
宇宙への夢を果たせなかった者です…。今はJAXAの活躍を楽しみに、空を眺める毎日です。ずっと応援しています！頑張ってください！／これからもずっと、空へ挑み、宇宙を拓き、未来への道を翔けて行って下さい。
わずかばかりですが、応援しています。／頑張りすぎないようにしてください／はやぶさ２の事業成功を祈っております／挑戦できなければ始まらない。ぜひ、「はやぶさ２」での小惑星探査を実現してください！！
／中国をはじめとする新興国の需要急増により、遠からず地球上の資源は枯渇する。その時資源供給先として最も有望なのが、小惑星である。小惑星探査の継続は、世界の未来に対する日本の義務である、と思う。／もっ
と宇宙へ、行きましょう。日本人にしかできない人類史への貢献を応援します。／宇宙開発に携わる全ての方々の努力が実りますように。／微力ながら応援しますので、これからもどうか頑張ってください。／私は、「は
やぶさ」の帰還まで、ほとんど宇宙に興味がありませんでした。しかし、「はやぶさ」の最後の写真を見て感動し、それからは、いろいろなメディアで「はやぶさ」、また、宇宙に関する情報を次々と取得するように
なりました。そのようなきっかけを作ってくれた「はやぶさ」には、本当に感謝しております。現在、「はやぶさ２」は、予算が減額され厳しい状況と聞いております。１００億円単位のプロジェクトにわずかばか
りの額では、大海の中の砂粒１粒にもなりませんが、せめて何かお役に立てればと思い、寄付をさせていただきます。どうか頑張ってください。／「はやぶさ」の意志を受け継いだ「はやぶさ 2」がツバサをひろげ、
飛び立てる日が来るのを心待ちにしておりますこれからも頑張ってください／ http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=27007556 上記イベントの売り上げを寄付させていただきま
す／人類の未来のために頑張って下さい！！！！！！！／科学技術と教育は社会と国家の根幹であり、どのような経済的な困難があってもダウンサイズしてはなりません。人間の知的な活動は限りなく拡大再生産を
刺激します。／はやぶさ２の成功を祈っています。日本人の技術力を世界へ再度示してください。そのお手伝いをさせてもらいたくて寄付をしました。／はやぶさ２、がんばってください！未知の世界に挑むことが必ず、
日本や世界の未来を開くカギになると信じています。／私に出来ることはたかが知れている。けれど、あなたたちが行うことは、必ず我々人類の未来を照らすと信じる。／未来に向けて最も必要な分野だと思っています。
微力ながらでも力になれればとても嬉しいとこだと思い寄付させてもらいました。頑張ってください。／人工衛星など、宇宙の実用利用も大切ですが、探査機による宇宙探検も忘れないでほしいと思います。だれも行っ
たことの無いところに行ってみることこそ、利益を追求しなくて良い国家機関が行うべきことと考えますので。／松竹映画の「おかえり、はやぶさ」を観て、未来の地球・未来の日本・未来の子供達のために、はや
ぶさ２の実現を切望いたします！／元気を失いつつある今の日本にあって　JAXA は文字通り希望の「星」です　これからも日本の底力、技術力を発信し続けて下さい／この程度で何とかなるとも思えませんが、ご
活用いただければ幸いです。／はやぶさがきっかけで、ネット情報や講演、特別公開などを通じて JAXA の活動と意義を知り、心から応援しています。日本の将来と発展に欠くべからざる大切な分野だと確信しており、
国民の一人として JAXA の活動を強く支持しています。／衛星の技術研究に大変期待しています。／はやぶさ２プロジェクトが危機的状態であるとネットメディアで知り、また知人から寄付窓口があることを教えて
頂きました。微力ですがプロジェクトが少しでも前進できますよう、応援させて頂きます。／未知への挑戦を応援します。／今後もさらなる人類への貢献に期待します。／私が子供の頃に夢見ていた「21 世紀」は
2001 年には間に合わなかったが私の子供達・孫達の時代に希望を繋いでほしい／もっとこのようなシステムを進めてください。そして、JAXA の結果は積極的に子供たち、未来の大人たちにアナウンスして、事業
展開して宇宙計画をステップアップしてください／小惑星探査機はやぶさの帰還には心底感動致しました。関連書籍を見たり講演会でのお話を聞いて、はやぶさの構想から帰還までの流れを知りましたが、これほど
ドラマのある話だとは知らず驚きを覚えました。数々のトラブルに見まわれながらも、満身創痍でなんとか帰還させた関連スタッフの手腕には敬服するばかりです。また、工学実験機として様々な新技術を実証出来
たことは今後の宇宙開発を進める上で大きな前進になると思います。ただ、初代はやぶさは様々な成果を残しましたが、あくまでも実験機。本格的な小惑星探査ははやぶさ 2 からですよね。予算が思うようにつかず、
大変だとは思いますが関係者の皆様方には今後とも頑張って頂きたいと思います。／科学技術は日本の宝です。応援してます。／はやぶさの活躍はオレンジゼリーさんの「はやぶささん」で知りました。娘が私立大
学に行っているのでたいした寄付は出来ませんが、是非はやぶさ２の実現に向けて頑張ってください。／「はやぶさ２」に期待します。宇宙の平和利用、真実の探求のための尊い研究が途絶することなく続けていた
だけることを祈ります。／ 40 代男性です。ヤマト・スターウォーズ世代で、子供の頃から宇宙に関心がありましたが、日本の宇宙事業に関心を持ったのは、2002 年の「星の王子さまに会いに行きませんか」ミリオンキャ
ンペーンがきっかけでした。MUSES-C の打ち上げ以降、ずっと JAXA の事業を見守ってきました。私は土木技術者ですが、分野は違えどこれからも日本のために共に頑張っていきたいという想いから、ささやかな
がら寄附をさせていただきます。／はやぶさ 2 のミッションが無事成功しますよう、ささやかですがお納めいただければ幸いです。応援してます！頑張って！／惑星探査による宇宙科学の研究等 JAXA から発信され
る情報をワクワクしながら待っています。2010 年 6 月 13 日に帰還した「はやぶさ」は感動と共に多くの人を宇宙へ目を向けてくれたと思います。又 14 年度予定の「はやぶさ２」おおいに期待しています。「技術と根性」
で頑張られるよう祈っています。無事にミッションを終えた電力セイル「IKAROS」に名前とメッセージを載せていただきましたが、名前だけでも宇宙へ行くということは味わったことのない喜びでした。1547 名
の職員の方々が健康でいいお仕事が出来る様祈っています。／今だけではなく未来のために，また，夢をつくるためにガンバってください．／東日本大震災の復興経費捻出の為、「はやぶさ２」開発予算が削減されるのは、
当然だと考えます。だからこそ東日本大震災の復興を願い、暗い日本の経済、政治、次世代の未来の為にも、自分達の力で変えて行きたいという思いから、小額ではございますが協力させてください。／すべての子
供たちの夢と未来のために、頑張ってください。期待しています。／将来に向けて、夢と希望を与える活動を応援します。はやぶさ２のミッション完遂を心よりお祈りいたします！／「はやぶさ」のサンプルリター
ンの快挙、今でも本当に大きく心に残っています。チームの皆様のあきらめない心、決断と勇気にとても感動しました。是非、はやぶさ２でも大きな成果をあげられることを期待しております。太陽系空間にある有
機物や水がどのようなものなのか、解明されるであろう近い将来を、今からとても楽しみにしております。厳しい状況だとは思いますが、頑張ってください。少しでもお役に立てれば嬉しいです。／仕分け等でいろ
いろ大変だと思いますが、頑張ってください。　はやぶさの帰還時は固唾を呑んで見守っており、また日本の技術のすばらしさを誇りに思い、関係者の方々の決して諦めない気持ちに感動しました。日本人でよかっ
たと思わせてくれるものでした。はやぶさ２にも期待しています！体に気をつけて頑張ってください。／はやぶさには本当に元気をもらいました。その後、宇宙関連事業そのものに興味持つようになって、打ち上げ
をネット中継で見たり、相模原のオープンキャンパスも毎年見に行ったりしてます。オープンキャンパスでの展示品はワクワクさせられる物ばかりで、予定されている事業に関しては、それが現実の物として展開さ
れる事を今から楽しみにしてます。自分みたいな一般人には、ちまっとした金額を寄付する位しかできませんが、期待してますので頑張ってください。／いたましく苦しく歯がゆい事の多かった去年一年。ですが、
宙から見た地球の何と美しく、清らかだった事でしょうか。何度見ても胸が痛くなりました。人間は本来　知らない事をもっと知りたい　何故こうなっているのかを突き止めたいと心から望んで、知のフロンティア
を広げてきたのだと思います。JAXA さんの活動を通じてもっと深く世界を知りたいと思いますし、繋がっていきたいとも思います。　心から応援しています。／予算が削られ、とても厳しい研究状況とお察しいた
します。微力ではございますが、はやぶさ２の部品の一部分、イプシロンロケットの塗装の一片にでもなれれば幸いです。／はやぶさ２、未来技術、宇宙教育の３事業に寄付させていただきました。はやぶさ２、デ
ブリ問題、宇宙教育の３つは特に関心が高い内容なので僅かですが協力出来ればと思います。今後も頑張ってください。／政府の予算決定にがっかりしました。微力ながら協力させていただきます。／簡単に寄付で
きる機会を待っていました。こんな形でしか応援できませんが、様々なプロジェクトが実るのを楽しみにしております。／ JAXA のみなさんのご努力ご健闘には頭が下がります。今の日本で明るい未来に対する希望
の光です。　益々のチャレンジに頑張って下さい。／日本が、真に守らなければならないのは、はやぶさでも JAXA でもない。技術者が思う存分その力を発揮することのできる「場」そのものだ。それをなくしたら
日本の未来は、ない。／｢はやぶさ｣は多くの技術の実証を行い、日本は最先端の技術を手にすることが出来ました。この技術を自国で活かさずに｢宝の持ち腐れ｣または｢他国に技術の売却（2 番はお金で買える）｣な
どということになってしまっては誠に残念です。庶民の身銭ですので多くは出来ませんが、応援の意思表示として寄附させてただきます。吉川先生、栃木から応援しています！！／はやぶさ初号機の「星の王子様に
会いに行きませんか」 のようなイベントも期待してます。／ 6 月 2 日水戸市の高校生と一般人を対象に川口淳一郎教授が素晴らしい講演をされました。その終わりに寄付をよろしくと言われました。プロジェクトの
ため寄金できるのは仕合わせです。私たち戦争中生まれた世代の夫婦も順調な進展を願っています。／ 30 年あまり前、種子島宇宙センターを見学した時の感動を、私は今でも忘れることはできません。そして、当
時学生だった私が、30年後、技術者の仲間となり、こんな形で宇宙へのお手伝いができるなんて、想像もできませんでした。個人の力はほんとうに小さいです。でも、その小さい力が集まって、大きな夢につながるのなら、
ひっそりと参加したいと思いました。この静かな、そして、とてつもなく熱いたくさんの想いが一つになって生まれたはやぶさ２が、美しい地球からはるかな宇宙に向って飛び立つ日を、30 年前の感動そのままに、
心をこめて、わくわくしながら待っています。お願い：この寄附金制度がもっともっとたくさんの人に広く知られることとなればと期待しています。／小惑星探査機はやぶさは、日本の子供たちも含めて多くの人に
宇宙への関心、世界最先端にチャレンジする気持ちを盛りたててくれたと思います。私もオーストラリアの砂漠の上空、天の川をバックにしたはやぶさの光跡は、いまだに忘れ難い思い出です。はやぶさだけが日本
の宇宙研究対象ではないものの、火星探査機のぞみ、月探査機かぐや、金星探査機あかつき等綿々と続く日本の太陽系探査のバックボーンとして、政府の予算削減措置に負けずに、はやぶさ 2 号の開発、実施に向け
て関係者の皆さんには頑張っていただきたいと願っています。／我が国日本の未来の為に寄付いたします。我が国日本の未来の為という意味で、本来なら国税の使い道振り分けで国家予算として使って欲しいとこで
すが、納税者の思惑が通らないので寄付します。／是非これからもチャレンジし続けて下さい。今の日本に必要なことだと思っています。また地上の管制施設の設備更改への投資もお願いします。／はやぶさのサン
プルリターン成功の中で培われた技術や知見が失われないよう、次の技術研究をぜひとも実施していただきたく、プロジェクトの推進に対して寄附いたします。技術の発展のための研究の着実な推進を心より願って
おります。／川口淳一郎先生の講演、とてもすばらしく感動しました！／少額ですが、これからも継続的に支援させていただきます。／はやぶさ２プロジェクトの成功を心よりお祈りしています。宇宙の起源解明に
少しでも近づけるように今回のミッションも前回同様成功させてください。応援しています。／仕事でも航空宇宙に関わる者ですが、未知の領域へのチャレンジは是非応援したいです。「はやぶさ」には、多くの人
と同様「諦めない」日本人の底力に感動しました。ぜひ「はやぶさ２」も成功させていただきたい。／ JAXA は，私たち日本人の誇りです。様々な障害があったら，それを国民に知らせてください。国民と一緒になっ
てその障害を克服しましょう。／スイス留学中、日本の情報はネットでしか得られず、その時に「はやぶさ」がイトカワに着陸する様子を知りました。単身赴任で寂しい中、どれだけ勇気づけられたことでしょう。その後、
音信不通になるも奇跡的に交信回復！ 2 年の留学を終え、「はやぶさ」の大気圏突入では、日本の自宅でネット中継にかじりつき涙しました。そして、「はやぶさ」が最後に映した地球の画像を見て、更に涙。このよ
うな感動を与えてくれるミッションはそうないでしょう。是非、「はやぶさ２」を実現してください !! それが、未来を担う子供たちへの重要なメッセージになる筈です。／夢と希望をかなえてくれた「はやぶさ」　日
本の宇宙研究に支援し続けていきます！／科学技術は日本の未来です。はやぶさの成功は、子供たちに夢と希望を与えてくれました。私たちも科学技術のすばらしさを、身近に感じることが出来ました。はやぶさ２
の打ち上げ成功を祈っています。技術者の皆様、少ない予算で苦労されていると思いますが、頑張ってください。応援しています！／少しですが、研究の応援になればと思います。がんばってください (^^) ／予算
削減の嵐が吹き荒れていますが、どうぞあきらめずにがんばってくださいませ。わずかですが応援させていただきます。がんばって！／応援しています。頑張ってください。／国の予算も厳しいかと存じます。
JAXA も同様でしょう。そんな時こそ他国より先んじている研究を優先すべきと考えます。はやぶさに JAXA の予算も集中すべきではないでしょうか。／みなの希望です。微力ですが応援してます。／日本に、科学
で夢と力を。／ JAXA のさまざまなチャレンジを応援しています。／未来をみせて下さい。少ないですが、寄付させて頂きました。また、余裕ができたら寄付します。／「はやぶさ」が本来の予定通り順調にミッショ
ンをこなせば、ここまで知られることはなかったのではないかと思えば複雑な思いもしますが、スタッフのみなさんのあきらめない姿に共感したのもまた事実です。宇宙開発に 100％を求めるのは酷です。が、成功
や失敗の原因をきっちり調べネット等で公表していただき、寄附者が納得して寄附できる環境づくりは、ぜひともお願いします。／応援してます。頑張って下さい。／はやぶさ２計画を応援します。／予定どうりの
打ち上げとその成功を期待しています。／はやぶさの快挙と関係者の方々のご労苦に深甚の敬意を表します。目先の利害を超え，聡明な次代の育成のためにも，研究の一層のご発展をお祈りしています。／はやぶさ
2 プロジェクトを明確な形で応援できる機会を作ってくださったことを感謝します。わずかではありますがお役だてください。科学の発展、技術立国日本の誇り、そして子供達の夢と希望のために、はやぶさ 2 の「帰還」
そして「サンプルリターン成功」を心待ちにしています。／はやぶさ 2、期待してます／はやぶさ２は平穏無事な航海を祈っています。宇宙へ飛び立つ前に少しでもお役に立てればと思って寄付させていただきます。
／日本の子供達に夢と未来を。そして、日本の科学技術の発展のために。本当に微力ではありますが、協力させて頂きます。／日本の未来の科学技術の為に役立てて頂ければ幸いです。／ぜひ応援させてください。あの「は
やぶさ」の夢をもう一度。／僅かながらも、一助となればと思っています。「継続は力なり」科学技術分野では、常に積み上げていくことが基本です。襟をただし、精進されることを期待します。／ twitter のフォロワー
さんに教えて頂きました。技術は知恵の結晶。知恵の知識化が文化であるなら、技術は日本文化が結実した姿。この種から新たな苗木がさらに育っていく。どうか連綿と続くよう頑張って下さい。／いま一つ明るく
ない時代です。宇宙開発なんて絵空事と思う方もいらっしゃると思います。しかし、次世代のための下準備を今から進めておかないと必要な時に必要な事が出来くなってしまいます。目先の事に囚われない、宇宙の
ような広くて遠い目線でプロジェクトを進めていってください。／ 2 ちゃんねるで寄付を知りました。知らないことを知ることのできる機会は逃したくありません。少ないですが、役立てていただければ幸いです。
／どんなときでも前に向かって進む皆様は私達の誇りです。これからも弛まず前進していってください。大変微力ですが寄付させて頂きます。／政府がなんと言おうと国民は味方です。応援しています／多分こんな
事もあろうと思って蓄えていたお金です。わずかですがお役に立てれば幸いです。／はやぶさの偉業に感動しました。次に繋げるためにもはやぶさ 2 を応援します。／はやぶさ２の成功目指して頑張って下さい。他
のも・・・。（付け足しみたいで失礼だが。）／ハヤブサ２、応援しています。頑張ってください。／日本の優れた技術者を直接応援することが出来、とてもうれしく思います。／わたしたち人類そして地球の未来のために、
活躍しがんばってくださっている JAXA の活動に日々勇気づけられています。この寄付がその一助になればとてもうれしいです。私達の「未来」へ寄付させていただきます。／非常にユニークな制度だと思います。
応援したい事業について金額が指定できるのもいいですね。大幅に予算が削られた「はやぶさ２」に大きな支持が集まっているということを、ぜひ政府に知らせていただき、今後の予算配分に反映させていただきた
いものです。／今後のご活躍を期待しております。日本が世界をリードする技術開発につながりますよう、お祈りしております。／日本の子供たちの夢を乗せて頑張ってください。／色々難しい問題があると思いますが、
手軽に寄付が出来るシステムができて嬉しく思います。関係者の皆さんの、身を削りながらの研究、開発、運用に、僅かではありますがご協力できれば幸いです。／日本の未来のためにも、先進的な研究開発を続けていっ
てください。微力ながら応援していきます。／日本のこれからの深宇宙探査に期待しています 日本にそして子供達に夢を与えて下さい／応援しています。開発状況を定期的に知ることが出来たらありがたいです。（メー
ルマガジン、展示会、施設見学会、等）／いつもワクワクドキドキをありがとうございます。やっと使途を指定できる寄付受付体制を整えていただき嬉しく思います。これで応援を形で届けることができます。これ
からも定期的に寄付をしていきますので頑張ってください。／計画通り、探査機が打ち上げられるように、スムーズな推進を期待します。／以前から、自分の興味ある・期待している分野を直接に支援できないだろ
うかと考えていました。寄付することが可能になり、非常に嬉しく思っています。「はやぶさ 2」はもちろん、JAXA の事業全般に期待しています。日本の科学技術の向上・発展、そして子どもたちの教育のために、
寄付金を有効に役立てていただければ幸いです。／「最先端技術」この言葉は、やっぱり日本が一番似合っている言葉だと思います！小さな事しか出来ませんが一緒にプロジェクトに参加しているつもりでこれから
はの活躍を応援していきたいと思います！／「はやぶさ」に感動しました。これからもがんばってください。／日本のために頑張ってください。応援しております。／１番になるよう頑張ってください。／はやぶさ
初号機のあの感動をもう一度お願いします。必ず日本を元気にすることが出来ると思います！／たゆまない開発と挑戦を応援しています。／宇宙技術はＮＡＳＡではなくＪＡＸＡで！！日本人として頑張って頂きた
いです。／はやぶさ２の開発を成功させて、プロジェクトミッションを成功してもう一度日本人に感動させてください／はやぶさやイカロスは日本人のポテンシャルを示し、国民に希望を与えてくれました。これか
らも日本そして世界をリードすべく、あらゆる手段を尽くして突き進んで頂きたいと思います。／はやぶさのラストショットをパソの壁紙にして毎日眺めています。はやぶさ２がミッションに行って帰って着た時に、
また地球を撮って、はやぶさ１が出来なかった任務を出来たらいいな。少しですが、協力させてください。／日本人に夢と希望をあたえてくれた「はやぶさ」、引き続き応援しています。／ソーラーセイルの研究に
期待しています。IKAROS の延長ミッションも可能な限り継続してほしい。／分野は違えども技術に携わる者として JAXA の意欲的かつ挑戦的な取り組みを応援しています。ささやかな応援ではありますがこれから
のチャレンジの力添えとなれば嬉しく思います。／大変だと思いますが、引き続き他国の真似でない、独自路線でがんばってください。／はやぶさのミッションには本当に勇気と希望をもらいました。JAXA の歩み
を見てみると、少ない予算の中で創意工夫をこらしていて素晴らしいと思うと同時に歯がゆさも感じます。ずっと寄付はしたいと思っていましたがやり方が分からなくて。こういう制度が始まって良かったです。は
やぶさ２を是非送り出してください。その他の事業も応援しています。／そんなに金持ちではないので、とりあえず当面がんばってほしい、実現して欲しいと思ったところに寄附します。特にはやぶさ 2（仮称）はせっ
かく基礎が確立したのだから、万難を排して必ず上げて欲しいのです。世界の誰も見たことがないものを最初に見る Voyager の興奮を自国の探査機（実証機でなく）でちゃんと見たいのです。金額は些少ですが期
待しています！／私たち夫婦の墓碑としての「銘板」をはやぶさが小惑星「イトカワ」に運んでくださいました。／【はやぶさ２】の成功を祈念しています！／「はやぶさ」の帰還に感動し、JAXA の相模原キャン
パスの見学で研究者の熱い心にふれてまた感動。自分で宇宙に行くのはいつになるかはわからないけれど、宇宙飛行士の方や人工衛星達がはるか彼方の空を飛んでいると思うと、それだけで私の心も飛んで行くよう
です。これから先の研究のお手伝いをほんの少しでもできたら、とても幸せです。／はやぶさにはかけがえのない絆を貰いました。今交流がある人達もはやぶさが居なければ出会うことが無かったかもしれません。
そんな彼の後継者を心より応援させて頂きます。そして分野が違えども一介の技術者として、これからの宇宙技術産業の更なる発展をお祈り致します。／自国の未来への投資は必要不可欠！我々をドキドキ、ワクワ
クさせてください。応援しています。／微力ですが、大きな夢に向かって後押しさせていただきます。失敗を恐れずに突き進んでください。応援してます。／科学技術の追求は日本の生命線だと思います。皆様のご
活躍は私たちの誇りです。／困難な経済状況とはいえ、貴方がたの研究は必要なものであり、未来への夢も有る素晴らしい事業と思っています。それに対する国の支援や理解のなさに常々苛立ちを覚えていました。
