
【 １月の応援メッセージ 】
北海道 北海道はなにかと大変ですが、頑張ってくださいね^o^
愛知県 次世代を担う子供達の元気のために
愛知県 よろしくお願いします。
神奈川県 もち米の特典、ありがたいです。 北竜町、いつか遊びに行きたいと思います！

1月2日 佐賀県 美味しくて、安全な産物を作り続けてください。

東京都
先日ふるさと納税で知人に北竜町のゆめぴりかを送ったところ、とても美味しいと大変喜ばれまし
た。 これからも安全で安心して食べられる美味しいお米作りを微力ですが応援したいと思います。

神奈川県 いつか素敵なひまわりを見に伺いたいです！
埼玉県 楽しみに待ってます
北海道 昨年頂戴した新米も美味しくいただいております。
兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます　応援しています
栃木県 これからもおいしいお米を作ってください。
茨城県 おいしい農産物を作り続けてください

東京都
壮大なひまわり畑に感動しました。 メロンやスイカもとても美味しかったです。 北海道観光に行く
友人にも勧めています。 私もまたまた行きたいです。

北海道 がんばってください！
栃木県 今年も僅かですが、応援させていただきます。よろしくお願いします。

愛知県
ふるさと納税で初めてそちらの町を知りました。 ひまわりの里事業とても良いですね。 メロン楽し
みにしてます。

岐阜県
亡き夫が大好きだった「ひまわり」で検索し、北竜町の取り組みを知りました。微力ながら応援させ
ていだだきます。

北海道 子供の教育等の支援に使っていただければ幸いです。
千葉県 北海道好きです。自然を大切に頑張ってください！
愛知県 名古屋から、応援してます。有効に使用して下さい。
群馬県 先月届いた田からもち美味しくいただきました。お米も期待しています。

徳島県
昨年、ふるさと納税でいただいた「ゆめピリカ」のおいしさに感動しました。今年もよろしくお願いい
たします。

兵庫県 ひまわりの里を大事にしてください。

東京都
こちらのゆめぴりかは今まで食べたお米の中で一番おいしいです。これからもおいしいお米をよろ
しくお願いします。

東京都
こちらのゆめぴりかは今まで食べたお米の中で一番おいしいです。これからもおいしいお米をよろ
しくお願いします。

大阪府 美味しいフルーツ、たのしみにしております！

埼玉県
北海道大好き。 今まで20回以上、北海道に行きました。 お米もうまいと評判だ。 TPPに負けるな
北海道！

神奈川県 よろしくお願いいたします。
北海道 子育て支援に役立てて下さい。
大阪府 いつも美味しいお米をありがとうございます！
北海道 おいしいお米を作って下さい。応援しています。
東京都 未来の子供たちのためにお役立てください。

埼玉県

昨年末、納税のお礼にと「もち米」をいただきました。我が家の餅つき機でついたお餅も、赤飯もと
ても美味しくでき感激です。低農薬米ということで安全ですし、これならば是非お米をお願いしたい
と、お礼目当ての不純な動機で恐縮ですが、再度納税したいと思います。農業推進事業にお役に
立てればと思います。

北海道
北竜町は雪が多いのでしょうか。私どもが住んでいる伊達市は雪はほとんど降らず、降ってもほう
きで掃くぐらいです。高齢者が安心して、買い物、病院通いが出来る冬の道路状態をお願いしま
す。

埼玉県 これから寒さが厳しくなりますので、体調管理に気を付けて下さい。　少しですがお役立て下さい。

愛知県 遠くからですが、貴町の発展を願っています。 北海道に行った際に訪れたいと思っています。

東京都
札幌に長く住んでいました。 ひまわりの黄色が印象的で、お水もお米もおいしく、広々とした北竜
町、応援しています。 道の駅もなつかしいです。

山口県 美味しいお米をありがとうございます。 ますますの発展をお祈りいたします。
東京都 がんばってください！
東京都 昨年送っていただいたお米がおいしかったのでまた申し込みます。
福島県 子供の数が増えますように願っています。
北海道 ひまわり畑が大好きです。 また親戚を連れていきたいです。

