
【 １０月の応援メッセージ 】

広島県
北竜町のひまわり畑に訪れたことがある。 また、お礼の品が減農薬のお米だったので興味を持っ
た。

千葉県
旅行に行った際に通っただけでしたが、とても緑の美しいところでした。これからも安全

な農作物を育ててください。
神奈川県 昨年に続き、今年も参加させて頂きました。 少しでもお役に立ちましたら幸いです。
大阪府 おいしい農産物を近畿圏にもたくさん出荷して下さい。 期待しています。
神奈川県 少しでも御役に立ちましたら幸いです。

鹿児島県
リピートです。 以前申し込んだ日本酒とお米のセットがとても良かったです。 今回は無

くなっていて残念でした。 またいつか復活してほしいです！
兵庫県 低農薬でお米を作ることに力を入れられていることに共感しました。
滋賀県 住みやすい良い町づくりをして下さい。
兵庫県 北竜町　がんばれ!
東京都 美味しい新米を楽しみにしております。
東京都 地方発展頑張ってください。

福岡県
ふるさと納税をきっかに、北竜町を知り応援したくなりましたくなりました。季節柄、お

体を大切にお過ごし下さい。
大阪府 農薬が少ない米作りに惹かれました！
岐阜県 低農薬米の栽培を応援しています。 いつも北海道の低農薬米を購入しています。

東京都
先日、北竜そばをいただきました。 とっーても美味しかったので、北竜そばの特産品

セットを作ってください。

埼玉県
低農薬のおこめは、あまりスーパーなどではみかけないのですが、よい取り組みだと思い

ます。

大阪府
夏に旅行致しました。思い出、お餅と共に新年を迎えたいと思っております。 よろしく

お願い致します。

福井県
クレジット決済ができるようになり便利になりましね （直接お電話をしたのが懐かし

い）
神奈川県 活気のある町づくりを期待しています。
大阪府 宜しくお願いします。
神奈川県 美味しいお米を作り続けてください。

北海道
美しい田園風景とひまわりの里、大好きです。 よりよい町政が行われるよう応援しま

す。
東京都 頑張ってください。
愛知県 町民のために、毎日、お仕事お疲れ様で。

神奈川県
北海度で生産のゆめピリカが食べたくて、ふる里納税を致しました。 今後も、納税を継

続致します。
神奈川県 美味しいお米を楽しみにしております。
東京都 以前から北竜メロンを美味しくいただいていました。今回も楽しみです。

愛知県
ひまわりは前向きなイメージでとても好きです。 ひまわりまつりの時期に北竜町に行っ

てみたいです。
北海道 　安心、安全な食づくりを期待しています。

東京都
北海道産の食品を関東の市場でみかけたら積極的に買いたいと思います。おいしいものを

たくさん作ってください。
東京都 微力ながら応援しています。 これから寒くなりますが、ご自愛ください。
埼玉県 少しばかりですが、ひまわりの里、町活性化にお役に立て頂ければと思います。
愛知県 これから寒さ厳しくなりますがお体に十分に気を付けてお過ごしくださいませ。
東京都 知名度があがるような　発信を期待します。

熊本県
初めて申し込みます。 家族皆、減農薬のお米楽しみにしています。 宜しくお願いいたし

ます。
東京都 地方創生がんばってください。
北海道 頑張ってください

大阪府
「サンフラワー北竜」に立ち寄り温泉を利用したことを思いだしました。子育て支援に役

立てればと思います。
大阪府 安心・安全な農業を守ってくだざい

10月1日

10月2日

10月3日

10月4日



東京都 美味しい農産物を作っていただきありがとうございます。
神奈川県 北竜町応援してます。

東京都
昨年、ゆめぴりかをお送りいただき、大変美味しかったので今年も申し込みしたいと思います。皆
さまの益々のご発展をお祈り申し上げます。

群馬県 寒さが強いので頑張ってください。
愛知県 引き続き素晴らしいふるさと納税の商品を提示し頑張って下さい。
埼玉県 「おぼろづき」を初めて知りました。お米はもちもち好きなので、楽しみにしています。

大阪府
去年からふるさと納税させていただいております。ちょくちょく納税している割に訪れた

ことがないので、機会があれば行ってみたいです。（ツアー的なもの、ないですか？）
神奈川県 安心安全な農作物の生産をお願いします。
北海道 たからもち美味しいです。北竜町を観光で訪れた際にも購入しました！

東京都
長年北海道に住んでおり、今は東京に住んでいますが、北海道が元気になって欲しいと

思っています。
兵庫県 ひまわりライスがおいしかったです。
東京都 美味しいお米を作ってください。 頑張ってください。応援しています。
北海道 おいしいお米楽しみにしています
神奈川県 以前ゆめぴりかを送っていただきました。おいしかったです。 又よろしくお願いいたします。
東京都 今後も北竜町の繁栄を祈祷申し上げます。

神奈川県
綺麗な自然を守っていって下さい。 応援しています。  低農薬の玄米とても楽しみです。

おぼろづきというネーミングも素敵ですね。
大阪府 綺麗な自然環境を維持して下さい。 応援しています。
東京都 自然を大切にしつつ街を発展していってください。
奈良県 妻が滝川市に住んでいました。 機会があれば、北海道の経済に貢献したいです。

