
《メッセージ》をご紹介します（掲載希望の方） 

【４月】 

・３月初めに屋久島に行きました 白谷雲水峡他自然が素晴らしかったです。自然環境が続きます

ように屋久島町を応援します。 

・屋久島の自然は貴重と思います。 観光と自然維持の両立も大変でしょうが、頑張ってくださ

い！陰ながら応援しています。 

・鹿児島の宝、世界の宝。屋久島の自然や環境を後世に繋いでいくための取り組みに少しでもお

役立ていただけますと幸いです。屋久島、大好きです。 

・３月に屋久島を初めて訪れました。 屋久島の人たちの温かさに触れ本当に大好きになりました。

これからも屋久島を応援し続けたいと思います。 

・屋久島は小学生の頃に椋鳩十の海上アルプスを読んで憧れの島でした。ようやく訪れることが

できました。 想像通りの素晴らしい自然に恵まれた島で、屋久島の温かい人たちと接すること

ができて大変元気をもらいました。 これからも屋久島応援し続けたいと思います。 

・昨年の夏休みを利用して屋久島を訪問しました。 2 泊 3 日の日程で縄文杉を見ることができま

した。 天候不良により白谷雲水峡に行くことはできませんでしたが、またいつか屋久島を訪れ

たいと思います。 

・ノマドカフェのジンジャーシロップでコロナぶっ飛ばします。世界で一番おいしいジンジャー

シロップだと思います。 

・世界中コロナ感染で大変な状況ですが、頑張ってください。応援しています。 

・三岳大好きです。屋久島応援しています。 

・学生時代から屋久島が好きで家を建て、先日訪島回数が７８回になりました。第二の故郷です。

今後も屋久島の自然を維持していただきたいと思っています。 

・屋久島の子どもたちに元気を！ 応援しています！！！ 

・コロナウイルスに負けないよう頑張って行こう！！ 

・縄文杉の保存に活用ください 



・屋久島の大ファンです。大変素晴らしい自然がさらに美しく維持されることを期待しています。 

・観光で何度か訪れましたが、あの素晴らしい大自然を保全して頂きたいと、強く願っておりま

す。 

・屋久島の自然を守り、そこで過ごす子供達の育成支援をお願いします。 

・妻の両親のふるさとです。いつか行ってみたいと思います。 

・今年初めに屋久島に行きました。とても素晴らしいところでしたので、もう一度行きたいと思

っています。観光客が来なくなり大変かと思いますが、頑張って頂きたいと思っています。 

【５月】 

・屋久島の自然を大切にしてください 

・山海留学で息子がお世話になりました。 コロナウイルスが一段落したら、また屋久島へ遊びに

行きたいと思います。 

・新型コロナウイルスの影響拡大の中においても屋久島の子供達や生産者の皆さんが元気に生活

されることを切に願っております。 

・世界遺産を保全してください 

・ふるさとが屋久島の人と一緒に仕事をしています。 いつも屋久島のよさをきいています。 い

つか訪れたいと思っています。 

・また屋久島に行きたいです 

・リピートです。子育て支援します。 

・屋久島大好きです！！また絶対行きます。 寄付金、大自然の保護などに活用してください。 

・三岳、大好きです。屋久島を応援しています‼ 

・屋久島に行って「三岳」を知りました。すっきりとした味わいが気に入って愛飲しています。

自然遺産の保護に少しでも協力できるのであれば嬉しいです。 

・美味しい焼酎造りを続けて下さい 

・妻と訪れた地を子どもと一緒に周り、イルマーレでまた鹿肉の絶品ピザを食べたい。 屋久島の

豊かな自然と発展の調和を応援しています。 



・今年の 3 月に屋久島を初めて訪問しました。 屋久島の豊かな自然や、心温まるもてなしの雰

囲気に感銘を受けました。焼酎も屋久島限定の銘柄が有る事を知り、今回の応援をするきっか

けにもなりました。 コロナウイルスの対応で観光業は大変でしょうが、島全体で連帯してそ

の困難を乗越えるべく、頑張ってください。 

・地球全体が一つになって課題に向き合う今、自分が出来る事が何かないのだろうか、、、。コロナ

と人とが折り合いをつけて共存出来る様に、、、。その日まで大好きな屋久島の自然とそこで暮ら

す大切な友人が元気でいて欲しい。そしてまた屋久島を訪れたい。そんな思いでふるさと納税

をさせて頂きます。 

【６月】 

・いつまでも貴重なこの自然環境が続きますように応援しています！ 

・屋久島の美しい自然が未来に続いていくこと、屋久島に住む、自然の守り人達への、活動の支

えに。ほんの少しですが、助けになれば嬉しいです。 

・二度訪問したことがあります。また行かせて頂きたいと思っています。応援しています。 

・一湊が自分のルーツです。これからも応援しています。 

