも頑張ってください‼
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東京都 男性 60代 よろしくお願いします。

神奈川県 男性 70代
若い力をどう残すことが出来るか？老人パワーをどう活用できるか？課題は多い時代です。町に活力を与える若者を

ワクワクさせる施策に活用ください。

三重県 男性 50代 義母が旧上野市出身なので、また、行きたくなるような街になってほしいので、寄附します。かまどさん愛用してま

三重県 女性 50代 母親が旧上野市出身なので、何度も行ったことがあり、ちょうど「よっかいちあい」に載っていたので、選びまし

東京都 男性 60代 地域振興の一助になれば幸いです。

東京都 男性 40代 祖母の出身地です！自然環境の維持、魅力的な街づくりを応援しています。

岐阜県 男性 50代 近いので一度訪れてみたいです。がんばって下さい。

奈良県 男性 50代 芭蕉の故郷として歴史や文化を大切にした街づくりをお進め下さい。ますますのご発展を期待しております。

東京都 男性 50代 老いた両親が住む出身地伊賀を応援しています。

神奈川県 男性 40代
以前家族で春先に旅行致しました。伊賀上野城には時間が間に合わず残念ながら入れませんでしたが、桜の並木道が

きれいでこじんまりとした町ながらとても印象に残っています。また、是非訪れたいと思っております。

三重県 女性 60代 もくもく大好きです

京都府 男性 40代 伊賀の山を走るのが好きです。伊賀トレイルランナーズクラブの皆様の活躍を期待しています。

三重県 今後、特に高齢化が進むので手厚く支援したい。さるびの温泉の今後も支援をお願いしたい。

千葉県 男性 40代 今後とも宜しくお願いいたします。

三重県 女性 40代 未来ある街づくりをお願いします。

東京都
伊賀市の学校に寄宿している娘を応援してくれて伊賀市にお礼として寄附します。市のユニークなプロジェクト、楽

しみにしています。

広島県 男性 50代 お礼の品でふるさと納税を決めましたが、これを機会に応援したいと思います。がんばってくだい。

三重県 男性 80代 ご健闘お祈りします。

兵庫県 女性 20代
松尾芭蕉が大好きで、生誕の地である伊賀上野へ学生の時に一度訪れた時のことが今でも印象に残っています。松尾

芭蕉関連の史跡、記念館等の維持に寄附金を活用して頂けたら嬉しいです。

三重県 男性 30代
随分訪れていませんが、県内唯一の天守閣がある伊賀上野城は昔から好きですので、大切に守って頂きたいと思いま

す。機会があればまた訪れたいです。

埼玉県 女性 50代 大好きな伊賀市の発展を応援しています。

千葉県 男性 60代
亡くなった実母が柘植の出身で、叔父が在住してるご縁で、貴市には今回3回目の寄付です。豊かな環境の維持にご尽

力下さい。

三重県 男性 50代
鉄道や伊賀米のおいしさなど最近ＴＶで知りました。三重県民ですが知らない事ばかりです。もっと皆さんもに知っ

てもらえるといいですね。ご健闘お祈りします。

東京都 度肝を抜く大胆なデザインの忍者列車。より見て、乗って楽しい列車になれるよう応援させていただきます。

