
申込日 住所 町へのメッセージ

大阪府 少額で申し訳ありませんが、北竜町の事業に活用下さい。

大阪府
毎年貴市に寄付しています。 美味しいお米を家族全員で楽しく頂いています。 これからも健康に良い

美味しいお米を作り続けて下さい。

神奈川県

いつも、ななつぼしを美味しくいただいています！ 今回はお世話になった方へのプレゼントに、と

思って追加しました。 大変なこともたくさんあると思いますが、美味しいお米づくり、誇りを持って

頑張ってください！

千葉県 ゆめぴりか楽しみにしています

茨城県 粒が大きく、美味しいお米でしたので、今年もいただきたいと思います。

千葉県 少しですが、町のご発展に、お役立てください。

福島県 初めての応援です。がんばってください。

神奈川県 応援しています！

埼玉県 更なる良いお礼の品物を期待してます

東京都 低農薬・有機農産物の種類を増やしてもらえるとうれしいです（大豆とかそばとか）

東京都 応援しています。 頑張って下さい。

岐阜県 少子化対策に力を入れてください。

千葉県 地方の活性化を応援しています。

埼玉県 子育て支援に活用して下さい。。

福岡県 子育て支援に少しでも協力できればと思います。

埼玉県 美味しいお米を作り続けて下さい。がんばれ北竜町。

神奈川県 お米すごくおいしいです。応援してます！

北海道
北竜町といいえばひまわり畑。明るいイメージがあります。ひまわりの他にも、老若男女問わず集客

可能な、魅力ある町になるといいですね。

愛知県 いつか観光で訪れたいです。

神奈川県 コロナで大変だと思いますが、頑張ってください。

広島県 子供たちのために使ってください。

東京都
今年はコロナもあり、北竜町のひまわり観光の状況はどうでしたでしょうか？東京からだとなかなか

お邪魔できませんが、ぜひまた行きたいです。

埼玉県 とても美味しいお米です。大好きです。

福島県 頑張ってください！！！！！！

愛媛県 お米おいしかったです。

東京都 父の故郷です。町が盛り上がることを期待します！

埼玉県 がんばってください！

静岡県 ふるさとを感じる

大阪府 いつか、美しいひまわりを見に行きたいと思っています。

１１月７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６日
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神奈川県
昨年に続き２度目の寄付となります。 何かしらのお役に立てればと思います。 返礼品のお米がおいし

かったので、今年も楽しみにしております。

兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

東京都 今年も正月用の餅をつくります。

秋田県 農家さんを応援します

北海道
低農薬のお米をいつも美味しく頂いております。これからも美味しいお米、きれいなひまわりを応援

しています。

千葉県 御市の益々の発展を祈念しております。

千葉県

今までは何かつながりや思い入れのある土地にふるさと納税をしていましたが、今回はたまたまお礼

の品が目につき 他と比較しても魅力的なお礼の品だと感じたので 思い切って2個口で無縁な土地にふる

さと納税することにしました。 低農薬という大変だけどこだわりのあるお米を楽しみにしています。

これを機に北竜町について少し学ぼうかと思います。 そして、私はお米(玄米)で幸せをいただきますの

で この納税が少しでも誰かの幸せにつながりますように祈っています。

奈良県 昨年も利用しました。　よろしくお願いします。

福岡県 いつもありがとうございます。これからも頼ませていただきます。

東京都 北海道は東京同様にコロナ感染者が急増しているので各自が頑張って対策してください。

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県 北竜町は最高です。

大阪府 北海道のお米ゆめぴりか、ななつぼし最高です

東京都 美味しいお米を、ありがとうございます。

北海道 美味しいお米をいつもありがとう！

栃木県

北海道でのコロナ感染者数の増加のニュースに、心を痛めております！ 北竜町の農家さんのたゆまぬ

ご努力で、今年もおいしいお米を頂けることに感謝しつつ、町民皆様のご健康を心よりお祈り申し上

げます。

大阪府 美味しい米をたくさん作ってください。

愛知県 いつもおいしい餅米を有り難うございます。お赤飯を作っていただいています。

茨城県
粒が大きく、美味しいお米をありがとうございます。是非続けていただきたいと思っています。

千葉県 本年も引き続き応援させて頂きます。

静岡県 観光・産業振興にお役立てください

北海道 応援しています、がんばってください。

三重県 いつも美味しいお米をありがとうございます。 今年も楽しみにしております。

愛知県
コロナ禍の中ですが、少しでも町民の方々に不自由なく過ごせますように頑張ってください。大変な時期ですが、
皆様が幸せになれますように応援しています。

１１月８日

１１月９日

１１月１０日

１１月１１日

１１月１２日

１１月１３日

１１月１４日

１１月１５日
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兵庫県 毎年美味しいお米を楽しみにしています。

岐阜県 コロナ禍ですが、頑張りましょう。

大阪府 美味しいお米をいただきました。 これからも応援していきたいです。

沖縄県 寄付の有益な活用をお願いします。

東京都 コロナに負けず、頑張りましょう!

