
【１２月の応援メッセージ 】
申込日 住所 町へのメッセージ

神奈川県

昨年、こちらでおぼろづきをお願いし、初めて食べてみました。 ふるさと納税で各地の

美味しいお米を色々といただいてきたのですが、私の口には、おぼろづきが一番美味し

かったです。家族や友人知人にもお勧めしてしまいました。 またよろしくお願い致しま

す。

東京都 昨年もち米を注文して美味しかったのでまたお願いしたいと思いました。

大阪府 僅かですが少しでも役に立てていただければ。

栃木県 北海道の美味しくて安全なお米作りを応援しています。

沖縄県 寒くなりますが、お仕事頑張ってください。

愛知県 美味しいお米を栽培される農家さん達を応援したいです

北海道 町の発展をお祈りしつつ寄付します。 お米、おいしくいただこうと思います。

大阪府 北竜町に活力を！

東京都

先月メールアドレスが変わったので新たに会員登録をしました ９年連続で道の駅サンフ

ラワー北竜を利用しています レストランと売店の人や地元の人で毎日温泉に入りに来る

人も顔なじみになっています  レストランでは　ほろ酔いセットをいただくのが定番に

なっています ７月下旬からリニューアル工事が始まり来年訪れるのが楽しみです  ひまわ

りを見に行くのも楽しみです

東京都 地元の繁栄をお祈りしています。

神奈川県 頑張ってください！

東京都 引き続き安心しておいしいお米を作ってください。

沖縄県 楽しみにしています！

北海道 頑張ってください

千葉県 毎年楽しみにしています。

北海道 頑張って下さい

千葉県 観光は未来に重要な産業です。

京都府 おいしい、安心安全な米作りを応援しております。

北海道 ひまわりを見に行ったことがあり、親しみを感じながら応援しています。

北海道 がんばれ

愛知県 良い街づくりに活かしてください

福井県 地域のために頑張ってください。

千葉県 いつも安全で美味しいお米を有難うございます。感謝しています。

東京都 応援しています。

東京都 毎年おいしいもち米をありがとうございます。応援してます。

大阪府

昨年末にもお餅を頂きお正月のお雑煮にさせてもらいました。大きさがぴったりで食べや

すかったです。 きたくりんもおいしかったのでまた頼ませてもらいます。今度は新米な

のでとっても楽しみです。 いよいよ雪の季節ですね。どうぞ皆様風邪などひかれません

ように。

12月1日

12月2日



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、東京のお店で買っていたゆめぴりかよりも全然美味しくてびっくり