・世界遺産の環境保持に頑張ってください 

・自然環境を継続して守って下さい。 

・素敵な自然をいつまでも大切にしてください。 

・屋久島の自然が好きで何度も通っています。自然保護の活動に役立ててください。 

・屋久杉の更なる保護をお願いします。 

・屋久島の素晴らしい自然をいつまでも残してください。応援しています。 

・三岳焼酎はとても美味しくて気に入っています。 これからも応援させていただきます。 

・日本の貴重な世界遺産をこれからも大切にして下さいね。 

・今年も申し込みます。どうぞよろしくおねがいします。 

・自然環境保護頑張ってください。 

・自然いっぱいの屋久島最高です！ 



・貴重な自然を残してください。 

・コロナで大変な時期ですが、お互いに頑張れたらと思います。 

【７月】 

・今年も応援しています。 

・観光産業頑張って下さい。 

・世界遺産の維持に頑張ってください。 

・屋久島は何度か仕事で行きました。 三岳大好きです。  地元の将来の子供の為に活用下さい。 

・屋久島大好きです。また必ず遊びに行きます。 

・コロナ禍でお客様が少なく、大変な思いをされていると思います。落ち着いたらパワーチャー

ジに伺わせてください。 

・屋久島には行った事はないでが、三岳は大好きです。 屋久島限定の三岳を堪能したいです。 い

つか世界遺産の屋久杉をまじかに見てから、屋久島の郷土料理を頂きながら三岳を飲める日を

楽しみにしております。 

・いつかそちらに行きたいと思っております。 自然環境の保護の為にわずかですが寄付させてい

ただきます。 

・新型コロナウイルス禍に負けず、頑張ってください。 

・屋久島の大自然が大好きで何度か旅行しています。屋久島の自然が永久に残るよう祈念します。 

今はなかなか行けませんが、再び屋久島に行ける時にはお邪魔します！ 

・コロナが収まったら、又行きたいです 

・宮之浦岳・縄文杉・太鼓岩・島内一周等々登山仲間十数名で 5～6回訪れて、それ以来焼酎は三

岳を主体に飲んでいます、ふるさと納税の他通販で購入しています。 屋久島の自然は最高で移

住したい位ですが、高齢者で歓迎されないと思いますので、また観光で来島したいと思います。

自然環境保持に頑張ってください。 

・新コロナが収束したら また縄文杉に会いに いきたいです 

・ニュースで豪雨だと知りました。何かに役立ててくれれば幸いです。 



・縄文杉を永遠に守って欲しい。 また行きたいです。 

・屋久島の自然が大好きです。 どうかそれらを継承されますよう、次世代の人々に役立つようお

使いください。 

【８月】 

・妻が独身時代屋久島へ家族と共に訪問してから、ずっと行きたいと言っております。 昨今の

COVID-19 の影響でなかなか訪問する事が出来ない為、寄付とともに愛子焼酎で気分だけでも味

わ入れればと思い、申し込みました。 楽しみにしていると共に、わたくしも是非訪れてみたい

です。 こんな状況ですが、応援を込めて寄付させていただきます。 

・また、屋久島を訪問できる機会を楽しみにしています。コロナウイルスに負けずに頑張りまし

ょう！ 

・先日、初めて旅行して、皆さんにとても親切にしていただき、感激しました。山や海や森の美

しさにも感銘を受けました。この美しい自然を守り続けてください。 

・先日旅行して、こちらのお店のピザをいただきました。とても美味しかったです。コロナで色々

大変ですが、頑張ってください。 

・以前に旅行に行かせてもらい、とても楽しかったです。コロナが落ち着いたらまた行きたいと

思います。 

・素晴らしい自然を維持してください。 

・今年で 3 年目の寄付になります。以前屋久島を旅行して、美しい自然とおいしいお酒や食事を

楽しみました。引き続き観光資源の保護をお願いします。 

・屋久島町の益々の発展を期待します。 

・パッションフルーツを日本で食べられるのはとても嬉しいです。 楽しみにしています！ 

・今年はコロナの所為で帰れませんが応援しています。 

・コロナに負けず頑張ってください。 数年前、登山に行き、とても感動しました。 屋久島は母

の大好きな場所なので、いつかまた一緒に訪れたいと思っております。 

・一度行ってから、ぜひもう一度行きたいと切に願っています。自然災害に負けないで、待って



いてくださいね。 

・この夏、屋久島に家族３人で滞在しました。とても居心地が良く、リラックスして過ごせまし

た。自然も動物も人々も、この素敵な環境を保てますように。 

・屋久島に今年春行く予定でした。 コロナで行けないのですが、せめて寄付で！ 

・屋久島の自然遺産を後世に残して下さい。特にトレッキングコースや屋久杉の原生林の保全に