奈良県 国内・外の観光客対応に努力願い、リピーターのある観光客増加を計ってほしいです。

山口県 男性 40代
伊賀へ旅行した楽しい思い出がありますが、久しく行ってないので、また近々訪れたいです。歴史ある魅力的な市と

してますますのご発展を応援しています。

愛知県 男性 40代 がんばって

愛知県 女性 30代 旦那の出身校が伊賀市です。何かに活用していただければ幸いです。

奈良県
個人的な趣味ですが、最近、鉄道駅のスタンプ収集にはまっています。車両の改良とともに各駅にスタンプの設置

を！伊賀鉄道の魅力を全国に広め、鉄道と一体化した街づくりをお願いします。鉄道は唯一無二の財産。絶対になく

愛知県 女性 50代
祖父母が伊賀上野の出身です。幼い頃からお墓参りのたびに伊賀に行ったのが懐かしいです。関東から名古屋に引っ

越しして近くなったので、機会を見つけて、また足を運びたいと思います。歴史と豊かな自然のある伊賀の発展を

千葉県 男性 50代 一層住みよい町造りをお願い致します。

神奈川県 女性 30代 応援しています！！

愛知県 男性 30代 伊賀のお祭り、楽しみにしています。

愛知県 男性 40代 美味しいお肉たくさん作ってください！

愛知県 男性 40代 役立ててもらえると幸いです。

東京都 女性 50代 父親が伊賀上野出身なので、寄附します？

神奈川県 男性 60代 芭蕉翁の顕彰活動を応援します。

愛知県 男性 70代 転勤で２年程住みました。娘も生まれ、思い出深い地です。ご発展を祈ります。

大阪府 伊賀市のますますのご発展をお祈りいたします。

大阪府 男性 30代
伊賀の商材、友人を含めたひとの繋がりには個人的な縁があると考えていました。これを期に今後とも地域情報を拝

見させていただきます。宜しくお願いします。また、いつもありがとうございます。

三重県 男性 50代 若者が住みやすい街であること、また、地域が活性することを願っています。

愛知県 女性 60代 伊賀の地域福祉を頑張っていらっしゃる方々を応援しています。

千葉県 女性 50代 これからも頑張ってください。

千葉県 両親が旧上野市出身です。祖父母の家に行くのに何度も乗った近鉄伊賀線が懐かしいです。頑張れ～！

愛知県 男性 30代 かまどさん（二合炊き）を愛用しています。ふるさと納税を利用して妻の実家にもプレゼントしたいと思います。

三重県 女性 40代
伊賀地域が好きです。食べ物もおいしく、心のなごむ景色に惹かれます。便利になるのはいいのですが今の雰囲気を

壊さずにいてください。

東京都 男性 40代
この春まで関西に住んでいたこともあり、何度か足を運ばせていただきました。(娘と共にモクモクファームが大好き

でした。)美しい自然と歴史資産。大好きな伊賀市がさらに素敵に発展されますことを期待しています。

三重県 男性 70代 他県への合併など無きようお願いします。
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東京都 男性 30代
忍者効果で海外からの観光客が好調のようですが、海外の方々に伊賀での旅行を楽しんでいただけるよう、地図など

