
《メッセージ》をご紹介します（掲載希望の方） 

・屋久島自然保護に役立ててください。 

・新婚旅行で行きましたいい島です 

・東京オリンピックが終わったらそちらでお世話になります！屋久島で本物のコーヒーを

広めたいのでどうぞ宜しくお願い致します m(_ _)m 

・三岳、大好きです。屋久島町を応援しています。 

・屋久島の出身で本土で仕事をしています。少額ですが、屋久島の将来を担う人材の育成に

充ててください。 

・また屋久島を訪ねてみたいです。それまで三岳を飲んで思い出をくゆらせます。 

・5/2～5/4 まで観光でお伺いしました。ありがとうございました。 

・いつまでも、屋久島が住民と大自然が共存する、かけがえのない場所であってほしい。 

・いつか、息子を連れて屋久島を訪れたいと思います。微々たる金額ですが、ぜひ環境保全

にご利用くださいませ。 

・屋久島に人口が増えて元気な町になりますように 

・頑張ってください。 定年したら屋久島に帰ります。 

・義理の父母の故郷です。私もいつか訪れたいと思っています。頑張ってください。 

・子育て支援に活用下さい。 

・子供達の教育に使って頂ければ幸いです。 また旅行で行けるのを楽しみにしています。  

・屋久島町、がんばれー。 

・自然だけでなく、そこで暮らす人々も、動物も、新しく創り出すことはできない、太古か

ら受け継がれてきた宝です。 守るべきものと進化すべきものを正しく見極め、いつまでも

屋久島であり続けて下さい。 

・両親の思い出の地なので、第２のふるさととして応援しています。 

・新婚旅行で縄文杉に行き、子供が生まれたらまた行きたいと思っています。あの大自然に



もう一度行きたい！！これからも応援しています。 

・いつも応援しています。 

・ウミガメの保護活動など自然環境の保全対策を進めてほしいです。 

・以前、屋久島に行ったことがあり、応援したいと思いふるさと納税をさせていただきます。

最近、自然災害の支援などに役立てていただければ幸いです。 

・以前に屋久島に行き、とても素晴らしい自然に感動しました。その時記念に買った屋久杉

のぐい呑 を今も大事に使っております。 

・屋久島に旅行に行った時、素晴らしい思い出ができました。 応援しています！ 

・屋久島の環境保全を応援しています！ 

・屋久島の自然をいつまでも！ 来年も行きます(3 回目) 

