
申込日 住所 町へのメッセージ
広島県 美味しいお米をありがとうございます。 家族の元気のもとです！

東京都 今後も美味しいお米を作り続けてください

兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

石川県 地域の発展のためにお使いください。応援しています。

兵庫県 頑張れ

神奈川県 リピートしています。いつもおいしいお米ありがとうございます。

東京都 いい町にしてください。

東京都 前回、大変おいしくいただきました。ありがとうございます。

京都府 柔らかくて美味しいお米をありがとうございます。

京都府 お役立てください。玄米はいつも美味しくいただいております。

山形県 美味しいお米作り応援しています

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

神奈川県 夏のひまわり祭り、奇麗でした。ありがとうございました。

千葉県 おいしいお米をありがとうございます。

北海道
毎年北竜町にお邪魔してます。 ひまわり畑綺麗で、毎回楽しみです。 活性化頑張ってく

ださい。

大阪府 わずかですが寄付させていただきます。

福岡県 ひまわり畑いつか行ってみたいです☆ これからもあたたかい街づくりを期待していま

大阪府 これからも美味しいお米を作って下さい。

東京都 自然を大事に。

埼玉県
日本国民がいつまでも健康でいられますように、安全で美味しいお米をたくさんつくって

下さい。応援しています。

兵庫県 頑張ってください

東京都 いつも美味しいお米をお贈りいただきありがとうございます。

東京都 いつも寄付させていただいています。美味しいお米ありがとうございます。

埼玉県
北竜町の玄米がとても美味しかったので、今年二回目の申し込みをしました。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。