の英語化にご対応いただければと思います。

奈良県 男性 60代 何度も訪問しております。のどかな中に、長い歴史を感じます。少しでもお役にたてばと思います。

三重県 男性 50代

以前に、実の兄も上野商業の卒業生でありよく行ってましたし３年ほど前には仕事で行ってまして、夜飲み屋さんで

店主といろいろ話を伺いとても良い町だと思いますし、普段いただいている伊賀米も非常に美味しいお米です。今後

も、より良い市政（若者の育成）等のお手伝いが出来たら幸いです。又、これを機会に今後とも応援できればと、

三重県 男性 40代
スーパーでお米を購入する際、どれにしようか迷い、いろんな産地のものを買いましたが、中でも伊賀のお米は特に

おいしく感じました。しょうゆ等もおいしいです。

三重県 伊賀鉄道、いつも利用させていただいています。伊賀市がますます発展することを、心の底から願っています。

広島県 男性 30代 農業の分野はこれからも重要な産業だと思いますので、応援したいです。

神奈川県 男性 30代 妻の祖母在住のため。少しでも貢献できれば幸いです。

三重県
小さい頃から伊賀線が好きで年に何度も訪れていますが、今回この木育トレインプロジェクトを見て、是非応援した

いと思いました。完成したら絶対乗りに行きます！

東京都 男性 30代 地域のお子さんにお役立てください

神奈川県 男性 30代 未来ある子供たちの教育や福祉等ににお役立ていただけると幸いです。

奈良県 いつまでも残していただきたい、忍者列車。

東京都 男性 20代
進学、就職のため地元を離れてしまったのですが、家族は伊賀に住んでいますので、ぜひ、寄附金を活用していただ

き、住みやすい街にしてください。

三重県 女性 30代 がんばってください。

三重県 伊賀鉄道車両の木育化を応援します。

大阪府
今回のもくいくトレインプロジェクトにより、伊賀線の魅力を国内はもとより海外にも発信し、よりたくさんの方々

にご乗車いただくことを切に願っております。

東京都 忍者列車の写真を見ただけで、好きになりました。プロジェクトが成功したら家族で乗りに行きたいです。

愛知県 男性 50代 忍者の里ですしそういったことを活かして頑張ってください

三重県 男性 30代 市役所の建物を必ず残して下さい。偉大な文化遺産です。文化、観光の振興に必ず役立つと思います。

愛知県 男性 40代 伊賀線存続させて下さい。頑張ってください。

三重県 女性 60代

伊賀市は町をあげて観光や町興しや特産品の販売など、頑張っているのに好感がもてます。忍者屋敷ももくもく

ファームも伊賀の湯もお城もあり、特に忍者は知り合いのアメリカ人も大喜びでした。これからも三重の発展の為に

も頑張って下さい。応援しています。

大阪府 まだ乗れてません。頑張ってください。

大阪府 男性 40代 少し所縁のある土地ですので、応援しています。

東京都
車があるとはいえ、やっぱり電車が走っているところには人が集まります。お客さんは前より減ってしまったかもし