兵庫県
北海道の土地で暮らしていらっしゃる方の 空気に触れてみたくなり、納税をします。 人

口２０００人の町ですね。 訪れてみたく思います。
滋賀県 ふるさと納税で初めて知りました。ヒマワリ綺麗ですね。
神奈川県 これからも美味しいお米を作って下さい
東京都 低農薬のお米に惹かれました。  日本の美しい自然を守ってください。
神奈川県 今後も安全なお米を生産してください
千葉県 北海道出身なので、よりよい町づくりを応援しています！
福岡県 前回お米を大変美味しくいただきました。これからも美味しいお米を作ってください。

静岡県
いつも美味しいお米ありがとうございます。台風の被害は大丈夫ですか。大変でしょうが

頑張ってください。

神奈川県

はじめてのふるさと納税です。特産品を楽しみに北竜町を選びました。北竜町を訪れたこ

とはないのですが、この制度を通じ、北竜町には「ひまわりの里」「サンフラワーパー

ク」があることを知りました。 特産品のお米は低農薬とのことでうれしい限りです。何

度でも応募可能とのことなので、お米がなくなったらまた応募したいと思います。 送付

先を別途指定できたり、クレジットカードが利用できるのも非常にありがたいです。 小

額ながら私の納税が北竜町の発展に寄与すれば幸いです。

大阪府 低農薬での農業頑張ってください

和歌山県
北海道出身です。 お米はゆめぴりかが好物でみつけると購入しています。 美味しいお米

を作ってくださっていることに感謝しています。
静岡県 未来がある子供たちに明るい光を見せていきたい。
京都府 よろしくお願いします。

東京都
北竜町の画期的な美味しさのゆめぴりかをいつまでも食べていたいです。どうぞ大切に育

ててください。
埼玉県 少しですがお役立て下さい。
大阪府 これからも地域の活性に力を入れて頑張ってください。

兵庫県
私は四国愛媛県の出身ですが、これからは地方が活性化して、それぞれの地域で産業を起

し、自主独立の地域を目指して欲しいです。
東京都 美味しい食べ物を作ってください。甘いメロンを楽しみにしています。
東京都 納豆本当に美味しい！！

10月7日

10月4日

10月5日

10月6日



神奈川県

特産品で選ばせてもらってしまいましたが、北海道はいつか住んでみたいなぁ、と思って

いました。 北竜町にも訪れてみたく、今回ご縁ができることを楽しみにしてます。 今後

も安全でおいしい農産物の生産を無理の無いように続けていけるようお祈りします。 よ

ろしくお願いします。
和歌山県 応援しています。

愛知県
ふるさと納税をきっかけに、北竜町のことを知りました。 是非訪れてみたいと思いまし

た。
東京都 農業を主軸に地方が輝いてほしいです。頑張って下さい。
東京都 豊かな自然を守って、安全な農作物づくりを続けて下さい。
神奈川県 ゆめぴりか大好きです。 おいしい農産物の生産を応援したいと思っています。
神奈川県 僅かではありますが、お役立て頂けると幸いです。

神奈川県

ひまわりを以前見に行きました。 頑張ってください 寄付の用途は高齢者と子供はわけて

ほしい お年寄りは恵まれているので子供だけに限定して寄付したかったので、今回は違

う用途で申請しました。 今後検討してください。

埼玉県 これからもおいしいお米を作ってください。

北海道
私自身は空知管内出身であり、夏にはひまわり畑を見に行くなどしています。今後ものど

かな風景を守っていただければと思います。
愛知県 子育て支援のために使用してください
北海道 昨年も寄付しました。北竜町のひまわりが大好きです。
神奈川県 ひまわりの町、 益々の活気ある街づくりに がんばってください
京都府 TPPにめげず、農業振興に励んで下さい
北海道 これからもたくさん向日葵を咲かせてください！

愛知県
北竜町のひまわりを一度見てみたいと思っています。機会があればぜひ訪れたい町のひと

つのため、寄付させていただきました。

千葉県

安全なお米の栽培をやってるので、さらにそれを発展されより安全なお米ずくりに少しでもお役に
立てればと寄付させてもらいまた。 ＴＰＰで輸入品に絶対負けない方策は、日本の国民が求めて
いる食の安全性です。栽培時はもとより収穫ごのポストハ－ベスト、海上輸送時船倉内、輸入時の
サイロでの保管等に使われるカビや虫が湧かないようにする薬剤散布は大変なものです。穀物を
一時保管するサイロの設計に、たずさわったことがありましたので、こんなことあり？目からうろこ
でした。国内産も同じようにしているか分かりませんが、少なくとも生産国の農薬や保管時薬剤散
布は知る由もなく不安です。海上輸送時もしかりです。薬付けになってる事を知ればやっぱり国産
米、ＴＴＰ怖くありません。頑張ってください。