しました。とても美味しかったので再度の申込みです。 ふるさと納税で知った北竜町で

すがいつか是非訪れてみたいです。

京都府 大昔、ひまわりを見に行きましたよ。 また、いつか行きますので、頑張って下さい。

北海道

私の好きな花が綺麗に咲いていて、夢中でカメラを撮りました。 子供の頃、父と妹と。

大人になってからデートで。 ２回訪れたことがあります。 今後も、ひまわりで人々を笑

顔にしてください。

埼玉県
子供がいる我が家にとっては、お米大事です。 寄付が他の子供たちに役立てれば嬉しい

です。

神奈川県 子育てに関する環境の充実に役立てていただければ幸いです。

神奈川県
前回はななつぼしを美味しく頂きました。 今回はおぼろづきを試させていただきます。 

どんなに美味しいか楽しみです。

茨城県
ひまわりライスと田からもち、おいしくいただいています。 生産者の皆さまに感謝しま

す。

千葉県 これからも安全で美味しいお米作りを期待しています。

兵庫県 ゆめぴりか 楽しみです！

大阪府
新米に代わる前の貴自治体の「ゆめぴりか」を9月にいただいたのが余りに美味しかった

ので、今度は新米の「ゆめぴりか」を食べてみたくなりました。宜しくお願い致します。

青森県 住みよいまちづくりに向けて、頑張ってください。

東京都

今は関東地方にすんでおりますが道産子です。 北海道を離れて20年以上たちますが、北

海道の豊かな自然が懐かしく帰省の度にホットします。 これからも北海道の自治体を応

援します。

千葉県 微力ですが、お力になれれば幸いです

福岡県 北竜町が、活性化すると良いと思います。

兵庫県
毎年、田からもちを楽しみにしています これが無いと お正月を過ごせません。 北竜町の

皆さん、毎年ありがとうございます

東京都 また行きます。

滋賀県 町の更なる発展を願っております。

埼玉県 頑張ってください

岐阜県
今回もおいしいお米が届くことを楽しみにしています。 友人、知人等にもお勧めしてお

り、少しでも認知度が上がってほしいと思っています。

沖縄県 応援しています

和歌山県
日本農業賞 受賞おめでとうございます。 安心安全な農業に期待しております。 益々のご

発展を祈念しております。

静岡県 北竜町のひまわり、これからも大事にしてください。

大阪府 お米とてもおいしいです！

大阪府 種々頑張って下さい。

12月2日

12月3日



申込日 住所 町へのメッセージ

千葉県
以前いただいた玄米がおいしかったので、2回目の寄付です。お米が大好きなので、楽し

みにしています。もちろん今回も玄米希望です。

沖縄県
北竜町の「ゆめぴりか」いつも美味しく頂いています。 農家の方々、ありがとうござい

ます！！

東京都 微力ながら北竜町を応援いたします。

埼玉県 低農薬米、期待しています。

神奈川県 皆様が健やかに暮らせる様にお使い下さい。

静岡県

何度かひまわり祭りを見学に行かせていただいたことがあり、毎回広大なひまわり畑に感

動しています。 管理が大変でしょうが今後もきれいなひまわりを見せていただきたいで

す。

神奈川県 遠い地から応援しております！

大阪府 おいしいお米お礼ありがとうございます。

大阪府
昨年、家族旅行で夏にひまわりまつりに初めて訪れ感動しました。 また是非訪れたい街

の一つです。

神奈川県 美味しいお米をたのしみにしています。 リピーターです

千葉県
貴町から送られたゆめぴりかがおいしかったので、わずかな寄付額ですが、米作をはじめ

町の振興を応援させていただきます。

大阪府
北海道へは旅行で訪れた事があります。いつも環境保護にご尽力され感謝しております。

元々「ゆめぴりか」米を購入しておりました。低農薬に共感いたしました。

北海道
他の市町村にも、ふるさと納税をしていますが、北竜町が一番丁寧で気配りのある対応だ

と思います。 これからも頑張って下さい❗️

宮城県

先日、ふるさと納税でななつぼしを頂きました。 米どころ仙台に住んでいますが、あま

りの旨さに驚きました。 他の品種も食べたくで、おぼろづき、ゆめぴりかを希望しまし

た。 よろしくお願いします。

北海道 ここのお米が一番おいしいです。

埼玉県 認知症者とご家族への福祉事業を応援しています。

兵庫県 寒いですね。

神奈川県 おいしい新米を楽しみにしています！

兵庫県 応援しています．

愛知県 頑張ってください

福岡県 一昨年の玄米美味しかったです。

東京都 いつか行ってみたいです。

千葉県 今月もお世話になります。

東京都 これからもおいしいゆめぴりかを作ってください。

東京都
昨年もメロン頂きました。美味しかったのでまた利用させて頂きます。頑張ってくださ

い。

東京都 低農薬が嬉しいです。これからも安全安心なお米づくり期待しています

12月3日

12月4日



申込日 住所 町へのメッセージ
大阪府 来年も頑張ってください！

神奈川県
昨年、こちらでおぼろづきをお願いし、初めて食べてみました。 ふるさと納税で各地の美味しいお
米を色々といただいてきたのですが、私の口には、おぼろづきが一番美味しかったです。家族や
友人知人にもお勧めしてしまいました。 またよろしくお願い致します。