少ない予算や制約の多い中それでも成果をあげて来られたのは、皆さんが工夫して苦労してこの仕事を続けておられるからこそだと思います。今回このような機会が有ったのはむしろ嬉しく、本当にささやかですが
どうかお役立て下さい。／はやぶさ２、必ず実現させましょう！日本の未来のために！／新しいチャレンジに使って下さい／多くの人が日本の将来の明るい未来を JAXA に見いだしています。子供達に日本の宇宙科
学の未来を与えてください。／応援してます！！／こういう寄附ができたらいいなと思っていました。しかし、小口寄附だと事務作業やアカウンタビリティが大変だろうから無理だろうなと想像していたところ、実
際に開始されたので、驚くと共に、さすがは JAXA と感心した次第です。「はやぶさ」には本当に大事なことを考えるきっかけをいただき、感謝しているので、「はやぶさ２」に寄附しました。しかし、感謝しているのは「は
やぶさ」だけにではありません。貴HPを拝見して、運用終了したプロジェクト、あまりメディアに登場しないプロジェクト・活動も、そこでは日々、挑戦が行われている（きた）ことを知りました。大切にしたいと思います。
だから「その他、現在募集中の事業すべて」にも寄附しました。相手が広大な宇宙なので計画通りにいかないこともあると思いますが、国民としては、長期的に前進して頂ければいいので、お身体を大切に頑張って
ください。／変な政治家に負けずに世界一位を目指して頑張ってください。未来を担う日本の子供たちに「世界に誇れる物」を持たせてあげてください。／夢を見せ続けてください／わずかですが役立てて下さい。
／宇宙探査の推進のために、微力ながら寄付いたします頑張って下さい！！／小惑星からのサンプルを持ち帰ったはやぶさの活躍は、日本中を感動させてくれました。計画を支えてきた技術者や関係者の努力には敬
意を表します。もしも、この技術を継続的に改良・発展させていけば、将来はより早く確実にサンプルリターンができるようになると思います（もしかすると、惑星からもサンプルリターンできる道も開けるかも？）
持ち帰ったサンプルでどんな発見があるか、とても楽しみです。なので、ぜひとも２号機（３号機以降も）を打ち上げて欲しいです。日本の技術力を、再び世界に知らしめてください。今後の御活躍を期待しています。
／　初代「はやぶさ」の苦難の航跡、そして使命を全うした最期を知り、少額ではありますが、「はやぶさ２」を応援いたします。いっときの国政の無知による予算削減に左右されることなく、宇宙開発は進めるべきです。
２０１４年の予定どおりの打ち上げを心よりお祈り申し上げます。／多くは出せませんが、子供たちの夢のために／待ってました！この取り組みにより国の政策に影響されずに地道に研究を進められるようになるこ
とを願っています。応援しています！ちょっと不安なのは、寄付金があつまると、その分、国からの予算が削られるとか、寄付金が集まらないプロジェクトは不人気なので廃止という判断につかわれやしないかという事。
寄付者の気持ちをふみにじらないようにお願いします、政府と政治家のみなさん。／がんばれ！　はやぶさ２／はやぶさのプロジェクトからのぞみのことも知り、皆様の努力を応援したくなりました。厳しい予算の
中で苦労も多いことでしょう。未来のために僅かでもお手伝いできればと・・・／大きな成果が得られることを祈っています／はやぶさ２に期待しております。／はやぶさ２号の活躍に期待しております！／まだま
だ大変だとは思いますが、もう一度大きな夢を見せて下さい。／「はやぶさ２」のプロジェクトリーダーの吉川先生が、わが栃木県ご出身と知り、なんとしても応援したいと思いました。少額ながら寄付させていた
だきます。とともに、今後もなんとか予算を確保できるように出来る範囲での草の根運動にも加わりたいと思います。（川口先生のメッセージを拝見し、野田首相事務所へ「予算つけて」お願いメールしてみて…度
胸がつきました）／誰もやったことのない、リスクの高い挑戦と、そして子供たちの教育のために使ってください。／高1　中2 　小5の母です。故郷は青森です。「はやぶさ」が写した地球をみた時、心の底から「はやぶさ」
と、支え続けてこられた関係者皆様にありがとう！と思いました。そこで一句。春物の　服より勝れし　ＪＡＸＡ熱　これからも応援しております／僕も行くから待っていて。無くならないで！と息子が申しており
ます。／資金繰りが厳しいでしょうが、諦めずに頑張って下さい！／寄付の受付を開始いただき、ありがとうございます。人類の明日のために働くＪＡＸＡの皆様が、不可能を打ち砕き可能を引きずり出すためのお
手伝いをさせてください。／未来への礎となる技術を「日本人ならでは」の観点で培っていってください。／日本の将来の発展は、宇宙開発による技術革新にあると信じています。是非とも、はやぶさ２プロジェク
トを成功させてください。／宇宙に大変興味があります。夢や希望にあふれた研究を続けていただきたいです。そのために少しでも力になりたいと思いました。どうかがんばってください。応援しています。／この
様な形で宇宙開発事業へ直接支援出来る事は、支持者としてとても嬉しいことです。ですが、本来ならば日本国政府が、国の基幹事業として全面バックアップするべきものだと私は思います。いち日本国民として、
この事業に賛同の意を表したく寄付をします。「はやぶさ２」が２０１４年無事打ち上げられるよう心から応援しております。頑張ってください！／ささやかですが応援しています。／これからも日本の科学の裾野
を広げるべくがんばってください。微力ながら応援いたします。／　はやぶさ、イカロスからのＪＡＸＡファンです。沖縄県立博物館での講演会も、とても面白かったです。　これからも応援しています。がんばっ
て下さい。／はやぶさのサンプル取得と帰還には感動しました。今後も日本の宇宙技術向上のため頑張ってください。／先日、愛知県刈谷市で展示された「はやぶさ」の帰還カプセルを初めて見ました。黒く焦げたシー
ルドや、綺麗なままのカプセル内部、はやぶさの ʻへその緒 ʻ等々、本や写真でしか見ていなかったものを間近で見て、感動しました。日本人の心の剛さと、技術力を誇りに思います。「はやぶさ」で確立した技術を、
是非次の世代に継承して下さい。僅かな力しかありませんが、ずっと支援していきます。／技術開発は日本のアイデンティティそのものです。逆風に負けずがんばってください。応援しています。／遠い星にお使い
に出かけようとしている「はやぶさ２君 ( ちゃん？ )」へのお小遣いです。絶対に彼 ( 彼女？ ) を旅立たせてあげて下さい。少ない金額ですが、少しでもお役にたてたら嬉しいです。他のプロジェクトも応援しています。
／微力ながらお手伝いできればと思い寄付させて頂きます。今の日本には目先の金勘定だけにとらわれない夢のある事業が必要だと思っています。今の子供たちが、それを見て感動し将来科学者を目指してくれるキッ
カケになるような成果を期待しています。それが科学技術立国としての日本の将来を安泰なものにしてくれると思っています。政府の理解が得られない中にあっては、JAXAの皆さんのお力だけが頼りです。是非頑張っ
て下さい。／はやぶさの帰還には大変感動しました。携わっていた技術者、研究者、すべての方々にありがとうを伝えたいです。／日本人全員の夢の実現のため、頑張ってください。／ 30 年くらい前に、当時の
NASDA 種子島宇宙センターで使用される通信機器の開発を行ったことがあり、何度か現地にも行きました。現在は海外在住ですが、宇宙開発技術に少しでも役立てていただければと思います。／はやぶさの帰還には、
本当に感動させられました。あきらめない精神というものがいかに大切かということを、はやぶさから学びました。はやぶさ２のプロジェクトも、実りの多い成果をもたらし、宇宙への好奇心を掻き立ててくれるも
のと信じています。／日本の技術を活かしながら、日本らしいアプローチでの宇宙開発に期待しています。頑張ってください。／はやぶさ 2 絶対に成功させて日本の活力を向上させてください。／先日「Japan 
Youth Summit」にて 、安倍元総理の講演を聞き、宇宙開発の重要性を再認識しました。今後の日本の発展のために必要と思っている事業に、自分（納税者）の意志で選択寄附できるこの制度に感謝します。個人のため、
わずかな金額になりますが、「きぼう」での研究開発や、日本独自の技術「はやぶさ２の成功」心よりお祈りしています。／研究開発を実践する側の組織として、提案の想起は、政治にとらわれず前向きに進めてい
ただけますよう切望しております。／色々な場面で目にする宇宙開発ですが、大学で少しだけ勉強した身としても詰まっている技術とその努力や苦労を感動しながら見ています。これからの発展も、心からお祈りし
ています。／空には希望がある。はやぶさ２、はやぶさＭｋ２は３機以上の編隊飛行ですと安心！一緒か近い形だと１台作るも２台作るも。。。ニューギニアの人は親日！ラバウルの近くに宇宙基地を！／予算が削ら
れて大変ですね。夢をありがとうございます。今後の成果も期待しております。また子供たちへの夢を与えていただければ最高です。／はやぶさ２、期待しています。頑張って下さい。／応援してます。がんばって。／「は
やぶさ」チームのプロジェクト達成に向けて取り組む姿勢は、科学者の鑑です。そのような模範的かつ粘り強い努力の末に、少ない予算で世界的大業績を挙げた方々が冷遇されるようなことはあってはならないと考
えます。／はやぶさには本当に勇気をいただきました。２の打ち上げが難航していると耳にしました。ぜひもう一度、夢を見させてください。い。影ながら応援しています！！／寄付した人への特典（専用ページ等）
があればいいと思う／ほんとは全部の事業に寄付したいくらいです！科学技術研究への社会の理解が深まることを祈っています。／はやぶさ帰還の際、パブリックビューイングでキャンパスにお邪魔させて頂きまし
た。あの感動をもう一度！／フロンティアへ進み続けることが、人類を人類たらしめていると思います。暗い話題の多い昨今ですが、それを吹き飛ばすような JAXA の皆様の活躍を期待しています。／ほんのわずか
ですが , はやぶさ２の設計費に。／ UNISEC の寄付金サポーターを見て JAXAでもこういうのをやって欲しいとずっと思っていました。もし税金もアラカルト方式で納められるなら全部航空宇宙分野に注ぎ込みます。 
これからも海外の宇宙機関がやっていないようなことや、火星以遠の惑星探査を実現すべく頑張ってください。／はやぶさ２が飛ばないなんてありえない。微力ながら協力させていただきます。／宇宙開発はこども
たちの未来そのものです。継続して進めることが大事です。応援しています。／ NASA に負けるな。／寄附によって、自分が直接宇宙航空技術を後押ししていると思えるのがすばらしいです。もっともっとわたした
ちを「当て」にしてください。／微々たる寄附ですが、日本の宇宙開発の手助けになれば幸いです。JAXA のみなさん、応援しています！！頑張ってください。／少額ですが、日本の未来のために。／こういう形で
寄附ができるようになるのをずっと待っていました。また余裕ができたら寄附をしたいと思います。イプシロンとはやぶさ 2 の打ち上げ楽しみにしています。／ファンとして声をあげたり、商品を購入する以外に直
接応援する方法が欲しいと思っていました。よく思いきってくださいました！「はやぶさ２」やその先の深宇宙探査で、一緒に宇宙を旅させてください！／「はやぶさ 2」が部品 1 個まで納得のいく出来栄えになるよう、
小額ですが使っていただきたいと思います。JAXA の皆様、メーカーの皆様、関係者の方々、頑張ってください！応援しています。／これからも宇宙航空分野の研究を頑張って下さい！／寄附金制度を始めて下さり
ありがとうございます。毎月少額の引き落としが希望です。可能であれば、お願いいたします。また、寄附金制度がよく分かるようにクイックアクセスの寄附金の頭に目立つ可愛いアイコンを入れてはどうでしょう。
／はやぶさ２の実現を心より期待しています寄付の形で参加させてもらえて宇宙や科学技術の魅力ある世界が身近になることをうれしく思っています。／応援しています！日本のため、世界のために頑張ってくださ
い！／はやぶさ2の打ち上げを楽しみにしています。／ＪＡＸＡの皆様へ停滞感の漂う最近の日本で皆様のお仕事の結果には大変勇気づけられます。皆様は日本にとって希望の星です。様々な困難があると思いますが、
今後とも皆様のご活躍を祈念しております。／ 糸川博士を中心とする ISAS のペンシルロケットから始まる独創と苦難の道は見事はやぶさの成功を導きました。現在の研究者の皆様につながる大勢の人々の一歩一歩
が，国民に誇りと勇気を与えています。２００５年の通信途絶・回復の際，川口 PM が３年遅れの帰還を発表したとき，恥ずかしながら私は信じられませんでした。（今でも故障してるのに，あと５年も……）そして，
彼は帰ってきた！！　政府の無理解とも戦っている JAXA の皆様に，少しでもお手伝いになればと志を送ります。粘り強く，とことん戦ってください。はやぶさ２の成功を祈ります。／はやぶさの帰還をきっかけに
興味を持ちました。予算が少なくて大変でしょうが、技術の継承の為頑張って下さい！／はやぶさ２ぜったい戻ってきてね、つくるのもがんばって下さい（なおき）／はやぶさ２の実現のため、ぜひお役立てください。
成功をお祈り致します。／はやぶさの帰還には感動致しました。はやぶさ２でも再びの感動を期待してます。頑張って下さい！！　応援してます！！　／技術開発と運用の研究は日本にとって欠かせない事業だと思
います。少しでもお役に立てて頂ければと思います。／また夢と感動をお願いします。あと太陽の黒点や磁場の異変に代表される太陽活動の異常と、それが地球環境へ与える直接・間接の影響調査を、今までのシガ
ラミを排除しあらゆる可能性を公表するプロジェクトが始まれば、最大限の寄付をします。／資源に乏しい日本にとって、人材、技術こそが真の資源であると思います。日本の未来のためにがんばってください。／
わずかな気持ちばかりですが、直接お役に立てることを嬉しく思います。成功でも失敗でも、挑戦を応援しています。／世界一を目指し続けてください。／ はやぶさには勇気をもらいました。今しっかりと自分の
力で生きていられるのは、はやぶさからのエネルギーのおかげだと本当に思っています。成功しても失敗しても、まずは次に続けていくことが大切だと思います。そしてはやぶさ 2 の開発を通して、日本の技術力の
高さをもっともっと世界に知らせてほしいです。微力ながらも、何かのお役に立てれば幸いです。／高校２年生の娘の夢は、「はやぶさ」プロジェクトに関わる仕事につくことです。「はやぶさ２プロジェクト」を家
族みんなで応援しています。「あきらめない」「希望」が、家族のキーワードです。「はやぶさ」は、日本国民の誇りと希望です。これからも、私のお小遣いから、少しずつ長く応援していきます。／私の職業はシス
テムエンジニアですが、一エンジニアとして、はやぶさプロジェクトのような夢の広がる計画を支援させて頂きたいです。／はやぶさ２のプロジェクトの意義を日本の国際競争力の点などに力点をおいて説明しまた
資金不足の理由等も説明の上寄付をつのってはどうか。小生は新聞で寄付に応じたいという年配のかたの記事で寄付を知りネットで調べた。JAXA は宣伝広告が足りないと思う。海外からも実績を評価されたプロジェ
クトに政府が資金を配分しないのは不思議。事業仕訳した政府関係者にきちんと説明してもらいたい。／ささやかながら応援の気持ちを送れることが嬉しいです。期待しています！／地球の資源が無くなる前に、宇
宙に生活圏を広げることが出来るように、人類の未来のために頑張ってください。／はやぶさの偉業とミッションに力を尽くされた皆様方の今後の研究に少しでもご協力させて頂きたく思いました。夢を希望をあり
がとうございました！／大和ミュージアムで大木真人氏の講演を聞きました。私は薬剤師ですが、宇宙は好きで、はっきり言ってオタクの方かも知れません。沢山のお金が必要な事は分かります。ホンのわずかな額
ですが、お役立てください。／宇宙をはじめとする科学技術の研究はやっぱり一番を目指さないとダメだと思いますし、それが日本の進むべき道だと思います。些少ではございますが、今後の研究開発に役立てて頂
ければと思います。／「はやぶさ２」の製造開始のニュースを読みました。厳しいスケジュールでしょうが関係者の皆様応援しています。／微力ながら、気持ちだけ参加させてもらいます。／人々に感動を与えてく
れる素晴らしい組織です。頑張って下さい。／はやぶさくん 2 号の「冒険」の大成功を心から祈っています。／インターネットのニュースで知りました。微力ながらお役に立てれば幸いです。／上記すべての事業に
寄付申し上げたく思いつつ余裕なく気持ちばかりの金額で申し訳なく存じます。これからも応援申し上げ、今後も些少なりとも協力できればと願っております。／「はやぶさ２」は国の予算削減に負けないでがんばっ
てください。応援します。／寄付は受け付けない方針と聞いていたので、驚きました。深宇宙探査の一助になればと思い寄付します。寄付の手続きが複雑で面倒です。折り返し確認メールを省き、jaxa のサイトから
直接１～２クリックで寄付が済むようにできないものでしょうか。アンケートや住所氏名の入力は寄付完了後のオプションで良いと思います。／はやぶさ 2 が無事 1999Ju3 へ旅立てるよう祈っています。／はやぶ
さ１で心から感動し、小学生の息子とともにすっかり宇宙のファンになりました。息子が大人になる頃には JAXA・日本の宇宙技術もすばらしいものになっていると期待しています。がんばってください！！／すぐ
に結果のでない物でも、続けてこそいつか花咲くのです。継続は力なり。ごくわずかしか協力できないのが心苦しいですが。／前回のはやぶさの功績を調べれば調べるほど、本当に凄いことを達成してきたんだ、と
いう事がわかります。さらに今回の成功では、国内ではあまり大きく報道されませんが、国防の観点などを含む 諸外国への影響、高い技術力や管理・運営体制などの高度な人的素養・環境をアピールでき、国内の
民生品などへの貢献度・影響なども大きく、また、非常に限られた予算や環境のなかでこれらの功績がなされてきた事は、厳しい世論や試練がありましたが、それらに負けず常に工夫し続け、努力してきた JAXA の
皆様方の成果であると思います。確実に成功する事に挑戦することは簡単ですが、JAXA の皆様が挑戦していることは前代未聞の事ばかりであり、挑戦する価値も非常に大きいものばかりです。簡単な事などほとん
どなく、そのため、これからも厳しい試練などあるでしょう。それらの試練に負けず、乗り越えてゆかれる事を期待しております。／予算が少ない中、JAXA の活躍に感動しております。小額ながら、私の寄付を今
後に活用してください。今後の活躍を祈っております。／はやぶさ２も頑張ってください。いつも宇宙の可能性に期待しています。／宇宙開発には無限の可能性があるとともに、子どもたちへ夢やロマンを与えてく
れます。国家予算が厳しくなっていると言えど、絶対に手を緩めてはいけない事業です。是非、頑張ってください！／ JAXA の事業全般に寄附したいところですが、とりあえず待ったなしな情況のはやぶさ２プロジェ
クトの成功を祈願する意味も込めて、微々たる額ですが寄附させて頂きます。予定通りの打ち上げに間に合うよう願っています。／いつも結果だけしか見ることが出来ませんが、これからも子供達に夢を与え続けて
ください。／はやぶさ２は旅立ちから応援させていただきます～。そして帰ってくるのも楽しみです。今度のお土産は大き目でｗｗラッコの次はどんな形なのかも楽しみです。／はやぶさの業績には日々励まされて
います。これを途絶えさせず、さらに発展させてください。ロンドンオリンピックでの日本選手の活躍が日本を沸かせ、災害その他の人々への励みになっているのと同じで、世界が仰天する業績をさらに積み上げる
ように。わずかな協力しか出来ませんが、少しでもお役に立てれば幸いです。／宇宙開発で日本の、技術による外交的抑止力を示してください。世界平和への貢献をアピールしてください。空を盗られたら我々の安
全保障はたち行かなくなります。仕分けとかふざけたことを言う輩に、民意の真実を示すためにも、私は寄付します。日本国万歳。／はやぶさ２の実現に期待しています。／はやぶさ 2 プロジェクトを応援します。
サイエンスは継続して挑戦し続けることが大事だと思います。日本という、世界に貢献できる先進国に住み、その成果を味わえるのは幸せなことです。ぜひ宇宙の神秘をまた見せてください。／はやぶさ２もようや
く予算がついてGOですね。期待しています。そのまえに、あかつきの復活も楽しみです。／はやぶさ２への寄付を行うということは、はやぶさ２に自分がかかわれた、はやぶさ２のどこか（ねじ1本とか）が私のものだ、
という気持ちにさせてくれるので、わくわく感が違ってきます。はやぶさ以上の感動を心待ちにして運営を見守っていきたいと思います。／宇宙飛行士になって、宇宙ではやぶさ２に会いたいです。by ゆな　＆　
みんなの夢と希望をのせて、あの感動をもう一度！／はやぶさ２を実現し，日本の科学を発展させ，子供たちに明るい将来を提供することを強く願います．／はやぶさの活躍を見続けていました。はやぶさ 2 の研究
に少しでもお役立て頂ければ幸いです。今後の活躍をお祈り申し上げます。／少年の頃に想っていた素晴らしい未来への夢を、僅かな金額に乗せて、託します。／がんばってください／はやぶさ２、ぜひ予定の時期、
目標天体（Ｃ型小惑星）で実現してください。初代はやぶさの成果をより豊かなものとし、また、日本による宇宙探査を根付かせるためにも。／はやぶさ 2 打ち上げが予定通り行くよう願っています！少ない額では
ありますが、お役に立てばと思っています。期待しています！頑張ってください！／はやぶさについて寄付を税務署に確認の電話をした所、相談の窓口に出てくれた男性の職員も当方の話す内容 ( はやぶさの予算カッ
ト)に真摯に耳を傾けてくれ、感動して頂いて、説明は熱心に懇切丁寧にお話しをしてくれました。税務官にもはやぶさを応援してくれる人がいると分かり心強かったです。また、当方の個人的な考えです。GPS衛星は、
最終的に民間で利用することになるのでしょう。だから民間から支援要請をすれば良いと考えます。しかしはやぶさはあくまでも研究です。この分野こそ税金からの予算をつぎ込むべきと考えます。－以上－／はや
ぶさプロジェクトみたいな面白いものがこれからも見たい、その一心で寄付しました。自分一人の寄付でどうこうなるものではないとは承知しておりますが、どうしても自分として何か出来ることはないかと考えた
結果、この様な次第となりました。関係者の皆様方も色々と辛いことはあるやも知れませんが、頑張って下さい。／はやぶさ２の打ち上げが 2 年後に迫っているにもかかわらず、予算がつくかどうか今年も危ぶまれ
る事態、本当にやきもきします。国民の一人として声なき声を上げる手段の一つとして、また、直接応援できることを喜びつつ、非常に少額ではありますが寄付させていただきます。／東日本大震災の被災者に、希
望と勇気と夢を与えるような、事業をしてください。／研究開発は時間も費用も掛かる上に目に見える結果が必ず出るとは限りませんが、継続した宇宙への研究は必要だと思います。少額ですが、寄付させて頂きます。
／はやぶさ２の成功を心からお祈り申し上げます。／宇宙開発は絶対必要だと思っています。しかし、普通の人の多くは、なぜ必要なのか、他に大切なものに予算を使うべきではなどと思っています。（予算権力を持つ人、
あるいはマスコミでもそのように思う人が多いのでは？）今、開発を続けなければ、将来の損失が大変大きいことなど、もっと、もっとアピールして下さい。「宇宙の解明」とか「夢を追う」みたいなニュアンスでは、