力を注いで下さると幸いです。これからも応援しています。 

【９月】 

・いつも応援しています。いつか訪れるのが夢です。 

・新婚旅行で屋久島に行き、楽しい時間を過ごすことができました。フルーツガーデンが少しで

も早く台風の被害から復興されることを願っています。頑張ってください！ 

・一度は訪れたい島です。カメノテもイソモンも知らないので届くのが楽しみです。 

・コロナに負けず、台風被害にも負けず、暖かい心の島民の皆さんが盛り上がる様に、心からお

祈りします 

・新型コロナが落ち着いたら ぜひ観光に伺いたいと思い 楽しみにしています。 

・コロナに負けずに頑張りましょう！ 

・自然保持を希望したいですが、今年は島の人の安全を最優先にしてください。 

・コロナが終息したら訪問したいです 

・何回行っても魅了される屋久島です！ これからも変わらない魅力を届けてください！ 

・宮ノ浦岳又行きたい ��� 

・三岳最高です！ 

・台風が巨大化しており自然環境も大きなダメージを受ける機会が多くなると思います。きれい

な自然を残してください。 

・コロナ禍と台風で大変ですかめげずに頑張って下さい。 

・屋久島が大好きです いつまでも変わらない屋久島の自然を維持して下さい 

・すばらしい自然を守ってください。 



・新聞で見かけ興味を持った地元色のあるクラフトコーラでした。今後も特色を活かして頑張っ

てください。 

【10 月】 

・コロナが落ち着いたらまた行きたいです。 みなさんも頑張ってください！！ 

・屋久島の奥深く素晴らしい自然を守り続けてください。 

・毎年屋久島に遊びに行っていましたが、今年は新型コロナの影響で来島することができません。

せめてふるさと納税させてください。 

・毎年応援しています。町民の皆様のために有効に使って下さい。 

・自然保護は簡単ではないかと存じますが是非とも頑張って頂きたいです。 

・また必ず行きます‼第２のふるさとです。 

・昨年ゴールデンウイークに親子で行きました。縄文杉の帰りに土砂降りの中歩いたのがいい思

い出です。コロナで大変でしょうが、頑張って下さい。また行きたいと思います。 

・旅行で伺って素晴らしい体験ができました。また、いつか訪れたいです。 

・以前に屋久島を訪れた時にジンジャーシロップ買いました。 とても美味しかったです。コロナ

で観光客も少ないかと思いますが、頑張ってください。 

・小 6 の息子が、1 昨年、４年生の時に栗生小学校に 1 年間留学し、お世話になりました。役立て

てください。 

・屋久島へ行ったことがあります。その素晴らしい自然を後世に残してください。 

・本年の３月屋久島へ家族で旅行へ行きました。屋久杉、宮之浦岳を堪能させていただきました。

木でできた役場も訪問させていただきました。屋久島の自然に触れさせていただき感動しまし

た。このような素晴らしい自然保護に使っていただければと思います。 

・コロナで島内産業が大変だと思いますが、わずかですが活用していただけると嬉しいです。応

援しています。 

【11 月】 

・日本が世界に誇る自然環境を保全してください。 



・先日、屋久島に旅行に行き、素晴らしい自然に感動しました。屋久島の人たちには美しい自然

を守っていただきたいと思います。頑張ってください。 

・コロナ禍ですが観光事業含めた屋久島町の産業の成長を強く期待します。 

・素晴らしい自然環境をいつまでも守り続けてください 

・また行きます。 

・一度は訪れてみたい観光地です。がんばれ～！ 

・屋久島大好きです！ こないだ行って来ました。 水が合う私の第三のふるさとです！ 

・屋久杉を永遠に。 まずは防災設備等にお役に立てて頂ければと思います。 

・世界に誇れる自然遺産を大切に！ 

・屋久島が社会人として赴任した思い出の土地です。 多くの人たちと出会いそして助けてもらい、

転勤で屋久島を離れて３５年経ちました。また行きたいです。 

・先日、屋久島へ旅行してきました。 素晴らしい自然環境に感動して、是非 ふるさと納税した

いと思いました。 これからも素敵な環境を守って もらいたいです。頑張ってください！ 

・屋久島町がんばれ！ 

・地域の健全な発展の一助となれればと思っています。 

・息子がかめんこでお世話になりました 遠くからですが応援しています また遊びに行きます 

・先週訪問し縄文杉、白谷雲水峡へのトレッキングツアーを楽しみました。 町の発展を期待し

ています。 

・鹿児島県出身者です。知人も居住してます。応援してます！ 

・妻が屋久島出身です。 屋久島の発展を願ってます。 

・鹿児島県出身者です。知人も居住してます。頑張ってください！ 

・コロナ禍に負けず頑張って下さい。数年後に退職したら必ず屋久島旅行を実現させます。 