・今年 2月に屋久島を訪れました。屋久島の住民のかた、おもてなしに、感動しました。自

然をいつまでも保護してください。応援しています。  

・今年宮之浦岳に登り、縄文杉を拝見しました。この自然をいつまでも残して欲しいものだ

と思います。 

・自然を守り、住む人を守るために頑張って！ 

・屋久島は私の出身地です。いつまでも自然を大切にしてください。 

・好きです、屋久島。まだ一回しか行っていませんがご縁があるように願ってふるさと納税

をいたします。 

・災害などに負けるな 子供達 ！！！ 

・私のルーツである一湊の港町を陰ながら応援させて頂きます。 

・大阪府民ですが、数年前に屋久島に一人旅した際、島の方にとても助けられました。経済

的にも精神的にも。非常に感謝しています。 

・美しい自然をそのままに 

・以前に縄文杉を見に行きました。感動しました。 世界遺産をよろしくお守りください。 



・鹿児島の大学に行っていたので、とても親近感を抱いています。 ずっと応援しています！

頑張って下さい！ 

・2 年前に屋久島旅行をしました。 縄文杉トレッキングや、いなか浜での海ガメの産卵見

学と、地元大阪では絶対にできない経験をさせていただきました。 あの自然がいつまでも

守られるように、また伺った際に同じ景色が見られるように、わずかですが寄附をさせてい

ただきます。 

・いつか子供と屋久島に行くのが夢です。それまで、またその後も環境が保全される事を願

って寄付させて頂きます。 

・インフラの整備が必要に感じています。 通信、飛行場、港、道路等々 微力ですが、ご協

力できることはしますので、よろしくお願いします。 

・屋久島に旅行に行きたいと思っています。その際はよろしくお願いします。 

・屋久島の海の幸、山の幸の味が懐かしいです。猿も鹿も大変ですが、これからも里の味を

続けて下さい。 

・屋久島の自然遺産を大切に守って下さい。 

・屋久島の発展をお祈りします。 

・宮之浦岳に登山に行ったときに、屋久島の自然に魅了されました。いつまでのあの素晴ら

しい環境が守られることを祈念します。 

・今年訪れて自然と人々に感動しました ありがとうございました 

・三岳美味しいです。  

・仕事で 3年間過ごした屋久島での生活は、自然遺産に包まれた贅沢な時間でした。その後

も、ちょくちょくリフレッシュ里帰りと称して山に挨拶に行かせていただいております。少

しでもお役に立てていただけると幸せです。 

・自然を大切にして下さい 

・世界遺産を守ろう 



・世界自然遺産の保全に頑張ってください。 

・先日、縄文杉トレッキングに参加しました。長く長く険しい道のりを歩いた先に見た縄文

杉に感動しました。お世話になったガイドさん、屋久島観光センターの方、民宿のご家族の

方、マッサージの方、みんな温かく居心地が良くて屋久島がとても好きになりました。来年

も遊びに行きます‼ 

・美しい屋久島を大切に 

・豊かな自然をいつまでも。また訪れる日を楽しみにしています。 

・毎年屋久島へ家族で行くのを楽しみにしてます。いつまでも今の環境を維持できるよう、

応援しています。 

・一度は訪れたいと思っています。 

・豊かな自然がいつまでも続きますように 

・屋久島へ以前行かせてもらい、さまざまな経験をさせていただきました。そのお礼もかね

て寄付させていただきます。 

・ガイドの質を高めてください 

・トイレの増設 頑張って 

・また、遊びに行きます 

・一度は訪問したいのですが、まずふるさと納税で小さな貢献をいたします。 

・応援しています。頑張ってください。 

・屋久杉の森が守れるよう応援しております。 

・屋久杉の保全をお願いします。 

・屋久島の美しい空、山、緑、海をいつまでも大事に守ってください！ 

・屋久島は、心のふるさとで、大好きな場所です。これからも宜しくお願いします。 

・屋久島町、まだ行った事ないので、いつか行きます！ 

・屋久島町の、益々のご発展をお祈り申し上げます。 



・屋久島町大好き！ 

・気持ちのいい島ですね。すっかりファンになりました。少しでもお役に立てれば幸いです。 

今までに 2 回屋久島におじゃましましたが、また行きたいと思えるくらい素晴らしいとこ

ろです。海と山と自然が豊かで時間がゆったりと流れている感じがとても好きです！ たん

かんジュースが美味しすぎて忘れられず、今回ふるさと納税をしました。 また遊びに行き

ます！！ 

・今年の 9月に屋久島を訪れました。 大好きな『もののけ姫』の舞台にもなった、屋久島