説得は難しいと思います。（本当はそれが大切なのだけど。）もっと、「日本のために」みたいな感じを表に出してみてはどうでしょう？（本当はちがうと思うけど。予算は日本からだから。）＝＝＝＝上記とは矛盾しますが、
私も募金をすることで、子供のころの夢が現実になればいいなあと思っている一人です。期待しております。／はやぶさのサンプルリターンの快挙から久しく月日が経ち、世間の関心が薄れている頃ではないでしょ
うか？今般、とあるメディアから「はやぶさ２」プロジェクトが資金難のため実施困難になりつつあると聞き及び、小生も非常にささやかながら寄付という手段で協力いたしたく思います。／国産に期待しています。
／宇宙線や宇宙空間から衛星を守る断熱部材や断熱素材の研究開発、宇宙空間での生活が可能となる食材や身の回りの物に関する技術製造に注力して頂き、産業振興と科学技術の発展及び蓄積による環境保護や維持
能力の獲得に努めて頂きたい。／政治の都合で色々大変だと思いますが、どうか宇宙への道を絶やさないよう、頑張って下さい。／人類の未来の為日本人の英知の全てでこれからもあらゆるミッションに挑んでくだ
さい。／人類永遠のテーマ、宇宙の謎。私が生きている間に後どれくらい解明されるのだろうか。壮大な夢を与えてくださり感謝しております。／未来への投資となる調査研究お疲れ様です。ＮＡＳＡよりもコスト
パフォーマンスの高い技術陣の矜持を国民の皆さんに是非知らしめてください、応援しています！／「はやぶさ」プロジェクト感動しました。人類の未来に宇宙開発は欠かせないものと考えています。これからも未
知の世界への探求を通じて、子供たちに希望を与えてください。／たとえ失敗したとしても、次回に繋ぐ事の出来る展開を期待しています！／子ども達が『はやぶさに続くものを作りたい、研究をしたい』そう思え
るようなプロジェクトに取り組んでいってください。ささやかながらお力になれれば嬉しく思います。／応援してます。はやぶさ２実現させましょう。／大阪、松屋町の星を楽しむカフェバー「星カフェ SPICA」にて、
星カフェ SPICA オリジナルカクテル「はやぶさ」１杯につき 50 円を寄付する「『はやぶさ』を飲んではやぶさ２を応援しよう！」キャンペーンを 4 ／ 17 ～ 6 ／ 30 の間実施しました。合計 165 杯出ましたので、
9,000 円を寄付いたします。日本の宇宙開発をお店を上げて応援しております。僕らの好奇心が、もっと遠くへ行けますように！がんばってください！／はやぶさの帰還には感動しました。これほど元気づけられる
ものは今までありませんでした。ぜひとも次の段階に進んでもらいたいです。はやぶさ以外の事業についても、分かりやすい動画での説明などで、もっとプロモーションした方が良いと思います。賛同者は集まると
思います。／つらいこともあるけど子供たちが夢や希望をそらに託せるように。／大変厳しい情勢下ではありますが、　こうした研究は継続して、そして成果をあげるべきと思います。頑張ってください。／はやぶ
さ２計画が危ういと知り、何か出来ないかと考えていた一人です。こうして直接的な応援が出来て、とてもうれしく思っています。がんばってください！！！／微々たる額ですが、はやぶさの「本番」が無事実現で
きるよう、願いを込めて寄付させていただきます。／ IKAROS 冬眠モード復旧の一報を聞いて、改めて寄付をさせて頂きます。僅かでもお手伝いが出来れば幸いです。／今の政権では、なかなかお金を出してくれ
そうにないので今回わずかながらご協力になればと思いました／研究職を目指していた者としてこのような形でしか応援できませんが、がんばって下さい。／はやぶさのターゲットマーカーに名前を入れて頂きまし
た。７年間、一緒に旅をしたような思いです。イトカワの鮮明な映像を初めて見たときの衝撃は忘れられません。はやぶさ２は勿論、その後も継続的な探査ができるよう応援して行きます。／はやぶさ２が無事冒険
の旅に出られること、そして日本から有人のロケットが打ち上がることを楽しみにしています。国産の旅客機で空の旅もステキですね。／日本の科学のため、少ないながらも支援させていただきます。JAXA さんの
成果は、我々日本人を元気にしてくれるばかりか、人類への貢献でもあると思います。／はやぶさ 2 プロジェクトの成功を心より願っています。子供達に大きな夢を与えてください。／未来に夢を繋ぐ広い宇宙への
熱い挑戦を期待しています！／はやぶさのことを知ってから、子どもの頃宇宙好きだったことを思い出しました。今は、活躍している人工衛星や探査機を応援するのが楽しみの一つです。これからも応援します！が
んばってください！！／今回の寄付と通じて、プロジェクト支持の意思表示とします。どうか、多数の世論の支持を得て、必要な予算が取れ、成功しますように。／小さなころから宇宙が好きでした。このような形
で宇宙開発の力になれるのは嬉しいです。私の子供の頃からの『夢』を皆様に託します。頑張ってください！／はやぶさ２を応援したいので寄付します！／はやぶさの成功にかかわらずはやぶさ２の資金難の情報を
聞きました。すこしでも役に立てばよろしいが／宇宙開発を応援しています！！よろしくお願いします。／幼少の頃から宇宙に行くことに憧れ，夢見てきました．これからも夢を見たいと思い，わずかながら協力さ
せていただきます．／宇宙に関する研究には夢とかロマンが感じられますよね。実際には地道な研究や努力が不可欠とは思いますが、そういうのを全部ひっくるめて今回の寄付で自分も参加、応援できたらなと思い
ます。／「はやぶさ」に続く功績を期待しています。／宇宙には夢がありますが、夢や想いだけでは届かないというのもまた事実なのでしょう。こういった形で少しでもみんなの夢にお手伝いできればと思います。
またはやぶさの様に心が熱くなれる成果が出ることを祈っています。／只の漠然とした宇宙好きの私がたまたまネットで日本の衛星の活躍を知り、やがて心を躍らせるようになり、「はやぶさ」をはじめ、JAXA の衛
星の奮闘に一喜一憂するようになるまでさほど時間はかかりませんでした。最近のはやぶさ 2 や科学関係の政府の予算配分に関するニュースを見て、関係各所に意見などを送っても応援メッセージを送っても一向に
改善されぬ現状に歯痒い気持ちと個人ではどうしようもないのかとある意味、諦めの念をも抱いていました。この度、個人からの寄付を受け付けると聞き、少しでも力になれればという気持ちと日本の宇宙開発事業
を応援する意味も込めて小額ですが寄付をさせていただきたいと思います。満月を見上げると「あぁ、かぐやは月に帰りあそこでかつて故郷だった地球を見守っているのだな w」と柄にも無く感傷的になったり、
TV で ISS の実験棟「きぼう」など宇宙関係のニュースが流れるとちょっと嬉しい気持ちになります。どうかこれからも私を含め日本国民に夢と希望と感動を与えて下さる素晴らしい活動をすることを切に願います。
／探査機はやぶささん作者オレンジゼリーさんの情報で JAXA への寄付が開始されたことを知りました。はやぶさにはここでは書ききれないたくさんのものをもらった気がします。その恩返しのつもりでささやかで
すが使ってやってください。／モノを作る時とか、頭の隅に、ちょっと引っかかってることとかが一工夫しておくと、後でなんか役に立つことってありますよね。はやぶさ同様に、はやぶさ２にも皆さんのそんな工
夫がいっぱい詰まりますように。（重くならない程度に）／宇宙開発を含む科学技術の発展は日本の経済の基礎力を維持するための重要な要素であるばかりでなく、日本人とりわけ青少年に夢をあたえ、この国に生
まれた幸せと将来への自信を満たしてくれる大きな力を持っていると思います。この気持ちは私自身がそうでしたので確信を持って言うことができます。したがってそういう役割を担っていける大変有意義な仕事で
ある宇宙開発事業に少しでもお役に立つことができればうれしいです。どうぞこれからもご活躍ください。／寄付を通して JAXA の皆様のプロジェクトに参加出来る事を大変嬉しく思います。日本技術の誇りと夢を
乗せた数々のプロジェクトの成功を心より応援しています。もう一度、はやぶさに「おかえり」と言わせてください。／たゆまず前進してほしい。／宇宙開発は未来への希望です。いつかこの目で宇宙へ駆け上がるロケッ
トをみてみたい。宇宙大航海時代の幕開けにいる自分が幸せです。国がやらないなら個人で協力します。がんばってください。／はやぶさに勇気もらいました。／はやぶさの帰還をインターネット中継で見ていて目
頭が熱くなりました。この偉業に対する日本政府の理解の無さはまったく残念でなりません。日本国民は応援しています。がんばってください。／少ない金額ですが、夢を与えてくれるすばらしい仕事に少しでも役
立ててもらえることを願います。応援しています、がんばってください！／本当はＪＡＸＡに入りたい。とことん宇宙を研究したい。宇宙に行けるのなら、死んでもかまわない。こんな私の「かなわぬ夢」を託して、
小額ですが寄付します。少しでも手助けになれば幸いです。／はやぶさ２の事業を応援しています！がんばってください！／もっと早く寄付の受付を開始してほしかったです。寄付金付葉書や切手、寄付金付のＪＡ
ＸＡグッズ販売なども計画してみてはどうですか？／ほかにも支援したい分野はあるのですが、あいにく収入の少ない身ですので、厳選して「はやぶさ２」、「有人宇宙船／有人打上げロケット」、「イプシロンロケット」
の三つに絞らせていただきました。これらの分野に少しでもお役に立てればと思います。頑張ってください。／はやぶさの命は、日本人の心にいつまでも宿っています。新しい命を見てみたいのです。開発されてい
る方は、日本の誇りです。どうかはやぶさの新しい命を生み出してください。／日本の輝かしい未来の為に、これからも全力を注いで下さればと思います。また、そういう環境を少しでも維持できるよう、微力です
が寄付という形でお手伝いさせて頂きます。はやぶさ 2 期待しています！／私は天体には詳しくはありません。でも宇宙はもの凄く好きでプラネタリウムや図鑑も持ってます。スマホのアプリも宇宙ものを入れて毎
晩眺めてます。宇宙はこの世の中の本当の母体です。宇宙を考えると地球の中の出来事がちっぽけに思えます。怪奇現象のテレビを見て震えあがりましたが、夜空を見たら怖さなんて消えてしまいました。そんな宇
宙を研究してるＪＡＸＡに政府が何故予算を削るのか疑問です。「はやぶさ」テレビ、映画で見て凄い泣けました。ＪＡＸＡの皆様、本当に尊敬していますし、羨ましくもあります。私はこの春再就職しまして、お給
料も新卒の方よりも低いのでこれが今回は限度ですが、また再度夢を乗せて喜んで寄付させて頂きます。大変でしょうが頑張って下さい。／冒険心や夢を持てない国では、国民として誇りを感じられません。宇宙開
発はその冒険心と夢を満たしてくれる最たるものです。目先の経済ももちろん大切なものですが、それよりも未来の夢を見たいです。大人はもちろん子どもたちにも自分の国に誇りを持って欲しいです。ＪＡＸＡの
みなさんが開発できるのは、宇宙に関する技術だけでなく、人々が見られる夢でもあります。少額ではありますが何か力になりたいと思いました。がんばってください。／日本人に大きな希望と自信を与えてくださ
いました。　暗い悲しいニュースばかりですが、今後もがんばってください。／こんな事しかできませんが応援しています！子どもたちに未来への夢と希望を見せてください。／募金する機会を下さってありがとう
とざいます。宇宙兄弟という漫画アニメを見て、我が家の小学生の子供達が宇宙に興味を持ちました。少ないですが、応援する気持ちを込めて募金致します。これからも宇宙の夢にチャレンジし続けてください！／
今年は宇宙を身近に感じられる事が多々ありそうですね。JAXA のイベントにも参加してみたいです。頑張って下さい！／ BLOG やメルマガなど楽しく読ませてもらっています。培った技術は平和利用一本で各国を
先導していってください。／はやぶさや、Ｈ２ロケット、人工衛星、きぼう、こうのとりなど数え上げればキリがありませんが、これらは日本が世界に誇れる技術です。こういったものが永続的に研究、開発、実施
されるよう私たちは願っていますし、応援しています。これからも頑張ってください！／ネットニュースで知りました。明日の研究、夢の探求という意味で、はやぶさと省エネ旅客機を指定させていだたきました。
／応援しています。／はやぶさの報道に胸を熱くし、涙を流した一人です。他分野ではありますが、研究関係の組織に属する者として大変感銘を受けました。微力ではありますが、何かお役にたてればと思い寄付さ
せていただきます。／「宇宙飛行士選抜試験」の本を読んで、自分が自分でクリアして行かなければ行けない事を思い出しました。それから、星空を見たり惑星や宇宙について少しみるようになってスケールの大き
さを思い知り色んな事が楽しくなりました。難しい事は分かりませんが、「宇宙」を身近にしてくれた「はやぶさ」にはとても感謝しています。是非「はやぶさ2」も頑張って下さい。／はやぶさによる小惑星サンプルリター
ンや IKAROS によるソーラーセイルの実用化を初め、米国やロシアに引けを取らない宇宙科学探査の技術を持つ JAXA。少しでもその力添えになればと思います。／日本は、無人衛星技術を深化させて欲しい。／大
人向けの企画もお願いします／日本が蓄積した技術と研究成果を未来の夢へとつなげてくれる機構として期待しています。／宇宙探査には夢があります。はやぶさの度重なる危機を乗り越えての帰還は大きな感動を
与えてくれました。予算縮小ではやぶさ２計画の実現が危ぶまれていると報道され、何とか支援できないかとずっと思っていました。僅かな金額ですが、役立てて頂ければ幸いです。／私は宇宙に携わる仕事がしたかっ
たのですが、それも叶わない 40 男です。科学技術立国で世界に貢献しているはずの日本で、どうして JAXA が寄付を募らなければいけないのでしょうか？と言う国に対しての情けない気持ちと、こんな私でも宇宙
に貢献できることがあればと言う奮い立つ気持ちとない混ぜになっております。小額ではございますが、未来の日本の為に役立てて下さい。本音を言えば、『お前ら頼るのが遅いんだよ。馬鹿野郎、俺達を何だと思っ
てやがる。』です。／宇宙空間で有機物が採取できれば生命の起源がわかるかもしれない。人間にとって非常に意義のある調査であり、科学技術の発展がなければ辿りつけなかった境地だと思います。容易ではないでしょ
うが、この積み重ねがいつか実を結ぶと信じます。頑張って下さい。／3月30日から4月3日まで愛知県刈谷市で行われた「はやぶさ」帰還カプセル特別公開in刈谷2012で、本物の特に背面シールドを見ることができ、
感動しました。次のミッション「はやぶさ２」「はやぶさ mk2」も必ず実施してください。文科省の予算削減には、絶対に屈しないで、満額獲得できるよう、祈っています。／子どもたちが（ついでに私たち大人も）
キラキラした目で宇宙を見られる一助になればと思います。逆風の中大変でしょうけど、頑張ってください。／日本の航空宇宙科学発展のために頑張って下さい。微力ながら応援させて頂きます。／はやぶさの頑張
りに感動しました。是非、その成果を次世代に引き継いで下さい。／少額で申し訳ありませんが寄付させていただきます。未来のために何が出来るのか…一緒に考えて行けたら。／直接寄付できるということで、少
額ではありますが協力させて頂きます。多少なりとも貢献できると思うと、とても嬉しいです。／今の子供達、未来の日本の希望の為に、少しですが役立てて下さい。／これまでの皆様の成果すべてに敬意を表します。
皆様の技術や努力、そして｢あきらめない心｣は日本国民の誇りです。先日、川口先生、安部先生のご講演を拝聴する機会を得ました。予算削減に苦しんでおられるとのこと、心が痛みます。将来の子供たちへ｢夢｣を
つなぐために、わずかですが寄付させていただきます。これからも皆様のご健闘をお祈りいたします。がんばってください！／世情は厳しくあるものの、絶やしてはいけない未来への灯であると確信し、一助となれ
るよう寄附させて頂きます。／継続しなければ維持出来ない分野と考えます。分野は違えど、自らの技術を鍛える者として、微力ながら応援しています。／ JAXA の理念として、募金や寄付は受け付けないと聞いて
いましたので、今回のニュースを聞き、少し驚きました。しかし、次から次へと入れ替わる政府の方々に嘆願書を送るよりも、もっと直接応援できる方法はないか？と私以外の多くの人が悶々としていたと思います。
実際、国家予算は震災復興のために使ってほしいという気持ちもありますので、こういう形でJAXAを応援できることを嬉しく思います。寄付金の金額よりも、寄付を寄せる方の人数で、政府の方々にも民意が伝われば、
もっと嬉しいですね。とりあえず今回ははやぶさ 2 だけに寄付させていただきましたが、他事業も応援しております。これからも私たちに夢と希望と自信を与えてください。／宇宙もきっと、日本を待っているはず！
応援しています。／はやぶさ 3 も飛ばしちゃいましょう (*´∀`*) ／仕分け等色々ありましたが、負けずに頑張ってください。／ JAXA の皆様が厳しい予算制約下で、世界第一級の研究成果をあげておられることに
敬服すると同時に不安も感じております。日本の現在の宇宙予算の少なさと JAXA をはじめ科学研究分野への冷遇ぶりは異常です。私一個人で出来ることは小さいのですが、一宇宙科学ファンとして少しでもお力添
えになればと思います。／宇宙を通した夢や希望…。素敵ですね！ JAXA のみなさん、頑張ってください！／ Twitter で読んで知りました。わずかですがお役にたてれば幸いです。／僅かな金額ですが日本の宇宙開
発の進展に役立てていただければとの思いで応募致しました。ＪＡＸＡおよび関係者の皆様、厳しい環境に負けずにがんばって下さい！／私の夢をあなたの足元に　優しく踏んでください　私の大切な夢だから／少
額ですが、この寄付を使って、もっともっと野心的な進めてください。出来る限り継続的に寄付させていただきます俺の稼いだ金だ！　遠慮すんな　ガンガン使っちゃってくれ！／未来へ技術を継承していくため、
より良い運営基盤の構築に尽力して下さい。／日本の未来は日本の科学技術の発展に係っていると思います。JAXA さんには、是非とも日本の科学技術の最先端との認識を持って、今後も研究開発に邁進してください。
少額ながらご協力させていただきます！／少ない金額で申し訳ないですが、JAXA の発展を祈っております。／貰える根拠もない年金や消えていくだけの税金の様な死に金に１００円でも払うのは許せないが、未来
の子供達の生活の為に少しでも役立つ事が出きるのなら喜んで１００００円払います。間接的にでもこれらのプロジェクトに携われる機会を与えてくれて感謝します。是非とも生き金にしてください。ＰＳ：はやぶさ
二号機ガンバレ。／楽しみに見守っています♪／いつも応援しております。様々な障害・困難などありますが、それを乗り越えて頑張ってください。／直接応援できるのは、大変嬉しいです。必要な金額からすると
申し訳ない位少額ですが、宜しくお願いします。／映画『おかえり はやぶさ』を視て　感動しましたはやぶさ２をまた打ち上げていただき、新しい発見をしてください少しですが、この計画に賛同し寄付させてい
ただきます。日本の技術力を世界にアピールしてください。／小額で大変恐縮ですが、細く長く寄付をしていきたいと思っています。どの事業にも胸を打たれるものがありますが、やはり “はやぶさ” のニュースは
格別でした。感動と勇気をありがとうございます。現在ワタシが教育業についていることもありますが、やはりこれからの担い手に希望や夢を与える意味でも、宇宙教育は大きな夢がありますね。／やっと寄付がで
きるようになって幸せです。小額ですが、寄付させていただきます。これからもご活動を応援しております。（昨年からのはやぶさの映画公開にあわせ寄付が始まっていれば、もっとよかったのに）／宇宙関連技術
は日本の誇りです。自分も日本人で良かったと心の底から思います。人類の未来に必ず必要になる技術です。国家も予算は惜しげもなく計上するべきと思います。個人の寄附は雀の涙程度に過ぎませんが、陰ながら
応援します。／いつも感動をありがとうございます。少ないながらも支援させていただきます。／　はやぶさ２、ぜひ実現してください。太陽系の起源、私も知りたいです。夢とロマン、それと飽くなき探求心がなければ、
人類は衰退してしまいます。人類の未来のためにも実現を！微力ながら応援させていただきます。／今回は取り急ぎはやぶさ２支援をしたいと思います。打ち上げまでの時間が限られているなかで予算削られるとか
ちょっと信じられなかったから。お小遣いの中からちょこちょこでも応援できるのはいいなと思いますが、本当はしっかり予算つけて欲しい！／「はやぶさ」での経験・技術を生かして下さい。／宇宙科学技術の発
展は決して止まってはいけません。不況で厳しい時代ですが、だからこそ夢のある未来のためにも頑張って下さい。素晴らしいニュースを私達に届けてくれるよう応援しています。／ jaxa に入り、宇宙の仕事をす
る事が今の子供（桜）の夢になっています。これからも子供達の夢の為にも、たくさんの夢のある事業を進めて下さい。微力ながら応援しています。／予算など苦しいこともあるでしょうが、是非とも日本の宇宙技
術発展のためにがんばってください。／少ないですが寄付します。今ここではやぶさ 2 プロジェクトを台無しにするのはあまりにも勿体無い。震災復興も大切だが、復興した後何もないのでは意味がない。はやぶさ
2 は復興後の「何か」になるプロジェクトだと思います。／私自身、宇宙開発に取り組んでみたいという夢を抱いたことのある者です。有人宇宙飛行や未開の地の探査等、少しでも多くの宇宙についての知見が増え
ることに貢献できるならこれほどうれしいことはありません。少ない金額ですが、お役に立ててもらえたら幸せです。成功を祈ります。／（研究者自身がやりたい研究を行うのではなく）世の中を今よりもよくする
ことに直結する研究をして欲しい。／震災や不況など暗いニュースばかりですが、初代はやぶさのように、日本中に感動を与えるミッションとなるよう期待しています！／ささやかながら一天文ファンとして支援さ
せていただきます。／はやぶさ２、絶対に完遂しましょう！科学の探究をとめてしまっては、人類は終わりです。情報収集衛星や準天頂衛星に予算が流れがちですが、粘り強くがんばってください！／ニュースでは
やぶさ 2 の予算が削られた事を知り、何か自分にできる事はないかとずっと思っていました。微力ながら力になれれば幸いです。2014 年を楽しみに待っています。／はやぶさプロジェクトでは感動と勇気をもらい
ました。それ以外にも好奇心と興味を刺激されるものがたくさんあり、それが私の人生を豊かにしてくれていると思います。そういったこともあって、ただ応援する以外の形で JAXA のために何かをしたいという気
持ちを強く持っていたので、今回の寄付はとても嬉しいです。今後色々と困難もあるかと思いますが、応援し続けていきますので頑張ってください。／ 貴機構の活動によって、高品質な日本の産業でなければ出来ない、
新しい産業分野の開拓がなされることを願います。／はやぶさ２の予算削減のニュース、川口先生からのメッセージを目にし、何か自分たちにもできることはないかと考えておりました。はやぶさ２だけでなく、あ
かつきくん、イカロスくん、これから打ち上がるベピコロンボやスピカ、ALOS2 もがんばってほしいです。微力ながらもこれからもこつこつ応援していきたいです。／日本で数少ない希望と夢を届けてくれるあな
たたちには頑張って欲しい。少ない額ですが使ってください。／しずくの打ち上げをみて、宇宙開発は日本にとって必要なプロジェクトだと改めて感じました。世の中に夢を与え、知識の世界を広げるためにわずか
ながらも応援できればと思います！／はやぶさ２が打ち上げられるのを楽しみにしています。さしたる金額ではありませんが、少しでもお力に慣れれば幸いです。／初代はやぶさに感動し、宇宙関連の仕事につきた