兵庫県 ゆめぴりか、とても美味しい！ 北竜町を陰ながら応援しています。

大阪府

北海道のお米が大好きでいつも食べています。本当に美味しくて食べるたびに感謝の気持

ちでいっぱいになります。これからも美味しいお米作りをお願いしたく、少しでもお力に

なれればと思い今回納税させて頂きました。お米が届きましたら家族だけでなく友人とも

一緒に食べたいと思います。これからも応援しています。
東京都 前回、頼んでとても美味しかったです。

北海道

以前旅行の途中で道の駅に立ち寄った事があります。入口の龍が心に残っていたので、今

回ふるさと納税させて頂きます。 安心安全な北海道の農業は道民の自慢です。これから

も頑張って下さい。

神奈川県 美味しい農作物をたくさん作ってください。
京都府 日本の農業を応援します、美味しいお米を作り続けて下さい
埼玉県 当制度を有効に利用し、街の活性化につなげてください。
埼玉県 子育て環境の充実に期待します。

東京都

私は病気がちなので旅行にはなかなか出られないのですが，そんな中でもひまわりはいつ

でも気分を明るくさせてくれるので大好きです。 日本一を誇るひまわりの里，というこ

とでいつか必ず訪れたいと思います。

東京都
妻が北海道出身ということもあり、北海道の町にふるさと納税を利用することにいたしま

した。おいしいお米お待ちしています。
愛知県 おいしい安心な農業期待しています。
青森県 TPPが心配ですが、農家の方々には頑張って頂きたいと思っています。
東京都 子育て支援に使っていただけたら嬉しいです

10月7日

10月8日

10月9日

10月10日



埼玉県

ゆめぴりかが大好きで検索しておりましたら、北竜町のゆめぴりかが美味しそうで寄付す

ることに決めたました。 お年寄りや子供たちのために、活用していただけたらと思いま

す。 また、寄付すると思います。 お米おくところがなく、とりあえず10キロにしまし

た。
千葉県 綺麗な町をキープしてください。
東京都 おぼろづきのファンです。 安全な農業をお願いします。
千葉県 頑張ってください。
神奈川県 美味しいお米を作り続けて下さい。

埼玉県
ゆめぴりか、一番大好きなお米です。無農薬、低農薬で未来の子供達にやさしいお米づく

り応援しています。
東京都 住みやすい町になってほしい

山口県

昨年、北海道を旅行した時に、道の駅サンフラワー北竜に立ち寄りとても印象深く感じま

した。農業に頑張っておられる様子を感じ、お米も美味しく、北海道のお米のファンにな

りました。これからも利用したいと思います。よろしくお願いします。

東京都
お米作りにまじめにしっかり取り組んでいられるように見受けられたので、ふるさと納税

に応募させて頂きました。
東京都 お米作りに正直に取り組んでいらっしゃる様子がわかりました。
岐阜県 北海道を応援しています！
北海道 ひまわり畑がとてもきれいでした。 また遊びに行きたいと思っています。

鳥取県

『ゆめぴりか』はANAのファーストクラスの機内食に採用され、魚沼産コシヒカリより高

値で取引されてると聞きます。 こんな宝のようなお米が食べれるなんて、北竜町様をこ

れからも応援致します。

愛知県

北竜町のひまわりの里の写真を本で拝見しました。 とても感動しました。 今年初夏に北

海道を訪れましたが、ひまわりの季節には早かったのが残念でした。 いつかひまわりの

季節に訪れたいと思っています。 頑張って下さい。

北海道 また行きたいのでサンフラワーパークの温泉をもう少しきれいにしてほしい。

新潟県

学生の時に初めてひまわりを見に行って そのずっと後に子供をつれて見に行ったときに

整備が進んでいて驚きました。 地元の生徒が育てたひまわりや 世界各国のひまわりもあ

り、とても見ごたえがありました。 アジア系外国人の観光客も多くいて、 立派な観光地

になっていると思います。 また夏の北海道旅行の際には立ち寄ろうと思います。
神奈川県 いつも美味しいお米ありがとうございます！ 今回は新米、よろしくお願いします。
埼玉県 美味しいお米を作って頂き、有難うございます。 これからも頑張って下さい。

岐阜県
北竜町のお米の美味しさに感動し２度目の寄付となります。 美味しいお米作り、頑張っ

てください。

東京都
前回、｢ゆめぴりか｣を一度食べたくてふるさと納税をさせていただきましたが、大変美味

しくて妻が非常に気に入ったようです。今後とも寄付をさせて戴きたいと思います。
北海道 TPPに負けずに頑張って！

大阪府
ゆめぴりかが美味しくて北海道に目が向きました。 TPPなど農業には厳しい時代がくるか

もしれませんが 美味しいお米には勝負する力があると思います。
大阪府 いつか訪ねたいです。
神奈川県 これからも頑張ってください。
東京都 ゆみぴりか、が美味しいのと、減農薬に賛同して、寄附を決めました。
茨城県 いつかは旅行に行きたいと思っています。

神奈川県
北竜町のひまわり畑は、これまで5回訪れ、朝日の中、夏の日差し、夕暮れ、それぞれの

美しさを堪能しました。
千葉県 がんばってください！
青森県 頑張って下さい!