の素晴らしい自然を堪能しました。 また、屋久島に暮らす人々の優しさにも触れる旅にな

りました。 旅行者にも壁を作らず、島のオススメ情報を余すところなく教えてくださりま

した。 本当に良い旅になりました。 旅でオススメされた『けい水産』の薫製がとても気に

入ったので、こちらに寄付をさせていただきます。 屋久島の魅力が自然以外にも沢山ある

ことをもっともっと発信できると素敵ですね。 

・最近行けておりませんが、また行かせて頂きます 

・中学 1 年生まで一湊、宮之浦に住んでいました。 いつか、また屋久島に住んでみたい。 

・部署を異動して８年間いけていないのでせめて寄付だけでも思っております。 

・毎年夏休みに遊びにうかがっています 来年も必ず行きますね 

・屋久島の自然環境の持続的成長を応援しています。 

・屋久島は私の生まれ故郷です。いつまでも自然を大切にしてください。 

・三岳を作り続けてください。 

・娘が移住して３年。楽しいことも不便なことも見聞きしています。医療が充実して安心し

て子育てできる環境になることを希望します。 

・「三岳」は美味しい～ 2018 税金、チョット UP！！ でも、応援します。 

・一昨年、縄文杉に会いに娘と行きました。年齢的にも最後のチャンスだと思い往復１１時

間走破しました。多くの縄文杉に会えて感激しました。これからも、環境の維持にご尽力下



さい。 

・いつか屋久島を訪れてみたいです！ 離島ならではの大変さも多いとは思いますが、頑張

ってください！ 

・いつか旅行に行ってみたい魅力のある町です。今後も環境整備に力を入れていっていただ

きたいです。 

・がんばれ屋久島 

・以前縄文杉へのハイクでガイドさんに御世話になりました、細やかな、ちょっぴりの御礼

です。 

・屋久島で生まれ、東京で働いています。脱サラして屋久島に移住したいと考えています。

老いも若きもイキイキと暮らせる、明るく健全な島であってほしいと願っています。 

・屋久島のあふれる自然をいつまでも大事にしたいです 

・屋久島のみなさんの優しさ、自然の恵みに癒されています。お礼をしたくて、ふるさと納

税をしました。 

・屋久島の自然が長く守られることを願っています。 

・屋久島の自然に感動しました！ 

・屋久島の自然をいつまでも自然に。 

・屋久島の自然を後世に残す為に、わずかですが寄付いたしますのでお使いください。 

・屋久島の森が美しく、とても好きです。また遊びに行きたいです。 

・屋久島の大自然、是非大事にしてください。入山税取ってもイイと思いますが。 

・屋久島自然が大好きです 

・海・山を守ってください 

・学生時代の思い出深き屋久島、綺麗な海と神秘的な原生林、いつまでも変わらないで欲し

い。 

・三岳は最高です。屋久島町を応援しています‼ 



・自然との共生を継続して追求できるよう応援します。頑張ってください。 

・素晴らしい自然を守っていただきたいと願ってます。 

・大好きな屋久島！日本の平和の象徴は屋久島にあり！ 

・大好きな島です。また行きたいので自然を守って。 

・地方活性化に少し貢献したいと思いましたし、お礼の品はいつも愛用しているものです 

縄文杉は新婚旅行で訪れました。子供も大人になってから、訪れ、感動したとのことです。

すばらしい自然保全を応援します。 

・毎回、おいしいたんかんをふるさと納税で購入することが出来感謝しています。ありがと

うございます。 

・毎年行かせていただいております。 国からの指導云々は大変だと思いますが、私のよう

にふるさと納税がきっかけで、毎年屋久島を訪れて、その自然や人にふれあい、心を洗われ

ている者もおります。 今年は縄文杉のトロッコ道が少し整備されたと聞きました。 税金っ

てこういう風に使ってほしいものです。 （この整備はふるさと納税のおかげではないかも

しれませんが：笑）  これからも頑張ってください。 

・口永良部島頑張ってください。 

・大好きな島です。 

・久しく訪れていませんが、屋久島大好きです！ いつまでもきれいな屋久島であることを

願っています！ 

・災害に負けないよう頑張ってほしいです。 応援してます。 

・私の父親の故郷なので、応援しております。 

・屋久島の自然をこれからも守っていってください。 

・縄文杉など、屋久杉を守ってください。 トイレの問題も、頑張ってください。 

・若いころ鹿児島に住んでいたことがあり、屋久島にも遊びに行きました。家族の大切な思

い出です。世界に誇る自然遺産をいつまでも大切にお守りください。 



・いつまでも自然を絶やさないようにお願いします 