・いつか行ってみたいです！ 

・屋久島大好き 

・大好きな屋久島と島民たちに応援したいです！ みんなは島の自然環境を守ってくださって、と



ても感謝致します 

・昔、屋久島を旅し、すばらしい自然を堪能させていただきました タンカンをユウスホテルで食

べ放題させていただき大変美味しかったです 

・新型コロナウイルスが落ち着いたら必ず屋久島に行きます！その日を心待ちにしております。 

・世界遺産の保存に務めてください。 

・母が屋久島の出身なので、いつも身近な存在です。また自由に行き来できる日が来ることを願

っています。 

・また行きたいな。いや、必ずまた行きます！ 

・屋久島の自然が、人が大好きです。 私にとって屋久島は心のふるさと。 屋久島のような素晴

らしい場所があることに大変感謝しております。 屋久島の皆様が健やかであるようお祈りして

います。 

・いつか訪問してみたいと思っておりますが、まずはお品で楽しませていただきます。 

・コロナで大変でしょうが頑張ってください。 

・ＣＯＶＩＤ－１９に負けないで、頑張っていきまっしょい！ 

・いつか訪れてみたいと思っております。遠くより応援しております。 

・いつもはちみつ美味しくいただいております。 

・頑張ってください。美味しく頂きました。 

・コロナに負けずに頑張ろう！ 白谷を超えて縄文杉への日帰り往復したのが一番の思い出です。

また行きます！ 

・コロナに負けず頑張ってください。 

・新型コロナがもう少し落ち着いたら、観光したいと楽しみにしております。 

・頑張ってください。 

・大好き 三岳！ 

・昔、屋久島に 2 年ほど住んでました。屋久島のみなさんその節はお世話になりました。コロナ

でたいへんですが、頑張ってください たんかん最高 ��� 



【12 月】 

・2020 年に初めて屋久島を訪れました。 大自然に圧倒されまた、美味しいご飯にお酒が豊富で文

句なしの場所でした！ この自然環境が長く続くようにと思います。 

・コロナに負けないよう頑張りましょう。 

・屋久島町は、一度訪ねたい場所リストの１番手です。 

・自然環境保護に最大限配慮してください。 

・コロナに負けない街づくりを応援しています！ 

・昨年初めて訪れた屋久島。 うまれたての杉の芽をみて、何百年、何千年の歴史を感じることが

できました。これからもっと屋久島の素晴らしさが多くの人に伝わり、いつまでも美しさが続

くといいなと思います！ 

・屋久島町の益々のご発展を祈念します。近い将来、ダイビング＆トレッキングで訪問させてい

ただきたいと思っております。 

・夏に伺います！ 

・昨年息子といった屋久島が忘れられません。 

・屋久島へは旅行で、2020 年 9 月に初めて行きました。島の人たちと、自然が大好きになりまし

た。また行きたいです。 

・何度行っても新たな発見がある屋久島。特異的かつ個性的な自然がいつまでも保たれるようご

尽力くださっていることに感謝します。 

・世界遺産を守って欲しい 

・これからも応援します。 

・いつか行ってみたいと思っています。 

・屋久島最高。また行きたいです。三岳も好きです。 

・夫婦で来町し屋久島の自然を体感したいです。 

・コロナで大変だとは思いますが、気を付けてがんばってください 

・お世話になりました。縄文杉、白谷雲水峡、太鼓岩最高でした。 コロナに負けず頑張ってくだ



さい。 

・コロナに負けず頑張りましょう 

・屋久島また行きたい！ 

・これからも世界遺産の自然をまもってください 

・鹿児島在住ですが昔永田に住んでました。 微力ですがお力添えさせて下さい。 

・今年は大好きな屋久島に行けずとても寂しいので、屋久島の美味しいものをいただいて想いを

馳せようと思います。コロナで観光客が減って大変な一年だったと思いますが、もう少し落ち

着くまで、ふるさと納税やクラファンで応援させていただきます！ 

・今年屋久島に行き、素晴らしい自然を堪能しました。応援しています！ 

・屋久島の大自然が大好きです！  

・世界遺産の維持がんばってください。 

・大自然の恵みに乾杯 

・屋久島ラブ 

・以前屋久島に旅行した際に水の美味しさに驚きました！また行きたいです！！ 

・少子化対策に注力して下さい。 

・たんかん美味しいです。島の人も親切です。 

・数年前に旅行で訪れて大好きになりました！ また、ぜひ屋久島に行きたいと思っています。 

・この度は、微力ながら屋久島町の地域経済に貢献できたことを嬉しく思います。 

・旅行で食べてから、たんかんのファンです。 

・屋久島の景色、お食事、素晴らしかったです！ また行きたいです(^o^) 

