
都道府県 使用用途

山梨県 8,000 円 環境保全対策事業

埼玉県 10,000 円 環境保全対策事業

東京都 8,000 円
伝統文化「闘牛」の発信基地「ドーム闘牛場」を整備し、闘牛の魅

力を広めたい！

大阪府 子育て支援事業

山口県 子育て支援事業

大阪府 6,000 円 環境保全対策事業

大阪府 教育・文化・スポーツの振興に関する事業

東京都 10,000 円 子育て支援事業

東京都 10,000 円 環境保全対策事業

東京都 10,000 円 子育て支援事業

大阪府

東京都 40,000 円 地域活性化事業

佐賀県 10,000 円 環境保全対策事業

北海道 50,000 円 環境保全対策事業

盛り上げてください

かなり昔，硫黄鳥島（学術調査）へ行くときにお世話になりました。

島を大切に

かけがえの自然を大切に

遠いですが応援してます

応援しています。

ワイドー！ワイドー！

地域の活性化に向け頑張って下さい。

美味しいお酒を造りつづけてください。

いつも応援しています。頑張って下さい。

きび酢の愛飲者から、町の御発展をお祈りしています。

日本の美しい場所が多くて嬉しいです。

10年以上前にトライアスロン大会でお世話になった者です。美しい海、暖かい島の人たち、変わらないでほし

いです。

生まれ育った徳之島そして天城町、島を離れて20数年になりますが、関西からいつも応援しています。少しで

すが協力させて下さい。島人のご健勝ご多幸とご活躍を願っております。

6/21からトライアスロンでお世話になります。自然豊かな自然の中、暖かい皆さんのご声援に力を頂くことで

しょう。恩返しの一つとして、今年もふるさと納税致します。

大石　哲也 様

大四　雅弘 様

大矢　昌邦 様

大湯　正啓 様

緒方　邦敏 様

小川　涼　様

寄附者様情報　 寄附額

豊かな自然を大事にしてください

きび酢を飲んでメタボ解消の暁には、是非遊びに行かせてください

天城町の発展を祈念しております！

雨宮　史武 様

新井　康之 様

荒木　和憲 様

池田　徳之 様

石井　昭人 様

石田　貴昭 様

伊秩　昌良 様

井上　直哉 様

植田　昌宏 様

上原　直輝 様

江州　海斗 様

追杉　裕和 様

○それぞれ項目ごとに公表を希望していただいた方のみ順不同で公表させていただいております。



東京都 10,000 円 観光の振興に関する事業

千葉県 10,000 円 その他ふるさとづくりに関する事業

千葉県 10,000 円 高齢者福祉対策事業

長崎県 6,000 円 子育て支援事業

東京都 20,000 円 高齢者福祉対策事業

神奈川県 12,000 円 子育て支援事業

東京都 12,000 円 特産品開発に関する事業

東京都 10,000 円 地域活性化事業

福岡県 15,000 円 その他ふるさとづくりに関する事業

東京都 50,000 円 地域活性化事業

大阪府 80,000 円 子育て支援事業

神奈川県 12,000 円 観光の振興に関する事業

東京都 12,000 円 子育て支援事業

北海道

大阪府

福岡県

埼玉県 500,000 円 伝統文化「闘牛」の発信基地「ドーム闘牛場」を整備し、闘牛の魅

力を広めたい！

東京都

空港と港の両方を持つ、強みを生かした地域活性化事業に期待しております。

子育て支援をお願いします。

一度観光で訪問してみたいです

毎年トライアスロンに参加してお世話になっています。税金の利用に関してはお任せします。

いつも応援していますので、まちを盛り上げてください

父方の田舎が徳之島天城町です。将来は徳之島へ移住する予定なのでこれからも応援し続けます。

とてもいい所でした！また行きたいです！

地域産業を絶やさず残していってください。

島の産業の発展を応援します。

母が天城町出身で、小さい頃は毎年帰省していました。これからもずっと応援しています。

これまでもこれからも変わらずに応援していきます。多くの人達が、天城町のファンになっております。ふる