大阪府
玄米楽しみにしています。 ご苦労が絶えないとおもいますが、これからも安心できる低農薬の農
産物づくりを続けてください。

東京都 これからも安心できる安全な農産物をたくさん作ってください。
北海道 いつもお米を大変おいしくいただいています。 よろしくお願いします。
兵庫県 今年も応援させてください。
大阪府 赤ちゃんの離乳食も、こちらのお米をお粥にしていますので引き続き減農薬でお願いします。
岐阜県 少額ですが、町の高齢者福祉・子育て支援に活用いただければ幸いです
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大阪府
美味しいお米（玄米）を期待しております。家庭用精米機を購入しました。特におぼろづきは初め
て食べるお米なので、とても楽しみです。

千葉県 いつも美味しいお米を満喫しています。 これからも、良質なお米作りを続けてください。
東京都 頑張って下さい
東京都 いい町作りを！
神奈川県 日本一のひまわりの里、応援しています。
滋賀県 微力ながら応援しています。

神奈川県
北海道は何度 訪れても良いところです。寒さの厳しいところですので、ご高齢の方々が少しでも暮
らしやすくなるよう、心ばかりの応援をさせていただきます。

東京都 別送できるのは有難いです。
東京都 20000円で4～6玉は魅力的です。ぜひ今後もお願いします。
東京都 今年も　ひまわり畑　期待しています。
大阪府 北竜町が良くなりますように

東京都
ふるさと納税を機会に、地方が元気になっていってくれればとおもいます。 また、冬は寒さと雪で
大変なことも多いと思いますが、その対策などにも役立ててくれたらと思います。

北海道 おいしいお米のファンです！
埼玉県 北海道北竜町の今後の発展をお祈り致します。
岡山県 これを機会に応援していきたいです。

神奈川県
テレビでひまわり畑を見ました。いつか行ってみたいと思っています。自分の目でひまわり畑をみ
れる日を楽しみにしています。

東京都 ひまわりの町で日本を元気にしてください。

大阪府
以前、ふるさと納税でゆめぴりかを送っていただき、とても美味しかったのでリピです。 低農薬とい
うことで、さらに美味しく感じます。  ひまわりのパンフレットを見ながら、行ってみたいな～と いつ
かは伺いたいと思います。

大阪府 豊かな大地で作られたメロンを楽しみにしています。
埼玉県 頑張って下さい！
神奈川県 2回目ですが、とても美味しいお米ありがとうございます。
大阪府 おいしいお米、いつもおいしくいただいております。 ありがとうございます。
神奈川県 今年の夏は　北海道に行きます
大阪府 北海道米はまってます。 応援してます。頑張って日本中を盛り上げてくださいね
神奈川県 毎回美味しくいただいています。
東京都 お米が美味しいです。これからもよろしくお願いします。
沖縄県 特にありません
愛知県 出来るだけ農薬を使用しない農法での栽培をお願いいたします。

大阪府
大切な食を担う農業の発展をお祈りしています。子どもが食べてても安心なお米作りをしてくれる
農家さんが増える様に願っています。

東京都
北海道の農業を応援します！日本のお米は、本当に美味しいですよ。海外米には負けない
で！！

東京都 昨年に引き続き、寄付させていただきます。減農薬で美味しい北海道の米作り、応援しています。

栃木県 今の時期はたいへん寒いのでしょうが、皆さんお体に気をつけ頑張ってください。

兵庫県
北竜町をふるさと納税で知りました　納税でこれから北竜町に興味がわいたので、観光地など調
べてみようと思います

福岡県
以前北海道を訪れたことがあり、食べ物のおいしさに感激したことがあります。北海道のお米が食
べたくて応募いたしました。 また北海道に旅行した時は、北竜町がどんなところか寄ってみたいと
思います。