東京都 北竜町にぜひお伺いしたいです。

福岡県 祖母の出身地のため寄付させていただきました。

宮城県 応援しています

東京都 応援しています！

神奈川県 減農薬、無農薬など安心安全な農作物の栽培努力をぜひ続けて下さい。

兵庫県 頑張って町を元気にしてください

東京都 「ひまわりの里」に一度訪れてみたいと思っています。

福井県
去年初めて北竜町にふるさと納税してお米とメロンを頂きましたが、とても美味しかった

ので、今年も納税しました。いつか行ってみたいです。

大阪府 ご活用ください。

富山県 貴町と貴町のひまわり産業の今後ますますのご発展をお祈りいたします。

東京都
おいしいお米です。昨年に続き今年も寄付させていただきます。ますますのご発展を祈念

します

神奈川県 いつも「ゆめぴりか」を食べています。 これからも応援しています。

大阪府 ひまわり🌻に、美味しいお米素敵ですね！ これからもずっと応援してます！

東京都
いつも美味しいお米をありがとうございます。 低農薬で安心していただいています。 こ

れからも美味しいお米作り頑張って下さい！

奈良県 今年も頑張ってください

兵庫県 微力ながら　北竜町の発展に役立ててください

大阪府
北海道一周２週間旅行しました 内陸部を計画したら　昨年は２回の大雨被害で中止 来年

は御町にも行ってみようかな

徳島県 確かひまわりで有名だった？

北海道
また夏にはドライブに行きたいと思います。 昨年もふるさと納税でお米を頂きました。 

美味しく頂きました！

東京都 有効活用してください。

大阪府 お米美味しいのでこの条件より悪くしないで下さい

北海道 美味しかったのでリピートします

神奈川県 北竜町のお米とお野菜、大好きです！ 来年のひまわりも楽しみにしています！

千葉県
北竜町の景色が懐かしく思い出されます。 少しでも町の発展の為に貢献できましたら幸

いです。

神奈川県 観光に力を入れ、頑張って下さい。

東京都 よろしくお願いいたします。

愛知県 北竜町の益々のご発展を祈念いたします。

東京都 いつも美味しくお米いただいております。 また、ひまわり迷路畑に行ってみたいです。

12月6日

12月5日

12月7日



申込日 住所 町へのメッセージ
鹿児島県 がんばってください！

大阪府 ３年連続のひまわりメロンに期待しています。

神奈川県 美味しいゆめぴりかに感動しています。

埼玉県 日本の農業を応援しています！

愛知県 これからも安心安全なお米を作り続けてください。

静岡県 地場産品を売り出すいい機会だと思います。 地域の活性化のため頑張って下さい。

東京都 自然保全にお役立てください。 ひまわり畑にいつか訪れたいです。

北海道 良い町にしてください。

北海道
今年も北竜町の美味しくて良質なお米を頂いて、元気な一年を過ごすことができました。

ありがとうございます。これからもずっと北竜町を応援させていただきます。

北海道 北竜町のお米美味しいです

静岡県 これを機会に産業の発展をお祈りします。

愛知県 今年で3年目です。美味しいもち米をお願い致します。

群馬県 機会があれば一度は訪れてみたいと思ています。

東京都 ２０１８年も頑張りましょう！

北海道
10月にも同じ玄米を送って頂きました。美味しくて知り合いにもおすそ分け。喜んで貰い

ました。 またよろしくお願い致します。

北海道

燦燦ひまわり油の発売、日本農業賞大賞受賞、皆さんの熱い思いと努力の結果です。北竜

町にとって記憶に残る一年となりましたね。おめでとうございます‼今後も北竜町の限り

ない可能性に期待しております。

福岡県 毎年お米美味しく頂いています。 お餅宜しくお願いします

大阪府
友達からこちらのゆめぴりかがおいしいと紹介いただき、低農薬というところに惹かれま

した。楽しみにしています。

東京都 頑張ってくださいね！！

北海道 美味しいお米をこれからも作って下さい

大阪府 追加で寄付をさせていただきます。仕様途は町長さんに委任いたします。

三重県 これからも魅力ある北竜町作りを応援しています！

北海道 美味しいお米を食べたいです 北竜町のお米は美味しいと聞いています

北海道
毎年美味しく頂き、楽しみにしています。 今年もきっと美味しく頂けると期待して選び

ました。

大阪府 いつも美味しいお米をありがとうございます。

茨城県 頑張れ北海道！ 頑張れ北竜町！！！

兵庫県
赤肉メロン、とても美味しかったです。 ますます、日本の農産物が豊かになることを願

います。

福島県
寄付の動機は、留萌線沿線観光する際に深川駅で購入したたからもちがおいしかったから

です。 美味しいものをぜひ作り続けてほしいと思います。

12月7日

12月8日

12月9日



申込日 住所 町へのメッセージ

兵庫県

北竜町のおぼろづきを食べて以降、他のお米が食べられません。 ふるさと納税をきっか

けに、良い物を教えてもらってありがたいと思っています。今後も、北竜町の産業が続い

ていくよう応援していこうと思います。

東京都
昨年もふるさと納税をさせていただき、同じくおぼろづきを美味しくいただきました。今

年も楽しみにしております。 そして、北竜町のひまわりを見に訪れたいと思います。

愛知県
以前送っていただいたお米がとても美味しかったです。 近所の有名なお米屋さんで買う

よりも美味しくてびっくりしました。 美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県 ゆめぴりかは初めて食べるので期待しています。