神奈川県
去年、北竜町の「ゆめぴりか」を特典でお願いし、大変おいしくいただき、ファンになり

ました。
群馬県 頑張ってください
栃木県 昨年も寄付させていただきました。これからも美しい日本をお願いします。
神奈川県 子育て支援に役立ててください。
千葉県 ひまわり畑がとても綺麗で大好きです!
愛知県 おいしいゆめぴりかをつくりつづけてください

10月10日

10月11日

10月12日



東京都  低農薬で、美味しい農産物を作ってください。 応援してます。
大阪府 安全な食品の供給を今後もよろしくお願いいたします。
埼玉県 いつか訪ねてみたいです。 これからも町のご発展を　楽しみにしております。
愛知県 昨年の夏にひまわりの里を訪れました。楽しい思い出です！
神奈川県 低農薬を進めているお米作りを応援いたします。
東京都 ひまわり畑好きです！
埼玉県 私自身も小さい子供がいるので、子育て支援に使っていただけると幸いです。
千葉県 これからも美味しいものを作って下さい！
東京都 ゆめぴりか美味しいです。 今年もよろしくお願いします。

大阪府
北竜町のひまわりの里もきれいですばらしい。美瑛町に負けないくらい有名になってもら

いたいです。
埼玉県 ＴＰＰに負けず、良い農産物を作ってください
愛媛県 お米を食べられるのを楽しみにしています
広島県 食べ物の安全への意識の高さを持ち続けてください。応援しています。

兵庫県
特産品のお米がすべて低農薬という自治体は、珍しいです。 きっと、本当に農業を大切

にされているからだと思います。  遠くからですが、応援します。
神奈川県 少額ですが福祉事業にお役立てください。 ゆめぴりか楽しみにしております。
大阪府 北海道のゆめぴりかを両親に食べてもらいたくて寄付を決めました。

東京都
今回のゆめぴりかが美味しければ、継続して寄付しようと思います。楽しみにしていま

す。

北海道
昨年少額ですが寄付させて頂き美味しいユメピリカに感激しましたどうぞこれからも安全

安心の農業進めて下さい

愛知県

低農薬にこだわったお米を特産品としていたので寄付させていただきました。これからの

安全、安心な農作物作りに役立てていただければ幸いです。玄米の五キロの特産品がある

と嬉しいです。

東京都
北海道の特産物はとても美味しくて大好きです。これからもがんばってください。応援し

ています。
千葉県 美味しいお米をこれからも作り続けてください。

神奈川県

ゆめぴりかに惹かれ応募しましたが、きっかけで貴町のホームページを拝見したり、地図

サイトで位置を確認するなど、大変興味を持ちました。 北海道を訪れた際には、ぜひお

じゃましてみたいです。

岡山県
娘が北海道に嫁ぎ、身近な存在となりました。 小さな子供達が健康で伸び伸びと育つ町

になって欲しいと思います。

静岡県

静岡に住んでいて、雪とは無縁な生活をしています。 年に1回、旅行で北海道へ行きま

す。機会があれば北竜町に立ち寄ってみたいと思っています。そんな日が来たら、よろし

くお願いします。

岐阜県 頑張ってください。
愛知県 農薬の少ない玄米に惹かれてきました。 どうか役立てて下さい。
兵庫県 今年も応援させてください！
東京都 ひまわりの維持頑張ってください！
神奈川県 これからも応援しています！　ひまわりの季節にまた行きたいです。

埼玉県
昔ながらの農薬を極力使わない食物を増やして欲しいです。そのためには人力が必要なの

でそういったことに寄付金が使われれば幸いです。
大阪府 ゆめぴりか大好きなんです。 楽しみにしています。
大阪府 応援してます！
大阪府 発展を祈念しています。
埼玉県 北竜町の自然を大切に維持してください
長野県 昨年もゆめぴりかをおいしくいただきました。 今年も宜しくお願いいたします。

東京都
転勤で北海道に住んでいたことがあり、妻も北海道（岩見沢）出身なので、北海道の自治

体の中で選ばせていただきました。 町の魅力をいろいろな形で発信してください。

東京都
農薬を５０％カットしているという低農薬米に魅力を感じました。 今後も、低農薬米の

栽培を推進してください。

大阪府
北竜町開催のひまわり祭り、以前から一度足を運びたいと思いつつも行けていません。来年こそ
はと考えています。

10月13日

10月14日

10月15日

10月16日

10月12日



東京都 一度訪ねたいです
神奈川県 初めての寄付となりますが、おいしいお米ならまた頼みたいと思います。
東京都 美味しい農産物の生産を頑張ってください
兵庫県 お米を楽しみに待っています

大阪府

昨年、試しにななつぼしを食べてみたら、想像以上に美味しくて、今では我が家で一番人

気のお米になりました。 そのななつぼしが貰えるということで、北竜町に寄付致しま

す。 低農薬で栽培するのは手間が増えて大変でしょうが、今後とも頑張ってください。

神奈川県 これからも安心安全な食を日本に提供し続けてください。

北海道
昨年頂いたお米は本当に美味しかったです。安心安全な農産物を作り続けてください。TPPを町の
農産物を世界に売り込むチャンスにしてください。美味しいもや安全なもののには高くても購入者
はかならずいます。私も北竜町のファンです。