・縄文杉が素晴らしかったです。この自然が残ることを希望します。また訪問したいです。  

・屋久島へは 3 度お邪魔しております。またいつか遊びに行かせて下さい。 

・少しでも力になれるよう小さな力ですが寄付させて頂きました 

・今年屋久島へ観光にお伺いしました。 珍しく 3 日間全て晴天で、ちょっと屋久島っぽくなかっ

たですが、自然も食事も満喫させていただき、また地元の方々にも大変お世話になり感謝して



おります。  

・みたけ大好物です。これからもおいしい焼酎を作ってください。 

・今年、屋久島に行きました。縄文杉、白谷雲水峡、太鼓岩、西部林道、大川の滝、どれも素晴ら

しかったです。今度は是非、ウミガメ観察に参加したいです。  

・天の恵みを生かして、美味しいお酒をこれからも作ってください。 いつもは、お店で購入して

います。 

・この間旅行に伺って、屋久島の自然に癒されました。自然には手を入れたくはないけど、守る

ためにもしなくてはならないコトもあると思いました。 ふるさと納税で少しでも力になれれば

幸いです。 

・屋久島の自然が大好きで 1 年に 1 回は訪れています。屋久島の自然がこれからも守られますよ

うに。 

・４年前屋久島を訪れました｡縄文杉や白谷雲水峡を歩き自然の素晴らしさに感動しました.コロ

ナでいろいろ大変でしょうが頑張ってください 

・山も海も凄い島でした。 

・コロナに負けずに頑張ってください。 

・青春時代に自転車旅行に行って、とてもすばらしいところだと実感しました。いつかまた訪れ

たいとずっと思っていました。微力ながら応援させていただきます。 

・屋久島にまた伺いたいです。 

・屋久島の自然を守ってください。 

・秋に GOTO を使って屋久島へ観光に行きました。とても楽しませていただきました 

・毎年の情報誌を楽しみにしています。いつかいってみたい場所です  

・ウミガメ、屋久杉、とても素晴らしかったです！ぜひ守ってください。 

・できるだけ早く発送してください。 

・昨年屋久島へ行き感動しました。この自然を維持管理するのは大変だと思い、寄付をさせてい

ただこうかと思いました。これからも大変かとは思いますが頑張って頂きたいと思います。 



・年に一度行くのが何よりも楽しみです。 自然保護をお願い致します。 

・屋久島の美しい自然を末永く守っていってください。 

・こんにちは！ 私は、屋久杉保全に寄付を 致します。 屋久杉の保全に地域が 力を入れて貰え

れば嬉しいです。 

・コロナが落ち着いたらまた行きます。 

・ｺﾛﾅに負けないで！ 

・ｺﾛﾅに負けない街づくりを期待してます。 

・みんなで前を向いて頑張りましょう。 

・以前観光でお邪魔しました。屋久杉や綺麗な星空、ウミガメの産卵などとってもとっても楽し

かった思い出です。あの素敵な自然環境の保全を応援させてください。 

・たんかんをいつも楽しみにしています。いつか、屋久島にいってみたいのですが・・・がんば

ってくださいね。  

・まだ訪れていませんが東京から思いを馳せています。三岳がおいしいと聞きました。 

・屋久島に登った際、地元のボランティアの方に大変お世話になり本当に感謝しております。益々