愛知県 頑張れ👍

北海道

北竜町のひまわり畑は毎年訪れています。広大な敷地の美しい光景は、とても素晴らし

く、今後もぜひ続けていってほしいと思っています。 また、その際に購入したお米もと

てもおいしかったのです。 応援しています。

東京都 毎年メロンを楽しみにしています。

愛知県 寄付を役立てていただけると、嬉しいです。

千葉県 おいしいお米を楽しみにしています。

東京都 とても美味しいお米です。 応援しています！頑張ってください！！

神奈川県 今後の日本において大切な子供の教育にぜひ利用してほしいと思います。

大阪府 頑張って美味しいお米を育て下さい。

埼玉県 寒い地方でのお米作り 大自然の中での子育て 応援しています。

東京都 北竜町のゆめぴりかは、今まで食べたゆめりぴりかの中で一番美味しいです。

東京都
「きたくりん」という銘柄に惹かれて申し込みました。 近所のスーパーでは売っていな

いので戴くのが楽しみです。

愛知県
北海道のお米、おいしいと思います。 リーズナブルで、食べ盛りの男子のいる家庭には 

最適です。頑張ってください。

兵庫県
北海道にはまだ一度も訪れたことがありませんが、貴町の発展をお祈りします。 数年後

には北海道旅行を計画しているので、訪町できたらいいなと思っています。

北海道
昨年もふるさと納税でゆめぴりかを頂きました。たいへん美味しいお米です。これからも

美味しいお米を継続して作って頂けますよう頑張ってください。

東京都
いつも 美味しいお米 ありがとうございます。これからもずっと特産品の育成、頑張って

下さい。応援します。

愛知県 がんばれ

岡山県 教育を通じた北海道の活性化を願っております。

青森県 産業振興頑張ってください。応援しています。

北海道 今夏にひまわりを見に訪れました。素晴らしかったです。

岐阜県 ゆめぴりか　いくつかある自治体で北竜町を選びました。 応援したいと思いました。

大阪府
北の国からの、お米や餅米、お蕎麦 お正月に向かって楽しみです。皆様のご健康と益々

のご活躍をお祈り申し上げます

12月9日

12月10日



申込日 住所 町へのメッセージ
千葉県 これからも、応援しています。

神奈川県 米作りを頑張ってください

青森県 産業振興頑張ってください。応援しています。

愛知県 低農薬米とても嬉しいです。寄付という形でしかできませんが応援しています。

神奈川県
ふるさと納税で知ったことをきっかけに『ゆめぴりか』のファンになりました。これから

も繰り返し利用させて頂きます。宜しくお願いいたします。

大阪府 頑張ってください！

東京都
北海道のメロンを家族一同楽しみにしています！ 貴町の子供たちが元気に増えますよう

に。

栃木県
縁あって ふるさと納税制度をさせていただきます。 特に 子供さんの役にたてれば、幸い

です。

静岡県

去年のふるさと納税で初めてお世話になり、今年の夏にひまわり畑を訪れましたが、たん

ぼがこんなに北上しているとは思いませんでした。 また、安心安全と聞いて応援せずに

はいられません。今年は倍、お世話になります！

兵庫県 送っていただいているお米がとてもおいしいので、家族みんなで楽しみにしています。

愛知県 がんばれ！

大阪府 北海道の農業・自然を守るために役立ててください。

和歌山県 ゆめぴりか、楽しみにしています！

東京都 皆様のご多幸をお祈り致します。

千葉県 ゆめぴりか　とても美味しくいただいております。

群馬県

田からもち、すごく美味しくて気に入りました。こんなに美味しいなら、全部こちらすれ

ば良かったです。 また来年も働いてそちらに納税できるよう頑張りたいと思いました。

数回に分けてすみません。来年は、一度に配送いただけるようにします。ありがとうござ

いました。

北海道
いつも札幌市中央区の米穀店さんでこちらのお米とおもちを購入しています。農家さんも大変で
しょうが応援しています。

東京都 お正月に新米をぜひ食べたいです。楽しみにしています。

北海道 頑張って下さい

大阪府 頑張って下さい。

福岡県 美味しいお米を有り難く頂きます。

神奈川県
少額の寄付で申し訳ありませんが、観光、産業地場にお役立てください。 ゆめぴりか食

べたことがないので楽しみにしています。 リピーターになれればいいな。

京都府
昨年も北竜町にふるさと納税をさせていただき、 とても美味しいお米をいただきまし

た。 応援しています。

神奈川県 美味しいお米に期待しています。

東京都 北海道に観光に行きたいです。益々の発展をお祈り申し上げます。

12月10日

12月11日



申込日 住所 町へのメッセージ

東京都
昨年も北竜町のお餅をいただきました。とても美味しかったです。いつか訪れてみたいと

思っておりますので、これからも北竜町の魅力を発信し続けてください。

愛知県 前回もいただきました。 とっても美味しかったので今年も注文させていただきます。

東京都 益々のご発展をお祈り申し上げます。

千葉県 いつも美味しいお米ありがとうございます。

北海道 米栽培、頑張ってください。

東京都
 毎年ひまわりメロンが届くのを楽しみにしております。  このメロンの香りとさっぱりし

た味が好きで、大変おいしくいただいております。

東京都 応援しています。これからも安心安全なお米の栽培をぜひ続けて下さい。

神奈川県 農家の皆さんのために支援してください。

東京都 お米美味しくいただきました。さらなる美味しいお米を作ってください

東京都
北海道産のおいしいお米を楽しみにしております。 今後ともよろしくお願いいたしま

す。

神奈川県 応援しています

神奈川県 北竜町の発展を祈っております。

石川県 美味しいお米を楽しみにしています

東京都 寒さが厳しい大地で産業発展を願っています。

東京都 ななつぼし、とても美味しいです リピートします

北海道 ひまわりの迷路、また行かせていただきます

奈良県
昨年、こちらのゆめぴりかがとても美味しくて感動いたしました。 低農薬なのも素敵な

取り組みでとても好きです。 美味しいお米作りをしていただきありがとうございます。