北海道

昨年ふるさと納税でお米を頂きました。とてお美味しかったです。無洗米を作ってください。水の冷
たい時期にはお米をとぐのはつらいです。東洋ライスの機械はホクレンでつかっています。金芽米
を作る機械です。きれいに糠がとれているので水を入れて炊くだけです。我が家では防災のため
に割高でもホクレンの無洗米を買います。本州では取水制限や水質の関係でペットボトルの水を
使う人もいるほどです。研ぐためのお水は無駄です。是非、無洗米を用意してください。

東京都 ぜひ子供や教育のために役立ててください。
東京都 お任せします。 有効にお使いください。
東京都 私も北海道人、ご発展をお祈りします
神奈川県 農業は厳しいと思いますが、がんばってください
埼玉県 以前にもお米送っていただき、おいしく食べさせていただきました。
東京都 応援してます。いつか遊びに行きたいです。
東京都 父がぜひこの町に寄付したいという理由で選びました。応援しています。
千葉県 がんばってください！
北海道 ひまわり　きれいでした！！
東京都 北竜町のお米美味しくてびっくりしました。 北竜町最高です！
埼玉県 美味しいお米をありがとうございます。 これからも応援してます。

埼玉県
北海道出身です。北竜町にも幼い時から何度も行きました。 北竜の自然が大好きです。

ますますのご発展とそのままの景観を残せますよう、お祈りしています。
東京都 頑張ってください。

東京都
2回めの申し込みになります。 家族にも好評でした。 引き続きよろしくお願いいたしま

す。
東京都 お米楽しみにしています。
北海道 少しですが、町づくりに役立ててください。
北海道 高齢者に住みよい町づくりを期待しています
東京都 日本および海外へ届けた、北海道のおいしいお米作りの発展を願っています。
埼玉県 宜しくお願いいたします。
愛媛県 自然保護に頑張ってください。
愛知県 高齢者にも住みよい町が良いと思います
京都府 以前にいただいた”ゆめぴりか”が大変おいしかったです。
兵庫県 行ったことはありませんが、機会があれば訪問してみたいです。

大阪府
ツアーで北海道に行ってもなかなか立ち寄ることができないので、個人で旅行した時には

ぜひひまわりを見に行きたいです。
愛知県 美味しいお米が食べられるのを楽しみにしています。

東京都
去年、主人が送ってもらったお米が美味しかったので、今年は私も申し込むことにしまし

た。今後も是非続けてください。
愛知県 おいしいお米これからも応援します。
東京都 おいしいお米を作ってください。
富山県 北竜町の発展を願います
神奈川県 安心で美味しいお米作り応援します。
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！

京都府
昨年利用させていただき、おいしいお米を楽しませていただきました！今年もよろしくお

願いします。
大阪府 ゆめぴりかをいつも大変おいしく　いただいております。よろしくお願いします。
岐阜県 志事ができる人材を育てて生きましょう！

10月19日

10月16日

10月17日

10月18日



東京都

先日スーパーで「ゆめぴりか」を購入してみたら、あまりに 美味しくて、応援したくな

りました。 また、ゆめぴりかを探していたところ、他の種類のお米も あったので、試し

てみたくなりました。  美味しいお米を作っていただき、ありがとうございます。 応援し

ております。

広島県
到着日についてお電話で問い合わせをしました。 とても親切に対応して下さってありが

とうございます。

千葉県
本年を含め、２度サンフラワーに宿泊しました。 今年はひまわり事業へ寄付させて頂き

ます。
大阪府 頑張ってください
兵庫県 地域をもっと活気づけて下さい。

東京都
お米もハンバーグもおいしいです．またお願いしてしまいました．これからもおいしいお

米作りに期待しております．頑張って下さい．

神奈川県

昨年も北竜町へふるさと納税させていただきました。 頂いたひまわりメロンが、とって

も美味しくて大きくて、ファンになりました！ 素晴らしいメロンだと思い、友人にも紹

介しました。 ひまわりメロンの農家様にどうぞよろしくお伝えくださいませ(^^)

宮城県 これからも美しい風土を持ちつつ、地域振興頑張ってください。

東京都
ふるさと納税をきっかけに北竜町を知りました。ひまわりの里ということなのでいつか訪

れたい場所のひとつとなりました。
東京都 よろしくお願いします。 楽しみに待っています。
秋田県 前回 頂いたお米がとってもおいしかったので、再度申し込みました。
神奈川県 日本産の美味しい物を、たくさん作ってください。 日本の農業を応援します。
神奈川県 これからも美味しい安全なお米を作ってください。応援しています。