いと小５の息子が言っています。ぜひまたはやぶさ２でもミッションを成功させ、宇宙に対する夢を実現してください。／少額ですが寄付します。予算の少ない中、大変かと思いますが頑張ってください。／政府が
予算を出さない時は、ぜひ国民に直接プレゼンして下さい。日本の技術力の発展のために協力する機会を望んでいる人は沢山います。／安全な航空機の開発に向けての技術革新を待望しています。／はやぶさには沢
山の夢や感動をいただきました。大いなる二歩目、心から応援いたします。／感動　涙　勇気　活力　挑戦　前へ！／宇宙開発事業の発展は、継続があってこそだと確信しております。／飛翔の活躍を期待しています。
／小さな頃から宇宙や星に興味があります。少額ですが、研究に役立ていただければ嬉しいです。／日本の宇宙開発のさらなる発展に役立ててください。／大仰ですが、自分が生きるこの世界を内包する宇宙の真の
姿が知りたい、自分の希望はそれだけです。自分が生きている間は無理かもしれませんが、その研究はずっと続いていって欲しいと思います。／吉川 真 PM はやぶさ２の予定どおりの製造､無事な打ち上げを心より
祈念しております｡またイプシロンロケットの開発､来年の打ち上げを強く期待しています｡森田 泰弘 PM 健康に気をつけてラストスパート頑張ってください｡故 糸川博士もみなさんの活躍を見守っていると思います。
頑張れＩＳＡＳ。／私たちがワクワクするような活動を続けていってください。／宇宙航空分野での日本の技術力を高めるために頑張ってください。応援しています。／ニコニコ生放送見ました。公報も頑張ってく
ださい。JAXA's をもっとあちこちに置いてほしいです。／いまだに、予算が厳しく、大変だと思いますが、皆さんお体に気おつけて、頑張って下さい。本当に少しですが、お役にたてば嬉しいです。／新しい技術
の開発に期待しています／わずかばかりの寄附ですが、はやぶさ２の活躍にお役立てください。／人類の未来のためにがんばってください。／ “はやぶさ” には感動致しました。イトカワに着地する時から注目して
います。ぜひ “はやぶさ２” も成功してもらいたいと思います。“イカロス” にも感心があります。又、宇宙太陽光発電もぜひ実現して欲しいものです。JAXA の益々の発展を祈っています。／ＨＴＶ３号機成功は昨
今の暗いニュースが流れる中にもたらされた明るいニュースでした。これまで培われた日本の技術に対する正当な評価が今芽を出しているということに感激しています。政府が日本の根幹を保てる技術を軽視する中、
ごくわずかな寄付金ではありますが、日本の技術の維持、発展を願っております。／こんな不安な世の中だからこそ、JAXA さんの事業は意味があるものだと考えています。これからも頑張ってください。微力なが
ら応援しています。／はやぶさ２の打ち上げを楽しみに待っています。／将来を担う子供たちに夢や希望や「日本はすごいぞ」と実感させられるの出来事が少ないなかで、宇宙開発にはそれがあります。応援しています。
／プラネタリウムで見た「HAYABUSA-BACK TO THE EARTH-」にとても感動しました。地上にとらわれて生きる私達人類にとって、宇宙に飛び立つことは大いなる希望だと思います。このミッションが成功し更
なる計画につながるよう心より祈念致します。／　日本の技術・底力を世界に向かって発信してください！ますますのご活躍を期待しています。／航空宇宙について、知見が広がり、新しい技術で高いそらに生活圏
を広げていくのを日々楽しみにしています。直接に現場でご活躍の皆様にいつも感謝しています。ささやかですが直接支援できる機会を嬉しく思います。／高額の募金協力ができず申し訳ありません。座間市は相模
原市のお隣でもあり、神奈川県の誇りであると思っています。小６の娘もはやぶさの本を買って熱心に読んでおりました。宇宙には夢がたくさん詰まっています。数字が苦手は私はその道に進めませんでしたが、星
を眺めるのは未だに大好きです。はやぶさ２の実現を心より祈っております。応援しています。／はやぶさのときにはさまざまなトラブルに見舞われながらも成功へと導いた職員の頑張りにとても感動しました。状
況はあまりよくないですがあきらめずに続けてください。／事業仕訳で予算が足りていないと知人から聞きました。はやぶさ 2 の打ち上げは日本人にとって希望です。2014 年にそのニュースを聞くことができるこ
と楽しみにしております。職員の皆様、頑張って下さい！／限られた資金の中で、最大の成果を出そうとされている皆様に少しでもお役に立つよう、少額ですが寄付させていただきます。技術力がのちの国力にも影
響する昨今です。ぜひ頑張ってください。／「はやぶさ２」を予定通り打ち上げてください。寄付できる金額はわずかで申し訳ないですが、このプロジェクトを心から応援しています。フロンティアを切り開く挑戦
的な事業も、継続してこそ意味があります。世界的成果を上げたプロジェクトを次のステップに進めましょう。もっとJAXAの組織を挙げてサポートする姿勢を見せてください。／宇宙大好きです。楽しみにしています。
／　妻と、名前に「隼」の一字を頂戴した息子共々、家族で応援しています。　些少ですが、未来を拓くためにお役立て下さい。／はやぶさには感動いたしました。日本国民に勇気と元気を与えていただきました。
みなさまの努力に敬意を表しますと共に、今後ますますのご活躍をお祈りしております。この寄付金が技術立国日本の一助となれば幸いです。／是非、2014 年に「はやぶさ２」を打ち上げて下さい。／はやぶさ 2
に期待しています。頑張ってください。／応援しています。宇宙開発ドラマの視聴料と思えば高くはない。毎年１回ぐらい寄付ができればと思います。／はやぶさは未来への夢と希望です。研究者の皆さんのあきら
めない不屈な精神力を学びました。／はやぶさ２応援してます。無事 2014 年に打ち上がって欲しい！あと、IKAROS の次のソーラーセイル計画も是非！木星に襲いかかる勢いであげて欲しいので、未来技術研究に
入れておきます。本当はどこも応援したいので迷うとこなんですけど。／我々の夢を打ち上げて下さい／「夢と希望、そして誇りを持てる社会」の実現、応援します。／些少ながらお役立てください。／いつか自分
も宇宙に行きたいです。特別訓練をうけたな宇宙飛行士でも、お金持ちの道楽でもない、普通の旅行で一般人が普通に宇宙に行ける時代がくるように宇宙研を応援し続けます！！！／「はやぶさ」の打ち上げを家族
全員で応援していました。「はやぶさ 2」も小惑星に辿り着き、地球に帰って来ることを願って、少額ではありますがお役にたてたら嬉しいです。／はやぶさ 2 に期待しています。JAXA のみなさん、がんばってください！
／日本の宇宙開発技術発展の為、少額ではございますが役に立ててください。今後のさらなるご活躍に期待しております。／はやぶさの話題もさることながら JAXA の衛星打ち上げ成功などの記事を見ると、とても
嬉しくなり同時にここまで日本もこれたんだ～と胸躍る気持ちになります、これも日々かんばってこられた JAXA の方々　それに係わってこられた方々の努力の結晶なのでしょうね、これからもがんばってください、
少ない額ですが感謝の気持ちをこめて寄付させていただきます。／少しですが継続していきたいと思います。はやぶさ２の厳しい状況は良くなっているのでしょうか？いいニュースも聞こえてはきますが信じきれず
にいます。とにかく打ち上げて下さい。応援しています！／過酷な環境だからこそ強くなれる、過酷だからこそ拓かれる道がある。日本は金銭的にも待遇的にも、科学者や技術者に冷たい国だと思います。しかし私
たちにように影ながら応援している人がたくさんいます。皆様の努力や成果が宇宙科学の発展を超えて、一人一人の生き方まで影響を与えていることを知っている人がたくさんいます。これからも楽しみながらもプ
ロの矜持で道を拓け！私たちが 100% 支えています。その力を信じてください。／宇宙開発の華やかな部分だけでなく、科学技術の基礎研究が充実されることを願っております。／ 7 ／ 28( 土 )JAXA 特別公開に行
きました。楽しかったです。／いままで「日本の宇宙開発はつまらない。NASA くらいしか宇宙に関して面白いことをやっているところはない。」と思っていましたが、「はやぶさ」を契機に JAXA の活動に注目する
ようになりました。「はやぶさ」の功績がみとめられて予算が増えると思っていたのに、政府の対応にはがっかりです。わずかしか寄付できませんが、少しでも「はやぶさ 2」の成功率が高まることに貢献できれば
と思います。予算が増えないことにめげずに、どうか頑張って「はやぶさ 2」を成功させてください。応援しています。／日本の未来のために、失敗を恐れずチャレンジしてください。／日本に活気を与えてください。
／はやぶさ 2 の運営につき、ツイッターにて情報を伺いました。些少ではございますが、お役立ていただければ幸いです。／はやぶさ２の開発スタッフのみなさん、JAXA のみなさん、日本国民の夢へ向かってこれ
からもがんばってください！！／はやぶさ２も、はやぶさのように成果を上げて地球に帰還できるようにがんばってください。応援しています！僕も将来研究の仲間入りができるようにがんばりたいです。／昨今の
財政難から予算を削れれるのは仕方がないこととはある意味思います。ただ、このような形での寄付はブラックボックスの税金より自分の思いを乗せれるので、このような募集はほかの分野でも今後は増やしていく
べきと感じます。死ぬ前に一度は宇宙に行ってみたいものです。／応援しています。／少ない予算で知恵を出して最大限の効果を実現するのが、いかにも日本人、技術者としてとても尊敬いたします。失敗したらま
た寄付するから失敗を恐れずがんばれ！／はやぶさ君、あかつきさん、みちびきさん、イカロス君…可愛くて偉大な皆さんに元気を頂いています。これからも頑張ってください。JAXA は日本の誇り、私達のきぼうです。
／相模原の JAXA 祭りを毎年、楽しみにしています。研究内容をとてもわかりやすい説明でフランクに教えていただけるので、とても身近に感じます。ほんの少しですが、お礼の寄附をさせていただきます。どの研
究も成功して欲しいです！／日本の未来の発展、また日本の子供たちの夢や希望のためにも多くのプロジェクトの成功を願っております。がんばってください！！／世界に誇る日本の技術を見せてください。少額な
がら応援しております。／じっくり研究してください。それぞれの技術が、実用化（商用化）に生かされることを期待しています。／少しのお手伝いですが…私も一緒に連れて行ってください！／応援しています！
／また世界をリードしてください！あかつきもガンバレ！／宇宙航空技術が早く世界最高水準になる事をねがいます。／寄付金の使途を選べると、どうしても「はやぶさ２」などの注目が集まるところに偏る気がす
るので、科学者、技術者の方が重要だと思うところに使ってほしいと思う反面、個人的には「あかつき」の運用継続と「みちびき」の 2 号機、3 号機を応援したい気持ちがあります。／色々と状況は厳しいでしょうが、
宇宙開発技術は失ってはならないものだとおもいます。月並みですが頑張ってください。／厳しい状況もあるかもしれませんが、逆風に負けずがんばってください！！／非常に厳しい予算状況の中での業務遂行は困
難を極めると思いますが、心の底から応援致します。小額で恐縮ですが寄付をさせて頂きます。／科学技術の結集とも言える当分野は日本が先導してこそ意義があると思ってます。特に、有人船開発は、日本独自の
個性をだしたものをいち早く見られること、期待してます。／「はやぶさ」の映画を観ました。“継続こそ力”と思います。訳のわからない利権にお金を使うよりも、未来への投資のほうがよほど役に立つと信じています。
がんばってください。／乏しい予算の中で、大変厳しい状況とは存じますが、日本の底力を見せてください。「はやぶさ」の偉業は決して忘れません。「はやぶさ 2」計画の成功を祈っております。無事に「はやぶさ
2」を打ち上げし、そして無事に帰還させてあげてください。わずかですが、応援させて頂きます。／技術継続のため、日本宇宙科学の未来のため、少額ではありますが寄付させて頂きます。／沈みかかった日本を
牽引してください。日本は宇宙等特定分野に力を入れるべきだと思います。寄付しかできませんが、頑張ってください！／私たちがみられない風景を子孫が見られるために。未来のために。今、頑張ってください。
／宇宙への夢や憧れは子供の頃から持っていました。その夢を実現してくれている JAXA のお役に立てられれば幸いです。僅かな金額ですが活用してください。／はやぶさ 2 ができるのを楽しみにしています。又、
世界に日本のすごさを見してください（小 6 息子より）少額ですが、開発の助けになれば、と思います。はやぶさ 2 の成功を、家族全員で見守っています（母）／がんばれ JAXA! 他国には真似のできない確固たる
技術を確立してください。将来は一緒にビジネスをしたいです。／はやぶさの帰還には大変感銘をうけました。次期プロジェクトも成功するよう祈っております。／日本の未来を輝かせてほしいです。／個人一般か
らの寄附受付を感謝しています。どの事業も意義があり、未来的で夢のあるものですが、まずは思い入れのあるʼ はやぶさʼ への敬意を込めて、̓ はやぶさ２ʼ へ寄附をさせて頂きます。自由になるお金はあまり多く
ありませんが、折をみて寄附を続けていければと思っています。職員の皆様のご活躍で、すべての事業がより良い成果を得られますことを祈っております。／宇宙科学技術にお金を使い、技術と技術者を育てていく事は、
日本の未来に ( 経済的な面も含めて ) 有意と考えます。寄付に関して、以前、JAXA では、寄付の少ない分野 ( あるいは多い分野？ ) が予算面で不利になる懸念があるので受けてない、といった旨の事を言ってみえ
たと思うのですが、こうして寄付の募集を始めたという事は、そういった懸念は無いと考えていいですかね？微々たる収入からの寄付ですので、微々たる金額を偏った使途へ配分してますが、よろしくお願いします。
／小学３年生の息子がはやぶさが大好きで、映画も 3 本全て拝見致しました。毎回わかっていても感動してしまいます。夏休みの読書感想文では、はやぶさの本を読み、クラス代表に選ばれ、賞状も頂きました。と
ても詳しいです。将来はＪＡＸＡで働きたいと申しております。小額で申し訳ありませんが、寄付をさせて頂きます。はやぶさ２に期待しております。成功をお祈り致します。／楽しみにしています。頑張ってください。
／厳しい状況の現在は、冬の時代かと思います。でも、冬の時代だからこそ、やがて来るであろう春に向けて技術や知見の種を播く季節なのだと思います。ささやかな額ですが、寄付をさせていただきます。／志あ
る方に夢を託します。／日本の未来への希望として輝き続けて下さい。／仕分けなどに負けずこれからもすばらしい技術発展のため頑張っていただきたく、ほんのわずかばかりですが応援の意思とともに寄付いたし
ます。／夢とロマンがあります！日本の底力を応援させて頂きます。／少ない額ですが、日本の宇宙開発の未来の為にお役立てください。日本の技術は未来永劫、比べるところなどないほど素晴らしいものです ! ／
JAXA の今後の活躍に期待し、わずかですが協力させていただきたいと思います。／はやぶさには本当に希望を戴きました。忘れません。これからも頑張って下さい。／がんばってください。子供たちに夢を。大人
たちに勇気を。／みんなの夢を乗せて、飛べ！小額で恐縮ですが…応援してます！／現在の政府財政の苦しいなかでは、予算確保も難しそうでね。少ないですが寄付させていただきますので、ご利用ください。後世
に残るプロジェクトであるため、少しでも進めていただきたく思います。／少ないですが寄付させていただきます。人類の進歩のためにお使いください。そして、諦めないでください。／頑張って下さい。／「はやぶさ」
には本当に感動しました。ぜひ「はやぶさ２」も成功させてください。応援しています。／はやぶさが帰ってきたときには、感動で胸が震えました。はやぶさ２も、逆境に負けず、ぜひ宇宙に送ってください。微力
で申し訳ありませんが、毎月少しづつでも寄付させていただきます。がんばってください！／私は、火星探査機（のぞみ、２７万人もの人々の名前と共に今尚フーテンの寅のようにさまよっている）、いとかわ探査機（は
やぶさ）、金星探査機（あかつき）宇宙ヨット（イカロス）等に興味があり空を見上げて妄想を繰り広げている６８歳の男性です。少しで恥かしいのですが「はやぶさ 2」に使ってください。／「はやぶさ２」に強く期待し、
応援します。／はやぶさを知るまで日本の宇宙開発に興味がありませんでしたが、はやぶさの成果が研究者の方々の積み重ねた結果だと知り、世界に誇れるものだと感動しました。はやぶさが奇跡だとテレビなどで
は紹介しますが、諦めずに長い年月を費やして取り組んだ結果だと私は思っております。前回は期間直前からの応援でしたが、今回は出発から帰還まで応援したいと思っています。そんな機会に立ち会えたら嬉しい
です。これからも頑張ってください。応援しています。／夢を叶えて下さい。／今度のはやぶさ２は絶対に眼で見える大きさの石を採ってきて！／日本の技術を世界に伝え、未来に繋がるすばらしい事業だと思います。
これからも頑張って下さい、応援しております。／応援してます。日本に希望を (^-^) ／実用衛星、有人宇宙活動も重要だとは思いますが、欧米と肩を並べて日本が誇れる事業は宇宙科学研究だと思います。ここ
を延ばし成果をあげていく事は子供たちが日本が希望ある誇れる国と思える事につながるのではないでしょうか。また、宇宙科学研究が謎を解いていく事で未知の世界を知りたい、覗いてみたい。／少額ですが、宇
宙開発のお役に立てればと思い寄付させて頂きました。／宇宙利用と宇宙科学のさらなる発展に期待しています。／はやぶさ２の成功をお祈りします。／はやぶさのように、わくわくするミッション、期待しています。
／川口前プロマの文章をませて頂き感銘を受けました。はやぶさ 2 を是非成功させて若者に夢とモチベーションを与えて下されればと存じます。この国が生き残る道はそこしかないでしょう。／はやぶさ２の成功を
願っています。持ち前の粘り強さで頑張って成功を収めてください。／少ない金額ですが、宇宙開発の推進への賛同を示す為に寄付させていただきます。／オレンジゼリーさんの Pixiv で寄付について知ったので、
はやぶさ２、そして JAXA の活動を支援したく思い少しですが寄付させていただきます。／「はやぶさ」の帰還をメディアで拝見して、興味をもちはじめました。「はやぶさ」に携わった全ての研究者の方々の宇宙
への想いに感動しました。私も研究者のひとりとして頑張りたいと思います。／生きたいと思える日本の未来のために！／ハヤブサには感動しました。技術者のみなさんのがんばりに元気をもらいましたほんのわず
かですが寄付させていただきます予算が厳しいでしょうががんばってください／宇宙開発のパイオニアでありつづけてください。／「はやぶさ２」の開発を是非成功させてください！我家の子供達は「HAYABUSA 
BACK TO THE EARTH」をプラネタリウムで観て感動し、更にＤＶＤ（購入しました）でも観て感動して何度も泣いてました。また感動を我々に！そして、日本の技術力（特に中小町工場の職人さん達）を更に世界
に見せつけてください！！がんばってください！！／はやぶさの「成果」を、これからの探査機につなげていけることを期待しています。日本のすごさを更に見させて頂けることを期待しています。／宇宙を目指す心が、
科学の発展に寄与すると信じています。少額ですがお役に立てていただければ幸いです。／世界一の技術を誇れる日本と将来の日本を背負う子供たちのために、微力ながらお役に立てれば幸いです。これからも、日
本のために、さらなるご活躍を期待しています！／家族全員がはやぶさの映画をみて感動しました。もう一度感動をお願いします！／日本の未来のため、応援しています。日本の宇宙開発の財政難がもどかしいです。
もっと財力があればもっと寄付出来たのですが、、。子供には、宇宙開発に携わって欲しいと思っています！頑張って下さい。微力ながら応援出来て嬉しいです。／日本は技術ももちろんですが、そのものに対する熱
意や愛情はどんな民族にも国にも負けないと思っています。技術面では応援できないけれど、せめてこの寄付が何かのお役に立てますように。／早く有人宇宙船／有人打上げロケットができるように期待しています。
お金でのサポートしかできませんが、よろしくお願いします。／資源の無い日本にとって人と技術は最大の財産。はやぶさの偉業には非常に心強い思いでした。政権交代後、ますます開発費を削られ大変とお聞きし
ました。苦しい時だから事、この技術を絶やすわけにはいけません。がんばってください。／国民一人あたり１００円の寄付で、” はやぶさ” は打ち上げられると聞いた事があります。少ないですが、はやぶさ２の
成功に役立てて頂ければ幸いです。／はやぶさも有人宇宙機も期待しております。がんばってください。商売になるよう願っております。／私は子供のころからの宇宙ファンです。私が小学生～高校までの間は丁度
ボイジャー１，２号が木星、土星、天王星、海王星を探査したころであり、惑星に接近する度にわくわくしたのを覚えています。はやぶさが行った探査というか冒険はそれと同じかそれを超える何かを感じました。
はやぶさ２でははやぶさで培った小惑星からのサンプルリターンをはじめとする各種技術やノウハウを継承しさらなる発展と、宇宙を旅するロマンを是非実現してほしいです。／少ない金額で申し訳ないですが、役
立ててください。／社会的・財政的に大変厳しい、先の見えない現代において、より明るい未来・楽しい未来・多様な価値を目指す未来の１つとして宇宙分野もあると思っています。また、今、役立つかよりも未来
を志向する事業を進めていくのも大変な事と思います。困難に負けない、今後の展開に期待したいです。／ JAXA の研究・活動に、日ごろから元気をもらっています。息子共々楽しみにしています。これからも応援
しています (@^^) ／！／ HTV-R と有人機の開発に期待しています。／受け入れ制度の開設に感謝します。／はやぶさの様に、日本に勇気を与えてください。／はやぶさは日本の希望です。応援しています。／は
やぶさ２ぜひ成功させてください ^^ ／世界レベルの技術をこれからも維持して下さい。大変誇らしい仕事をされていると思います。今後のご活躍を期待致します。／私にとって宇宙開発は明日への活力です！／
JAXA の事業の中では特に、はやぶさ 2 と HTV-R に注目しています。いずれも今後の日本の宇宙探査／開発において欠かせない重要なミッションだと思いますので、無事計画が成功するよう微力ながら応援させて
いただきます。／　日夜、公益のために働いて頂きありがとうございます。個人的には、日本全体の活性化に繋がる科学技術の予算は大いにつける（ほぼ満額つける）べきと思っています。今回の件で多くの寄付金
が集まれば、政府が民意を知り、方針の転換を図ることも期待しています。　寄付する側の目安のために貴機構の要求額と支給額が分かるような書類を作って頂けないのでしょうか。私は文科省の宇宙開発利用課の
書類を目安としたのですが、貴機構は「はやぶさ 2」の予算を 30 億円と要求したように読み取れるなど、どうも得心できるものではありませんでした。上記の書類は宇宙開発利用課さんが取りまとめた結果ですので、
国民に現在の貴機構の真意が伝わりにくいと思います。私のお願いを実際に行うとなれば、政治的な圧力もあるでしょうし、難しいことと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。　また、日本企業とコラボレ