神奈川県 少額で申し訳ないですが、子育て支援に使ってください。 応援しています。

大阪府 いつもおいしくいただいています。よろしくお願いいたします。

埼玉県 僅かですが、お役立てください。

宮城県
北の大地を心から応援します。 安心・安全・減農薬　地味なメッセージですが、今後ますます必要
とされるはずです。

京都府 美味しいおもち昨年もいただきました。

千葉県 これからも美味しいお米を作って下さい！

北海道 ひまわりライス、とても美味しいです。

栃木県
北海道出身のママ友が居ます。時期は決まってませんが、ママ友が帰省の際に、同行して

北海道へ旅行するつもりです！楽しみです！

東京都 お米おいしいです。いつもありがとうございます。

神奈川県 応援してます。

東京都 お米美味しく頂いております。

岡山県
「田からもち」の産みの親である吉田社長の記事を読ませていただきました。わずかな額

ですが、応援出来ればと思います。

東京都 これからも安全でおいしいものづくり、頑張ってください。

東京都 北海道に住んでおりました。 現在はとても寒いと思いますが、頑張ってください！

12月11日

12月12日

12月13日

12月14日



申込日 住所 町へのメッセージ
秋田県 これからも、おいしいお米を作ってください。

長野県 僅かばかりですがお役立て頂ければ幸いに存じます。

埼玉県
 若者が地元に残って生活ができるように、役場の皆さんも大変だと思いますが、頑張っ

てください。

千葉県 もう食べて２年目です

東京都 さらなる発展を祈念しております。

兵庫県
以前も頂いたのですが、美味しかったです。 少しばかりですが、何かのお役に立てれば

嬉しいです。 新米楽しみにしてます。 よろしくお願いいたします。

大阪府 美味しいお米をこれからも大切に育てて下さい。

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。

東京都 前回のお米美味しくいただきました。

山口県 今年は特に寒さが厳しいようですが、頑張ってください。微力ですが応援しています。

愛知県
北竜のお餅、お米とても美味しいです。 また、頼みたいと思います。 農家さん、頑張っ

てください。

神奈川県 どうぞよろしくお願いいたします。玄米楽しみにしています。

東京都
お米が美味しいと聞き、食べたいと思い寄付することにしました。お米楽しみにしてま

す。

神奈川県 毎年応援しています！

福岡県 今年も新米をいただきますね。

東京都

一昨年、昨年と続けて申し込みさせていただいております。 ゆめぴりかは変わらず家族

から大好評で、 今年もぜひと、皆が楽しみにしております。  多めに申し込みしたいので

すが、収納場所がないので、 発送を時期をわけていただきたいと思っております。  お手

数をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い致します。

北海道 来年こそは、ひまわりを見に行きたいです。

東京都 ひまわりの時期に訪れました。毎年応援しています。

北海道 美味しいお米を作ってください

埼玉県 ひまわり綺麗でした

北海道 ここのお米は美味しいです。

兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

東京都
今秋、旭川から遠回りして道の駅へ寄ってみました。しかし、改装＆まさかの休館？　農

産物直売所はおやすみでした。来年、寄れたら寄ります。

埼玉県 メロンが美味しいので毎年楽しみです

東京都 お米、楽しみにしております。 寒いと思いますが、お体大事にしてください。

東京都
いつも美味しいお米楽しみにしております。我が家の小２野球坊主は只今スランプ中。北

竜町のお米パワーで頑張ります(^▽^)/

愛知県 北海道の発展をお祈りします。

東京都 今年はかなり寒いとおもいますが寒さに負けず頑張ってください

12月14日

12月15日



申込日 住所 町へのメッセージ
埼玉県 お米とても美味しかったです。ありがとうございます。

神奈川県 これからも頑張ってください

栃木県
北海道北竜町を知る良い機会になりました。 これからも良い街づくりのため頑張ってく

ださい！

北海道 地域活性に向けて、頑張ってください！応援しています！

神奈川県 綺麗な景色を守ってください∩^ω^∩ いつか観光に行きたいです♪

神奈川県
リピートです。お米狙いで申し訳ありませんがまた寄付させていただきます。よろしくお

願いいたします♪

埼玉県 よろしくお願いします。

愛知県 よろしくお願いします。

鹿児島県 ゆめぴりか最高に美味しいです。 北竜町の発展を楽しみにしております。

東京都 少ない額で恐縮ですが、子供の育成事業にお使いいただければと思います。

東京都 今回で3度目です。ひまわりメロンが大好きです。

茨城県 町の活性化に使ってください

千葉県

昨年妻がメロンをお礼にいただいて大変おいしかったので今度は私がお願いしました。北

海道には特別な思い出があります。 また、北竜町のひまわり見に行けたらいいと思って

います。

愛媛県
お米いつも購入しています。美味しいお米作りや子育てしやすい環境の整備応援していま

す。

神奈川県 少しでも寄付がお役に立てば幸いです。

東京都 ゆめぴりか、楽しみにしております。北竜町の発展を願っております。

北海道 北竜町 頑張れ！！！

東京都 町の知名度を上げ、観光客の増加に努力してください

神奈川県 頑張ってください。

兵庫県 美味しいお米を楽しみにしています。

埼玉県 近いうちに北海道旅行に行きたいと思います。 見所があれば教えて欲しいです。

千葉県 夏になったら荘厳のひまわり畑を観に行きます！

兵庫県 がんばってください。

大阪府 良い町にしてください。

千葉県
いつもおいしくいただいています。今後もおいしく安心できるお米を選びたく思っていま

す。

東京都
美味しいお米ありがとうございます。 寒い冬に向かいますが健康に気をつけてお過ごし

下さい。