・屋久島の自然を守って 子供が元気に成長できる今の環境を大切にしてください 

・自然豊かな街作り、未来を担う子ども達の教育にご活用下さい 

・良い酒です。今度は旅行行きたいです。 

・毎年たんかん楽しみにしています。 

・ご縁があり僭越ながら寄与をさせていただきます。ぜひ将来を担うお子様たちの為にお使

いください。   

・屋久島が大好きで何度か訪れたことがあります。 屋久島に住む若い方々が色々なことに

チャレンジできますよう。 

・ずっと愛飲しておりますので、ふるさと納税という形で三岳の美味しさに感謝したいと思

います。 

・いつまでも自然を守ってください。 

・屋久島の自然を守ってください 応援しています 

・今年、屋久島に行きました。とても癒されて帰宅しました。この素晴らしさがいつまでも

続きますように！また、来年も行きたいと思います。 

・屋久島の自然を後世に残せるよう協力できたらと思います。 

・母のふるさと屋久島の豊かな自然とそこで暮らす皆様が一層充実できるような取組に期

待しております。 

・屋久島 ECO マラソン 毎年 楽しみにしています 

・いつか行きたいと思っています。自然との共存をいつまでも大事に  

・先日、旅行で屋久島町に行きました。とてもきれいな素敵な所でした。一度でもいった場

所は応援したくなるので今回納税させて頂きました。有効に使っていただけたら幸いです。 

・縄文杉だけではない自然の宝庫、屋久島。 自然と人間、観光の共存を続けていただくよ

う期待します。  



・また遊びに行きたいです！ 

・旅行にいきたいと思います。 

・自然のままの縄文杉を守ってください 

・今度観光に行こうと思います。 

・今年夏行きました。自然も人も最高。 

・自然を大切に 

・2017 年にガイドの案内で白谷雲水峡から太鼓岩に行ったのが忘れられない思い出です。 

昨年もふるさと納税の旅行で伺い、大変素晴らしいホテルと島の環境に魅了されました。 

今年も楽しみにしています。 

・昨年もふるさと納税で屋久島に行き、 大変素晴らしかったので今年も行きます。 楽しみ

にしています。 

・いつか行ける日を夢見ています。 

・夫婦で屋久島を訪れたことがあり、おいしくタンカンを頂きました。いつも思い出してい

ます。 

・今月上旬に屋久島の森を訪れました。台風の爪あとが残っていて、木が折れたり倒れたり

しているのを目の当たりしてショックでした。これからの自然環境維持にお役立ていただ

ければ幸いです。 

・ウミガメの環境保全に役立ててください 今度また観光に行かせていただきます 

・がんばれ！屋久島 

・屋久島の自然は心の栄養になります。 いつまでも美しい自然が有る町であってください。 

・山岳太郎の登山ガイドの皆さん いつも楽しい山行をありがとう。 来年もお世話になりま

す。 

・屋久島の素晴らしい自然が大好きです！いつまでも自然と共存できる島であることを祈

って！ 



・屋久島の自然を大切に守ってください。 

・今年の夏に初めて屋久島を訪れました。素晴らしい自然と島の方々の温かさに癒され、素

敵な時間を過ごすことができました。これからも屋久島の自然遺産が大切に残されていく

ことを願っています。 

・お茶の栽培頑張ってください 

・今年、屋久島に旅行に行きました。雪のため山には行けませんでしたが、素敵なガイドさ

んに島を案内していただき、とても良い思い出になりました。ありがとうございました。 

・以前訪れた時に、とても大好きな場所になり、思い出深いので是非離れた場所からでも応

援したいです 

・山の自然資産を大切にしてください。 

・また遊びに行きたいです！ 

・屋久島の山と自然、人が大好きです。いつまでま豊かな故郷でありますように! 

・私も鹿児島県出身です。応援しています。 

・自然環境の保全をお願いします。今でもトイレのし尿を山から歩いて下ろす方々がいらっ

しゃるのでしょうか。 以前聞いたとき本当に頭が下がる思いでした。その方々にふるさと

納税からでも何かできるといいのですが。   

・自然と共生できる環境を促進させてください 

・屋久島行ったことあります。 素晴らしかったです！また行きたいです！ 

・去年初めて父と訪れました。とても良かったです。また機会あったら行きたいね。と話し

ています。登山は、きついと聞いていましたが、とても楽でした。 

・世界に誇れる屋久島であり続けてください！ 

・有意義に使ってくださーい♪ 

・自然も人も大好きな場所です 

・屋久島また行きます！ 



・屋久島のウコンで元気になりたいわ! 