イトは大変素晴らしいことと理解しておりますが、貴機構の独立性を保つため、国からの予算と国民からの（私心のない）寄付によってのみで運営してほしいと切に願います。　以上、少々の要望と共に僅かながら
寄付させて頂きます。／予算不足からの寄付というアイデアは素晴らしいですまた寄付先のプロジェクトを選択できるのも素晴らしいです結果が出るまで諦めない事と、工夫とアイデアが感じられます／政治家や官
僚なんてアテにならないので、次の世代の日本人への夢は、民意で少しでも支援させて頂ければと思っています。こういうアピール活動、これからもドンドンやって下さい！／未来を感じる唯一の事業です。頑張っ
てください。／少ない額ですが、どうか役立ててください。／宇宙の神秘は人類のロマンとても興味深い研究です自分も志としてはやりたい気持ちは有るけど出来ない分を、わずかですが寄付という形で支援させて
貰います／多分人生が既に後半戦に入ってると思われる世代の日本人として、日本を JAXA が寄付を募らねばならない様な文化の国にしてしまった事をお詫び申し上げます。あれこれ考える前に行動したいと思い、
自分の経済状況を考慮した上で一先ず「はやぶさ２」のみとさせていただきました。自分自身大変興味があり、かつ、子供たちへの一番わかりやすい例の一つに思えるからです。２０２０年の地球帰還を楽しみにし
ています。／些少ですがお納め下さい。／私が子供の頃、宇宙は夢で、あこがれでした。私が大人になって、はやぶさプロジェクトは希望を与えてくれました。基礎科学が直ちに結果にならないことからの無知、無理解、
冷遇を見て、非常に歯がゆい思いをしてきました。微力ながら何かお手伝いできることを嬉しく思います。／宇宙は人類にとって永遠の神秘であり、フロンティアです。しかし宇宙は、私はもう歳ですし、能力もあ
りませんので、残念ながら手の届かない所です。しかし、今後の、能力と意欲を持った若者の方々の為、少額ではありますが、お役に立てればと存じます。／再度の「はやぶさ２」の打ち上げ成功祈ってます。些少
ですがお使い下さい。／はやぶさ２の開発・打ち上げ・ミッションの遂行が無事に成功しますように。ほんのわずかですがお役立ていただければと思います。いつも応援しています。／昨年種子島宇宙センターを見
学に行きました。JAXA の方々は少ない予算で頑張っていると感じました。はやぶさ２をはじめその他宇宙プロジェクトの成功を祈っています。／予算が少なく大変かと思いますが、未来のため頑張ってください！
／応援してます／はやぶさ２のミッション、必ず成功させてください。／こういう寄付制度はどんどんやってほしい。あほな公共事業に税金つかわれるより JAXA に直接渡したい。あと有人、期待してます。／はや
ぶさ２の予算が必要なのは 2014 年に打ち上げる為だと思いますが、開発に於いて何時までに幾ら必要なのか？を書いて頂けませんか？／宇宙は人類のロマン。。。私が生きているあいだには宇宙にはきっと行けない
だろうけど、、一歩一歩確実に宇宙への歩みを進めて欲しいです。ネットのニュースで知りました。（微々たる資金で申し訳ないですが）協力出来るなんて夢のようです！ほんの数年前では考えられない事で、凄い時
代になったもんです。皆さん、頑張って下さいネ！／日本の子供たちに夢と希望と誇りを与え続けてください。／夢は力。JAXA からいつも夢をもらい、それを力に変えさせて頂き、自分も諦めずに一歩ずつ前へ進
んでいます。いつも本当にありがとうございます。／はやぶさ帰還時の相模原のパブリックビューイングでのドキドキと感動が今でも忘れられません。この感動を次の宇宙開発を担うべき若者や子供たちにも知って
もらいたく微々たる寄付ですが、お役に立てればと思います。関係者の方々は、日々多種多様な御苦労をされているかと思いますが、皆さんの夢は我々の夢でもありますので、よろしくお願いします！／日本人の持
つ旺盛な知的好奇心こそ日本が今日のような発展を遂げた根っこであると思います。ＪＡＸＡの皆さん、皆さんの求道者精神を如何なく発揮していただき、日本と世界の皆に希望を発信していただきたいと存じます。
皆さんの活動に対して微力ながら直接支援させていただけることを誇りに思います。／応援しています。宇宙からの便り待っています。／未来と未知の探求を止めないで。／寄付を募るのは良いのですが、そもそも
の JAXA 内の予算配分の決定プロセスに問題はないのでしょうか。国際宇宙ステーション関連の支出の割合が多すぎて他の探査計画に予算が回らないのではないでしょうか？／前回のはやぶさの時勇気をもらい闘病
生活を頑張れました今度ははやぶさ君の兄弟にお手伝いしたく少しですが寄付させてください応援しています／飛び出せ！！／とにかく応援しています。なにか形にできる機会を設けてくださりありがとうございま
す。来週観賞予定の３作目の映画はやぶさも楽しみしています。／わずかばかりですが、お役に立てれば嬉しいです。／以前から諸外国と比較し予算が少ないとの報道を見ていました。こういった取り組みを待って
いました。少額ですが寄付させていただきます。今後も私たちに宇宙を魅せてください。／論文執筆などに影響しない情報に関しては、出来うる限り公開して頂ければと思います。解説等の無い生データも大歓迎です。
／少額ですが、支援したい日本の航空宇宙産業を応援したいというメッセージになればと思い寄付させて頂きます。／いろいろ大変だと思いますが、この先の未来に必要な技術研究なので頑張ってください／皆さん
の挑戦が未来を切り開いていくものだと信じています。人の夢と希望を星の海へ届けてください。／日本の未来の為に、更なる世界に誇れる宇宙技術になることを願ってます。／子供達に夢を与えられるような成果
を期待してます。／がんばってねー／ JAXA で検討されているプロジェクトが実行され、間接的にでも沢山の人に伝わり、人に何か考える力が広がればいいなと思います。はやぶさ 2 プロジェクトも成功を信じてお
ります／はやぶさ 2 のミッションの成功、期待しています。私はもう年寄りなので、生まれ変わったら絶対に JAXA に就職して、日本発の有人ロケット製造に関わりたいです。笑／今でもはやぶさの旅路を思い出す
とその場で泣けます。はやぶさ２期待してます、がんばってください！！／これからの宇宙技術の発展、楽しみにしています。個人的には、みちびきに期待です。／今回 2 回目の寄付です。今年春に転職して、ボー
ナスもまだ気持ちの 3 万っだったり、お金が落ち着かなくて 4 千円しか寄付できませんが、大事なネジの一つにでもお役に立てればと寄付させて頂きました。私は日々のくじけそうな気持ちに宇宙を思い浮かべて助
けて頂いたりしてます。宇宙を探る事はもの凄く大事な事だと思います。最近は人工衛星の格好良さに目覚めたりしてます。大変だとは思いますが、ＪＡＸＡのいろいろな仕事をとても羨ましく思います。また、寄
付させて頂きます。／はやぶさから感動を頂きました。ありがとう。／はやぶさに感動しました。一ヶ月分のお小遣いを寄付いたします。私も JAXA の一員になれるようがんばります。／あまり多くは協力できませ
んがこれからも応援させていただきます。頑張ってください／「はやぶさ」の大ファンになり、後継機の応援をしたいと思い寄附に賛同いたします。来年はもっとたくさん寄附をします！ JAXA の活動は日本を担う
重要なものです。応援しています。／少ししか力になれませんが、はやぶさがまた羽ばたくのを楽しみにしています。／最近、宇宙兄弟やロボティックスノーツなど、アニメの中で JAXA の名前を目にすることも多い。
特に宇宙兄弟は日曜日の子供たちが家族で見るような時間帯にやっているアニメで、影響力も大きいと思う。ぜひ、このような機会を活かして、どんどん宣伝をしていって、子供たちに宇宙への憧れを育てていって
ほしい。／少ない金額ですが、寄付させていただきます。今後も、宇宙開発・子供に夢を与える大きな仕事を成し遂げてください。／はやぶさ2成功祈ってます。頑張ってください！！／HAYABUSA2、期待しております。
また、有人宇宙船実現に向けて。色々大変だと思いますが、是非成功させて下さい。今も、これからも応援します。／日本の宇宙開発は希望です。暗いニュースが多いですが、JAXA の活躍は日本の誇りです。家族
の話題になり、家族が笑顔になり、日本に誇りを持てる気がしてきます。開発の苦労ははかりしれませんが、これからもがんばってください！！！／６５歳の女性です。中２の夏季作文で「宇宙のはて」を書いた夢
見る少女でした。以来研究者にはなれませんでしたが、教育者として子供達に数学・物理を通して宇宙への興味と可能性を楽しく教えてきました。自分は良い時代に生を受けたと思っています。この先宇宙開発がど
のようになされるのか、考えるとわくわくします。後、２０年は生きたいですね～、それもほんの一瞬ですが。／わずかではありますがプロジェクト成功の為にお役立て下さい！／貧乏ゆえ微々たる寄付で大変申し
訳ありません。私は被災地に住んでいます。あの日を乗り越えるために、初代はやぶさのことを心に思い描いてます。ほんの少しでも、初代はやぶさに対する恩返しとして彼（彼女？）の弟（妹？）の助けになれば幸いです。
／はやぶさの帰還、感動しました。どうして、私たちのお金は、ほんとうに必要なことに使われないのでしょうか。金額が少なくて申し訳ありません。応援していますので頑張ってください。／目が悪くなり、眼鏡
をしてもぼんやりとしか見えない星々そんな星のことを、間近に感じさせてくださる、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の方々大変ありがとうございます。これからもがんばって下さい。／あの「はやぶさ」の中
継や動画には涙が出ました。日本の希望、がんばれ JAXA ！／「はやぶさ」のファンで，「こうのとり」と「飛翔」と「しずく」の名付け親（の一人）です。活躍に期待しています。／「はやぶさ」は日本の誇りです。
すでに運用の終わった衛星たちに感謝。これから運用が始まろうとしている衛星に期待しています。ＪＡＸＡのプロジェクトは日本国民の期待と願いが詰まっています。それにしても、いつも衛星のネーミングが絶
妙ですね。とても愛しいです。これからも応援しています。／はやぶさが持ち帰った希望が次の宇宙開発につながるよう協力させていただきます。／「科学は人を幸せにするためにある」JAXA の技術者の皆様、大
変な苦難の道のりかと思いますが、未来の日本の子供たちのために頑張ってください。世界を変えるのは、いつだって日本なのだから！／新たな小惑星探査に期待しています。／多くはありませんが喜んで寄付させ
ていただきます。やっぱり夢や希望がないとダメっす。面白い開発や発見を期待してます。／頑張ってください／人類の未来に希望が持てますように。／ほんの僅かですがお役に立てれば幸いです。皆さんの研究や
事業を通じて夢を見ることができるのが幸せです。／ほんの少しですが協力させていただきます。／日本人・技術・文化・誇り・・・それぞれの次世代のために「はやぶさ」を必ず旅立たせてください。／ささやか
ながら応援しています。できれば毎月定額で寄付をしたいので、ぜひ Yahoo! ボランティアなどでの寄付受付をご検討ください（もちろん別事業者のサービスでも！）。／期待しております。是非頑張ってください！
／はやぶさ２でまた大きな希望を貰えたら！／これからも頑張ってください！／初めまして。はやぶさ以外の基礎研究も項目にあるので今回はささやかですが分散して寄付をすることにしました（いつかはやぶさだ
けに注目が集まることに危惧を抱いている旨の話を聞いたので）。素晴らしい技術に関して、後進の育成についても頑張っていただきたく思います。／はやぶさは日本の誇りだ！ JAXA 超頑張れ！！！！！！！！！
／わずかな寄付しか出来ませんが、皆の夢をかなえて下さい。／これからも夢を見させて下さい。／二番ではだめなんです！頑張って世界に負けないようにしましょう！ささやかな寄付ですが・・・／宇宙兄弟から
知りました。「夢が夢で終わらないよう実現に向けて」頑張ってください。有人宇宙ロケット頑張ってください。／いつも夢と希望と実益をありがとうございます。これだけでは何もできない額ですが、少しの足し
にでもなれば幸いです。／幼少の頃より宇宙開発には沢山の夢と希望を頂きました。その恩返しというわけではありませんが、（わずかばかりの金額ではありますが）日本の宇宙開発に少しでも役に立てられれば幸
いです。これからも子供達に夢と希望を与えることが出来るチャレンジを期待しています。／わずかではありますが応援させていただきます。はやぶさ２で星の王子様のような企画がありましたら参加したいと思い
ますのでよろしくお願いします／政府が支持しないなら、個人が支持するしかない！はやぶさ 2 応援しています！／がんばれニッポン／二番じゃ駄目なんです。一番じゃなくちゃ！／ Thank U for the earth!!!!!!
／私は建築学生で現在就活中です。宇宙開発は大学に入学してから興味を持ち始めたので専門知識はありませんが、建築の知識を生かしつつ宇宙開発を支えられる仕事を見つけられたら良いなと考えています。少し
ですがぜひ宇宙開発に役に立てて頂きたいです。将来、平野啓一郎さんの「ドーン」のように有人火星探査をする日が来るのを楽しみにしています。／微々たる金額ですが是非はやぶさ２の開発費用に使ってください。
はやぶさの可能性に期待しています！／星が好きで、ときどき夜空の観測会などに参加します。一昨年、種子島の発射場にも行ってきました。今回の寄付募集はよいアイディアだと思いました。応援したい人はたく
さんいると思いますのでもっと広報するとよいと思います。応援する人も応援される人もいっしょに夢と希望を共有できますよね！できれば子供たちもお小遣いで参加できるような仕組みがあればもっとよいと思い
ます。” はやぶさはるかなる帰還” を観たあと、「よく帰ってきた！」と叫んで（小さくですが）しまいました（笑）。映画の中で、町工場が出来てきますが、JAXA さんがそういった技術に感謝していることをＨＰな
どで公開してはどうですか。日本のモノつくり技術の応援にもなるのでは、と思います。最後になりましたが、みなさん、がんばってください！！／成功を祈っています。がんばってください。／宇宙開発を通して、
子供たちに科学技術と自然が共存することの大切さを伝えて頂きたいと思います。／事業仕分けで納得がいかない時も励ましのメールをさせて頂きましたが、ご丁寧なメールを頂きありがとうございました。本当に
少ない金額ですが、ハヤブサ、ロケット開発などお役に立てれば幸いです。ロケットを上げることは青春時代の私の夢でした。原子力発電のような、きな臭い夢ではなく、子供たちがわくわくするような本当の夢を
与えてください。応援しています。／ぜったいに成し遂げてほしい。／いつも感動をありがとうございます。『夢を追いかけ　世界に貢献できる　技術開発に期待します』NASA のように民間レベルまで普及する商
品など沢山作れるといいですね。／最先端の科学を直接支援。米国の様に、直接寄付が出来ないかと思っていましたが実現していただきありがとうございます。この様な寄付が出来るのを待っていました。他国と違
い悪意の無い真に希望が持てる開発は日本だけです。高い矜恃を持って開発していただいている事に感謝です。また、過酷な環境、極限状態での有人宇宙空間活動等では医療への発展にも期待できますので是非積極
的にアピールを。／大きくなったら、ロケットのせっけいをするぞ。よこえいおり (7 さい ) ／失敗を恐れないでください。／日本を弱体化させようという政治家連中に負けないでください。／宇宙開発事業・研究
を応援しています。頑張ってください。／日本の宇宙開発技術は全世界の至宝です。／本当に少しですが、お役にたてたらと思います。微力ながら日本の宇宙開発を応援しております。／ぜひ使ってください。／相
模原市民です。日本の科学技術、安全の発展のために寄附します。／ＪＡＸＡの技術は軍事利用されてない唯一の宇宙技術。こんな世の中でも宇宙への夢を、希望を、これからも僕らに見せてください。微力ながら
僕も協力させていただきます。／この様に、直接応援出来る機会を待っていました！技術立国日本の先駆けとして日本を先導してください！　僅かな金額ですが、応援しています！（宇宙技術者を夢見た、一般人より）
／未来のためにも宇宙開発は必要だと思います。少ない額ですが賛同したいのです。／星の王子さまに会いに行きませんか？というタイトルにひかれて約 9 年近く。あの時寄付をしてもらったプレートは今宝物の一
つです。はやぶさが帰ってきた時涙が出るほどうれしかった。その感謝を込めてもう一度協力したいと思いました。／「はやぶさ２」という夢を宇宙に飛ばしてください応援しています頑張ってください！／応援し
ています。少額ですがお役にたてていただければと思います。／ JAXA は我らがニッポンの誇り。雀の涙ほどですが喜んで協力させて頂きます。／かなり少額ですが寄附します応援してます、頑張って下さい／日本
の将来・夢に役立つ技術開発をお願い致します。／寄付金が各プロジェクトの励みになりますように／先日行われた「きぼう」利用成果シンポジウムに参加したものです。きぼうの研究について詳しく知ることができ、
その成果に驚きました。今までの研究成果が無駄でないことをもっと世界に知らしめてほしいです。日本の技術が発展できるようがんばってください。応援しています。／あきらめない気持ちを持った国民の力を集
めて、ぜひ事業を成功させて下さい。地元から応援しています。／寄付制度ができてうれしいです。微力ですが協力させて頂きます。これからも継続して協力したいと思っていますので日本のためにがんばってください。
応援しています。寄付を行う毎に個人情報の登録をするのは手間がかかるので、できればログイン制も併用して頂けるとうれしいです。／はやぶさが世界をリードする探査機になることを期待しています／はやぶさ
やあかつき、またお茶の間衛星開発 SOMESAT から JAXA の活動に興味を持つようになりました。雀の涙ですがこれからも定期的に寄付させて頂きたいと思います。応援しています！／科学の発展のため微力ですが
お力になればと思い寄付させて頂きます。／少額ですが、事業への支持を表す意味を込めてお送りします。おやつ代にしてください。／はやぶさは感動しました。未来の日本のためにがんばって下さい。有人宇宙飛
行もぜひ実現してほしいです。／応援してます。ほんの少しの協力になりますががんばって下さい (^o^) ／今後も日本の科学技術の発展をお願いいたします。／宇宙航空研究開発の推進は全ての科学技術、そして
日本の発展に繋がると信じています。少額ではありますが、僅かでも貢献できれば幸いです。／私は幼い頃から宇宙にとても興味があり、いつか人類が宇宙の起源や仕組みを解明し、実際に目で見て理解する事が出
来るようになる日が来るのだろうかと夢を描いております。ぜひ日本の持つ素晴らしい知識や技術を駆使して宇宙の謎を解明して頂きたいです。これからも更なるご検討をお祈り致します。／少ない額で申し訳あり
ません。／はやぶさの映画を拝見し、JAXAに改めて注目しました。はやぶさ2の打ち上げはもとより世界をリードする宇宙事業に期待しています。／これからも期待しております。少額ですが寄付させていただきます。
頑張ってください。／効率よい運営を心がけつつ、宇宙科学のフロンティアに果敢に挑戦し続けてください。／寄付ができるシステムを作って下さってありがとうございます。こういう機会が欲しかったです。微々
たる額ですが継続的に応援したいと思います。知人や家族にもぜひ知らせるつもりです。宇宙の研究は皆の夢が詰まっています。これからも頑張って下さい。／はやぶさ 2、頑張ってください。応援しています！／
微力ながら応援！／ＪＡＸＡの皆さん、夢を託します。いつも応援しています。そして今がチャンスだと思います。／日本の世界最先端技術の集約が宇宙開発だと思っています。「はやぶさ２」が、また成功することによっ
て、日本人が（日本の産業が）未来に進むべき道を示せるのではないかと思います。貧乏なので、とりあえず最低限の寄付をさせていただきましたが、今回だけでなく、できる限りのことをさせていただければと考
えています。「はやぶさ２」は、さくっと成功してみてもいいかもしれませんね。／夢のある事業を子供達に残してください。応援しています。／長期にわたって応援していきたいとのメッセージを込めて、寄付さ
せていただきます。今後のご活躍を楽しみにしています。／基礎研究には予算が付きにくいので大変だと思います。「未来への投資である」ということを理解される方が少ないですよね。しっかり頑張ってください！！
／宇宙航空の研究に微力ながらお手伝いできて嬉しく思います。／直接研究やプロジェクトに対して応援する方法はないものかと思っておりましたが、こういった形で小額ではありますが寄付ができて嬉しく思いま
す。特に今後の予算確保を考えると教育に力を入れるべきだと思います。政治家や財務省などはリテラシーが低いと思いますので、すそ野を広げることは重要と思います。すばらしい成果を期待しております。／宇
宙ファン歴２年と浅いです。他のファンの方と比べるとまだまだとは思いますが JAXA を応援する気持ちは深いと思います。初詣で JAXA のミッションがすべてうまく行きますようにとお祈りしたくらいなので…。
応援する思いが目に見える形で、このように参加できるようになって本当に良かったと思います。これからも応援し続けます、頑張って下さい。／失敗を恐れないで。マスコミはともかく、一般の多くの人は、未知
への挑戦は、難しいことだと承知しています。われわれは、どんな失敗でも受け入れます。ただし、おなじ失敗はせいぜい 2 度までにしてね。(^^;) ／はやぶさ 2ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ絶対成功させてください｡探査機の名前は
宇宙戦艦ﾔﾏﾄがいいですね｡／やっと寄付を受け付けて頂けるようになり、良かったと思う反面、それだけ様々な部分で厳しくなってきてるのかなと不安にもなります。技術的な障害以外の部分が、今回の寄付開始で
少しでも軽減されれば、と思います。今後も皆様の活躍を心よりお祈り申し上げます。／応援しています！　たくさん寄付金が集まりますように！／古い人間の考えですが、我が国の未来と世界での位置の向上が国
民としての義務と考えています。／日本の宇宙科学発展のために頑張って下さい。宇宙事業は私の希望の光です。特に有人宇宙船／有人打上げロケットを期待しています。日の丸ロケットで日本人が宇宙に飛び立つ
さまをみたいです。その後できれば月にまでいって欲しい。笑／宇宙に対する探究心を今の子供達が今以上に持つことが出来る仕組み、取り組みを広げていってほしいと思います。世界トップレベルの宇宙技術を持ち、
宇宙を近い存在として身近に（日本で）感じることが出来れば、私もまた子供達に宇宙について色々話をしていきたいと思っています。資金がないからとか、そういう理由で技術が廃れるのは悲しく思い、わずかで
すが寄付をさせていただきます。／宇宙に関しては幼少の頃から興味があります。夢は追い続けたいと思っていますし、夢のある事業を今後も展開してください。寄付の額は少ないのですが今後見守っていきます。
／がんばってください／航空宇宙開発は、総合技術の復号技術と考えます。国産技術を育み、世界をリードして下さい。今後の発展に期待しております。／これからも夢を見させていただけるものと期待しています。
頑張ってください！／はやぶさ２の国からの予算削減が有りましたが、ねばり強く活動して頂き、当初予定どうりの計画を実行して行くように応援いたします。「がんばれ　はやぶさⅡ」／今でも宇宙に行きたい、
命を賭けても行きたいと思ってますが、そんな道とは違う人生を歩んでいます。でもこんな形で協力できて嬉しいです。私が生きてる間に、飛行機くらいの値段で宇宙に行けるようにしてください。今私不惑です。