富山県 安全安心でおいしい農産物をこれからも私たちに届けてください。

東京都 北海道大好きです。ぜひ北竜町にひまわりの時期にお伺いしたいと思います。

愛知県 いつも応援しています。

東京都 北竜ひまわりメロンがとてもおいしくて毎年楽しみにしています。

12月16日

12月17日



申込日 住所 町へのメッセージ
東京都 昨年に引き続き、宜しくお願いします。

北海道 ひまわり応援しています！

京都府 今後とも美味しい農産物づくりに頑張って下さい ゆめぴりか、最高です

東京都 いつも美味しいお米を楽しみにしています。

神奈川県 寒さに負けず、頑張ってください！

埼玉県 学生時代（20年以上前）に訪れました。ほんのわずかですが、活用してください。

福島県 毎年美味しいひまわりメロンを頂いています。今年もよろしくお願い申し上げます。

愛知県 昨年も寄付させて頂きました。今年は2回目の寄付です。応援しています！

愛知県 これからも楽しい返礼品を企画して下さい。 楽しみにしています。

東京都
減農薬のゆめぴりかをいつもおいしくいただいています。 これからも作り続けてくださ

い。

東京都 低農薬、有機栽培を推進して下さい。

東京都 いつもおいしいお米をありがとうございます！

山口県 どうぞよろしくお願いいたします。

新潟県 お米がおいしかったので、2回目の寄付です。ありがとうございます。

兵庫県 今後も新しい特産品情報楽しみにしています。

神奈川県 応援します。

石川県 ゆめぴりかを早く食べてみたいです。

大阪府

返礼品から寄付を決めた為、失礼ながら今まで北竜町のことはよく知りませんでした。し

かしこれをきっかけに町のＨＰを拝見したりと自身の視野を広げるきっかけにもなってい

ます。ささやかではありますが、ふるさと納税が町の応援になれば嬉しいです。

埼玉県
以前のメロン、おいしくいただきました。 いつか行ってみたいと思いつつ、いまだに果

たせていませんが、いつか、ひまわりの時期にと思っています。

東京都 ゆめぴりか、本当においしくて感激です！また注文します！

大阪府 地方の発展に役立ててもらえればと思います。

福岡県 街づくりの一助となることを願っています。

北海道 些少ですが，まちづくりにご活用ください。

兵庫県

ゆめぴりかに引き寄せられてたどり着きました。 ひまわりの写真のを見て、すごく行き

たくなりました！ 北海道は好きですが、観光ではまだ1度しか行った事がありません。 い

つか是非、あのひまわりを見に行きたいと思ってます。

千葉県
今度はひまわりの咲く時期に是非寄りたいと思います。寒いですが、皆さまお元気でお過

ごしください。

東京都 いつも美味しいお米を有り難うございます！

広島県

台風１８号の被害でお米など農作物もかなりの打撃を受けたのではないでしょうか？ そ

れでも、同様にお礼の品としてご準備してくださってありがとうございます。 家族が多

く、こんなにいいお米はふるさと納税のこの機会でしか食べられません。とても楽しみに

しています。

12月17日

12月18日



申込日 住所 町へのメッセージ
東京都 楽しみにしています！

神奈川県 応援してます！

大阪府
いつも美味しいお米本当にありがとうございます。美味しすぎて北竜町のゆめぴりか以外

食べていません！

埼玉県 北竜町のご発展をお祈りします。

東京都 ふだんから、ゆめぴりかをいただいているので楽しみにしています！

東京都 ひまわりが綺麗な北竜町の思い出　また訪れたいです

埼玉県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

兵庫県 いつもおいしいお米をありがとうございます。

東京都 低農薬を継続していただきたいと思います。

埼玉県
このたび、初めて納税させていただきます。 美味しそうなメロンが届くのを家族全員で 

楽しみに待ってます。

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。毎回楽しみにしています。

愛知県 一度いってみたいです！

東京都 美味しく安心していただけるもち米をまたいただきたく申し込みさせていただきます。

北海道 昨年もお米おいしかったです！

東京都 北竜町のお米、おいしいです！ふるさと納税がはじまってからずっと食べています。

長崎県 去年も頼みました 来年以降も続けてください

福島県 応援しています

岡山県
北竜町は10年以上前に訪れてひまわり畑がとっても印象的でした。素敵な街づくりに役立

ててください。

東京都 美味しいお米ときれいな花を作り続けてください。

大阪府 がんばれ北竜町

兵庫県
会社の先輩から、北竜町の新米はめっちゃおいしいと聞き、寄付しようと思いました。 

これからも、おいしいお米を作ってください。

兵庫県 有効に使ってください。

東京都 よろしくお願いいたします。

神奈川県 ひまわりまた見に行きたいです。

大阪府 いつも美味しくいただいております。

東京都
美味しい食の恵みをありがとうございます。いつも生産に従事されている方に感謝申し上

げます。これからも応援しております。

大阪府 北竜町は正直全く知りませんが、これからもいいものをどんどん作って下さい。

大阪府 いつか、ひまわり見に行きたいです！

福島県
昨年、寄付をしメロンを送っていただきました。とてもおいしかったです。メロン欲しさの不純な寄付
ですが北竜町の発展をお祈りしております。

大阪府 いつもいつもありがとうございます。

東京都 毎年、貴町のおもちを美味しくいただいています。

12月18日

12月19日

12月20日



申込日 住所 町へのメッセージ

東京都

今年の夏に自転車で北海道を一周した際にひまわりの里を訪ねました。素敵なひまわり畑

に魅了されたので、ぜひまた伺いたいと思っています。２０１８年も素敵なひまわりが見

られることを願っています。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます。 夏にまた遊びに行きたいと思います。