岡山県 小学生の社会科勉強をかねて、ふるさと納税をしてみました。
神奈川県 これからも北竜町を応援したいと思います。
北海道 北竜町のお米うまい(^O^)／
東京都 おいしいお米を今年も頑張って作って下さい．応援しております．
愛知県 安全な農業の推進がんばってください。
大阪府 高齢者、子供達のために少しですがお役立てください
東京都 今後とも町の発展に尽力して下さい。
東京都 おいしいお米を作り続けてください。
岐阜県 ひまわりきれいに育ててください
和歌山県 安心安全でおいしい農業を期待しております。
千葉県 北海道産のお米を頂ける自治体を探していると、北竜町に辿り着きました。

北海道
寄附の動機はお米が欲しいからという不純なもので申し訳ないのですが、それでもやはり故郷で
ある北海道の役に立ちたいということで北海道の米どころの中から貴町を選ばせていただきまし
た。少額ではありますが、街の発展のためにお役立ていただければと思います。

神奈川県 わずかばかりですが、お役に立てれば幸いです
静岡県 今後も安全で美味しいお米を作って下さい。 応援しています。

東京都
昨年に引き続き、寄付させていただきます。 安全安心な農業の活性化を期待しております。 よろ
しくお願いいたします。

神奈川県 ゆめぴりか大好きです。おいしいお米作りがんばってください。
大阪府 なるべく早くお願いします。

1月14日

1月15日

1月16日

1月17日

1月18日

1月19日

1月10日

1月11日

1月12日

1月13日



東京都 貴町の、益々のご発展をお祈り申し上げます。

神奈川県
小樽出身です。 北海道が活性化する助けになればと思い　少ないですが寄付させていただきま
す。 応援しています。

神奈川県 大雪で大変でしょうが、頑張ってください！
東京都 減農薬の米作り、頑張ってください！
東京都 北海道へ以前暮らしていたこともあり、北海道の地域活性化応援しております。
千葉県 頑張って下さい
神奈川県 一度行ってみたいと思って寄付させて頂きます

北海道
いつも美味しい、ゆめぴりかをいただいて降ります。  ゆめぴりかガ全国で食べられますよう期待し
ております

東京都 とても魅力的な商品でした。今後も頑張ってください。
神奈川県 昨年頂いたお米おいしかったです。今年もおいしいお米お待ちしてます。

愛知県 北海道のお米の美味しさが評判なので申し込みました。田畑に実り町が栄えることを祈念します。

東京都 お米が本当に美味しくてリピートさせていただいています。
埼玉県 いつか旅行で行きたいです

千葉県
仕事で毎月北海道にお邪魔しています。昨年平成27年に、ゆめぴりかを送っていただき、とても美
味しかったです。引き続き応援しております。

千葉県 北海道からの美味しくて安全な農作物が たくさん市場に出る事をこれからも期待しております。

滋賀県
昨年送っていただいたお米があまりに美味しく 納税リピーターになってしまいました。 よろしくお願
いします。

神奈川県 ゆめぴりか、田からもち、おいしかったです。 今年も、寄付させていただきます。
北海道 子供と一緒にひまわり迷路で遊べる日を楽しみにしています！
東京都 　美味しいお米をくださりありがとうございます。生産者の皆様へお伝え願います。
福岡県 美しい「ひまわり」を見に伺いたいです。
福岡県 三度目です。少額ですみません。

千葉県
ななつぼしは前から気になっていました。 北海道のお米は初めてなので、食べるのが楽しみで
す。 いつかひまわり畑に行ってみたいと思います。

東京都 少しですがご活用ください。
千葉県 昨年に続いての寄付になります。安心、安全なおいしいお米を楽しみにしています。
千葉県 いつも、北竜町のゆめぴりかを美味しくいただいております。
静岡県 お米、いつも頂いています。 本当においしいです。
神奈川県 ななつぼし、おいしくいただいてます。
京都府 ゆめぴりか美味しいです。
東京都 ななつぼし好きです
神奈川県 安全な食糧を作ってみえることに感銘を受けました。