北海道 貴町の益々の発展をお祈り申し上げます。

東京都 ぜひ低農薬の米作りを続けてください

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。

大阪府 観光振興頑張ってください。

大阪府 応援しています。

愛知県 頑張って！

神奈川県 美味しいお米をありがとうございます。 益々のご発展、願っております。

神奈川県 益々のご発展、願っております。

１１月５日

★１１月１日～３０日までの町へのメッセージ

１１月１日

１１月２日

１１月３日

１１月４日

１１月６日



申込日 住所 町へのメッセージ

東京都
三連休に北海道に行きましたが、もうすっかり冬の訪れですね。 また来年のひまわりの

時期を楽しみにしています。

神奈川県 この夏ひまわり満喫させていただきました。 お米もとてもおいしいです。

千葉県 おいしいお米をよろしくお願いいたします。

北海道 子育て支援にお使い頂けると幸いです

北海道
お米ありがとうございました。 とても美味しく、また寄付する事にしました。 友達にも

お裾分けして、喜んでもらいました。

東京都 頑張ってください

東京都 おいしい玄米ありがとうございます。 子育てがんばってください。

大阪府 こちらのもち米は減農薬で　とても美味しいので　毎回楽しみにしています！

東京都 北竜町を応援しています！

三重県 これからも北竜町が発展しますように。

神奈川県 僅かですが、寄付させていただきます。

東京都 美味しいお米を楽しみにしております。

東京都 おいしいお米をありがとうございます。籾殻が入っていたこともなく信頼しています

東京都 安心な美味しいお米を作ってください

神奈川県 これからも素敵な町づくりに邁進されますことをお祈りしております。

滋賀県 いつもおいしいお米をありがとうございます。自然を大切にしてください。

静岡県 昨年も申し込みして、美味しくいただきました。 今年も楽しみにしています。

東京都 美味しいお米をありがとうございます！

神奈川県 これから寒くなるのでお身体に気をつけてお過ごしください。

福岡県 応援しています。

愛知県 いつも美味しいお米をありがとうございます。今年の新米も楽しみにしております。

茨城県 毎年、おいしいお米を頂くのを楽しみにしています。

茨城県 今年もおいしいお餅を楽しみにしています。

千葉県 美味しいお米をありがとうございます！今回2回目です。これからも応援しています。

広島県 美味しいお米をありがとうございます。家族で味わって食べています。

静岡県 美味しいお米づくりを頑張ってください。 これからも楽しみにしています。

愛知県 お米美味しいです

兵庫県 今年も美味しいお米を頂けること楽しみにしています。

北海道 同じ空知に住む者として応援しています！

東京都 少しでも貴町の発展の助けとなれば幸いです。

愛媛県 今年も楽しみにしていました。

福岡県 安全で美味しいお米をこれからもよろしくお願いします。

愛知県 美味しいお米の生産頑張ってください

岐阜県 北海道生まれの親類がいるので、第二のふるさとです。北海道を大切にしています

神奈川県 頑張って下さい。

１１月６日

１１月７日

１１月８日

１１月９日

１１月１０日

１１月１１日



申込日 住所 町へのメッセージ

東京都

十数年前、まだ幼い息子と迷路のようなひまわり畑を散策した思い出があります。高齢者

の方の割合が50パーセントに近いと知り驚きました。医療の充実に少しでもお役に立つこ

とができれば幸いです。

神奈川県 子供達の教育にご活用ください

兵庫県 冬の道産子、頑張ってください。

東京都 これからもおいしい玄米を作っていってください

埼玉県 毎年美味しいお米をありがとうございます。 今年もよろしくお願いします。

大阪府 美味しいお米から北竜町を知っていただけるよう ＰＲいっぱいします！！

神奈川県 人口減少に対応する施策を望みます。

東京都 いつもお米を美味しく頂いてます！これからも美味しいお米を作ってください！

鳥取県 北竜町の新米食べれるの楽しみにしています！

愛知県 皆が暮らしていてよかったと思える地域になると良いです

東京都 美味しいひまわりライスをいつも楽しみにしています。

東京都 頑張ってください！

神奈川県 北竜町を応援しています。

神奈川県 毎年おいしいいお米楽しみにしています。

北海道 毎年おいしいお米を楽しみにしています！

岐阜県 少子化対策に力を入れてください。

三重県 教育環境整備の一部に使用してください

愛知県 いつか行ってみたい町です！

兵庫県
昨年と同じく寄付をさせていただきます。一度しか行ったことがありませんが、北海道が

大好きです。お年寄りが安心して長生き出来る街づくりをお願いします。

東京都 子育て支援を充実させて下さい。

東京都 おいしいもち米を作ってください。 低農薬を応援してます。

東京都 これからも、よりよい町になることを応援してます。

東京都 こちらのゆめぴりかが一番美味しいです！

北海道 些少ですが，まちづくりにご活用ください。

東京都 微力ながら応援させていただきます。

宮城県
毎年新米を美味しくいただいています。以前北海道勤務時にヒマワリを見たことが忘れら

れません。もう一度訪問したいと思っています。

東京都 いい町にしてください。

北海道 今後も益々の御発展をお祈り申し上げます。

北海道 いつも応援してます

兵庫県 地域の活性化に使用して下さい。

北海道 頑張ってください！

愛知県 今よりも一層魅力ある町になることを期待しています。

埼玉県 毎年美味しいお米をありがとうござあいます。

１１月１１日

１１月１２日

１１月１３日

１１月１４日

１１月１５日

１１月１６日



申込日 住所 町へのメッセージ
愛知県 美味しいお米をありがとうございます。

東京都 頑張ってください！

東京都 がんばってください！

北海道 ひまわり畑、毎年楽しみにしています。 これからも応援しています。

福島県 数回お世話になり、とても美味しくいただいていります。 どうぞ頑張ってください。

埼玉県 いつも、お世話になっています。今回も宜しくお願いいたします。

埼玉県 今後も美味しいお米を期待してます。

北海道 リピート特典があると嬉しいです。

北海道 色々と大変ですが、頑張ってください。陰ながら、応援しております。

東京都
毎年、玄米を注文しています。今後も安心して食べられる美味しいお米を作り続けてくだ

さい。

北海道 北海道民を応援しています！

東京都
毎年寄付させていただき、おいしいお米を頂いております。いつもありがとうございま

す。

兵庫県 今後も北海道の大地を利用した、農産業の発展に期待します。

静岡県 いつかは、行ってみたいです。

東京都
特産品であるひまわりライス楽しみにしています。 ひまわりまつりは是非行ってみたい

です。

神奈川県 応援しています

福岡県 減農薬に取り組まれている農業に 感動しました。