東京都 農業、特に美味しいお米作りについて、応援しています！

東京都 応援しています！

大阪府 縁あっての事だと思いますので、素敵なまちづくりをされる事をねがっています。

埼玉県 応援しております、いつかは観光で訪問したいと思います。

愛知県 ゆめぴりか美味しいお米で楽しみです

埼玉県 いつかは観光しに行きたいです。

千葉県 特産品楽しみにしております。 少しでも寄付が役に立てばと思います。

東京都
いつも美味しいお米をありがとうございます。 忙しい時期だと思いますが、体調などお

気をつけください。

東京都 毎年寄付しています。 頑張ってください。

福島県 こども達のために少しですが使って下さい。

神奈川県 応援しています！

東京都  子育て支援にお使いください！！

北海道

ひまわりが好きで結婚する前にひまわり畑に一度行ったことがあります。 同じ北海道で

すが遠くてなかなか行けませんが今度娘にも見せたいなと思っています。 毎年畑管理な

ど大変だと思いますが頑張ってください！

岩手県
北海道には旅行で訪問し楽しく過ごさせて頂きました。冬の寒さはとても厳しいかと思い

ます。町のますますの御発展をお祈りしています。

東京都 家族全員北海道出身の為、お役に立てればと思い寄付しました。

東京都 これからも美味しいお米を作ってください。

京都府 バイクツーリングなど、縁がありましたら、いつか寄ってみたいと思います。

福岡県 いつもおいしい玄米をありがとうございます。

東京都 がんばって下さい！

愛知県 低農薬が有難いです。玄米でいただきたいと思います。

東京都 よろしくお願いいたします。

東京都 安心安全な米作りを応援します。

東京都 安心安全、美味しいお米の栽培を応援しています。

東京都 新米楽しみです。応援しています、頑張ってください。

兵庫県 ますますの発展を願っています

大阪府
なんとなくのご縁から始まり３年目となります。 いつか北竜町を訪ねてみたいと目標を

持って働いています

12月20日

12月21日

12月22日



申込日 住所 町へのメッセージ

北海道

とっても美味しい北竜町のゆめぴりか。実は１万円で10ｋｇ頂いたのですが、もう5ｋｇ

しか残っていないので、不安になり、また寄付する事にしました。宜しくお願い致しま

す。

神奈川県
昨年に引き続き、寄付いたします。昨年頂いたゆめぴりかはとても美味しく、いつか一度

は旅行に行きたいと思っております。

岡山県 子供達が北の大地でスクスクと元気に育つことを期待しています。

愛知県 低農薬がありがたいです。

福岡県 米作り頑張ってください。

東京都 自然を活かした農業や産業が発展し、町が活性化されることを願っております。

栃木県 今後も子育て教育にも力を入れて頂きたくお願いします。

北海道 ひまわりの素敵な町で毎年訪れています。

静岡県 どうぞ有効にご活用お願いいたします。

東京都

結婚して以来何年かに一度は北海道に訪れています。訪れるたびに北海道の地の豊かさに

感銘を受けております。特定の町というより、多くの町村がより栄え、より発展されるこ

とを願って、微力ではありますが、今回、ふるさと納税をさせていただきます。

愛媛県 これからも、美味しい農産物を生産してください。応援しています。

東京都 応援しています。

東京都

・北海道産の低農薬米との事でお願いしました。 ・ななつぼし米のおいしさを昨年実感

しました。 ・ニュースで地方の高年齢化が進んでいらっしゃる様子ですが 　町長の指揮

の元頑張ってください。

兵庫県 北海道に行く機会があれば、立ち寄ってみようかと思います。

東京都
北海道出身です。 最近の道産米の高評価をうれしく思っています。  北竜町のひまわり、

見に行きたいです。

神奈川県
いつも美味しいお米をありがとうございます。 今年はとても雪深いようですが、頑張っ

て下さい。

東京都

おぼろ月はふるさと納税で知ったお米です。 おにぎりやお弁当にしたときにとても美味

しいと思います。 関東の小売店で見かけず、購入できないのが残念です。 おぼろ月が全

国で食べられるように広めて欲しい。

東京都 おいしいお米、おいしくいただいております。ありがとうございます。

福岡県 食べたことのないお米です。九州で楽しみにしています。

熊本県 いつも大変お世話になっております。 今後とも宜しくお願い致します。

東京都 おいしいお米期待しています

東京都

毎年、美味しいお米をありがとうございます。 お米のパッケージに”ひまわり”素敵だと思

います。 はじめてふるさと納税をした時に、北竜町の担当の方が丁寧に親切に教えて下

さったので、毎年　寄付させていただいております。 町の発展をお祈りいたしておりま

す。

12月23日

12月22日



申込日 住所 町へのメッセージ

大阪府
北竜町のお米は本当に美味しいです なのでリピートさせてもらいました これからもおい

しいお米を作り続けてください

京都府 頑張ってください

兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

島根県
一度ゆめぴりかを食べてみたいと思い、今回が初めての寄附です。楽しみにしておりま

す。

大阪府 2年前もお世話になりました。本年も宜しくお願い致します。

大阪府 一昨年はありがとうございました。今年も宜しくお願い致します。

神奈川県 頑張って下さい。

東京都 以前、食べたこちらのお米がとても美味しかったです。

北海道 これからも魅力ある町づくりを応援しています。

佐賀県
北海道在住時に北竜産のお米を食していたため 「ゆめぴりか」の特典を選択しました。 

これからもおいしいお米作りを続けてください

愛知県 来年もよろしくお願いします！

福岡県 いつもすぐ送ってくださるので助かります。

神奈川県 お米本当に美味しいです、

兵庫県

低農薬のゆめぴりか とっても美味しかったです。色々な地域のお米をいただいてきまし

たが、安全安心で、美味しい、、、最高です。リピーターになりました。これからも、定

期的にふるさと納税でお世話になりたいと思います。よろしくお願い致します。