１１月１６日 広島県 コロナ渦で大変な時ですが、頑張ってください。

神奈川県 頑張ってください。

北海道

コロナが再び流行となり、色々な対策等でお忙しいことと思われます。体の弱い方高齢者の方々をは

じめとした北竜町の皆様が少しでも感染のリスクから逃れられますようお祈りしております。

東京都
おぼろづきよのお米初めて食べるので楽しみです。 農家の方々お体に気をつけて頑張ってください。

奈良県 美味しいお米をありがとうございます。

奈良県 住みやすい町になります様に応援しています。

鳥取県 前回頂いた新米がとても美味しくて毎日食べ過ぎてしまうほどです。

北海道 いつも美味しく頂いております。

滋賀県 行ったことはない街ですが、このような形で応援することができて嬉しいです！

京都府 北竜町のお米は美味しく贔屓にしています。

長野県 これからもおいしいお米をつくってください

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 応援しています。

岡山県 これからも美味しいお米、作り続けてください！

北海道 いつも美味しいお米を作ってくれてありがとうございます！

福岡県 いつも美味しいお米を ありがとうございます。 今年も　家族で楽しみにしています。

福岡県 おいしいお米を ありがとうございます。

徳島県 お米おいしいです！

神奈川県 ご担当者様 お手数ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

愛知県 おいしいお米がこの先もずっと食べれるように生産者をご支援ください。

愛知県 この寄付金が町の発展に寄与することを期待しています。

神奈川県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

静岡県 ｺﾛﾅに負けず､ｶﾞﾝﾊﾞ｡ﾕﾒﾋﾟ応援させていただきます｡

三重県
北海道はコロナで大変な状況ですが、よりよい生活が送れるよう、お祈り申し上げます。 毎年おいし

いお米を頂いており、感謝です！

埼玉県 おいしいお米ありがとうございます。

１１月２０日

１１月１５日

１１月１７日

１１月１８日

１１月１９日

１１月２１日



申込日 住所 町へのメッセージ

徳島県 コロナにまけずがんばってください。

奈良県 頑張ってください。

大阪府 良いお米を作ってください。

北海道 コロナに負けないよう頑張ってください。

奈良県 コロナに負けずに頑張ってください

北海道 毎年美味しくいただいています！

北海道 毎年頼んでます。応援してますよ

山口県 住民の皆さんが楽しく暮らせる町づくりを応援します

東京都 美味しいゆめぴりかありがとうございます。

静岡県 良い年を迎えられますように。

東京都

昨年の夏、東京から車で旅行に行きました。とても楽しかったです。コロナウイルスが落ち着いた

ら、また行きたいと思います。北海道もコロナの流行が大変みたいですが皆さん頑張ってください。

神奈川県 頑張れ北海道！

東京都 町民に寄り添って下さい。、

千葉県
北海道に8年住んでいました。北海道で新型コロナ感染症が流行していることに心を痛めています。大

変な時期ですが応援しています。

兵庫県 コロナで大変な時ですが、頑張って下さい。

東京都 いつも美味しいお餅をいただき楽しんでおります。微力ながら応援させていただきます。

北海道
北海道道民です。 北海道の名産品である米をこれからも守っていって下さい！ 応援してます！

大阪府 いつもおいしいお米を送っていただきありがとうございます。

千葉県
昨年もおぼろづきのお米をお願いしました。大変美味しかったので今年もよろしくお願いします。

栃木県 北海道は今コロナでご心痛のこともあると思います。一刻も早い収束を願っております。

東京都 今年もリピートさせていただきます。 大変な年ですが、応援してます！

神奈川県

今年の夏は、このコロナ禍で北海道に行くことができませんでした。車やバイクで毎年のように訪れ

ていたのに残念です。来年の夏こそは行けますように。 北海道の中でも北竜町のひまわり畑は大好き

な場所です。本当に美しい場所だと思います。これからもぜひ続けてください。がんばってくださ

い。

１１月２５日 大阪府 おいしいお米をお願いします。

奈良県
去年のもち米も美味しくいただきました。 今年も楽しみにしています いろいろと大変な世の中ですが

頑張ってください

神奈川県 初めてのお米をたのしみにしています。

１１月２２日

１１月２３日

１１月２４日

１１月２６日
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北海道 同じ道民として、応援しています。

静岡県
コロナ禍で今年のＧＷ北海道旅行は中止としました。 とても残念で仕方ありません。 早くこの状況が

過ぎ去ることを願いながら 北海道の方々の健康とご多幸を願っております。

大阪府 大変な時期ですがお互いがんばりましょう

滋賀県 農業振興を通じて若い世帯が活躍する町になることを願っています。

東京都 頑張ってください

東京都 コロナに負けずに頑張ってください！

埼玉県 これからも美味しいお米を作ってください。

神奈川県 大変な年となりましたが頑張ってください

千葉県 少しでもお役に立てれば幸いです。

千葉県 コロナに負けるな！

北海道 応援しています！

北海道 ひまわり綺麗ですよね。 子育て応援お願いします。

神奈川県 皆様が幸せになる町づくりへ、応援してます♪

愛知県

北竜町の皆様 コロナ禍で大変な時期と思いますが、頑張ってください。 また、お米の生産が盛んと思

います。美味しいお米を今後も作っていってください。お米を美味しく頂いています。

東京都 旅行の際に立ち寄りました。コロナが落ちついたらまたひまわり見に行きます。

神奈川県 いつも美味しくて安全なお米をありがとうございます！

東京都 コロナの中　皆さん大変ですが　頑張ってください。 少しですが　寄付します。

東京都 コロナの中　大変ですが　頑張りましょう。 少しですが　寄付します。

静岡県 同じゆめぴりかでも北竜町産は美味しいと思います。特に低タンパク米が好きです。

福岡県 子供を育てて下さい。

大阪府 コロナに負けずに頑張ろう。また応援します。

兵庫県 毎年もち米と玄米を楽しみにしています！ がんばって！

東京都

小学校二年生の子供が野球を始めて、よくご飯を食べるようになったので、少しでも体にいい玄米っ

て思って、寄付をさせていただきます！ 北竜町には行ったことがないのですが、写真で見るとすごく

良さそうです。 コロナが落ち着いたら、家族旅行にでもと考えています。 その取っ掛かりに今回町の

名前を知って興味が出てきました。  これからもまだまだ大変な世の中ですが、応援しています！ 頑

張ってください！

１１月２８日

１１月２９日

１１月３０日

１１月２７日
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