・がんばれ屋久島町！ 

・今年、屋久杉を見に行きました。 いつまでも大切にしたい自然遺産です。 

・明日ある屋久島へ！ 

・屋久島の環境保全のために頑張ってください 

・屋久島の自然が大好きで、何回も旅行で訪れています。 ますますの発展をお祈りします。 

・屋久島の自然保護にお役立てください。 

・今年、屋久島に行きました。町の人々も優しくて、素晴らしい島でした。ずっと応援して

いきます。   

・屋久島の自然を守ることに少しでも役立てていただければ幸いです。 

・世界遺産の管理など大変な課題があると思いますが、是非、地域の維持のために活用して

いただけるとうれしいです。 

・屋久島の自然を守ってください！また遊びに行きます！ 

・地域振興にお役立て下さい 

・三岳最高です。 

・妻と娘が 屋久島とホテルサンカラの大ファンです 

・屋久島の自然保全のために 

・屋久島の自然の素晴らしさが、世界に伝わりますように。 

・本坊酒造さん応援しています！ 

・毎年屋久島に行ってお世話になっています。もう 12 年になります。 来年もよろしくお願

いいたします。 

・毎年サイクリング屋久島に参加しています。毎回島民の皆さんの暖かい声援に励まされま

す。 

・素晴らしい自然をいつまでも 



・きれいな自然を大切に 

・15 年前に縄文杉に会って以来のファンです。 是非その豊かな自然を守っていっていただ

きたいです。 

・豊かな自然の中で育った春ウコンを毎日飲んでます。 自然が保たれますように。 

・豊かな水環境を保全してください 

・結婚前に屋久島へ女子旅に行きました！ 縄文杉やウミガメの産卵、千尋の滝、白谷雲水

峡、ガジュマルの木や浜辺…今でも心に残る風景があります！ 今度は娘を連れて女子旅！

と思っていますので いつまでも変わらない優しい島、屋久島で居続けて下さい！ 

・屋久島の自然が人生で忘れられない場所です。また行きたいです。 

・ずっと素晴らしい景色を見たいです。応援しています。 

・屋久島大好きです。魅力ある街づくりをお願いします。 

・母方の故郷です。ずっと応援します。 

・三岳、いつも飲んでます！ 

・昨年、お邪魔しました。縄文杉がもっと近くで見れると嬉しいです。 

・是非、訪ねてみたい自治体です。    

・昨年もいただきました。火山の噴火が心配です。がんばってください。 

・5月に初めて屋久島に行きます！楽しみにしております！ 

・口永良部島のみなさんがいつの日か安心して暮らせるように、お役立て下さい。 

・口永良部の噴火や台風等、度重なる災害に住民の皆さんや役場職員の方々のご苦労を想

い、応援が出来たらと思います。いつか訪れたい場所です。 

・私の両親が屋久島出身です。 父が寝たきりになってしまい母が父を東京で介護していま

す。2人とも故郷に帰りたいのですが帰っても生活出来ないので仕方なく居ます。屋久島は

水が美味しい。何もかも身体に良いと言う記憶しかないのでこの高齢化社会屋久島町に 

・三岳、大好きです。 



・屋久島の素晴らしい自然を守ってください 

・毎年三岳、頼んでます。 

・これからも美味しい焼酎作り頑張って下さい。 三岳の大ファンです。 

・屋久島の自然は大切と非常に考えますが，それを支える人，若い人が重要です。次世代へ

の継続のため次世代を担う子が大切です。 

・三岳 いつも晩酌に楽しんでいます。 

・美しい自然に感謝します！ 

・三岳を飲みながら屋久島に想いをはせます 

・入山協力金の徴収に変わる財源確保を官民一体となって改革して下さい。 

・これからも希少な屋久杉のご提供のほどよろしくお願い申し上げます。 

・屋久島は私の出身地です。いつまでも自然を大事にしてください。 

・以前、結婚記念旅行で屋久島に行った際に感動を覚え、また訪れたいと思っています。 自

然は豊かだし、ご飯はおいしいし…。子どもが生まれたのでいつか子どもも連れて旅行に行

きたいです。 

・大好きな屋久島 永遠に美しい自然が続きますように。 

・島民の皆さん ファイト！！ 

・入山協力金の一件は、残念な出来事でした。 検証・改善し、更に惹きつけて止まない屋

久島としてください。 

・一度、訪問したく思っています。 

・汚職を予防し、健全な街づくりをお願い致します。 以前から応援している身としては切

に願います。 

・毎年遊びに行っていて、サイクリング屋久島も毎回参加しています。少しずつ屋久島の友

人が増えてきました。屋久島に役立てるよう少しずつ寄付していきます。 

・昨年、３日間訪問し感動いたしました。是非、あの自然をこれからも守り続けてください 