その割りに小額ですが、ぜひお使いください。／夢のある計画、はやぶさ 2 に期待しています。／とにかく応援しています。1 か 0 の世界です。頑張って下さい。／わずかな金額ですが応援します。／私からの寄付
金は本当に微々たるものですが、少しでも気持ちを伝えたいと思い、少ないながら寄付させていただきました。莫大な予算や高度な技術が必要だと思いますが、日本の技術力なら必ず成し遂げられると信じています。
諦めず頑張ってください！応援しています！！／私は、ほんの少しの積み上げが、いつかきっと大きな差を生むと信じています。だから今、私の宇宙への想いを「ほんの少し」でも、皆さんへ届けます。応援しています！！
／応援しています。頑張ってください。「宇宙兄弟」のような漫画の帯や後書きなどに提携してこちらの寄付ＵＲＬなどを書いてもらうと多くの募金が集まると思います。恐らく新聞メディア等をタイミング良く知っ
た方は今回来れても、宇宙兄弟のような宇宙に関わる漫画などを通じて宇宙に興味を持った方はこちらの寄付先を知れません。きっと知ったら募金をしたくなる人たちは多いと思います。宇宙という未知の世界を切
り開いていく事に期待して、報道される情報を待っています。／がんばれ～！／相模原市民としても応援しています！／是非、はやぶさ２計画を実現し、前回のはやぶさのような夢や感動を我々にもう一度与えて下
さい！／期待してます。／惑星探査、月面開発、ISS、人工衛星打ち上げ、日本がすべてを進めるのは難しいと思う。個人的には月からは撤退、ISS はＥＵと合同でしたほうがいいと思う。日本は技術があるのにもっ
たいないが、現在の経済情勢は厳しいと思う。／はやぶさの話は感動しました。H2B や野心的な衛星の数々、諦めない姿勢など、日本の誇りだと思います。これからもがんばってください。／私自身、小学生の頃に
理科や宇宙に興味を持って、大学時代には理論物理を専攻していました。社会人になり、「はやぶさ」を見て、また物理への情熱を掻き立ててもらいました。JAXA の事業が、子供の自然への好奇心を掻き立て、日本
の航空宇宙技術を発展させ、人類の自然観をより豊かにすることを願っています。／少ないですが、日本の将来と希望、願いを金銭に込めて贈ります。／一技術者として、夢と希望のある未来のために、宇宙技術の
大いなる発展を願っています。／個人が夢を託す先としてこういう寄付の口が用意されているのは嬉しいことです。本当は税金が適切に運用された結果、必要な予算が入ると良いのですが。／私は小さい時から天文
学が好きで、今回このような形で JAXA に協力出来ることをうれしく思います。私が小さい時には、NASA のボイジャー 1 号、2 号が相次いで木星、土星に接近しており、非常に興奮しながら TV を見ていました。
そのような事なので、NASA のボイジャー 1 号、2 号には強い思い入れがあります。JAXA もこのような人々の心に残るような探査機（はやぶさがそうでしたが）を打ち上げて、ぜひ成功させてください。それでは
研究をがんばってください。／科学技術の重要性を理解しない心ない人々や政治家に負けずにがんばってください。／この国には大変優れた宇宙技術があるのに、多くの国民にそれほど知られていないのが現状だと
思います。この技術力はすばらしい宝なのに、なんて勿体ないことなのでしょうか･･･。微力ながら応援しております。 これからの日本のためにもがんばってください！！／はやぶさ感動しました。ぜひはやぶさ２
も成功させて、日本を元気にしてください。応援しています。／技術立国日本の未来の可能性を開くために、国の予算が期待できないなら、事業活動に賛同する国民から直接寄付を受けるのも一つの道だと思います。
少しではありますが役立ててください。／本当は、はやぶさ２だけでなく、その他の事業にも寄付したいのですが、少なくてすいません。はやぶさ２は打ち上げの期限が迫っていることから、最優先で取り組んでい
ただきたいです。夢も希望もない昨今、未知の世界に挑む心躍る事業には頑張ってほしいです。／日本の「夢」です。ぜひ、頑張ってください。／「はやぶさ」でＪＡＸＡのことを知りました。動画サイトでいろいろ見て回っ
て、はやぶさが地球に帰ってきたときの映像を見て涙がこぼれました。宇宙に関する知識も何もない一般人ですが、本当に感動しました。はやぶさは日本の誇りそのものです。これからも応援しています。たいした
金額ではありませんが、寄付させてください。川口教授が仰っていた、はやぶさの願いをかなえてあげてください。／人財の海外流出を防止するため、人にしっかりお金をかけてください。／微弱ながらご支援させ
ていただきます。これからの時代、宇宙科学の推進は日本国にとって必要不可欠な要素だとおもっております。技術立国としてこれからも色々と困難なことはあるかと思いますがぜひともがんばって頂きたい。応援
しています！！／日本の技術力は世界一だということを証明してください。中国、北朝鮮、南朝鮮などの反日の国家に対して技術流出の無いようにお願いします。／昔子供向け科学雑誌で見たような、先進的な航空
機が空を飛び、宇宙の姿をとらえるためにロケットが打ち上げられ探査機が毎月のように新しいデータを紙面に載せる。そんな光景を夢見ています。／ま、俺に出来るのはこれぐらい。 ／種子島宇宙センターからの
打ち上げを土日にして欲しい／「はやぶさ２」の一日も早い打ち上げを願っています。インターネットによる寄附受付、画期的です！ JAXA を応援させて頂きます。／私はたまたまヤフーニュースで知りましたが、
世間では寄付したい方がたくさんいると思います。ＴＶを使った情報公開（寄付募集）をもっと大々的にされるべきだと思います。ＪＡＸＡ関係者の方々のこれからのご活躍に期待しております！！／はやぶさが旅を
していた期間は、ドキドキしたりハラハラしたり楽しい時を過ごしていました。はやぶさ２も失敗や困難を恐れず、プロジェクトが進むように微力ながら応安したいです。／少ないですが使って下さい。皆さんの活
動を陰ながら応援しております。頑張って下さい。／ JAXA 独自の技術開発、お願いします！／はやぶさ２の打ち上げを心よりお待ちしています！／長年に渡る粘り強い研究の結果が世界に誇れるものであるにも関
わらず近年の予算的措置があまりにも厳しい状況を目前にして一人の技術者として苦悩しておりました。今回この様な寄付を受け付けて頂ける機会を設けて頂きありがとうございます。微力ではございますが、皆様
のお役に立てるようであれば幸いでございます／世界で唯一平和利用を目的に発展してきた日本の宇宙開発が、今後も日本人に夢を与え続け、そして人類に貢献することを祈っております。／少ない予算で大きな成
果を出している JAXA の皆様にわずかですかではありますが寄付させて頂きます。研究がんばってください！／せっかくのはやぶさでの成功を無駄にしないためにも、ぜひはやぶさ２のプロジェクトを実現させて欲
しいです。／将来的にはスペースプレーンへの研究開発へも積極的に取り組んで欲しいのですが、当面は「はやぶさ２」と「航空技術研究」に興味があります。陰ながら応援をしております。／ほんの僅かですがこ
れからもコツコツと寄付していきたいです。はやぶさ 2 では栄光のはやぶさチームにあって、最後の最後まで報われなかったプロジェクタイルチームとミネルバチームにぜひともリベンジを果たしていただきたい！
／はやぶさの偉業に深い感銘を受けました。分野は違いますが同じ技術者として尊敬します。長期的計画が立てられない国に代わって、ささやかながら支援させてください。／日本と世界と人類に明るい未来をもた
らしてくれることを期待しています。／はさぶさには感動しました。あと超音速旅客機にも興味があります。いつかだれもが宇宙にいけるようになり、また気軽に世界が旅できる世の中が来ることを願って、今後の
研究開発の推進を期待します！／　今までは応援しか出来ませんでしたが、これからは金額として支援できる事を、気持ちを形に変えてお届けできる事を嬉しく思います。　低所得ゆえに金額は少ないですが、微弱
ながらも支援させていただきます。　これからもがんばってください、応援しています。／ JAXA で宇宙に挑戦しているすべての人々に尊敬と憧れをこめて。／これからも空に挑み、宇宙を拓いて下さい！／応援し
ています。／「その他…」は RVT やスクラムジェットエンジン開発など、宇宙往還機の研究開発に当ててほしいです（あまり表に出てませんが、応援しています）。イプシロンロケットに比重が多いのは、ペンシルロケッ
トからの歴史を止めてほしくないからです。オンスケジュールに開発が完了し、その先（Ｈ－Ⅲや次々期固体ロケット）の開発につながるよう応援させていただきます。／「知らないものを知る」って大事だと思います。
研究されている方々の努力の結果を、一般の私達も「見知らないものを知る事ができる」ワクワクどきどきをとして分らないなりにですが共有させていただいております。地道なところからコツコツと積上げいずれ
大きな花と成りますよう、微力ながら応援させていただきます。／はやぶさ２の打ち上げは現地でみたいと思っています。まだ遠いカウントダウンを今から楽しみにしています。／宇宙をもっと身近に感じたい！／
最近は技術立国の日本としては寂しい話ばかりが聞こえてくるので是非とも明るい話を宇宙から届けて下さい。／日本の航空宇宙分野の発展に、微力ながら役立てられることに感謝します。／もっと多くの世界の人
に広く寄付を実施していることを告知してほしい／はやぶさ帰還の件で非常に心から熱いものがこみ上げてくる感がありました。その後、事業仕分け等の話を聞き、非常に心苦しく感じておりましたが、募金の噂を
インターネット上で見かけ、ほんの僅かでも足しになればと思い、この度募金させて頂きます。大変些少ではありますが、何かのお役に立てれば幸いです。／私自身が貴機構の活動に携わりたかった夢があり、貴機
構の活動の些少なりとも力になれればと思い参加いたしましたので、益々のご活躍に期待いたします。／こころに、はやぶさの存在があります。今後のために少しでも、ちからになれたら幸いです。／日本の宇宙技
術向上に頑張って下さい。夢のない国会議員が何を言おうが、後ろには夢を持った国民がついています。／果たしえなかった過去の夢、未来への遍く希望、万感の想いを込め応援しています。／今月もかなり少額で
すが寄附します。応援してます頑張って下さい／少なくて申し訳ないですが、子供たちに夢や希望を与えて下さい／今こそ日本には明るい話題、前に進んでいく力が必要です。また、はやぶさで培われた数々の新技
術やデータを、このまま絶やしては絶対にいけないと思います。金額は少ないですが、寄付させていただきます。がんばれJAXA！！／ずっと応援しています。／今後も、各事業で活躍される事を、心より願っております。
格好いいところ、期待していますよ！／応援しています。夢をお願いします！／はやぶさ 2 をはじめとする宇宙開発　がんばってください！／はやぶさの素晴らしい技術・成果に感動しました。本来なら国を挙げて
快哉を叫ぶほどの快挙です。日本の未来のために、もっと国からの予算を増やしてほしい。現行政府ではまず無理でしょうが、どうかあきらめないでください。みなさまの努力を知っている国民がたくさんいます。
これからの活躍を期待して見守っています。応援のメッセージとして、少額ですが寄付させていただきました。／ニコニコ動画から「はやぶさ」の支援動画を見てきました。逆境に負けず未来の為頑張ってください！
／本日、川口淳一郎さんの講演を拝聴させて頂きました。微力ながらＪＡＸＡの事業を応援したいと思いました。／日本の誇りのためにも、日本の技術者がどんなにすばらしいかをアピールするためにも頑張ってく
ださい！応援してます！！／はやぶさ帰還２周年を記念してまた寄付させていただきます。かつて川口教授がおっしゃった「華やかな宇宙開発ばかり注目されるが、科学は全て平等に価値がある」というお言葉通り、
今回は全部門同額で。／雀の涙・・・にもならないでしょうが、期待を込めている以上は参加しないといけないと感じました。寄付を受け付けてもらえるようになったのは大きな事ですね。きっかけの一端になった
かもしれない「スペースサイエンスワールド in とっとり」にも参加させて頂いたので、嬉しい限りです。／ 5 月 20 日に岩手県花巻市で開催された川口純一郎教授の講演会に行ってきましたまさか、私の住んでいる
市内に川口教授がいらっしゃるとは思わなかったので本当に感激しました。「はやぶさ2」が1999JU3(淳さん)に行けるように、かなり少額ですが今月も寄附します。体に気をつけて頑張って下さい。／　少年時代から，
星（天文）やＳＦ（の科学技術）などに強いあこがれを抱いてきました。　私にとってこれらは学問などではなく，夢であり浪漫です。この思いは今も変わりません。これからも私たちの希望の担い手であり続けて下さい。
／はやぶさ２楽しみにしております。そしてはやぶさ２の成功を祈っています☆少ないお金ですが、はやぶさ２の何かしらの一部となってくれると思うと嬉しいです♪／イトカワに続け、、、！／　日本の宇宙開発に
はいつも元気を貰っているので、毎月寄付できませんが、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。　応援しております、がんばってください。／いつも応援しています。将来は、私も宇宙開発に携わりたいです。
／山本信孝（小４）です！はやぶさ 2 号を応援しています！！／応援してます。これからもがんばってください。／他国の宇宙開発に比べ、低予算で少人数で大きな成果を上げていると感じます。はやぶさに代表さ
れるような、宇宙科学分野での研究成果や低予算でより多くの科学衛星が打ち上げられるイプシロンロケット、将来への夢を感じる有人宇宙船など、どれも、ワクワクする話であり夢を感じます。頑張ってください。
本来であれば、政府がもっと予算を裂くべきと感じています。金額少なくて申し訳ないですが寄付金活用ください。／今月もかなり少額ですが寄附します。そして、「しずく」のA-train投入成功おめでとうございます。「し
ずく」はこれからの日本に間違えなく必要な衛星だと思ってます「ひまわり」や「みちびき」や「きずな」や「きく 8 号」達他の衛星も人間の生活にはなくてはならないものですしね。3.11 の大震災の観測を最後
にその任務を終えた「だいち」の後継機が一日も早く打ち上げられる日が来る事を祈っています／星出さんの ISS 到着、「こうのとり」3 号機の打ち上げ成功＆ISS とのドッキング成功おめでとうございます。今月
も僅かですが寄附します。頑張って下さい。／金額少なくてすみません／未来を見せて下さい／『ぼくがHTVです』買いました「こうのとり」が大気圏に突入する86～90ページを読んで泣きました。「こうのとり写真集」
も青い地球をバックに金色に輝く「こうのとり」が美しく「こうのとり解説」を読んで、今まで知らなかった「こうのとり」についての知識を得ることができて嬉しかったです。今月もかなり少額ですが寄附します。
お役に立てて下さい。／日本の未来の為にも宇宙開発事業は、非常に重要なことと思います子供たちの希望、未来の為にも少額ですが寄付をします。／　今朝交通事故に巻き込まれ、体は無事でしたが車は工場行き。
　しかし何故か今日はクジ運がむちゃくちゃ良い……当たりが大きい日なのか！？　と言う訳で年に数回の寄付にやってきました、この幸運、宇宙機達にも届け！／「イカロス」の復活＆HTV「こうのとり」3 号機
の全ミッション終了おめでとございます。「イカロス」はずっと音沙汰なしだったので、正直目覚めないのかと思っていましたが、イカロス君ツイッターに久しぶりのツイートがあり、「イカロス」が目覚めたというニュー
スを聞いた時は感動と興奮で涙が出ました。そして、「こうのとり」3 号機が大気圏で燃えている写真を見た時、各種ロボットアニメで見た大気圏突入の映像を現実に見ることができるようになったんだなぁと感じ
ました。今月もかなり少額ですが寄附しますこれからも、子供たちや昔子供だった大人たちに大きな夢と希望を与え続けて下さい。／今、科学について、原発事故でイメージが悪くなっています。しかし、未知への
挑戦は人間の本能だと思います。宇宙は人類にとってニューフロンティア。国際宇宙ステーションに日本人宇宙飛行士が行って、八神純子さんの歌の Mr. ブルー私の地球をかけてほしい。少額ですみません。／微々
たる額ですみませんがお役立て頂ければ幸いです。ＪＡＸＡさんのますますのご発展をお祈りいたしております。一般人の私は目先の生活の事でいっぱいいっぱいなのですが、数年～数十年単位のプロジェクトに思
いを馳せ、未来への勇気を頂いております。初代はやぶさの際にはプレートを頂き、素敵な記念となっています。記念品を配るのはコストや手間がかかるかと思いますが、ぜひ再考頂けたらと願っております。／今
後の発展に期待しています。／日本の将来を語る時に、必ず上がるのが航空宇宙技術開発です。事業仕分けなど、天文学的な債務に右往左往する日本国・日本人ですが、未来に対しての取り組み無くして未来は語れ
ません。日本の航空宇宙開発実績、世界一を目指して下さい。世界の常識に照らし合わせれば、二位ではビジネスチャンスなぞありえません！／月のうさぎ模様が隕石の衝突跡だという事が「かぐや」のデータと月
の石の成分から判明したとか・・・あれだけ巨大な跡を残す隕石の大きさがどれだけのものだったか考えるだけでワクワクしますこれからも、ワクワクする宇宙の最新情報を楽しみにしてます。今月もかなり少額で
すが寄附します。役立てて下さい。／人類、地球上の生命の発展に宇宙開発は欠かせないものだと感じています。御社にははやぶさ等日本がリードできる部分で特に、世界の宇宙開発に貢献していただきたいです。また、
税金をかけてまでする必要のあることだと、多くの国民に共感していただくためにも、SNS を積極的に活用するなど、広報活動にもより力をいれていただきたく存じます。皆様の更なるご活躍を期待しております。
／夢を追って、夢を実現させてください／「イカロス」＆「DCAM1」「DCAM2」のギネス認定おめでとうございます。「はやぶさ」に続いて2機目のギネス認定、凄いです。今月もかなり少額ですが寄附します。役立て下さい。
／はやぶさで宇宙に興味を持ちました。教育現場でもいろいろな場面でＨＰなどを利用して活用させていただいています。少額ですが何かの役に立てたらと思っています。これからもがんばってください。／明けま
しておめでとうございます。ついに「はやぶさ 2」の実機が公開されましたね今回も「はやぶさ」の時のようなターゲットマーカーに名前を乗せるキャンペーンをやって欲しいです。初代「はやぶさ」の時も「あかつき」
の時もキャンペーンの事を知らず機会を逃してしまったので今度こそ参加したいと思ってます。今月もかなり少額ですが寄附します。役立てて下さい。／本当は全てに寄付したいのですが、一度には無理なので、少
しずつ行い続けたいと思います。／初代はやぶさの意志を継承することに、少しでも役立てることができればと思い寄付させて頂くことにしました。／イカロスプロジェクト、私が宇宙好きになるきっかけでした。
できるかぎり続けてほしいと思います。／神奈川県伊勢原市の科学館で上映していた「はやぶさ」のプラネタリウムに心を打たれて息子の名前を「隼土」とつけました。どんな苦難にも負けずに自分の目標に向かっ
て進み、やり抜く、そんな願をかけています。「はやぶさ２」もやり抜いて帰ってくると楽しみにしています。／あきらめないでがんばってください。／他国に負けない宇宙開発をこれからも続けてください。いつ
も応援しています。／HｰⅡAロケット打ち上げ成功おめでとうございます。今月もかなり少額ですが寄附します。役立てて下さい。／はやぶさ・イカロス両プロジェクトチームの解散についてのお知らせを読みました。
チームの皆様のご尽力と功績にあらためて敬意を表すると共に両プロジェクトに続く宇宙事業の発展を心より願っております。わずかでもお役に立てれば幸いです。／必ず戻ってらっしゃい。いってらっしゃい～／
よい旅を。ご安全に！／「はやぶさ」・「イカロス」両プロジェクトチームの解散を知り、今までの感謝とこれからの更なる活躍に少しでもお手伝い出来ればと本当にささやかですが、寄附させて頂きます。プロジェ
クトチームの方々、有難う御座いました。これからも想いが形になっていく姿を見守らせて頂きます。／少年のころ、私はロケット少年でした。紙でロケットの模型を作っては飾り、マッチの火薬とアルミ箔で小さ
なロケットを作って遊び、フォンブラウンに憧れ、いつかロケット技術者になりたいと思っておりました。今その夢は実現しましませんでしたが今日本国内にいるであろう無数のロケット少年が憧れる、夢が叶えた
時活躍する場を応援することはできます。小額ではありますがお役に立てることができれば幸いです。／今月も少額ですが寄附します。役立てて下さい。　 ／幼少時から憧れていた宇宙事業。今となってはその職
に就くことは難しいですけど、こうやって寄付を介して関わることができることに喜びを感じています。そして、数々の偉業を成し遂げてきたJAXA事業に、日本人として誇りに思います。これからも応援しています！
頑張って下さい！／宇宙の研究は絶対に必要なことだと思います。これまで培ってこられた技術を途切れさせることなく続けて下さい。応援しています。／宇宙への夢をはやぶさ２に托します。成功を祈ります！／
宇宙航空研究開発の方々の「はやぶさ初号機」と向き合った姿勢、諦めない心に感動しました。ラジオで「はやぶさ２」が小惑星に降り立つ計画を聞き、調べ、胸膨らませて申込ました。希望有る「はやぶさ２」を
孫達と一緒に成功を祈ります。／　鮨右衛門観月会のメンバーは、日々星を楽しく見ながら、わきあいあいと神秘の宇宙に感動しています。　今回、未知の世界の小惑星に「はやぶさ２」が挑み、サンプルを持って
帰る偉業にわくわくしながら、メンバーで参加できることを嬉しく思います。必ず帰ってきてください。／子供たちに夢と希望を与え続けてください！／ささやかですが、お役に立てればと思っています。／私は雪
中華 ( セッチュウカ ) という随筆集 (@300 円 ) を発刊し、その収益金を寄付しています。今回、その一部を寄付するものであります。／今回、キャンペーンサイトから初めてこうした寄付があるのを知りました。
一般の人間がこうして参加できることがあってうれしいです。／日本の老若男女皆に、前進を続けることの素晴らしさを伝えよ！／子供と一緒にワクワクしながら応援しています！／宇宙開発は人類の希望です。頑
張ってください。／はやぶさ２ではイオンエンジンのクロス運転を想定して、正式にダイオードを組み込むのですか ? ご健闘を心よりお祈りするとともに、チーム各位のご幸運をお祈りします。／これからもドキド
キわくわくする活躍を期待しています。あと宇宙に行ってみたいので，一般人でも宇宙に行ける宇宙船の開発もお願いします。／ＪＡＸＡは、日本人の誇りです。これからも、ワクワクさせてください。／未来への
大きな希望と日本人の無限の可能性への挑戦及び人類の繁栄への大きな事業です。前回のはやぶさの偉業に感動しました。はやぶさ２でも万全の準備と自信を持って挑み、決して諦める事無く頑張って下さい。／前
回の「はやぶさ」も打ち上げられてから、メール配信やJAXAサイトの情報、キッズサイトの「はやぶさ物語」など、その時々を楽しみに拝見させて戴きました。「はやぶさ」からの通信復活や劇的な帰還の感動は勿論ですが、
日本の技術力の高さやチームワークの良さ、そして JAXA の皆様の情熱の深さに大変感激致しました。以前、開館していました東京駅横のオアゾ内の JAXA 展示館はビデオやイベントもり東京でも見学が出来て、と
ても嬉しかったです。しかし、閉館になってしまい残念でなりません。世界に誇る日本の JAXA ですから、是非また東京でも開館してほしいです。今、日本の小さな列島では戦争はありませんが、震災や原発、気象