れませんが、電車があるから町が町らしくいられるのでは？これからも末永く活躍してください。

千葉県 男性 60代 家内の母の出身地ですので，応募させていただきました．市の発展を祈ります．

三重県 男性 60代 使途はお任せですが、伊賀鉄道の木のお化粧の記事に共感しました。

東京都 男性 50代 伊賀市が活性化するよう期待しています

埼玉県 伊賀線がなくなるのは残念。しかし、少ない税収入の中で、税負担になるのは忍びない。良い方法で維持してくださ

東京都 こどもが大好きな忍者。一度訪れてみたいと思います。ぜひ頑張ってください。

神奈川県 男性 40代 自転車や電車の旅でおじゃましました。とても素敵な街なので、これからの町興し、がんばってください。

愛知県 魅力あふれる伊賀市に、全国から世界中からたくさんの人が訪れるよう応援しています。

神奈川県 息子が電車好きなので、寄附を決めました。近いうちに乗りに行きたいと思います。

千葉県 伊賀線は学生時代の大切な思い出です。いつまでも走り続けて欲しいです。

三重県 男性 60代 伊賀米のファンです。

奈良県 男性 40代
毎年、伊賀に伺い、昔ながらの街並みや食を楽しんでいます。昔の文化を大切にしながらの新しい地域づくりを応援

します。

埼玉県

私の母方の先祖（12代前）「伊賀越之の西田四郎太郎忠久」は古文書では「生国伊賀」とあり、次の世代からは、７

代にわたって「生国武蔵」で私も関東の人間です。遠い昔の御先祖を心からしのんで、「伊賀市ふるさと応援寄附

金」よろしくお願い申し上げます。お米、とっても美味しいです！

三重県 地域の大切な足として今後も存続、活性化してください。

兵庫県 存続できるよう微力ながら協力します

神奈川県 応援しています！伊賀鉄道をなくさないよう、頑張ってください！

大阪府 女性 50代 伊賀米が大変好評とお聞きしました。お米好きですので、これからも頑張ってください。

三重県
このプロジェクトにより忍者列車の魅力がさらに向上し、これからも地域の皆さまや観光で訪れた皆さまに、喜んで

もらえる存在であり続けることを期待しています。

東京都
子供が忍者が大好きで、夏休みに忍者博物館に行き、その際、忍者列車にも乗り、大喜びでした。ぜひ更に魅力あふ

れた列車になるよう応援しています。

滋賀県 男性 40代
2015年より週に2回、伊賀上野で勤務しています。伊賀はとてもよいところ。地域が活性化することをお祈りしてい

ます。伊賀の子供たちに使っていただけるとありがたいです。

千葉県 女性 20代 テレビで見た伊賀米を本当に食べてみたいと思いました。魅力ある特産物、期待しています！

大阪府 男性 20代 伊賀鉄道のために使ってください。
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東京都 男性 50代
本籍地と幼少期一時のみの滞在ですが先祖代々のお墓が佐那具にあります。55歳になり、また母が亡くなり、以前に

