
申込日 住所 町へのメッセージ

東京都
北竜町のゆめぴりかのあまりの美味しさに、もう他のお米は食べられなくなりました。今後もこの美

味しいお米の生産が続けられるよう、寄付金をご活用頂ければ幸いです。

千葉県
以前もお世話になりましたので愛着が湧きました（笑）ので今回も応援させていただきます！

東京都 北竜町のゆめぴりかが美味しくてファンになりました

兵庫県 美味しいお米をありがとう！

福岡県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県 毎年美味しいもち米をありがとうございます。今年も期待しております。

愛知県 お餅が美味しい！ 楽しみに待っております。

広島県 いつもおいしいお米をありがとうございます。

東京都 いつも北竜のお米を食べています！

兵庫県
いつもおいしいお米をありがとうございます。 今年も新米楽しみにしています。 地域の活性化、頑

張ってください。

愛知県 北海道だいすき、北竜町だいすき‼

神奈川県
いつも美味しいお米をありがとうございます。 そして、ひまわり観光大使の清水ひまわりさんを応援

しています。

東京都
毎年美味しいお米をいただきありがとうございます。 これから益々寒くなりますが、町民の皆様が元

気にお過ごしできるよう祈っております。

愛知県 お米が美味しいので、これからも頑張ってください。

埼玉県 農家さんを応援してます。健康的な農産物をこれからもお願いします。

熊本県 以前ふるさと納税して美味しかったので、またさせていただきます。

北海道 ひまわりの花にように　未来に向かって明るく　元気で暮らしてください。

北海道
ひまわり油は毎日お弁当の卵焼きやスープでお世話になっています。おいしくて　体によくて　大好

きです。

北海道
ひまわり毎年見に行ってます。 今年は行けなかったのですが、毎年楽しみにしています。頑張ってく

ださい。

京都府 いつも応援しています。頑張ってください。

東京都 いつも美味しお米をありがとうございます。今年の新米も楽しみにしています。

沖縄県
道産子です。お米はきたくりんが一番美味しいと思います。これからも美味しい道産米を生産してく

ださい。応援させて頂きます。

東京都 応援しています！

大阪府 これからも魅力あるまちづくりを頑張ってください！！

京都府 いつもおいしいお米をありがとうございます。応援しています。

神奈川県 初めて寄付します。長期的に住みやすい町づくりを進めて下さればいいと思います。
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愛知県 今年も応援しています。

東京都
コロナで大変かと思いますが、安心して皆が旅行ができるようになるまで、もう少しかと思います。

頑張ってください！

埼玉県 北竜町を応援しています

東京都 次世代の教育機会の充実にお役立てください。

北海道
いつも美味しいお米をありがとうございます。 大変な世の中になりましたが、これからも美味しいお

米を育ててくださいね☆

東京都 昨年も購入しました。 とても美味しかったのでリピートさせて頂きます。

兵庫県 応援します！ コロナが終息したら遊びに行きます。

福岡県 いつか行ってみたいと思います。

北海道 低農薬で安心して食べられます。 北竜町を応援しています。

大阪府 低農薬米を食べています。今年も美味しいもち米を期待しています！

大阪府 去年もななつぼしのお米を美味しくいただきました。

大阪府 子供たち未来のために使って頂ければ幸いです。

北海道 お米は北竜町に決めています。

愛知県 行ったことはありませんがいつか訪れてみたいです！応援しています。

兵庫県 コロナで大変ですがこの苦難を皆で乗りきり頑張りましょう！

愛知県 いつも美味しいお米ありがとうございます

東京都 町の益々の発展を応援しています。

愛知県
初めて寄付をさせていただきます。コロナの影響で、北海道でも大変なことばかりかと思いますが、

微力ながら応援しています。

大阪府
おいしいお米をいつも送っていただきありがとうございます。 今回は新米を楽しみにしています。

東京都 いちめんのひまわりをまたいつかみにいきます。

埼玉県 毎年、お米が届くのを楽しみにしています。 たいへんおいしいので、続けてください。

北海道 毎年恒例の年末の餅つきに使わせていただきます。

和歌山県 コロナ禍のなか、頑張ってください‼️

兵庫県 少しでもお役に立てれば幸いです。

愛知県
いつも美味しいお米をありがとうございます。 近年の異常気象など大変なことが多いと思いますが、

食べると元気が出る北竜町のお米がずっと食べれるよう、応援しています。

千葉県 美味しいお米、沢山作ってください

大阪府 地域の活性化に少しでも役立てていただければと思い、寄付いたします。

東京都 美味しいお米を楽しみにしています

大阪府 リピーターです！ よろしくお願いいたします
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岡山県 コロナが落ち着いたら、美味しい空気を吸いに訪れてみたいです。

兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

大阪府 これからも美味しいお米を作り続けて下さい。

北海道 とても美味しいので今年も購入しました。

愛知県 いつも美味しい玄米をありがとう。 新米、楽しみです。

愛知県 コロナ禍の中、町民の皆様の健康をお祈り申し上げます。

東京都 頑張って下さい

大阪府 未来ある子供達のために役立ててください。

東京都 いつも美味しいお米ありがとうございます。楽しみにしています（＾ー＾）

東京都 おいしくいただいています。ありがとうございます。

岡山県
以前、仕事で北海道を担当させていただきました。北海道のお客さんには大変良くしていただきまし

た。北海道の自然が将来にわたって維持されますよう希望しております。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます

東京都 毎年　美味しいお米をありがとうございます

東京都 リピートします。安心安全なお米づくり、貴町の益々の発展を応援しています。

神奈川県
今年2回目の寄付となります。9月に札幌から積丹ブルーを見てきましたが、日程の都合で北竜町には

寄れませんでしたが、北海道を応援しています。

長野県 美味しいお米をいつもありがとう。

北海道
お米が本当においしいです。日本一と思います。これからもずっと安定して続きますように。

埼玉県 毎年安全でおいしいお米をありがとうございます。

東京都 昨年の「おぼろづき（お米）」もおいしかったです。今年も、楽しみにしています。

東京都 今年は残念でしたが、来年は今年の分のひまわりを期待しています。

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。

東京都 リモート職業と温泉ツアーやキャンプ場、道の駅、子育て支援等々IR頑張ってください。

東京都 これからも、美味しいひまわりライスを楽しみにしています。

兵庫県 わずかですか、より良い町づくりのお役に立てれば嬉しいです。

東京都
北竜町のお米は最高です！ こんなにおいしいお米が作れる街をおうえんしたいと思います。

１０月１３日 愛知県 これから寒い時期ですが、お体ご自愛下さい

１０月１４日 三重県 貴町の発展を祈念致します。

東京都 コロナが収まったら北海道に旅行に行きたいものです。

北海道
いつも美味しいお米ありがとうございます。 微力ですがこの安心安全なお米作りに役立てて頂けたら

幸いです。
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埼玉県 応援しています。

千葉県 コロナの中、大変ですが お互い頑張りましょう

香川県 楽しみにしております。宜しくお願い致します。

大阪府 昨年も購入させていただき、とてもおいしかったです。がんばってください。

北海道
ずいぶん前にひまわりを見に行ったことがあります。また見に行きたいです。コロナに負けないでが

んばってください！

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。新米楽しみにしております。

宮城県 がんばって北竜町！

愛知県 いつか観光で行きたいです！

岡山県
今年は新型コロナウィルスの影響で、道内経済は大変だったと思います。気持ちだけですが、寄付を

させていただきます。

千葉県 大変なこの時期なのでお互いに頑張りましょう♪

福岡県 今秋、北海道を旅行しました。 空知の穀倉地帯をみて、応援したくなりました。

愛知県 美味しいお米ありがとうございます。

北海道

今年はコロナのため、ヒマワリを見ることができず残念でした。来年は、たくさんのヒマワリを見る

ことができますように！ヒマワリは、たくさんの人に元気を与えてくれるお花と思います。北竜町の

皆様も、頑張ってください！

東京都 町の発展を念じております。

愛知県 北海道に旅行して食べました。頑張ってください

茨城県 今年もおいしいお米を期待しています

愛知県
いつも美味しいお米をいただいています。先回新米が届く前に愛知県産のこしひかりを食べましたが、北竜のお
米に比べると美味しくありませんでした。その後いただいたきたくりんがすごく美味しかったです。

京都府 活気ある地域になるよう、応援しています。

神奈川県 頑張れ

北海道 応援しています！

愛知県 美味しいお米でいつも助かっています。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます。

１０月２２日 埼玉県 毎年おいしくいただいております。

東京都
寄附を有効に活用いただければと思います。お礼のお米、楽しみにしています。よろしくお願いいた

します。

群馬県 頑張ってください

東京都 おぼろ月を作る地区は、道内でも限られています。応援しています！

愛知県 今年も北竜町を応援します。お米が本当においしい町です。ずっと応援します。

東京都 いつも美味しいお米ありがとうございます。

群馬県 頑張ってください
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北海道 コロナ禍に負けず、これからも良い農産品を生産して下さい。応援しています。

大阪府 自治体の発展を応援しまーす!

東京都 地域発展に繋がる事、お祈り申し上げます。

愛知県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

北海道
いつも美味しいお米をありがとうございます。特におぼろづきは流通も少ないのですが、我が家はお

ぼろづきが一番！これからも応援します‼️

北海道
自然災害が年々多くなる中お米作り大変だと思います　これからも安全＆安心なお米作り頑張ってく

ださい！

大阪府 頑張ってください。

大阪府 いつもおいしいお米ありがとうございます。

東京都 北竜町のゆめぴりかは本当に美味しいです。 ありがとうございます。

神奈川県 ささやかですがお役に立てれば幸いです。

京都府
未だ伺ったことはありませんが、来年予定している北海道旅行の際には是非ひまわりを見に行きたい

と思います。

群馬県 お米、最高においしいです。

神奈川県
他と比べてもやはり一番美味しいです。　今年の新米はまた特別に！ 定期便があると言うことなしな

んですが。 応援してます。

兵庫県 コロナ対策など、大変な時期ですが、頑張ってください。

福岡県 いつかバイクで遊びに行きたいと思います。

神奈川県 子育て支援頑張ってください　応援しています

神奈川県 子育て支援頑張ってください

北海道 来年のひまわり畑を楽しみにしています。

東京都 コロナに負けないで頑張ってください！

富山県
玄米が食べたくて応募しました。 是非ともこれからも美味しいお米を、よろしくお願いします。

北海道
毎年美味しいお米を安く提供していただきありがとうございます。今年はひまわり見れませんでした

が、来年は楽しみにしています。

１０月３０日 福岡県 これからも美味しいお米を作ってください。

東京都 微力ながら町の発展を応援しています。

徳島県 環境保全に努めてください

千葉県 未来を担う子どもたちの育成に頑張ってください。

東京都 北竜町応援してます！

東京都 減農薬に共感しています。

１０月２６日
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１０月２９日
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福岡県
もう数年、北竜町のお米を秋の楽しみにしています。引き続きおいしいお米を作ってください。

東京都 以前もお米をいただいて美味しかったので申し込みます。 少しですがお役立てください。

１０月３１日