変動の災害など北から南まで次から次と大変悲しいことがおきています。その中で、JAXA の明るいニュースは、ほっと一息、心に光をあててくれます。「はやぶさ２」の打ち上げも、私たちに夢や希望や勇気を与え
てくれます。日本の宇宙開発は世界の中でも唯一、軍事目的ではないと聞いています。夢を叶えながら、希望のある平和な世界を築いていかれますようお祈りしています。そして、日本をリードしていって戴けたら
嬉しいです。いつも応援しています。ささやかですが寄付金をお贈りいたします。JAXAの皆々様の益々のご健勝ご活躍ご発展をお祈り致します。／イプシロンの打ち上げは楽しませてもらいました。もっと早く、もっ
と遠くへ。もっと宇宙に近づきたいです。／私ははやぶさの帰還やイプシロンの打ち上げを見てとてもあたたかいものを感じます。古来より日本人は命ないものにさえ命を見出してきました。はやぶさやイプシロン
は無機質なものであって無機質なものではありません。関係した方々の努力苦悩熱い思いが込められて命あるもののようになるのだと思います。そして日本人の感性がそれを捉えて感動するのだと思います。これか
らもご苦労はおありだと思いますが頑張ってください。応援しています。／はやぶさの帰還、イプシロンの打ち上げを見てすごくわくわくしました。自分には出来ない大きな夢と未来に投資することで、ほんの少し
ですがわくわく感を分けていただきたいと思っています。想像できない努力と情熱の結晶が形になってからしか理解できない自分ですが、これからのご活躍を楽しみにしています。／日本が培ってきた素晴らしい技
術をこれからもどうか守って、高めてください！厳しい時代ではありますがずっと応援しています。はやぶさ２は当然ながらイカロス後継機も期待しています。あかつきも無事金星に辿りつき仕事ができますように！
／ 2014 年打ち上げのはやぶさ２も近づいてきましたね！ 2020 年には、東京オリンピックもあり、何だか運命的な重なりを感じます。年老いた親もはやぶさ２カプセルの名前が戻ってくるのが楽しみに感じており、
生きがいになっています。また、一技術者としては、偉そうなことは言えませんが、面白さ・ワクワク感を忘れずに進んでください。全てが成果です。／ＪＡＸＡは日本の希望です。応援しています。／はやぶさ 2
の成功を祈ります／感動をありがとう。Ⅱも期待しています。／予算の少ないなか、大変だと思いますが応援しています。どうか頑張ってください。／宇宙への素朴な夢を　いつまでも　見させて下さい！／夢をあ
りがとう。僕の心も宇宙に連れて行ってください。ガンバレー。／ガンバレ！はやぶさ２／はやぶさ２で、新しい未来を切り拓いてください。／人類の未来と勇気、希望をのせて。成功を祈念しております！／我々
は何処から来て何処へ行くのか・・。空を見上げるのが、「好き」です。／少ないですが、何かの役に立てていただけると幸いです。日本の底力とみんなの夢を見せてください！／今後日本による太陽系の探査を進
めていくためにも 2014 年のはやぶさ２の打ち上げを確実に実施し、小惑星探査により地球の構造や地球の生命の起源について解明が進む事を期待しています。打ち上げ前から予算的問題により「はやぶさ」以上に
危機的状況が続きましたが、はやぶさ２では打ち上げ後に大きな問題なく航海をして帰ってきて欲しいと思います。／技術屋の一人として勝手に応援しています。どんどん進んでください。／人類の未来への 1 歩を
託します。／はやぶさの活躍に感動しました！はやぶさ 2 にも期待してます！！／はやぶさのことは帰還数か月前に知りました。もっと前に知っていれば寄付も応援もできたのにと悔しい思いをしました。はやぶさ
２はまだこれからです。間に合ってよかった！本当にわずかな金額で申し訳ないのですが、はやぶさ２チームの皆さんのお力になれば幸いです。がんばってください。応援しています。／私が子供のころに見知った
宇宙の不思議が日々解き明かされ同時にまた新たな不思議が見つかっていることにいつもわくわくしています。JAXA の皆さんの力をお借りして私も宇宙の不思議に迫ることができます。これからも皆さんの活躍を
応援させていただきます。／私が運営する公文教室には、はやぶさのファンの子供たちがたくさんいます。どの子も、はやぶさ２を応援しています。実用ばかりではなく、このような前人未踏の挑戦を、どうぞこれ
からも続けてください。日本の学校教育の中で、文系と理系に分けられてしまう子供たちですが、そんなつまらない枠組みにとらわれない若者をたくさん育てていくつもりで、目の前のひとりひとりと向き合ってお
ります。はやぶさ２のメンバーのみなさま、ご健康にお気をつけて。／本日新聞でＨ３ロケット開発を知りました。はやぶさ２の成功を心より祈ります。／今日わ先日は送金、メッセージメールにもトラブル発生で
御迷惑をおかけして申し訳ありません。わざわざお電話迄頂きありがとうございます。私、和田は寄附の送金をこれだけきちんとされているとは考えていませんでした。以後気をつけます。はやぶさ２君、先日何か
で見ました。寄附金の 1 千万円…でカメラを新設したことを。良く見える様になりましたか。たくさんの物を見て来て下さいネ。／はやぶさ 2 の航海の無事を願っています。／これからも夢と希望と感動を届けてく
ださい。応援しています。／ JAXA の予算削減のニュースを目にすると残念です。今日も宇宙科学予算削減のニュースが出ていましたが、将来への影響も考えてもっと長期的な視点で考えて欲しいです。厳しい時代
だからこそ、こういう夢が必要です。／３年前、はやぶさの帰還に大きな感動と勇気、それに小さな人生の転機を頂きました。我が国の宇宙開発の、とりわけはやぶさ後継機となるはやぶさ２の成功を祈願し、わず
かですが応援させて下さい。／はやぶさの旅を無駄にしないために。彼の後に続く者たちのために。毎年この日には微力ながら協力させていただきます。／乗船希望です！ﾉｼ／「はやぶさ2」の成功をお祈りしています。
／６月１３日に想いを込めて、わずかながら寄付させていただきます。来年の「はやぶさ２」打ち上げ、楽しみにしています。／時々 JAXA のサイトにアクセスしています。宇宙全般が大好きなので、どの項目も楽
しく見させて頂いています。さて、今回は “はやぶさ２” の項目などを読んでいた際、「偶然に寄付欄」に気付きました。なかなか JAXA の施設へは行くことが出来ませんので、インターネットでの寄付をすること
にしました。微々たる金額ですが。　それにしても「寄付したい人」はもっとたくさんいると思いますよ！ JAXA が寄付を大々的に宣伝するのは難しいと思いますから、「あなたから誰かへ伝えましょうキャンペーン」
を提案します。ブログでもいいし、口コミでもいいということで、とにかく最低１人には情報を伝えることが重要だと思います。当方も姪っこに知らせます！／利益に直結しにくい学術研究は予算も厳しいかと思わ
れます。しかしながら必要な研究であり、夢であり希望でもあります。プロジェクトの成功をお祈りいたします。／はやぶさ２の活躍を期待しております。／中々成果が現れない現状ですが、はやぶさ帰還をリアル
タイムで味わっていたあの時の感動は忘れることはありません。息の長い活動を期待しています。／継続は力なり。応援したいと思います。／小惑星探査機はやぶさの帰還で、日本が宇宙の探査と開発で、独自かつ
先進的な取り組みをしていることを知りました。これは国民としての誇りです。また、希望と勇気を与えるものです。ぜひ、がんばってください。応援する心をいささか形に変えて、寄付をさせていただきます。／
子供達が目を輝かすイベント等をもっともっと開催して下さい。そしてその活動をもっともっと周知して下さい。本業が恐ろしく大変なのはわかっておりますが、子供達は宝です。よろしくお願い申し上げます。／
JAXA の事業に子供の頃からの夢をのせて、微力ながら寄付金という形で応援を続けていきたいと思います。共に歩んで行きたいとおもいます。／プロジェクトについての講演を聴きました。はやぶさ１に引き続き、
はやぶさ２ミッションを応援しています！／はやぶさ 2 ！応援しております。はやぶさ 2 も小惑星探査、と言えば JAXA ！と世界のみんなに言われるような立派な探査機になって欲しいと思います。事故なくトラブ
ルなく小惑星を探査して地球に戻ってきて、そして新たな探査に出発する、そういうミッションを期待しております。／夢と感動をくれた「はやぶさ」。そのあとを継ぐ「はやぶさ２」が思う存分羽ばたいていけるよう、
微力ながら協力したいと思います。がんばって！はやぶさ２とスタッフの皆さん！／ロケット打ち上げやドッキングの生中継など、一喜一憂して楽しませていただいてます。なりきりツイッターもとても面白いですね。
今後も期待しております。／はやぶさの命のリレーは続いていると信じます。はやぶさまでの命のリレーも、これからも。スタッフの皆様も当然信じて続けられていることと思います。どうか、途絶えさせないで下さい。
／日本、そして世界の宇宙科学の発展の為、これからも頑張って下さい。／私も機械関係の研究開発に従事しており、はやぶさの帰還とその成果には大変感動し、またとても励まされました。後に続く日本の技術者
にもあの時の感触が伝わり自己の成長につながる事を願い、わずかばかりではありますが寄付させて頂きます。／日本人として誇らしいです。これからもがんばってください。／勇気と希望を、これからも与え続け
て下さい。／はやぶさ２の成功を祈っています！／はやぶさの初号機が７年の旅を終えて、ウーメラ砂漠の満天の星空を燃えつきながら帰還した時、言いようのない感動を覚えました。その姿はただの機械には思え
なかった。何に対して、なのかはわからないけれど「大丈夫だよ。頑張れ。」と励まされているような気がしました。もともと星空を眺めるのは好きでしたが、宇宙開発にはこんな感動もあるんだな、と実感した瞬間でした。
今の世の中、近隣諸国との不和、景気の低迷など、閉塞感とあきらめムードに満ちていますが、広大な宇宙に思いを馳せて、生命の起源や未来のあり方について挑戦し続けることも必要だと思います。微力ながら皆
様のお手伝いができれば幸いです。／私は、日本電波工業の社友です。相模原市にある新田稲荷神社〈呼ばわり山〉の役員をしております。はやぶさ２が、迷子になることなく無事帰還する事を祈願します。／そこ
にあるから宇宙に行く。応援してます。／成功を祈っています。／頑張れ JAXA! 日本の底力を世界に示して下さい！／これからも日本の科学技術、ものづくり技術を集約する機関として頑張ってください。／はや
ぶさ２が無事に運行され 2020 年に帰還することを楽しみに待ちたいです。／私たちの夢をいっしょに実現させてください／はやぶさⅡ長い旅だけれど絶対に帰ってきてね待っています／はやぶさⅡの帰還を願って
います。／みんなに夢を！／「はやぶさ」の偉業に感動して、未だに「はやぶさ」に夢中です。「はやぶさ２」にも期待しています。皆さんの叡智の結集で困難を乗り越え、又、世界中を感動させて下さい。／イプ
シロンの打ち上げに感動しました！これからも Made in Japan の宇宙開発に期待しています。／ご健闘を祈ります。／本日イプシロン打ち上げ成功おめでとうございます！今後も宇宙への躍進の為、頑張ってくだ
さい！／本日のイプシロンロケットの打ち上げ中継見ていました。日本の価格技術の集大成を見ました。これからも応援しています。／イプシロン打ち上げ、衛星分離、大成功おめでとうございます！！！はやぶさ
２も頑張ってください！！！期待しています。／積み上げた技術こそ未来の人たちへの贈り物です。どうぞたゆまない研究を続けていってください。私も微力ながら継続して応援していきます。／本日（２５年９月
１４日）のイプシロンロケット打ち上げを見て、日本の持つ技術の素晴らしさを改めて実感しました。日本の将来の更なる発展に宇宙開発は不可欠の分野です。様々な苦労や困難があると思いますが、皆さん頑張っ
てください。応援しています！／イプシロン打ち上げに感動しました。日本の航空宇宙産業の発展を願います。／今後の日本の宇宙開発技術の発展をお祈りします。／こんな風に気軽に寄付できるようになって嬉し
いです。はやぶさ 2 の成功を祈っています。／いよいよ、はやぶさ２打ち上げ年となりました。お疲れだと思いますが最後まで駆け抜けてください。／がんばってね。／宇宙探査機およびロケットの日本の技術にほ
んの微力ですが何かできればと思いました。日本の誇りのためにもこれからも前進し続けてください。応援しています。／これまでの成果に胸躍らされる希望を持ちました。これからの成果にさらなる楽しみと希望
を待ってます。／少ない金額ではありますが開発費用にお使いください。／子供達の輝く未来のために、たくさんの努力をありがとう／子供たちに夢を与える、最後まで諦めない努力を、そして結果を示して欲しい。
年老いた年金生活者の微々たる寄付です。／はやぶさ　また戻ってきてください。／これは未来への先行投資であると考えます舞い上がれはやぶさ２！！／頑張ってください ! ／宇宙や天体に関すること全てに興味
があり大好きです。特に「はやぶさ帰還」の際には感動して泣いてしまいました。また感動を与えてください。今後もいろいろな研究と開発に期待しております。／きっかけはボイジャーの魅力です。スペースドー
ムに行ったばかりなので、身近に感じています。／がんばれ！はやぶさ２／がんばれ！はやぶさ２／ガンバレ！はやぶさ２／がんばれ！はやぶさ２／がんばれ！はやぶさ２／がんばれ！はやぶさ２／未来の夢と希望
を担う「はやぶさ２」ガンバレ！／未来に夢を託す「はやぶさ２」にエールを送ります。／地球の未来と平和のために JAXA の精神を貫き、宇宙への限りなき挑戦と探究心を絶やさず頑張って下さい。／先駆的研究
と基礎的研究の充実に邁進されることを　祈念します／僕の夢はJAXAで研究をすることです。はやぶさの帰還までの努力には感動しました。また僕たちに希望を与えてください。／いつも我が家に夢を分けてくださっ
てありがとうございます。はやぶさ２プロジェクトも一緒にワクワクドキドキできる事を楽しみにしています。はやぶさ２の大成功を祈って・・・。／ご活用ください。／はやぶさ 2 も、初代のように成功してほしい。
／夢と希望を与えていただいています。頑張ってください。サポーター制度のような物があって、定期的にできる物があると良いと思いました。／宇宙を知ることは地球を知ること、JAXA の未知への挑戦と成果が
夢を拡げ生活を豊かにしてくれます。JAXA に期待しています。／塵の様な金額で申訳けありません。宇宙は資金あっての研究開発です。大きな予算が獲得できることを期待しています。／日本の子供達と，ちょっ
と元気を失いかけてる大人達のために，いつも希望の星であり続けて下さい。心はいつも共にいます。／夢のある研究をされていることをとても羨ましく思います。もちろん大変な時もたくさんあるのだと思います。
少しでも役にたてたら嬉しいです。私たちの夢を宇宙に届けてください。頑張ってくださいね／ 「はやぶさ２」のミッション成功を願っています。／こういう風に宇宙への想いであったり応援したい気持ちが形に出
来るのが有難いです。些少ではありますが、ＪＡＸＡの活動を楽しみにしている者として応援させて下さい。はやぶさ２のプロジェクトもわくわくした気持ちで見守らせて頂いています。／「はやぶさ」の活躍から、
日本の宇宙開発の歴史、宇宙研の活動について知りました。多くの困難にあっても、最先端の研究成果を出し続ける貴機構の取り組みにいつも元気づけられています。日本の宇宙開発の技術が世界の役に立つことを願っ
ています。／新しく発表される様々な事柄にいつも心躍らせてもらっております。新鮮な驚きと感動をありがとうございます。皆様の活躍と研究の発展を心から祈っております。応援してます。／５月末に JAXA に
見学に行きました。衛星や打ち上げロケットなどの働きは知っていましたが、実際の大きさを目の当たりにすると、胸にこみ上げてくるものがありました。その時、わずかではありますが、募金箱に募金もしました。
また見学に行こうと思いました。／前回「はやぶさ」の偉業には本当に感動しました。「はやぶさ２」でもすばらしい結果となることを期待しています。／「はさぶさ」が縁で知り合った方と結婚しました。そんな
縁を運んでくださった「はやぶさ」の後継機のために使ってください。はやぶさ２では、プロジェクトが順調に進むことを祈っています。／はやぶさ 2 の打ち上げを楽しみに待っています。星の王子様に宜しくです！
／琴羽の父親です。これからの世界を担う宇宙開発事業、そして、これからの世界を担う子供たち。どちらも未来を創っていくと思うと感慨深く、父親として子供の成長を見守っていくことと重なり寄付をしたいと
思いました。／「はやぶさ 2」ミッションの成功を祈ります。／宇宙機のファンです。どうかよろしくお願いいたします。／はやぶさ２をはじめ、日本の宇宙開発に期待しています。／近くに住んでいるので、勝手
に宇宙を身近に感じています。自分たちは無理だけれども夢を叶えてくれる人々がこんなに近くにいるなんて最高です。ガンガン突っ走って下さい！応援してます。／春日部高校 66 回生一同、「はやぶさ２」の成功
を祈っております。頑張って下さい。／「はやぶさ」で夢を頂きましたが、それ以前、そしてそれ以降の衛星にも希望を頂いております。ささやかながらではありますが、ご恩返しになれば、と思います。／はやぶ
さ 2 の成功と東日本大震災からの復興をお祈りします。／イプシロンの打ち上げ成功おめでとうございます。些少ですがお役立ていただければ幸いです。／小さいころに国立博物館で見たロケットから興味を持ち、
そしてはやぶさで、再認識。自分が昔感じた感動を、そして宇宙に対する情熱を、次の世代にも教えられるよう、様々なことに挑戦し続けて下さい。イプシロン打ち上げ成功、おめでとうございます。さらなる技術
発展を期待させてもらいます。／このような寄付先や用途を自分で確認できるような寄付システムが無いかと日々考えおりましたが、一連のイプシロンの打ち上げ記事を機に JAXA のホームページより直接寄付でき
るシステムがあることを知りました。日本の航空技術は現在、世界でもトップクラスの技術を持ち、今後も世界から一目置かれる技術を続々と開発されるであろうことを確信しております。その技術の研究に少しで
も協力できればと思い微力ではございますが寄付をさせていただきました。今後の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。頑張ってください。／少ない国家予算で努力されている関係者の方々は日本の誇りです。
イプシロン発射成功とはやぶさ帰還には感動いたしました。わずかではありますが寄付させていただきます。／イプシロンロケット打ち上げ成功おめでとうございます。これからも日本の科学技術向上のため皆様が
活躍されることを期待して、微力ですが協力できることうれしく思います♪／イプシロンロケット打ち上げ成功おめでとうございます。技術立国の力を見せ付けてくれましたね。とりあえず、おつかれさまでした。
ありがとう。／今後もより良い宇宙技術の発展を通じて世界へ貢献してください。／小さなころから夢見ていた宇宙飛行士にはなれなかったけれど、いつでも空を見上げて思いを馳せています。たくさんの夢を載せ
ているロケットと、その夢を打ち上げる JAXA のみなさま、今後もがんばってください。／ロケットの打ち上げ中継など、いろいろな情報公開ありがとうございます。／未来の希望を感じさせる活動を期待していま
す／イプシロンロケット打ち上げ成功おめでとうございます。これからも技術で宇宙に挑戦し続けていってください。／はやぶさ２を応援しています。予定通り 2014 年に打ち上がることを祈っています。／はやぶ
さの無事と、全ての宇宙事業の進歩を願っています／はやぶさ 2 のキャンペーン素敵ですね。子ども達も喜んでます！／感動しました。開発頑張って下さい。／宇宙へ挑み　未来を拓く／大成功をお祈り申し上げま
す／大成功をお祈りいたします／大成功をお祈りいたします。／日本の威信をかけて頑張ってください／学生のため微力ですが、今まで様々な感動をありがとうございました。かぐやの月探査、はやぶさのミッション、
そしてイカロスのソーラーセイル。他にも沢山あります。これからも頑張ってください。直近だと、だいち２が気になってます。ワクワク。／子どもが八歳になる2020年に「はやぶさ2」が還って来るのが楽しみです。
応援しています。（子どもの名義で寄附させていただきました）／大成功をお祈りいたします。／はやぶさの宇宙への旅を家族で楽しみにしています。／宇宙開発は人類の夢であり、私の昔からの憧れです。現在、
私は再生医療の現場で働いていますが、いつか何かの形で、宇宙医学と再生医学が融合することを夢見ています。さらになる宇宙開発の発展を期待しています。／感動をありがとう！／世界初の偉業を成し遂げた「は
やぶさ」で、新たなことに挑戦する勇気を頂きました。５歳の息子もはやぶさや川口先生が大好きで、相模原に見学に行ったり、はやぶさマラソンも完走しました。 我々の想像を絶する苦労があると思いますが、國
中先生はじめプロジェクトの皆様を応援しています。／子供たちもはやぶさ２の成功を楽しみにしています。頑張ってください！／これからも壮大な夢とロマンを与えて下さる様、応援いたしております。／皆様の
日ごろの努力に敬意を表します。これからも質の高い研究・開発を推し進め、人類の進歩と福祉増進のためご尽力いただきますようお願いいたします。ささやかな額ではありますが、お役立てください。／はやぶさ
２と一緒に、自分の名前も宇宙に飛んでいけたらいいな。そして無事に帰還できたら、もっともっと嬉しい！／わずかな額ですが、科学技術の発展に役立つ事を期待しています。／宇宙 ( そら ) を見上げて、皆さん
の成果を確認できるよう、これからも頑張ってください。／未来への希望ある事業のひとつとして期待しております。／厳しい時代に勇気を与えてくれた「はやぶさ」のように、大変でしょうが踏ん張って頑張って
ください。／はやぶさ２の完成・そして成功を祈っています。日本の技術を世界に。そして、人々に勇気を。大きな財産がどうか、子ども達にも伝わりますように。／テレビ東京の「宇宙ニュース」毎週見ています！
はやぶさの感動もあり、宇宙関連の情報に接する機会がとても増え、宇宙が身近になってきていると感じております。子どもが大きくなったら、色々と JAXA の施設に遊びに行きたいと思っています。夢のある研究・
プロジェクトだと思っておりますので、これからもがんばってください！家族全員で応援しています！／ JAXA のおかげで、空を見上げることを思い出しました。／ＪＡＸＡのみなさんの活動は、私たち日本人の誇
りです。これからもずっとわくわくするような未来の夢を私たちに見せてください。みなさんのこれからのさらなる活躍を期待しています。／はやぶさ２プロジェクトを応援しています。ぜひがんばってください。
／子供の頃から宇宙が好きで、いつか宇宙へ行きたいと願っているのですが、残念ながら今はまだ気軽に宇宙へ行ける時代ではありません。けれど、JAXA の探査機が宇宙の謎をひとつひとつ解き明かしていくたびに、
自分も宇宙へ連れて行ってもらっているような気分になれます。／まだ知らない事を知りたいという人間のシンプルな欲求の実現に、微力ながら、今回の寄付で力になれたらと思います。応援しています。今までも、
これからも。／はやぶさ２がはやぶさと同じように、小惑星に到着し、７年後に地球に戻って来ることを願い続けます。／はやぶさから勇気を貰いました。はやぶさ２にも期待してます。いつも夢と希望をありがと
うございます、頑張ってください！／夜空を見るのが大好きです！頑張ってください！／前回はやぶさプロジェクトを知ったのは、帰還の半年前でした。今回は打ち上げ前から応援したいと思います。プロジェクト