もまして本籍地を意識するようになりました。東京から応援しています。

大阪府 女性 60代
海外へ住む孫とパパ(外国人)が忍者が大好きで日本に来た時にそちらへ連れて行ったら大喜びでした。外国人で忍者

を好きな方が多いので色々工夫されてますます外国人に観光で来てもらって発展される事を期待しております。

大阪府

今年になって人生で初めて伊賀鉄道を利用してみると、伊賀鉄道の従業員さんの優しさや伊賀市内の観光地の素晴ら

しさに触れ合うことが出来、是非とも、お力になりたいと思いました。皆さんも是非、伊賀鉄道を利用して、伊賀市

内の素晴らしい文化財を巡ってみて下さい。

三重県 男性 40代 住んでいた事もあり好きな場所です。歴史を守りよい町づくりにして下さい

東京都 男性 40代
東京からだとなかなか行きにくいので、一度も行けていませんが、観光に訪れたいと常々思っています。地元産業や

観光に力を入れて頑張ってもらいたいと思います。

東京都 男性 40代 三重県出身のものです。伊賀市と尾鷲市を特に応援しています。美味しいものを、どんどん生産ください。

東京都 女性 50代 頑張って下さい！

神奈川県 男性 40代

９月に初めて旅行で伊賀を訪れました。忍者の故郷ということで以前から興味を持っていたのが主たる動機です。特

に海外の方に人気のある忍者という存在をよりいっそうアピールすることで観光資源としてぜひ地域経済の活性化に

つなげられることを願っています。伊賀牛のすきやきも大変おいしく頂きましたよ。

和歌山県 女性 40代 三重の発展を願う

大阪府 今年もよろしくお願いします。

埼玉県 男性 40代 応援させていただきます

大阪府 市役所に大学時代の友人が勤めているので、伊賀市の振興の一助になれば、と思い寄付させて戴きました。

千葉県 男性 50代 住みよい街づくりに期待します

愛知県 男性 50代 18歳まで育ててくれた街なので地域つくりに応援

三重県 伊賀線、忍者列車に応援します！

三重県 伊賀の宝物ができることを楽しみにしています！

奈良県 伊賀市を応援しています。

千葉県
私は鉄道、妻はアニメが大好きなので、ぜひ時間を作って列車に会いに行きます。厳しい経済環境ですが、これから

も息長く応援していきたいと思います。

埼玉県 「地域の足」鉄道を守ることに賛同します。プロジェクトの成功を祈念します。

神奈川県 男性 40代 伊賀に是非旅行に行ってみたいです

東京都 男性 40代 伊賀の振興を期待しています。

東京都 女性 40代
伊賀市のホームページを拝見したところ、見どころがたくさんありそうなので、ぜひ一度、訪れてみたいと思いまし

た。まずは、いがぶらページを熟読してみます。

愛知県 男性 30代 伊賀市、何度も行きましたが自然が美しく、雰囲気最高の場所でした。

愛知県 男性 50代 坂倉建築を残して下さい。

愛知県 男性 30代 少しですが、寄附金を伊賀の方に有効に使っていただけると嬉しいです。

三重県 伊賀の文化継続発展を！

神奈川県 男性 30代
出身地である伊賀市に昨年に続き納税致します。歴史、農産物、観光とそれぞれ魅力あるれる伊賀市が益々発展する

ことを願っています。

埼玉県 女性 30代 頑張って下さい！

広島県 男性 80代 応援します。

東京都 女性 40代

伊賀焼は素晴らしい特産品だと思います。日本の食文化に通じ、伝統もあります。日本人の米離れなどが言われてい

ますが、この土鍋で今一度お米の魅力を再発見してほしいです。海外の方にとっても日本文化の塊のような土鍋は魅

力的なのではないかと感じます。デザインやコンセプトも素晴らしいので。私は既に5合炊きを利用中です^^

東京都 お年寄りも暮らしやすいコンパクトシティーを目指そう！

大阪府 女性 30代 伊賀の面白さを広く伝えてください！

埼玉県 男性 30代 伊賀市がますます発展するよう、頑張ってください！！

大阪府 男性 30代 いぶしぎんのような魅力ある商品を産みだす産業の振興を頑張ってください。

東京都 男性 50代 伊賀牛を食べたことがあり、美味しくて感動しました。畜産農家の方が経営を継続できる環境を応援しています。

大阪府 男性 60代 伊賀市大好きです。頑張って下さい。

大阪府 男性 40代

かなり前にテレビか雑誌で「かまどさん」の事を知りました。普段は炊飯器で特にこだわりもなく炊いたものを食べ

てるのですが、そのときは土鍋で炊いたご飯がおいしそうだったのがかなり記憶に残っていました。娘たちへの食育

としても、日本の食文化を土鍋を通してお米のおいしさをこの機会に教えてあげたいと思いました。また、13分炊い

て20分蒸らすだけでとても簡単なことも最近知りました。（それまでは火加減や時間などが大変そうで手がでません

でした）これからも伊賀市の土鍋が日本の人だけでなく世界のたくさんの人にも知れわたるといいですね。土鍋を作

東京都 伊賀市のご発展をお祈り致します。

兵庫県 男性 50代
伊賀牛や伊賀焼はじめ、いろいろな特産品があり、どれも魅力的です。これからも伝統を続け、また新しい特産など

で魅力あるまちづくりを応援しています。

東京都 男性 40代 あの「かまどさん」が伊賀で作られていたんですね！伊賀市を応援します！

愛知県 男性 30代 伊賀にはよく遊びに行きます。伊賀牛と伊賀米の美味しさは皆に喜ばれてます。

兵庫県 男性 40代 発展応援しております

三重県 伊賀市の今後の発展を希望します。

三重県 女性 50代 できれば毎年寄附したいと思います。有効にお使いいただきたいです。
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新潟県 男性 30代 妻の友人が住んでいるため、応援しています。