さと納税を通してこれからも、どんどん応援しています。いつも優しい対応をして頂き誠にありがとうござい

ます。ワクワクしながら、ファン作りをしておりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

黒坂　將吾　様

後藤　陽子　様

小柳　智子　様

坂田　一仁　様

貞岡　孝一　様

佐藤　光　様

佐藤　公久　様

佐野　喜則　様

重原　一貴　様

いつか天城町にいってみたい。

頑張ってください。応援させて頂きます。👍

高齢者保護が第一ですが実際は若人の育成・環境保護も希望致します。

マンゴー美味しかったです、季節が過ぎて冷凍しかないのは残念ですが冷凍でも楽しみです。

ぜひ、行ってみたいです。

昨年徳之島に行き美味しいマンゴーに感動しました。今年も楽しみにしています！

小倉　要　様

梶浦　秀郎　様

勝部　幸治　様

鴨川　富美夫　

岸　洋佑　様

木村　大輔　様

栗原　清司　様

重広　禎充　様

柴崎　乙子　様

下野　栄子　様

環境保護のためにご利用下さい。応援しています。

ともかく伝統のものが姿を消してしまうことはよくないと思う、どうか継承して頂きたいです。

天城町頑張って下さい。



岡山県 8,000 円 その他ふるさとづくりに関する事業

大阪府

島根県 40,000 円 教育・文化・スポーツの振興に関する事業

新潟県 10,000 円 世界遺産推進事業

鹿児島県

神奈川県

北海道 10,000 円 地域活性化事業

愛媛県 10,000 円 環境保全対策事業

大分県

東京都

鹿児島県

神奈川県

兵庫県 15,000 円 その他ふるさとづくりに関する事業

大阪府 5,000 円 地域活性化事業

神奈川県

東京都

福岡県

トライアスロン大会など、これからの町の盛り上がりを楽しみにしております！

研修医時代に徳洲会病院で働いたことがあります。懐かしいです。徳之島の発展をお祈りします。

天城町立与名間分校１００周年記念事業への寄付をお願い致します。同校卒業生の国田登氏から頼まれまし

た。

おいしいお塩と黒糖が魅力的だったので申し込みました。台風の被害があったと知ったので、少しでも役に立

ててもらえたらと思っています。

今年の夏、徳之島が大好きだった大切な友人が眠る天城町を訪れて、素晴らしい環境や島民の方達の温かさに

触れとても感激しました。毎年訪れたいと思いますし、近い将来移住したいと思い運転免許取得等に奮闘して

ます。多少ではありますが、天城町の活性化にお役に立てれば幸いです。これからも応援させていただきま

す！

これからも魅力的なふるさと作りを目指してください。

地球が何千年何億年も長生きするために、自然環境保全のために活用してください。

地域が活性化されると良いですね。

とても環境の良い所ですね。

維持することは、大変綺麗な自然と、良い環境、水も空気も良い所ですね。応援しています。

子育て事業の充実

比嘉　裕樹　様

福田　雅守　様

西原　相宗　様

萩原　美香　様

橋本　孝治　様

下野　栄子　様

妹山　卓司　様

大四　雅弘　様

平　仁司　様

高石　俊一　様

宝　正己　様

かなり昔，硫黄鳥島（学術調査）へ行くときにお世話になりました。

トライアスロン大会頑張って下さい

ぜひ観光に行きたいので見どころのアピールをお願いします

恵まれた自然や整備された農地を生かし、農業を中心とした産業を活性化し、将来にわたって、子供からお年

寄りまで、元気で楽しく暮らせる誇りある街づくりをして欲しいです。

いのしし肉の産業化はなかなか難しいと思いますが、頑張って下さい。

いつまでもステキな島であって下さい。

人口がはやく3万人を超えますように。

竹中　林太郎　

島に住んでいる両親が住みやすい環境づくりに貢献していただけると嬉しいです。

種田　剛一　様

土岐　和男　様

梨本　豊代美　

夏村　和敏　様

南木　貞男　様

西　昌希　様



兵庫県

愛知県

兵庫県 185,000 円 教育・文化・スポーツの振興に関する事業

三重県