の成功を祈っております／皆様のご活躍に心から敬意を表します。これからも世界のために素晴らしい研究成果をあげられますことを期待してやみません。科学技術の進歩が人類の幸福につながることを祈ります。
／少ない金額ですが応援させて頂きます。／いつも我が家の窓からＪＡＸＡ相模原キャンパスの姿を見ながら、その中でがんばっていらっしゃる皆様の御活躍に力をもらっております。ありがとうございます。はや
ぶさ２とＪＡＸＡにかかわる全ての方々を心より応援しています。がんばって下さい。／星の王子様キャンペーンのサイトでこの寄附について知りました。わずかですが参加させていただきます。／若手の技術者を
育てていってほしいはやぶさ 2 の無事帰還を願っています微力ながら応援させてください／イプシロン打ち上げ成功おめでとうございます！　ネットでリアルタイムで見守っていて、打ち上げの瞬間は涙がでました。
今回の放送本当に感動しました。　こういう番組こそＴＶでもっと多くの人に観てもらうべきです。　寄付の事もニコ動で知りました。　少額ですがお役にたちますように・・・　大きな感動をありがとうございました。
これからも日本のために皆様のお力を発揮してくださいますよう、心からお願い致します。　／イプシロン打ち上げ成功おめでとうございます。とっても嬉しいです。生放送中のコーナーで募金のことを知りました。今、
無職なので今回は少しだけですが、お役にたてたらと思います。はやぶさ２ターゲットマーカーに載せていただく名前応募しました！成功を心から祈りつつ、これからも宇宙のことに注目していきたいと思っています。
楽しみにしています♪／新しいことに挑戦している、すごいかっこいいです。頑張ってください！応援しています！／宇宙のことがますます身近になればいいな！／これからも是非ともがんばってください！／少額
で、本当に申し訳ないです。それでも。ネジ一本か、紙の切れ端になるかわかりませんが、私の心 ? 想いです。一緒に宇宙に連れて行って下さい。こんな勉強をたくさんしてきたわけでもなく、訓練を必死でしたわ
けでもない私が宇宙に行ける。やった！スゴイ！素晴らしい！そんなふうに考えただけでとても、うれしいのです。みなさまのご活躍を、遠くの方からこっそり応援させていただきます。／みなさんの活動を応援し
ています。／将来、宇宙の仕事がしたいと毎日話す我が子と同じように宇宙を夢見る子ども達の為に役立てていただけたら幸いです。はやぶさ 2 が無事打ち上げられることを心よりお祈りします。／見上げる事しか
できないけど、そこに近づきたいと頑張ってる人たちがいる。一番近いのに謎だらけな物の謎を解こうとしてる人たちがいる。そういったことを知り、少しでも力になれればと思いました。がんばってください／ご
成功を祈ってます、はやぶさ 2 からのメッセージも、お待ちしています。／ JAXA の宇宙開発研究は日本の未来への希望だとおもいます。日本人と日本の国の未来のために頑張ってください。／少額ではありますが、
たくさんの夢と希望のために使って頂けると嬉しいです。／本当にささやかながらお力添えさせていただきます。次の世代を導くために、夢を現実にしてください。／少ない予算の中で頑張ってる姿は、子供たちに
夢を与えて明るい日本の未来が来ると信じてます。これからも応援しています。／息詰まった世相の中で、はやぶさやイカロスの活躍に勇気づけられました。微力ながら、この感動を寄付という形で伝えられたらと
思います。期待しております。がんばってください！／少ない額しか寄付できませんが、少しでも日本の宇宙開発のお役に立てれば幸いです。／はやぶさの弟としてがんばってください／宇宙推進工学のさらなる発
展を応援します。／はやぶさで、宇宙大好きになりました。大きくなったら、はやぶさや衛星を作る人になりたいです。はやぶさ２、成功を楽しみにしてます。ずーっと見てるよ。／また、成功するよう応援しています。
／成功するよう、祈ってます／世界に誇れる研究機関であり続けてほしいです／日本の科学技術力は世界に誇れるものですが、何かと政府側に技術の重要性が理解されにくく、予算確保が厳しい時代が続いているよ
うに思います。昨年の相模原の公開日にも研究予算との兼ね合いで臼田のアンテナの運用時間がなかなか取れずイカロスの探索が大変であるとの話もうかがいました。ごくわずかながらで申し訳ないのですがお役立
ていただけますと幸いです。／はやぶさ２といっしょに宇宙の冒険をしたいので、よろしくお願いします。／宇宙科学も含めた真理の探究は、先に豊かになった者が果たすべき人類の義務であると考えます。幸いに
して日本はそれを実行できる立場にあります。予算の壁ではなく真理の壁にぶつかっていけるよう、微力ではありますがご協力させていただきます。／ぼくはいまは2年生でこどもです。しょうらいはロケットのせっ
けいしになりたいです。JAXA にぜったいに入ろうとおもってさんすうとえいごをたくさんべんきょうしています。いちばんすきなのは、はやぶさです。なぜなら、はやぶさはボロボロになってもあきらめなかった
からかっこいいからです。だからぼくもJAXAにはいるまであきらめないでべんきょうをがんばります。おこづかいをちょきんしてためたお金とおうちの人に少し足してもらったお金です。はやぶさやこれからのうちゅ
うかいはつのために使ってください。／私の実家は内之浦観測所から１時間余りのところにありますが、これまでＪＡＸＡの事をよく知りませんでしたが、映画はやぶさを観て改めて、その凄さを知りました。そし
てとても勇気付けられました。厳しいお仕事で大変な事もたくさんおありでしょうが、これからは応援させて頂きたいと思います。まずは、８月４日の打ち上げ楽しみにしてます。スタッフの皆様頑張って下さい。
／未来のためにがんばってくれてありがとうございます。／夢を宇宙へ！期待しております。／世界最先端の更に先を切り開いている方々にはいつも勇気を頂いています．これからも新しい知見を得，発表し夢と希
望を湧き上がらせていただけることと思います．有難う JAXA ！／これからも日本国民に勇気と希望を与える偉業を成し遂げて下さい。／宇宙がだいすきです。お金をためました。きぼうのおかげで、自由研究がで
きたから、お金をだします。いつもありがとうございます。これからも宇宙のお仕事、がんばってください。応援しています。宇宙でくらせる、コロニーとかのおうちを作ってください。ゆみこ／いつもたくさんの
新しい知見や感動をありがとうございます。応援しております。／イプシロンロケット及び衛星ひさきの成功おめでとうございます。この夏はこうのとりの打ち上げも含めてとても感動しました。日本の宇宙にかけ
る熱意と一歩でも前に進もうとする技術には、日常を誠実に過ごそうという励みにもなり、その夢は子や孫の生きる未来を明るくさせてくれます。些少で申し訳ありませんが、その夢の実現の一助になってくれれば
嬉しいです。／イプシロンロケット成功おめでとうございます。Twitterで寄付できることを知り、少しでも力になればと思い少額ながら手続きさせていただきました。これからもプロジェクトの成功が続くことを祈っ
ております。／いつか日本から有人ロケットを！！／研究開発を続けるのは苦労が絶えないと思いますが，応援しています．ささやかですが寄付させて頂きます．イプシロンの打ち上げ感動しました！／期待してい
ます。／はやぶさの時は本当に感動しました。宇宙事業は日本にとって重要なものと思います。息子も宇宙に興味を持ち、いつか科学者になりたいと申しております。本当に日本の希望です。大変なプロジェクトで
想像が出来ない所もあり、寄付もなかなか多額に出来ず申し訳ありませんがどうか、皆様お体をお大事に頑張って下さい。／宇宙、空への憧れを現実のものにしてくれる JAXA の活動に期待しております。科学技術
の一層の発展と、未知の世界での新たな発見を願っています。／最近、宇宙に興味を持ち JAXA さんの事も知りました。未来の人類発展と宇宙開発に役に立てばと思い寄付いたします。頑張って下さい。／生きてる
間にスターシップにのるのを楽しみにしてます。毎日お疲れ様です／応援してます。／５歳です。お年玉から寄付します。ＨＡＹＡＢＵＳＡ２を応援しています。／小学二年生です。お年玉から寄付します。はやぶ
さ２を応援しています。／ガンバってください。小さい頃からずっと応援しています。／成功のニュースと研究成果を楽しみにまっています。いつか宇宙の謎を解明してほしいです。2020 年ほど待ち遠しいときは
ありません！がんばれ、はやぶさ！！ずーっと応援しています。／大したことはできませんが、これからも応援させてください。夢をありがとう。／はやぶさ２の成功を願っております／宇宙事業の発展を願っています。
／宇宙への研究、毎日ありがとうございます。／毎日の生活の中で小さな不安や挫折を繰り返していますが、「はやぶさ」をはじめ将来への夢と希望をひたむきに追いかけるＪＡＸＡの活動に感動して勇気をもらっ
ています、ありがとうございます。負けるもんか日本！／日本の未来のためにこれからもみなさん頑張ってください。少額ですが協力させてください。／「はやぶさ」の地球帰還は感動しました。「はやぶさ２」の
成功を祈っています。応援しています。／ソーラーセイルの事をネットで初めて知り、感動しました。はやぶさ以外にもこんな楽しく美しい発明が日本にあったなんて。ほんの僅かですが、知識のない一般人として
はせめて寄付で、未来にご協力できればと思いました。／一般から寄付を受け付けるならばしっかりプロジェクトを遂行、完遂してください。応援してます。／フレーフレー JAXA ！人類の宇宙航海時代の幕開けを
小生自身が目にすることは小生の年齢を鑑みると IMPOSSIBLE でありますが、JAXA が日夜取り組んでいらっしゃる MISSION IMPOSSIBLE の成功を衷心より祈念いたします。フレーフレー JAXA ！／ついに「は
やぶさ2」の星の王子様に会いに行きませんかキャンペーンが始まるんですね今回は帰還カプセルにも名前を載せることができると聞きワクワクしています。今月もかなり少額ですが寄附します。役立てて下さい。／今、
46 歳なのですが将来、国産有人ロケットの発射は見ることができるでしょうか？／子供の頃から、宇宙にいくのが夢でした。／はやぶさ２の活躍をＴＶで見られる日を楽しみにしています。以前相模原キャンパス
を見学しました。まだ行ったことのない友人を誘ってまた遊びに行きたいと思います。／夢をありがとうございます／はやぶさ２で、また感動させてください。／「はやぶさ」を通して宇宙・空を見る機会が多くな
りました。週末になると４歳の息子がＪＡＸＡに行きたがります。この夏、鹿児島帰省中にロケット打ち上げ見れないかなと期待しています。これからも頑張ってください。／僕は４歳です。相模原市立博物館で「は
やぶさ」の映画を観てから「はやぶさ」大ファンです。図書館から「はやぶさ大図鑑」を借りて何度も読みました。はやぶさが燃え尽きるシーンは何度見ても悲しいけど大事なカプセルを地球に届けられて良かったです。
次の「はやぶさ２」は打ち上げから帰還まで見届けたいです。／はやぶさ２が無事に帰って来られるように、頑張ってください。／今月もかなり少額ですが寄附します。役立てて下さい。／少ない額ですが少しでも
お役に立てればと思います／自分たち夫婦は愛犬くーを加えたすべてが家族で、子供がいません。社会貢献は私たちが死んだあとできませんが、少しでも未来の地球と宇宙に役立ててもらえたらと思い、気持ちです
が寄付させていただきます。また機会をみて寄付させていただきます。／乏しい予算の中、試行錯誤を続けておられる方々を尊敬いたします。産業スパイやサイバー攻撃の防御に関して、募金は募らないんでしょうか？
　宇宙研究は真理の探究であるとともに、軍事産業だの個人の名誉だの国家威信だのと生臭い分野でもあるので、予算が用意できても成果がどこかに漏れてしまうのではと心配です。／３才の男の子。ロケット発射
のカウントダウンが大好き。何度も映像で見ては、打ちあがるとパチパチ拍手しています。／はやぶさが大好きで応援しています。／宇宙への夢と科学技術の発展のために少しでもお役に立てば幸いです。／もっともっ
と宇宙を身近に感じられる未来が来ると信じています。微力ながら、宇宙開発の力になれれば光栄です。／ソラという人の叡智が試される場所で、これからも活躍し続けてください。また折を見て他の分野にも寄付
したいと思います。／今日で「はやぶさ」地球帰還3周年ですね。本当に早いものです。8月には「こうのとり」4号機とイプシロンロケットが、そして来年はいよいよ「はやぶさ2」の打ち上げですね。楽しみにしています。
／イトカワの石が地球に到着した当時は全く興味がありませんでしたが、最近になって、子供と一緒に小学生用の「はやぶさ」の本を読み、開発者の方々の苦労、はやぶさの奇跡に感動しました。／低予算で大変だ
と思いますが、はやぶさやイカロスのように皆に夢を与えるような世界発の試みにチャレンジし続けてください。／もっと宇宙が近くになるために応援し続けます。頑張ってください。／夢を見させていただいてい
ます。応援しています。これからも頑張ってください！／日本が育んだ、素晴らしいテクノロジーを宇宙開発に活用して頂くため、微力ながら協力させていただきます。／初代はやぶさの奇跡以来の宇宙＋JAXA ファ
ンです。全天周映画「HAYABUSA-BACK TO THE EARTH-」は何度観に行ったかわかりません。毎年４月の講演会も楽しみにしています。今年はイプシロンロケット打ち上げの応援に内之浦へ参ります（応援メッセー
ジを載せてくださりありがとうございました！）。宇宙航空技術はゼロ戦開発の魂を汲む素晴らしい日本のものづくり技術の結晶、誇りに思っています。これからも世界が驚く快挙達成目指して頑張って下さい。心
から応援しています！／はやぶさ２のご活躍を期待しています！／はやぶさ 2 の無事帰還をお祈りいたします。少額ですが、開発にお役立てください。／国民の皆が未来に希望を持てる開発を切に願います。少ない
金額ですが応援させて頂きます／はやぶさ 2、今回のミッションも成功しますように！頑張って下さい、応援しています！／今年で 37 歳になりました。ふと夜空を見上げて、そのむこうにあるひろーい宇宙のこと
を考えた時に、まだ子供のようにワクワクする気持ちになれる自分に久しぶりに気づきました。うれしかったです。宇宙での日本発の発見を期待しています。／子供のころの夢を託しています。／はやぶさ 2、航海
の無事を祈る！／人類の未来につながる発見や研究に頑張って下さい。はやぶさには本当に感激しました。／ JAXA さんの様々な活動に触れる度に元気！やる気！勇気！もらっています。ありがとう☆☆☆これから
は気持ちを形にして応援出来るよう頑張ります !! ／日本の宇宙開発が人類の平和に貢献できるように頑張ってください。／日本の宇宙開発が人類の平和に貢献できるように頑張ってください。／日本の宇宙開発が人
類の平和に貢献するように頑張ってください。／日本の宇宙開発が人類の平和に貢献するように頑張ってください。／陰ながら応援しています。はやぶさに引き続き、はやぶさ 2 の成功をお祈りしています。／ロマ
ンと感動をありがとうございます。これからも頑張ってください、応援しております。／ JAXA の宇宙開発にたいへん期待してますので、がんばってください。協力できることは協力していきます。／目に見える成
果が出にくく評価されにくい事もあると思いますが日々の研究お疲れ様です。微々たる額で恐縮ですが、お役立てください。／ JAXA は日本の誇りです。／イプシロンロケットに私が送ったメッセージが書かれてま
したとても嬉しいです。ありがとうございます。あと、今度打ち上げられる「こうのとり」4 号機にロボットが乗るとか後々これがガンダムのハロや宇宙戦艦ヤマトのアナライザーみたいな感じになるのかな？と考
えるとワクワクします。そして、「イカロス君」二度目の冬眠復活おめでとうございます。ソーラーセイルの凄さを改めて思い知らされました。／将来の民間レベルでも利用出来る技術への礎となると考えています。
難題は多いかと思いますが頑張ってください。／イプシロンの打ち上げ中継見ていました。今回は残念な結果でしたが、これに負けず再チャレンジをお願いします。／この先も、予算的には厳しい状況が続くものと
思われますが、困難な中でも日本と世界の為に先進的な研究に果敢に取り組まれることを希望します。／些少ですがお役に立ちますと幸いです／初代はやぶさが帰還するとも知らず　星の王子様キャンペーンに参加
しました。　今回は寄付にて参加します！／一緒にがんばらせて下さい。小惑星の砂、楽しみです。／国産の有人飛行ロケットの実現と、日本の宇宙開発の明るい未来のために、家族ひとりずつ、心ばかりの寄附を
させていただきます。応援しております。／少ないけどどうしてもはやぶさ 2 に貢献したかった。気持だけですが送らせて下さい。／いよいよ今月「こうのとり」4 号機とイプシロンロケットの打ち上げですね。こ
の前のロシアのロケット打ち上げ失敗は燃料タンクだったかの配線が逆に付いていたことが原因だったらしいので、同じ轍を踏まないように念入りに各部のチェックをして下さいね。今月もかなり少額ですが寄附し
ます。がんばって下さい。／イプシロンロケットの打ち上げ成功おめでとうございます！ニコニコ生放送で寄付金の存在を知りました。微力ながらお力添えさせて頂きます。／イプシロンロケット打ち上げ成功おめ
でとうございます。感動いたしました。僅かながらでありますが、お手伝いさせていただきます。／はやぶさの感動をもう一度。イカロスエクストラで地球帰還とかできないですか。／はやぶさのドラマに少なから
ず勇気をもらった者です。はやぶさ２、是非実現させてください。少額で申し訳ありません。／ネットニュース速報サイトでイプシロンの打ち上げ成功を知りましたが、書き込み欄でニコ動画 UP をした方がいらして、
JAXA が寄付を受付けていると書き込みしてありました。コピペ↓です。JAXA 寄付の案内 http://www.jaxa.jp/about/donations 私では、新聞・テレビからは得られない情報でした。僅かですが寄付いたします。
以上です。Ｍ．C ／イプシロンロケット打ち上げ成功おめでとうございます。低予算でリソースの限られた中で、諦めずに達成したエンジニアリングに頭が下がります。また、最初の打ち上げ中止は、むしろ高い信
頼性の証であると思っています。今後もイプシロンロケット他宇宙技術の開発改良にがんばってください。そして、日本の科学技術を誇りに思うとともに、エンジニアの端くれとしてものづくりの勇気をもらいました。
ありがとうございました。近日中に子供が産まれる予定でして、その子のためにも宇宙教育に特に期待しています。その他の使途では、イオンロケットとソーラーセイルに期待しています。JAXA 応援しています！！
／イプシロン打ち上げ成功おめでとうございます！日本の技術発展と技術者の育成の為に、少なくて申し訳ないですがご協力させていただきます。近年諸外国への技術流失で電気機器産業が衰退していきましたが、
宇宙産業がそうならないためにも、技術者のコンプライアンス教育を厳格化して欲しいと思います。登録できる特許もしっかり取得お願いしますね！十分対策を施されていると思いますが老婆心ながら…／はやぶさ
帰還には本当に感動しました。そして、今回のイプシロン打ち上げ成功、おめでとうございます。ささやかではありますが、応援の気持ちをお届けさせて頂きます。／イプシロンとスプリントＡの打ち上げ成功おめ
でとうございます。宇宙が身近になりました。金額はわずかですが、皆さまの研究に少しでも役立てば嬉しいです。ますます発展していくことを応援します。／イプシロンロケット打ち上げ成功おめでとうございます！
／イプシロンロケット打ち上げ成功おめでとうございます。わずかですが寄付させていただきます。／今後も日本の素晴らしい技術が宇宙航空事業に活かされ、私達の生活の一部と共存していける様希望します／は
やぶさが打ち上げられた頃、私の人生も大きく変わり始め、以来、どんな時も、心は共にありました。幾多の危機を乗り越え帰還したはやぶさに大きな勇気をもらい、また、JAXA の方々の勇気、日本人の底力に感
動しました。私の背中を押してくださった事への感謝の気持ちを込めて、少額ですが寄付させていただきます。／イプシロンの打ち上げ成功おめでとうございます。少ないですが、今後の開発に役立ててください。
／イプシロン打ち上げ成功、おめでとうございます。わずかですが、お祝いの気持ちを込めて。今後の日本の、世界の宇宙への開発をけん引してください。／わずかな支援しかできませんが、頑張ってください！／
イプシロン打ち上げ（まだ衛星分離はしてないですが）成功おめでとうございます。微力ですが、大好きな宇宙科学のために寄付させてください。これからの宇宙への挑戦も楽しみにしています。／日本の誇りです。
がんばってください。／ニコ生で中継を見ました。打ち上げ成功おめでとうございます！！やはり日本の宇宙開発技術は世界に誇れる分野だと思います。今後も期待しています。／頑張ってください！！すごいぞ
JAXA ！！／いつもわくわくしながらニコ生や UST を見ています。頑張ってください。／イプシロンロケット試験機の打ち上げ成功おめでとうございます。／ニコ生からフォームに入りました。テレビとちがい全編
放送してくれるので最高です。最低金額で申し訳ありませんが、これからも心躍る夢と希望のおすそ分けをよろしくお願いします／ JAXA の今後の活躍に期待しています。これからも皆に夢を届けてください。／映
画館でのイプシロンロケット打ち上げ生中継に行ったんですが、打ち上げ中止だったのは残念でした。けど、初の技術を搭載したロケットの初号機なら予測不可能な不具合が発生するのは仕方ない事ロケット自体は
無事なんですから、焦らずゆっくり不具合の原因を解明、解消し、次回の打ち上げに望んで下さい。次回の打ち上げ日を楽しみに待ってます。／いつもお仕事お疲れ様です。僅かばかりですが、宇宙開発に少しでも
お役立て頂ければ幸いです。これからも応援しています！頑張って下さい。／イプシロンロケット打ち上げ成功おめでとうございます！私もイプシロンロケットにメッセージを送ったんですが、自分のメッセージが
刻まれた機体が発射台を離れ宇宙に向かっていく姿を見た時は涙が出ました。「ひさき」も無事軌道に乗ることができて本当に良かったです。お疲れ様でした。ちなみに、イカロス君のうたの CD 買いましたそして、「だ
いち 2 号」のステッカーと小冊子も届きましたよ。宝物にしますね。／日本のためにがんばってください／いつまでも夢を現実に昇華して下さい／ JAXA の皆様の活動を拝見する度、日本に生まれたことが誇らしく
なります。ありがとうございます。これからも頑張ってください。／ YouTube で衛星「DPR」のアニメ動画を観ました予想以上に気合いの入った作画のアニメで驚きました。是非ぜひ NHK あたりでテレビアニメ
化してほしいです。今月もかなり少額ですが寄付します役立てて下さい。／今月もかなり少額ですが寄附します。役立てて下さい。／あけましておめでとうございます。いよいよ今年「はやぶさ2」が宇宙へ旅立ちますね。
今月もかなり少額ですが寄附します役立てて下さい。／あけましておめとうございます。日々のご活躍、ありがとうございます。ほんの気持ちではありますが、お役に立てばと思います。／今月末、H-2A ロケット
が打ち上げられますね。2 月 28 日は私の誕生日でもあるので二重で楽しみです。今月もかなり少額ですが寄附します役立てて下さい。／世界仲良く、平和のために頑張ってください。微力ながら応援してます。／
H-2A ロケット打ち上げ成功おめでとうございます！打ち上げ日の 2 月 28 日は私の誕生日でもあったので 2 倍嬉しいです！今月もかなり少額ですが寄附します役立てて下さい。