神奈川県 男性 70代 妻が伊賀市出身です。伊賀市には　愛着があります。地域振興　頑張って下さい。応援しております。

群馬県 女性 40代
私自身は住んだことがないのですが両親・祖母がお世話になっております。去年はじめて納税させていただいたんで

すが、対応の丁寧さに感動しました。これからも続けていこうと思います。応援しています。

東京都 男性 40代
スマートフォンゲーム ingress のイベントで伊賀上野にはお世話になりました。ふるさと納税という形ですが感謝の

気持ちが伝われば幸いです。

三重県 男性 50代 祖母の出身地のため。

三重県 男性 70代 伊賀の地域発展を願います。

埼玉県 男性 40代 平井堅さんの歌いいですね。サミットの応援ソング買いました。

東京都 男性 30代 地域振興に活用していただきましたら幸いです。

広島県 男性 50代 お礼の品を期待しています。

三重県 男性 50代 gohattennwo　oinorimoushiagemasu

愛知県 女性 30代 伊賀牛は家族で大好きです。これからも頑張ってください。

三重県 男性 60代 美味しい伊賀米を毎日いただいています。これからも美味しくて安心して食べられるお米を作って下さい。

東京都 男性 30代
伊賀地方出身で今は東京に住んでいます。伊賀地方の魅力である豊かな自然と独自の文化を発信していってくださ

い。公共交通網の整備に期待しています。

埼玉県 男性 50代 三重県伊賀市の活性化に期待します。

東京都 男性 30代
伊賀市の観光客誘致に向けた取り組みを応援します。仕事でマーケティングの仕事をしておりますので、色々とお役

にたてるかと思いますので、機会があればご連絡ください。（ボランティアです）

広島県 男性 30代 伊賀にお伺いしたことはありませんでしたが、この機会に遊びに行きたいと思います！

東京都 男性 50代 応援しています。頑張ってください。

愛知県 男性 40代 子供たちの住みよい街にしてください。

愛知県 男性 50代 母親の生まれ育った町なので、応援しています

大阪府 昨年も米を頼みました。伊賀米が大好きで今年も頼むことにしました。

大阪府 男性 40代 三重出身です。活力有る三重になることを願ってます。

東京都 男性 70代 将来活躍できる人材育成をお願いします。

東京都 男性 30代

上野市駅や市内の街並みが綺麗になって統一した雰囲気になって来ているのはいいと思いました。忍者、お城以外で

魅力的なスポットがあるともっと観光するのにいいと思う。大人が遊べるような自然を生かしたアクティビティがあ

ると魅力が出るかと。がんばってね(^O^)

東京都 女性 30代
結婚をきっかけに、主人の本籍である伊賀に本籍を置くことになりました。初めて訪れた際、伊賀市の(昔ながらの)

伝統ある街並みを見て魅力を感じました。これからも応援しています！

大阪府 男性 40代 メナード青山リゾートに行かせて頂きます。楽しみです。

神奈川県 男性 60代
伊賀牛に美味しさを思い出し寄附することにしました。伊賀牛の美味しさを高め、市のイメージ・アップを図り市が

発展する事を願っています。

千葉県 女性 30代 忍者県、応援しています!

熊本県 男性 40代 未来の子供たちの為に使ってください。

三重県 女性 50代
伊賀市は、亡き父の生まれ故郷です。亡き父と一緒に乗った伊賀線には、幼き日の思いでもいっぱい詰まってます。

伊賀線から見える田園風景最高でした！！伊賀線が廃線にならないように願ってます。

東京都 男性 30代 祖母が伊賀市出身のため寄附しました！

愛知県 男性 40代 頑張ってください

大阪府 女性 50代 「夢の道」のおかみさん御膳のファンです

東京都 男性 50代 地方の活性化を応援したいと思ってます。いつか伊賀市に遊びに行きたいです。

千葉県 男性 60代 身内がすんでいますので、子供たちを応戦したいと思います。

愛知県 男性 40代 伊賀牛は、今までで一番おいしいお肉でした！

三重県 男性 50代 同じ三重県人として、三重を活性化してください

神奈川県 男性 60代 陰ながら伊賀市のご発展をお祈りしております。

神奈川県 男性 30代 頑張れ伊賀上野

兵庫県 男性 50代 妻の出身地なので応援しています。義父母も上野車坂町で元気に過ごしています。

東京都 女性 30代 伊賀牛おいしかったです。頑張って下さい！

京都府 男性 40代 頑張ってください。

埼玉県 男性 50代 子供に優しい町になって下さい。

大阪府 男性 40代 度々自転車で訪れていますが、自然豊かな良いところだと思います。ますますのご発展を祈っております。

東京都 女性 40代 地域の活動にお役に立てて下さい。

千葉県 男性 40代
子供が伊賀市様に住まわせていただいてお世話になっております。自然に囲まれ、のびのびと過ごさせていただいて

いるようです。中学生や高校生が地域の方と活動して盛り上げられたらと思います。今後ともよろしくお願い致しま

愛知県 男性 50代 伊賀エリア車で昔良く走りました。自然を残してほしいです。

東京都 男性 50代 将来ある子供達の為にお役立ていただければ幸いです。

東京都 男性 30代 伊勢神宮にお参りしたことがあるのですが、荘厳な雰囲気に圧倒されました。またいつか行ってみたいと思います。

群馬県 男性 50代 頑張ってください。

愛知県 女性 50代 先祖代々のお墓が伊賀市にあります。幼い頃から何度もお墓参りに行きました。市の発展をお祈り申し上げます。

東京都 男性 40代 伊賀といえば忍者、忍者体験に行ってみたいです。
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東京都 男性 60代 三重県津市の出身です。伊賀市には親族が住んでいます。郷土三重県の発展を大いに期待しています。