良い町になりますように！ 

・屋久島大好きです！ 

・世界的に見ても貴重な自然環境が、次の世代にも受け継がれることを願っております。 

・2020 年はご縁あって屋久島へはじめて訪問することができました。屋久島で出会った方々の人

柄がとても温かく、自然も豊かで、また行きたい大切な場所になりました！ 

・コロナが落ち着いたらまた行きたいです！ 

・屋久島の自然を守り、子育てに力をいれた町政を行ってください。 

・豊かな自然保持にお役立て下さい。 

・屋久島の自然は地球に残された真の宝だと思います 

・毎年寄付してます。屋久島大好き。はやくまた行きたいな。 

・コロナが落ち着いたら、また遊びにいきます 三岳美味しくて大好きです 



・コロナに負けず頑張ってください。 

・世界遺産が末永く守られますように！ 

・素晴らしい自然を守ってください！ 

・2 月に屋久島を観光して、たんかんを美味しくいただきました。 また行きたいです。 

・大好きな屋久島にまた行きたいです。コロナが収束したら是非、屋久島の水と空気を感じたい。 

・屋久島のたんかんとパッションフルーツが大好きなので届くのが待ち遠しいです！ 

・たんかん love、屋久島の自然の恵みを守ってください。 

・また、屋久島を訪れたいです。 

・コロナが落ち着いたら屋久島町へぜひ遊びに行きたいです！ 

・今年 11 月に念願だった屋久島に行くことができました。素晴らしい自然と水と人の温かさに触

れて感動しました。ガイドさんから自然を守る活動のことを聞きました。この自然があるのは

皆さんの努力のおかげです。ありがとうございます。これからも応援しています。 

・屋久島旅行が素晴らしく、応募しました。 コロナに負けず頑張ってください！ 

・屋久島に行ったことがあります。これからも応援してます！ 

・屋久島の自然遺産はテレビでよく見ます。これからも大事に守り続けて下さい。 

・屋久島頑張って！ 

・実際に訪れてみて自然保護の大変さを知りました。観光に行くことが応援にあると信じ、また

伺います。 

・今年屋久島に伺い、自然の美しさ、偉大さに圧倒されました。 また、初心者でも素晴らしい時

間を過ごせるよう様々な工夫をしてくださっていることにも感動しました。 また必ず伺います。 

・美味しいお酒を造り続けてください。 

・住みよいまちづくりをお願いします。 

・屋久島の大自然に憧れています。 

・毎年美味しいパッションフルーツ楽しみにしています！ 今年はコロナで観光業など大変かと

思いますが、流行が落ち着きましたらぜひ、訪れさせていただきたいと思います。  



・屋久島旅行を楽しみにしています。 

・また宮之浦岳を縦走しに行きます〜 

・笑顔で頑張りましょう 

・頑張って下さーい。 

・一度だけ訪れたことがあります。とても好きな島です。 

・屋久島町に住んでいる方々がより良い生活をおくれますように。 

・Goto を使い旅行させていただきましたが、素晴らしい経験となりました。この寄付が少しでも

環境の保全や町の発展に繋がってもらえたら嬉しいです。 

・屋久杉パワーでコロナに勝ちましょう！ 

・We love Yakushima! 