千葉県 10,000 円 環境保全対策事業

埼玉県

東京都

埼玉県

埼玉県 10,000 円 地域活性化事業

静岡県

北海道

兵庫県

兵庫県 10,000 円 環境保全対策事業

東京都

佐賀県 10,000 円 環境保全対策事業

愛知県

東京都

数少ない豊かな自然を守っていただきたいです

学校へのＰＣ導入など教育振興のためにお役立てください。応援しています。

地域の振興に少しでもお役に立てたら幸いです。

これからも、おいしいマンゴーを作り続けてください

きれいな海の維持に努力をお願い致します

年頭に当たり貴町の益々のご繁栄をお祈り申し上げます

ひょんなことで訪れた島でしたが、すっかり魅了されてしまい毎年訪れています。今年も今月末に訪れる予定

です。素晴らしい自然の保護に少しでもお役に立てたら幸いです。

頑張って下さい。

町民の皆様方が安心・安全かつ豊かに暮らせる町、そして、お互いが共に助け合い・共に栄える平和な町に

なって欲しいと思います。

豊かな自然の中での子育てを応援します。今年2回目です。応援しています。

奄美の黒糖焼酎は、本当においしいですね。

美しい南の島ですね。また遊びにいきたいです。

亡くなった父が九州出身でした。九州頑張ってください

温かい人柄と美しい景色の天城町を応援しています。

いつも応援しています。

頑張ってください。

先日、天城町のパッションフルーツをお礼の品で頂きました。とても美味しく感激でした。台風の時期で大変

だと思いますが、被害がないことを祈っております。

初めて寄付をします。地域振興頑張ってください。

師岡　陽子　様

天城町立与名間分校100周年記念事業存続お願い致します！微力ながらふるさと納税を通じて寄付します！

福西　亮一　様

矢崎　弘志　様

安河内　清隆　

薮本　仁　様

山上　博子　様

山田　聖一　様

山本　辰徳　様

吉田　裕之　様

吉竹　勝利　様

藤岡　晴加　様

別府　直仁　様

堀　正樹　様

増田　浩三　様

丸田　英夫　様

宮原　たつ子　

宮前　佳弘　様

向野　康宏　様

森嶋　良康　様



〇以下お寄せいただいた寄付者様の声を順不同で掲載させていただきます。

・高齢の方を含め、全ての世代が生き生きと暮らすことができる故郷を守ってください。

・一度伺ってみたいがなかなか実現できずいつの日か。。。

・自然豊かな天城町が大好きです！

・観光宣伝して下さい

・頑張ってください！

・自然を守ってください。

・私には、行く事が叶わないかもしれない景色。美しい自然を応援出来ればと思います。

・今、地方はどこも諸問題あり、大変と思います。何か一つ光るものを見つけて下さい。

・頑張ってください。

・マンゴーがとても美味しかったのでまた寄付させていただきました。ありがとうございます！

・子供の声の響く町にして下さい

・同じ出身地である南九州の発展に繋がればと思い、寄附させていただきます。

・付箋に手書きのお礼が添えられているのが嬉しくて3回目の寄付をします。暖かい南の島に遊びに行ってみ

たいです。

・豊かな自然環境を守ってください

・頑張って下さい

・よりいい特産品を開発できるように

・貴町の益々のご発展を。

・頑張ってください。

・頑張ってねー

・鹿児島黒毛和牛が一番美味しいです

・いつか遊びに行きます！

・楽しみにしています。

・世界自然遺産登録されるといいですね。頑張ってください。

・美しい自然に会いに、また行きたいです！

・趣味でパパイヤを栽培しているので産地を応援する意味で寄付します

・少額ですが、お役に立てれば幸いです。

・住民が安全で暮らせる様に！

・今の自然を未来へ繋いでください。

・特番をテレビで見ました。子育てもしやすく、素晴らしい土地だと思いました。

・地方創生頑張ってください。

・役場のみなさん、がんばってください(^-^)v

・美味しそうなマンゴーありがとうございます！楽しみにしています。

・自然を維持する活動に役立てて頂けると嬉しいです