愛知県 男性 70代 ＴＶの放映みました。土鍋は既に一個もっていますが、使ってみたいです。

東京都 男性 50代 一度伊賀に行ってみたいです。

福島県 男性 60代 ながたに製陶頑張ってください。

東京都 男性 40代 学生時代に一度、旅行で訪れたことがあります。最近、「伊賀もの」という文字を、東京でもよく見かけます。

埼玉県 男性 40代 カンブリア宮殿で知りました。子供の未来のために役立ててください。

神奈川県 男性 40代 伊賀焼をテレビで拝見し、魅力を感じ申し込ませて頂きました。

東京都 男性 50代 伊賀焼きの鍋が楽しみです。

東京都 男性 50代

先日は旅行で楽しい思い出ができたことで申し込みましたが、今回は『長谷園』の歴史やがんばりをみて、商品のす

ばらしさをしり、使ってみたくなりました。伊賀やきの里へ観光で訪れてみたいです。素晴らしい観光地になるとお

もいますので、ぜひ頑張って下さい。

埼玉県 男性 50代 長谷園さんがTVで紹介されており、頑張っている様子や商品が印象的でした。これを機会に寄附させていただきま

北海道 女性 30代
京都府南部出身で、子供の時には何度も忍者村に遊びに行きました。もくもくファームも大好きです！少しですが、

お役立て頂けると嬉しいです。

千葉県 男性 60代 伊賀市を応援します。

東京都 いいまちづくりをしてください。

神奈川県 男性 伊賀市には何度か訪れたことがあります。

福岡県 男性 50代 テレビで伊賀焼を見ました。伊賀ブランド 期待しています！

東京都 男性 30代 応援してます！頑張って下さい！

埼玉県 男性 40代 白飯大好きな家族の為に土鍋炊き続けています。豊かな食を支えてくださる地方の皆様のお役にたてれば

東京都 女性 40代 誰もが安心して暮らせる町作りを応援します！

大阪府 男性 30代 有意義に寄付金を使っていただけたらと思います。

愛知県 男性 30代 歴史ある伊賀市！頑張ってください！

福岡県 女性 30代 かまどさんで伊賀市に興味をもちました。こだわりの品が多くの人に愛されるよう願っています。

愛知県 男性 40代 頑張ってください

群馬県 男性 20代 幼少期からよくモクモクファームへ遊びに行っていたのでこれからも伊賀を応援しています。

東京都 男性 50代
以前、旅行したことあります。電車、城、観光には魅力のあるものが沢山あるので、ピーアールを含め頑張って下さ

い、若い方々が地元の素晴らしさを知り、心身の健康と知性を育まれることを願っています。

愛知県 男性 20代 伊賀の発展をお祈り申し上げます。

東京都 男性 30代 伊賀焼の陶器が大好きです。これからも伝統が引き継がれることを祈っています。

愛知県 女性 60代 伊賀市はLGBT同性パートナーシップを推進しています。人権に対し、理解を進めていこうという市政に賛同します。

大阪府 女性 20代 伊賀市の若い世代が定住できるような魅力ある街づくりを期待しています。

大阪府 よく遊びにいきます。頑張ってください。

神奈川県 男性 40代

横浜出身で2年前に仕事の関係で四日市に住みました。御在所のホテルで甘くモチモチ感のある伊賀米を食べて感動し

ました！それから何度か伊賀のお米を取り寄せています。四日市に住んで三重県の魅力に引き込まれました。とても

素敵な場所なのに、人口が減っているのが残念です。都心部からUターン、新たな人を地方へ呼び寄せるために少な

い金額ですが地域活性化、地方移住が進みますよう心から祈っています。都会は人が多すぎます。人口がうまく分散

する地域つくりが進みますように。