・いつかは行きたい場所です ��� 

・みなさん、社会の情勢が不安定ですが、日々、学び成長していきましょう！！ 

・また、島を訪問したいです。 その時まで、島民の皆様がお元気でいらっしゃいますよう。 

・10 年以上ぶりになりますが、また屋久島を訪れたいです。 

・屋久島の自然、大好きです。 

・今年は屋久島で大変ステキな体験をさせて頂きました。ありがとうございました。またいつか

遊びに行かせていただきます。 

【１月】 

・落ち着いたら、行きたいです。 自然、太陽、美味しい果物、大好きです 

・屋久島が大好きです。いつも応援しています。 屋久島の自然を守っていきましょう。 

・屋久島の自然を守りつつ、地域活性化を頑張ってください！ 

・2020 年 10 月、姉夫婦と念願の縄文杉を見に行きました。縄文杉の偉大さは勿論ですが、屋久島

の自然の美しさに惚れ惚れしました。食べ物もとても美味しく、また行きたいと思える場所で

した。この自然の美しさが続きますように、、 

・いつか縄文杉見に行きたいです。 



・２０２０年に訪問した際に、初めて口にしました。とてもおいしくて、知人のほか、自宅にも

配送を希望しました。今から到着が楽しみです。自然の保護にご活用ください。 

・一般的なふるさと納税の相場より還付率はかなり悪いと思いますが、屋久島の出身なのであえ

て寄付します。コロナ禍、応援しています。 

【２月】 

・一度は屋久島へ行ってみたいと思います！ 少しですが、お役に立ちますように。 

・屋久島の自然が大好きです これからもこのまま残してください 

・いつまでも自然豊かな島であってほしい。 

・大好きですので、屋久島の自然をまもってください！ 

・2020 年、一生に一度しか行けないであろう屋久島に伺いました。関東からの旅行客であったに

も関わらず皆さん嫌な顔せず接してくださいました。 タンカンが食べたかったのですが、旬で

はなかったため今回申込ませていただきました。 届くのが楽しみです！  

・いつかパワーをいただきに参ります。それまで雄大な自然を守り続けてください。 

・タンカンの大ファンです。これからも美味しいタンカンを全国に届けてください！ 

・なかなか、遊びに行けないのですが、素晴らしい自然を守っていただけると嬉しいです。 

・豊かな自然やウミガメを守ってください 

・屋久島の大自然大好きです。応援しています。 

・昨年、訪問させて頂きました。自然豊かで、星の観察には大変いいですね。 

・観光客が減っていると思いますが、頑張って下さい。 

・コロナ禍で帰省できませんが応援しています。 

・昔縄文杉を見に行きました。 大雨の日でしたが、根元でお弁当を食べたのが大切な思い出で

す。 

・屋久島に昔行ったことがあり、とっても素敵な思い出があり選びました！ 

・世界遺産に登録された、屋久島の自然を永遠に残すには、今が重要だと思います。 

・屋久島は私の生まれ故郷です。いつまでも自然を大事にしてください。 



・昨年は、緊急事態宣言の前に行けましたが、今年は伺うことができません。終息次第また行き

たいと思います。屋久島が大好きです。 

・毎年、寄付（購入）させていただき、おいしくいただいております。 屋久島のお役に立てれば

と思います。 

【３月】 

・いつか行ってみたい屋久島！たんかんがおいしかったのでパッションフルーツを試してみます。

おいしいフルーツをずっと作り続けてください！ 

・口永良部島のみなさまが、落ち着いて生活できる日が来ることを、大阪の片隅から祈っていま

す。 

・数年前に宮之浦岳縦走登山の旅をしました。その時にお土産で購入した水の森をまた呑んでみ

たいと。応援しています！ 

・屋久島ガンバ 

・新婚旅行、宮之浦岳登山と2度訪島してますが，又是非行って 首折れサバの刺身を食べたいと、

主人と話してます。 

・いつも応援しています。 

・以前、屋久島にお邪魔させていただいた時に屋久島の皆様には本当にお世話になりました。皆

様の優しさが心に染み、コロナが落ち着いたら是非ともまた訪れたい土地です。 

・毎年島へ行くのを楽しみにしてます。 コロナ禍で観光事業は大変ですが、 負けずに頑張って

下さい！ 