・新入社員の頃、転勤者にやさしい鹿児島の方たちに応援して頂きました。毎年、台風災害で大変でしょうが

頑張ってください。

・徳之島が大好きです！！

・頑張ってよい町を維持して下さい

・美しい自然をいつまでも

・ふるさと納税を通じて、鹿児島本土から徳之島は470㎞も離れており、天城町という町のあることも知りま

した。豊かな自然に恵まれる一方、過疎も深刻化していると思いますが、少しでも町民の皆様のお役に立てれ

ば幸いです。



・がんばってください

・いつもお世話になっております。初めて食べるアサヒガニ、楽しみにしています！

・素晴らしい街作りを応援してます！

・徳之島に行きたくて、中々行けていません。海に山に川、大自然び溢れた島々をぜひ世界遺産に推進してほ

しいです。

・昨年に続き応援させて頂きます。魅力ある街づくり、維持をお願いします。

・海の美しさは海外のリゾート地以上かも！上空から見ただけですが、ぜひ一度訪れてみたい・・・。

・いい焼酎だったので、リピートします。

・きれいな所で作られる製品は　安心感があります。頑張って下さい！

・これからもおいしい焼酎を作り続けてください。

・一度壊したら取り返しのつかない自然を大切にして下さい。

私の故郷はダムができてかけがえのない自然が破壊されました。治水や生活用水確保目的などと自分たちの目

先の利益のために尊い自然を破壊していいはずがありません。

難しいかもしれませんが自然との共存、共生を目指して取り組んでください

・自然を大切にこれからも頑張ってください。

・美しい自然をいつまでも守りたい！

・がんばってください！

・少額ですが、子宝の島の為にお役に立てれば幸いです。

・2020年1月5日の届けでお願いします

・自然豊かなところで感動しました！応援しています！

・地域活性化、期待しています。

・ささやかですがお役に立てば嬉しいです。頑張ってください！

・美しい自然と共にいつまでも町民の皆様が元気に活躍されることを祈っています。

・大切な自然を守って下さい！

・私が在住する東京からかなり距離が離れていますが、天城町ならではの良さを是非、発信して下さい！

・地域振興頑張って下さい。

・世界遺産登録に向けて頑張ってください

・与論に縁があり、寄付します。本当に自然の保護に役立つ形で、つかってください。

・パッションフルーツが大好きです。台風など災害に負けずに頑張って下さい！

早くコロナが終息し、観光客が戻ることを祈っております。

・行ったことは、残念ながらありませんが自然豊かなところだと思います。

・綺麗な自然をぜひ守ってください！応援しています。

・お世話になった方の出身地と伺いました。遠くからではありますが、応援しております。

・フィリピンにも負けない海を大切にして下さい。

・いつでも、誰にも優しい天城町であって欲しい

・何時もありがとう

・美しい自然を大切に育て下さい

・写真で拝見すると素敵なところですね！ぜひ行ってみたいです。

・徳之島大好きです

・頑張ってください

・町が発展しますように。



・更に、町のあるべき姿に向けた活動をお願い致します。

・子どもたちのために使ってください。

・黒糖焼酎ファンです。いつか徳之島に行くことができたらな、と思っております

・出身が鹿児島で鹿児島の発展のためにぜひ寄付をと思いました。

・お仕事お疲れ様です！頑張ってください！

・天城町出身です。今は遠くに住んでいますが大好きな地元天城町を応援しています。

・鹿児島の自然を地球温暖化から守ってください。

・ふるさと納税を通して応援しています。

・12月に城南海さんのふるさとディナーショーに行きました。澄んだ海に囲まれ、緑の山に吹く薫る風を感じ

ました。とっても親切で優しい方々に感銘しました。

・頑張ってください

・高齢者の住みやすい町づくりを願っています。

・天城町のパッションフルーツおいしくて大好きです。今年も楽しみにしています。

・応援しています。

・世界遺産に登録されることを心より願っています。わが故郷が、世界遺産になればとても幸せなことです。

障害は多いと思いますが、楽しみにしています。