東京都
伊賀市には、芭蕉さん、忍者の他に観光に最適な名所が多いのですから、観光で立つ町としての整備に力を入れ、リ

ピーター(又、来たくなる)がふえる趣ある美しい土地になって欲しい。

東京都 男性 40代 GWにまたこどもと遊びに行きます

愛知県
以前バス旅行で伊賀の干し肉が美味しかったので、お願いしました。温泉も行きたいですが、年々運転も自信がなく

なってきて伊賀までたどりつけるか不安なのであきらめました。

三重県 女性 70代
30代の頃暮らしました。今になると、上野の空気は上質だったと分かります。あの頃は伊賀盆地の中で、ほとんどす

べてが完結していました。充実した日々を過ごせました。新しい時代も頑張ってください、上野！

千葉県 女性 30代 藤堂高虎公の伊賀上野城が好きで、学生時代から何度か足を運んでおります。これからも応援させていただきます！

北海道 男性 40代
遠い先祖のルーツです。一度足を運んでみたいと思いますがなかなか時間とお金がなく、寄付だけですがよろしくお

願いします

神奈川県 男性 50代
名張市出身です。現在、横浜に住んでいます。伊賀市創設時に残念ながら伊賀一体となりませんでしたが、郷土とし

て応援しています。観光資源がたくさん有り、これからの発展に期待しています。

京都府 男性 60代 何度か旅行しました、趣のある良い街です。

神奈川県 女性 30代 母の故郷です

東京都 男性 50代 伊賀焼の大ファンになってしまいました！今回で３回目の寄附です。

三重県 男性 40代 豊かな自然と歴史ある建造物を大切にしてください。

大阪府 男性 40代 頑張ってください

兵庫県 男性 70代 地域振興がんばって下さい

大阪府 男性 40代 伊賀米おいしいです。

神奈川県 男性 40代
伊賀市は焼き物目的で何回かお邪魔したことがあります。その時、お昼にいただいた伊賀牛のおいしさに驚きまし

た。今回、ふるさと納税で発見して、嬉しくなってしまいました。寄付金は少ないですが、伊賀市の役に立てばなに

京都府 男性 40代 三重県で学生時代を過ごしました。地域振興頑張ってください。

東京都 女性 20代 がんばってください！
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三重県 女性 30代 また久しぶりに訪れたいです

三重県 男性 30代 ドライブで良く遊びに行きます。美味しい醤油がいっぱいあり、伝統を感じます。ずっとよい伝統を守り続けてくだ

東京都 女性 40代 かまどさん、活用したいと思っています

埼玉県 女性 60代 伊賀焼が魅力的です。歴史的にもいろいろあり一度行ってみたいところです。

岐阜県 女性 40代
観光で訪れたことがあります。もう少し町が活気づくように税金を活用してください。魅力ある街づくりを期待して

います。

東京都 女性 40代 長谷園さん、伊賀焼、大好きです。

沖縄県 男性 30代 長谷園さんの土鍋、伊賀焼きが大好きです。これからも素晴らしい技術を大事にしてください。

愛知県 男性 60代 頑張れ伊賀

愛知県 男性 70代 魅力あふれる街づくりを作り出す人材の育成を期待します。私は三重県出身です。頑張りましょう。

三重県 男性 50代
陶器市に行って知りましたがこの時購入できませんでした。ふるさと納税ができ、かつ希望のものがいただけるので

申し込みさせていただきました。

三重県 男性 60代 ますますの発展をお祈りします。

千葉県 男性 40代 「忍者ハットリくん」が好きで、伊賀市に旅行に行きました！！

※順不同