群馬県

北海道で有名なゆめぴりか。一度食したかった。 こだわりのお米、おいしくいただきま

す。 TPPの影響で輸入品が大量に入ってくるかもしれませんが、 農家のみなさん、誇りを

持ってがんばってください。

千葉県 地域振興頑張ってください。
東京都 まったくの偶然で選びましたが、これも何かの縁です。 玄米、楽しみにしています。

栃木県
ここ数年は行けてないのですが私の出身県にも秋ひまわりがあり、ひまわりの里という事

で親近感のようなものを感じました。いつか遊びに行けたらなと思います。
大阪府 ＴＰＰに負けず、美味しい農産物を作り続けてください。 よろしくお願いします。

神奈川県
今年の夏に北竜町を訪れ、大変おだやかな時間を過ごすことができました。 また都会の

喧騒に疲れを感じたとき、遊びに行きたいです。

福岡県
苫小牧在住時（５年間）３度訪れました。１００万本のひまわりの すばらしさ、絶景、

雄大さを堪能できました。来年は家内と訪れたいと思います。頑張ってください。
神奈川県 地域を良くしようとする関係者の努力が感じられます

北海道
いつもありがとうございます。本当にお米が美味しいです。今度家族で北竜町に訪れてみ

たいです！
北海道 きれいなひまわりを毎年ありがとうございます。
岡山県 頑張って下さい

北海道

向日葵を毎年見に行くのですが、いつも見事なひまわりに 出迎えられ心が洗われる気持

ちになります。 その町で元気な高齢者や子供たちの声が響き渡っている光景が 絶えない

ようにと願っています。

群馬県
遠く群馬から、北竜町の発展をお祈りしております。いつの日か立ち寄れたらと思ってい

ます。
兵庫県 おいしくて安全な農作物をたくさん生産してください。
神奈川県 北海道のお米のファンです。米作り、頑張ってください。
東京都 いただくお米が美味しくていつも楽しみにしています。
愛知県 北海道大好きです　頑張ってください
兵庫県 食は安心安全が一番です。できる限り有機なもを応援します。
福岡県 ひまわりの管理大変なことだと思いますが、頑張ってください。

東京都

ゆめぴりかは、家族全員が好きな銘柄です。 子供にも可能な限り低農薬な食物を食べて

もらいたく、自分でも家庭菜園で無農薬野菜を育てているので、その大変さは多少理解し

ているつもりですが、その分価格が高くなっても安全を取りたいと思います。是非、低農

薬米の推進を今後ともよろしくお願い致します。

10月19日

10月20日

10月21日

10月22日

10月23日



北海道 前に一度いただいたお米がよかったので、また申し込みます。
愛知県 おいしくて安心安全なお米の生産、頑張って下さい！！
栃木県 頑張って下さい。今後も応援していきます。
大阪府 ホームページ観てたら行きたくなりました。
東京都 北海道の農業を応援しています。

東京都
まだ一度も行ったことがないですが、ぜひ一度訪問したいです。ひまわりはきっと見事で

しょうね。
大阪府 はじめまして、寄付金皆様のお役に少しでもたてれば幸いです。

愛知県

以前旅行でひまわりを見に訪問させていただき感動してかえって来たことを思い出しまし

た。 家族も増えたのでいつか一緒に見に行けたらと思います。 町を上げて観光資源を造

り上げ維持するのは大変かと思いますが頑張ってください。

新潟県
美味しそうなお米を大事に作っているところを探しました。ささやかですが、ぜひ子育て支援に使っ
てください。

東京都 地元北海道の発展を祈ります

東京都
低農薬のお米楽しみにしています。 大変だと思いますがこれからはオーガニックの価値

がより見直される時代になると思います。  頑張ってください！応援しています。
宮城県 北竜町のゆめぴりか、とても美味しいです。
北海道 ひまわり迷路を楽しみにしています。

兵庫県
ホームページを拝見しひまわり畑のすごいのが掲載されていました。関西にもありますが

毎年大事に育ちますように わずかですが寄付させていただきます。
神奈川県 これからも美味しくて安全な農産物をお願いします。

東京都
昨年の寄付時に頂いたゆめぴりかが、とても美味しかったです。ありがとうございまし

た。

東京都
ふるさと納税で北竜町を知ることが出来てよかったです。美味しいお米を期待していま

す。美味しかったらリピートします。
千葉県 北海道に住んでいました。関東から北海道を応援しています。
兵庫県 低農薬、頑張ってください
愛知県 頑張ってください
東京都 北海道の安全でおいしい農産物の生産を応援しています。

東京都
先日も同じ特産品を申し込みました。大変美味しくいただいております。新米も是非食べ

てみたく申し込ませていただきます。
千葉県 新しい町づくりをお願いします。
千葉県 北海道好きで将来住みたいです。

兵庫県
明るい日本の将来にむけ、古い考えに縛られることなく地方から活性化しましょう！頑

張ってください！
神奈川県 地域の活性化を応援しています。
秋田県 有効に活用して下さい。 これからも美味しいお米を作って下さい。

神奈川県
ひまわりの町である北竜町を応援したくて、ささやかではありますが寄付をさせて戴きま

す。
沖縄県 おいしいお米を楽しみたいと思います。ありがとうございます。
千葉県 来年届くメロンを楽しみにしています。今回良かったら、また来年も寄付をしたいと思います。
新潟県 遠方より北竜町の益々の発展を願っております。