北海道 これからも品質重視のふるさと特産品を作ってください。

千葉県 寄付が子供の教育へのお役に立てば幸いです。

山梨県 NPO法人「あかるい農法」の活動に役立ててほしいです。

東京都 未来を担う子供達が、生き生きと楽しく生活できる様にお願いします。

北海道 おぼろづき、美味しくいただいております。 今回も、よろしくお願いいたします。

東京都
おいしいお米をありがとうございます。玄米を健康のため食べています。石等混入がなく

安心して食べています

東京都
種子法に負けずに日本のお米をこれからも作って下さい。また、観光よりも一次産業へ寄

付金を使って頂くよう、お願い致します。

東京都 初めて寄付します。安心安全な低農薬での米作りを応援します。

神奈川県 少しでも何かに役立てられると嬉しいです^_^

東京都 毎年、寄附させていただいています！ 北竜町のお米、お餅、大好きです。

福島県
美味しいお米作りを絶やさない様、微力ながら寄付により応援させていただきます。 こ

れからも、頑張って下さい。

東京都
毎回お米を楽しみにしております。これからも豊かな自然が守れるように、美味しいお米

が作れますように、応援しております。

埼玉県 応援しています

１１月１７日

１１月１６日

１１月１８日

１１月１９日



申込日 住所 町へのメッセージ
愛知県 訪れたことが無い町ですが、寄付金が町の発展に寄与することを願っています。

石川県
北竜町へはひまわりを見に観光で学生時代に訪れました。 ひまわりのように明るく輝い

た街づくりを願っています。

埼玉県
いつも美味しいお米をありがとうございます。 本当に美味しいです。日本も温暖化でお

米は北海道の時代ですね。

北海道 美しいひまわり畑をまた見に行きます！

埼玉県 毎年お正月には北竜町の美味しいお餅を頂いております。 楽しみにしています。

神奈川県 地域の医療・福祉にお役立てください。

東京都 これからも応援します。

東京都 以前北海道旅行で訪れ、田んぼのスケールに驚きました。頑張ってください。

広島県
美味しいお米ありがとうございます。 昨年に続き寄付させて頂きました。 正月のおもち

にさせて頂きます。

東京都
昨年も風の子餅米で新年用の餅をつきました。とても美味しかったです。こちらは災害に

より、稲作が出来ません。今年も少しですが、協力させて頂きたいと思います。

東京都 これからも頑張ってください！

奈良県 美味しいもち米、楽しみにしています。

愛知県 住みやすい環境になるよう頑張って下さい

東京都
現地を訪れることはなかなか難しいのですが、毎年応援しています。北竜町は心のふるさ

とのひとつです。

東京都 いつも応援しています

神奈川県 農家の方の労働に感謝して、お米をいただきます。

愛知県 少子化の日本の農業を応援しています。 これからも美味しいお米を作って下さい。

千葉県
ふるさと納税でしか応援することが出来ませんが、また時間が取れましたら、北竜町に遊

びに行きます。 素敵な風景、温かい人が大好きです。

静岡県 寒さ厳しい季節となりますが、町民の皆さまのご健康とご多幸をお祈り申し上げます

東京都 東京から応援しています！北竜町にも遊びに行きたいです！

長野県 減農のお米作り頑張って下さい。

東京都 今後も低農薬米の生産が続くよう、応援しています。

大阪府 頑張って下さい。

愛知県 応援しています

群馬県

貴町に初めて寄付します。 北海道へは何度も旅行に行っていますが、北竜町はまだ行っ

たことがないので機会があれば行きたいと思っています。 町の発展・住民のために寄付

を使ってください・

大阪府
毎年もち米を頂いていますが、近くで市販されているものより上質でおいしいと家族に大

好評です。ありがとうございます。

京都府 頑張ってください

北海道 頑張ってください

１１月１９日

１１月２０日

１１月２１日

１１月２２日

１１月２３日



申込日 住所 町へのメッセージ
東京都 ゆめぴりかを毎年美味しくいただいています。

青森県 北竜町のお米大好きです。 安全で美味しいお米を今後も作ってください❗

東京都 前回も食べたけど美味しかったです

兵庫県 毎年お餅にして美味しくいただいています。 美味しい餅米をありがとうございます。

東京都 心を込めて寄付します。大事に使ってください。

千葉県 未来を担う子どもたちのために、頑張ってください。

東京都 ユメピリカは絶品です。新米でお願いします。

東京都 過疎化に負けず、美味しいものを作って欲しい

高知県 お世話になりました

東京都 いつも美味しい低農薬米をいただいてます。

大阪府
おいしいお米、我が家にとっては貴重な食糧です。 毎年おいしいお米を本当にありがと

うございます。

神奈川県 美味しいお水で作られたお米、楽しみにしています。

愛知県 良い米を作って頂きありがとうございます。

神奈川県 減農薬の美味しいお米作りを応援しています。

東京都 きっと美しいところなんでしょう。 いつか行ってみたいです。

静岡県 応援してます！

大阪府 頑張ってください！

大阪府 北竜町がより良い街になりますように。頑張って下さい。

北海道 いつも有り難うございます。美味しくいただいてます

１１月２６日 東京都

親が北海道出身なこともあり、応援したい気持ちがあります。ふるさと納税というものを

するのはこれが初めてなのですが、最初だからこそ、思い入れのある土地に寄付したいと

思いました。 心から応援しています。

福岡県
前回頂きまして、柔らかくおいしいいお米に感動しました。またよろしくお願いいたしま

す。

北海道 北竜町の発展を切に望みます

千葉県 もしかしたら今年は初めてかも、でもやっぱり寄付します。玄米欲しいのです。

愛知県 教育関係の資金に使ってください

北海道 応援しています。

北海道 ほんの気持ちですが、どうぞ何かにお役立てください。

愛知県 北竜町の益々のご発展を祈念いたします。

東京都 街づくりに役立ててください。

東京都 毎年、美味しいお米をありがとうございます。

大阪府 いつかひまわりを見に行きたいです。

茨城県 いつも美味しいお品をありがとうございます。

東京都 頑張って下さい。

神奈川県 かんばれ。ファイト！

１１月３０日

１１月２３日

１１月２４日

１１月２５日

１１月２７日

１１月２８日

１１月２９日



申込日 住所 町へのメッセージ
大阪府 北海道を応援しています

北海道 頑張ってください！

愛知県 夏のヒマワリ畑に遊びに行きたいです。

大阪府
農林業の振興に役立てばと思います。 学生時代、バイクで北海道を周遊しました。 良い

想い出です。 玄米楽しみです。

長野県 美味しいお米をお願いします。

埼玉県 ほんの少しですが、未来を担う子供たちのためにお役立てください。

東京都 北竜町のお米が大好き、美味しいです！ 沢山おいしいお米作り、応援します。

長野県 よろしくお願いします！

北海道 応援してます

１１月３０日