1月25日 岡山県 もち米を親族がお礼に貰った。美味しかった。

大阪府
昨年頂きました「ゆめぴりか」ですが、おいしく頂きました。 今年は別の銘柄を食べ比べてみたい
と思います。 低農薬で子供にも安心して食べさせられます。

東京都
お返しの品が魅力的で、はじめて北竜町を知りました。 寒い冬だと思いますが、これからも素敵な 
ふるさと納税を続けてください。楽しみにしています。

東京都 今年もよろしくお願いします。
愛知県 豊かな自然を次世代に残してゆきましょう！
兵庫県 安全。安心の農業を推進してください。
東京都 美味しいお米を作りを応援してます。

栃木県
昨年からゆめぴりかを送って頂くようになり、大変おいしくてありがたく感動しております。 今年は、
初めておぼろづきをお願いしたいと思います。  本年も町民の皆さまのご健康とご多幸を心よりお
祈り申し上げます。

愛知県
美味しい「ゆめぴりか」に、出会えてから昨年に続いて、ふるさと納税　寄附金申し込みをさせて頂
きます。 到着を楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

愛知県 町の発展に貢献したく、寄付を申し込みます。 宜しくお願い致します。。
兵庫県 昨年も何度かお米送っていただきました。 家族でとてもおいしくいただいております。
広島県 頑張ってください！
静岡県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県

昨年こちらに寄付させていただいて、頂いたお米がとてもおいしく、家族にとても好評でした。お礼
の品目当てで申し訳ないのですが、継続して寄付させて頂こうと思っております。年に数回、寄付
させて頂く予定です。ふるさと納税の制度は大賛成です。地方の魅力を全国に知らせて、村や、街
の発展につながってくれ、寄付する側も、される側も笑顔になれます。応援してます。

北海道 今年も安全安心な農作物を作って下さい。頼りにしています。

三重県
３年前の夏にひまわりの花を見に行きました。　広大な土地にたくさんのひまわりが咲き圧巻でし
た。　地元の学生並びに住民ボランティアの方々の努力の結晶と聞き素晴らしいと思いました。　
これからも素敵なひまわりの花を咲かせてほしいと思います。

埼玉県 あまり知らない地名でしたが、これを機に知りました。

東京都
昨年、北竜町に寄付させていただき、ゆめぴりかをいただきました。とっても美味しくて、びっくり！
家族で大変おいしくいただきました。 ひまわりの里を訪れてみたいです！

和歌山県 安全安心な農産物お願いいたします
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岡山県
北海道でのツーリングの途中に訪問させていただきました。残念ながらひまわりの時期には早
かったのですが、次はひまわりの咲いている時期に行きたいです。

東京都 自然豊かな町、いつかは訪れてみたいです！ 頑張ってください。応援しています！！

東京都
北竜町のますますのご発展をお祈りいたします。 昨年特産品のゆめぴりかを頂き大変美味しゅう
ございましたので 今年もまたお願いすることにしました。

千葉県 今年もよろしくお願いいたします。

神奈川県
昨年ゆめぴりかを頼んだところ、あまりの美味しさに驚きました。スーパーで買うゆめぴりかとここ
まで違うとは。ふるさと納税のおかげで知ることができました。美味しいお米をこれからも作り続け
て欲しい、とよろしくお伝えください。

奈良県 去年もお米を頂き美味しかったので、またお願いします。 ひまわり畑にも、また訪れたいです。
東京都 リピートです。 これからも魅力ある自治体づくりお願いします！

東京都
農薬の少ない安全な作物を作っていることに共感しています。 農薬のを減らすと大変だとは思い
ますが、期待しておりますので頑張って作ってください。

兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。今回も楽しみに待っています。
大阪府 日本の農業を是非支えて頂きたく、お願い致します
大阪府 がんばってください。
神奈川県 いただいたお米、ゆめぴりかはとてもおいしいです。生産者の方々に感謝
大阪府 おいしくて安全な米をつくっていただいてありがとうございます！
岡山県 安全安心な農産物の生産を応援します。

東京都
昨年も田からもちをいただき、大変美味しかったので、再度申し込みました。楽しみにしておりま
す。

神奈川県 地方から日本を盛り上げるべくがんばってください！
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