千葉県
初めて「ふるさと納税｣を利用し、寄付いたします。 北海道の2000人の人口の小さい町と

伺い、応援させていただきます。
埼玉県 北海道出身なので北海道を応援したいのと、減農薬のお米に魅力を感じました。

神奈川県
ゆめぴりかは、日ごろから食べており、とても甘くておいしいです。 農業の振興のため

に、有意義に使ってください。
埼玉県 ふるさと納税で知りました。いつか訪れてみたいです。応援しています。
千葉県 札幌勤務時に何度もお邪魔しました。 美味しいお米を楽しみにしています。

東京都

北海道が好きなので、道内の人口が少ない町に寄付したいと思っていました。 食べたこ

とのないお米があったので、楽しみにしています。 いつか遊びに行けたらよろしくお願

いします。

奈良県 種類がもっと増えると嬉しいです。
神奈川県 低農薬米に興味があるので特産品に魅力を感じました。

10月25日

10月23日

10月24日



北海道 ひまわりが、満開の時に訪れた事があり、とても感動しました。北竜町が大好きです。
岩手県 安全で美味しいお米を作って下さい。
千葉県 低農薬への取り組み頑張ってください。
大阪府 今後も活気ある町づくりを応援しております
岐阜県 子育て支援に使ってください。 宜しくお願い致します。
静岡県 有効に使ってください。
愛知県 おいしいお米を作り続けて下さい！！

奈良県
先に送って頂いた「ゆめぴりか」がすごく美味しかったのでリピートしちゃいました。

これからも美味しいお米を作ってください。 応援しています。
大阪府 素敵な町ですね。 ひまわりの里に行ってみたくなりました。
大阪府 美味しいお米を楽しみにしています。
大阪府 美味しいメロンを楽しみにしています。

愛知県
北海道が好きで北竜町のひまわりを一度見ていたいと思っています。北竜町をぜひ訪れた

いです。

東京都
低農薬の美味しい農産物はとても魅力的です。特に無農薬の玄米等があれば嬉しいなと思

います。
兵庫県 北海道は大好きな街です。 これからも素敵な街作りを期待しています。
愛知県 いつか北竜町に旅行に行きたいと思います。
大阪府 日本の農業を応援しています。頑張ってください。
北海道 北竜町に友人がいます 安全なお米づくり応援しています
北海道 ひまわり畑がアジアでもっと有名になって活性化あるまちになってほしいです。

三重県
ゆめぴかり、初めて頂ます。 メロン、楽しみに待っています。 北竜町の農業発展を応援

しています。

千葉県
前回も書類の送付　大阪に指定しました。  2回目の納税です。本当はお伺いしたいです。

ますます素敵な場所でいてください
東京都 お役に立てれば幸いです。 また訪れることを楽しみにしています。
東京都 北海道出身です。 応援しています。
東京都 これからも安心安全な食べ物を作ってください

大阪府

北海道にこんなに多くの町があるとは知りませんでした。北海道は旅行でしか行ったこと

がありませんし、観光地と言われるところだけです。北竜町もふるさと納税で知りまし

た。 ひまわりメロンおいしかったです。西日本では、出回ってないですね。妻と、今年

も寄付をして申し込もうということになりました。 寄付金は、教育事業に使用いただけ

ればと思います。子供たちの世代への教育が日本の、北竜町の未来を作ってゆくと信じて

いますから。

神奈川県 クレジット決済ができるようになり、便利になりました。
北海道 安心・安全な農産物を頑張って作り続けて欲しいです。
大阪府 北海道の素晴らしい自然、農家を守っていってほしいです。

広島県

将来のある子供たちの為に、わずかですが、お役にたてれば嬉しいです。 ゆめぴりかは

毎年おいしく頂く我が家になくてはならないお米です。 これからもおいしいお米を作っ

てください。

静岡県 安心安全な農作物がいただけることに感謝。 頑張ってください。
神奈川県 今後は、自然の保全に寄与する寄付の使い道を考えていただければと思います。
東京都 自然豊かなところですね。北海道へ行く機会があれば訪ねてみたいです
埼玉県 農業を応援します。美味しい農産物を沢山作ってください。
東京都 ななつぼし楽しみにしています。
埼玉県 これからも魅力ある町づくりを続けて下さい。
大阪府 これからも、安心して食べられる美味しいお米をたくさん作ってください。
東京都 ゆめぴりか、とても楽しみです。
大阪府 今年もよろしくお願いします。
東京都 特産品楽しみにしてます。
島根県 まだ訪れたことはないのですが、きれいなひまわり畑をいつか見に行きたいと思います。
広島県 貴町のお米が大好きです！！

愛知県
昨年もお米を送っていただいたのですが、とてもおいしかったので 今年もお願いするこ

とにしました。家族一同大変楽しみにしております。よろしくお願いします。
愛知県 有効に使ってください。

10月25日

10月26日

10月27日

10月28日



愛知県
北海道は旅行で何度か行っています。 自然と頑張って見える農家を応援しています。 安

心安全な美味しい農産物をありがとうございます。

東京都
ひまわりの里綺麗ですね！北海道に帰省の際、子供を連れて遊びに行きたいと思います。

子供たちが笑って暮らせる街になりますように★
神奈川県 町の更なるご発展をお祈りしています。
岐阜県 地域発展のため頑張ってください。
岡山県 北海道産のお米、楽しみにしています！
愛知県 子育て支援にお役立ていただければ幸いです。

東京都
先日ゆめぴりかが届きました。おいしい！！ おぼろづきは今まで食べたことがないので

楽しみです。 ひまわりの里にも行ってみたくなりました。

大阪府
地方が元気になれば、日本が元気になると思います。 自然豊かな町づくりがんばって下

さい。
千葉県 新米おいしかったです。 今後とも末永くよろしくお願いいたします。
埼玉県 北海道へ旅行のさい、ぜひよってみたいです。
山口県 頑張って下さい、応援しています。

大阪府

今年の夏の旅の際に、ひまわりの里で少しばかりの寄付で、ひまわりの種を頂きました。

来年の夏に咲かせたいと思っています。(畑で植えます) 今回の寄付の使途も北竜中学校の

生徒の皆さんのために使ってもらえるといいかと思います。 (ってことで結局、町長が使

途を考える!)
神奈川県 少ないですが、子育てに役立てて下さいね。

東京都
評判のゆめぴりかの新米とても楽しみにしています。 今後も頑張って下さい。応援して

います。

大阪府
以前、妻と、ひまわりの里に行きました。 私たち夫婦の大切な思い出の場所となりまし

た。 また、子供たちと一緒にいつかひまわりを見に行きたいです。
愛知県 メロン楽しみにしています。
東京都 自然との共存を維持していって下さい。
北海道 同じ北海道なので応援してます

群馬県
農業を取り巻く環境は年々厳しくなりますが、安心安全な食べ物を提供して頂けるよう

に、よろしくお願いいたします。

東京都
昨年もふるさと納税を利用させていただき、お送りいただいたお米が家族に大変好評でし

た。今年も利用させていただきます。
千葉県 去年の夏にひまわり畑に行きました。絶景でした^^
香川県 有意義に活用お願いいたします。
新潟県 活気のある街づくりにお役立てください
神奈川県 おいしいお米の生産に期待しています。
北海道 ＴＰＰに負けず、安心安全なお米を作り続けてほしいです。応援しています。

東京都

寄付金の用途目的に、犬猫の殺処分削減に努める項目を入れてほしいです。 広島県神石

高原町でされているようなプロジェクトを、是非とも全国の自治体で行ってほしいと切望

します。  今後も、子供たちに未来ある北竜町へ発展しますようお祈りいたします。

東京都 北海道の農業がんばってください。
神奈川県 北竜町のひまわりはとても美しいと聞いています。いつか見に行きたいと思っています！

福岡県
これから寒くなりますが、気をつけてがんばって下さい。 私も北海道は好きで今年も道

東に１０日ほど行きました。 これをご縁で一度訪れたいです。
大阪府 安全、安心の農作物の栽培に努めて下さい。
大阪府 はじめて申し込みます。 よろしくおねがいします。
神奈川県 これを機会に、一度観光に行きたい思います。

東京都
お礼品を見ていてたどり着きました。自然に恵まれているようで、恵みを生かした発展を

応援します。
東京都 昨年に引き続き寄付させて頂きます。これからも美味しいお米を作り続けてください。

福岡県
単純ですが、町名が気に入りました＾＾ わずかですが、農業推進にお役に立てればと思

います

富山県
私の町は過疎地域指定　年寄比率が高くなるなか農業頑張ってます  ＴＰＰで農業はどう

なるかわかりませんががんばっていきましょう。

10月28日

10月29日

10月30日



神奈川県

前回、丁寧なご対応に感動し、特例申請書送付の際にメッセージを添えたところ、さらに心温まる
お返事頂戴し、感動しました。 ふるさと納税制度により、業務量は増えていると推察する中、どこま

でも丁寧にご対応くださる職員の方々の姿勢は素晴らしいと存じます。 貴町のゆめぴりか、とても
美味しくいただきました。玄米を見つけたので、再度申し込みます。よろしくお願いします。

愛知県 農業の革新を期待しています。
埼玉県 ひまわり畑が綺麗でした。 変わらずにあり続けることを願っています。
愛知県 北海道に行ったことがないので、北の大地で育った食べ物を堪能させて下さい。
福岡県 ご発展を祈念します
兵庫県 寄付金の有意義な活用を期待しています
大阪府 まちづくりに有効にご活用ください

神奈川県
数年前に家族旅行で訪れた際に見たひまわり畑には感激しました。 また機会があればひ

まわりの時期に行ってみたいです。
愛知県 北海道のお米を食べたことがないので、ふるさと納税を利用して味わいたいと思います。
東京都 美味しいお米をありがとうございます。
大阪府 お正月のお餅楽しみにしてます。
東京都 寄付金は町のためにお役立て下さい。
福島県 ひまわりの季節になったら、ぜひ訪れてみたいです！
北海道 ひまわり畑が印象的です。また行きます。
千葉県 これから寒くなりますが、体に気をつけておいしいメロンを作ってください。
神奈川県 北海道の農業がこれからも飛躍するよに祈っております。
東京都 良質な農作物を作っていただくようお願いします。

10月31日