兵庫県 がんばって下さい！ 元気な町にしてください！

大阪府
いつも安全で美味しいお米をありがとうございます。 道産子として、道産米を心から応

援しています。

愛知県
美味しいお米、いつもありがとうございます！ 北竜町、応援しています！！ 頑張れ♪♪

♪

東京都 美味しいお米、楽しみにしています。

北海道 また、ヒマワリを見に訪れたいです。がんばってください。

埼玉県 ゆめぴりか、美味しくて大好きです。これからも頑張ってください。

千葉県 今年一年間お世話になりました。  来年も引き続きよろしくお願いいたします。

東京都 地域の発展を応援しています。

愛知県
北海道に大学時代住んでいました。大好きです。 ひまわり畑いつか行きたいと思ってます。街の
発展祈ってます。

北海道

母の実家が北竜町で、祖父母が暮らしておりましたので、子供の頃はお盆、お正月に遊び

に行っていました。今は祖父母も亡くなり、親族で住んでいる者がおらず、足を運ぶこと

もなくなりましたが、縁のある町ですので、今後ふるさと納税を続けたいと思っておりま

す。

埼玉県 いつまでも奇麗なヒマワリを咲かせて下さい。

愛知県 北海道のお米が大好きです。頑張ってください。

12月24日

12月25日



申込日 住所 町へのメッセージ
東京都 少額ですが、お役立ていただけましたら嬉しいです。

和歌山県 子育てしやすい街には人が集まります。 福祉と子育ての充実を期待します！

茨城県
素晴らしい農産物を供給してくださりありがとうございます。寒さに負けず頑張ってくだ

さい。

栃木県 町民の方々が笑顔になれるように使っていただけると嬉しく思います。

神奈川県 おいしいお米楽しみにしてます。

広島県 これからも応援させていただきます

神奈川県 豊かな自然をいつまでも！！

静岡県

去年も「ななつぼし玄米」を送っていただきました。おいしくて健康にもとてもよいので

助かっています。低農薬だと育てるのに大変なことも多いと思いますが、これからも頑

張ってください。

愛知県 いつも美味しく戴いております。 ありがとうございます。

千葉県 農薬をなるべく少なくし安心して食べられるお米の生産を期待しております。

北海道 ひまわり楽しみにしています。

千葉県 応援しています。

群馬県

返礼品がとてもよかったので、二年連続頼みます。 ヒマワリ畑が有名な北竜町、いつか

行ってみたいです。  お蕎麦やおかきだけでも、ふるさと納税者が気軽に買えるルートが

あればいいのに。

東京都
美味しいお米でファンになりました。 炊く度に精米していただいてます。  北海道へは2度

旅行で伺いました。次回はぜひ北竜町へも伺いたいです。

東京都
毎日、ひまわりライスをいただいております！これからも美味しいひまわりライスをよろ

しくお願いいたします！

千葉県 北竜町のゆめぴりか、期待しています！

神奈川県
北海道のお米を母が楽しみにしています。 少ないですが、寄付金は福祉に役立てていた

だければ幸いです。

東京都 応援しています！

北海道 いつか北竜町のひまわり畑を見に行きたいと思っています。

静岡県 いつも美味しいお米、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よろしくお願いします。

東京都 北竜町がんばれ！

東京都 お米美味しいです！

東京都 頑張ってください。

和歌山県 いつも美味しいお米、ありがとうございます！

兵庫県 美味しいコメ作り、応援しています。

東京都 ひまわりの街、頑張って！

福岡県 北海道北竜町には行ったことがありませんが、いつか行ってひまわりを見てみたいです。

東京都 がんばってください。

12月25日

12月26日



申込日 住所 町へのメッセージ
神奈川県 頑張ってください！

神奈川県 頑張れ北竜町！

栃木県 安全　安心のお米楽しみです

東京都 ほんの少しでもお役に立てますように。

千葉県
いつも美味しくひまわりメロンをいただいてます。 来年のメロンも楽しみにしていま

す。

東京都 北竜町が今後発展していくこと祈っています。頑張ってください。

東京都 僅かですがお役に立てば嬉しいです。

北海道 おいしいお米を作ってください。

大阪府 おいしいお米ありがとうございます．

兵庫県 素敵な特産品をありがとうございます❗

富山県
今年も寒く積雪が多いと聞いていますが雪に負けないよう越年され、来年も素晴らしい米

を生産されることを祈っています。

大阪府 私も二人の子供がいます。子供支援に役立てて下さい。

大阪府

北竜町に関する知識は全くありませんが、きっと素敵な町なのでしょうね。 農業をはじ

め、町がますます発展することを祈っています。 日ごろからお米はゆめぴりかを選んで

食べております。 おいしいゆめぴりかが届くのを楽しみにしています。

滋賀県
今年はとてもおいしいメロンをありがとうございました！来年度の分も楽しみに待ってい

ます。

愛知県
北竜町頑張れ～！！！ いつも、美味しいお米をありがとうございます！ 今回もどうぞよ

ろしくお願いいたします。

埼玉県 前回いただいた風の子もちがとてもおいしかったのでリピートです。

北海道
以前、空知に住んでました。これからも北海道のコメ生産の中心として頑張ってほしいで

す。

東京都 応援しております！

埼玉県

北海道旅行で横断したことはありましたが、北竜町を今回初めて知りました。機会があっ

たら是非、ひまわりの季節に訪れてみたいです。私も子育て世代ですので、子育て世代の

皆様のお役にたてますように・・・

東京都 いつか、ひまわりの里訪れてみたいです。北竜町の発展を心よりお祈りしております。

東京都 毎年お米を楽しみにしています。

北海道
子育て家庭の定着が地方活性化のために重要だと思います。町で育った子供たちが、ふる

さとで子育てしたいと思えるような町を目指して頑張ってください。

新潟県 応援してます！！

東京都 美味しいお米ありがとうございます。

東京都 美味しいお米が届くの楽しみです！

神奈川県 魅力あるまちづくりを、続けてください。応援してます。

12月26日

12月27日

12月28日



申込日 住所 町へのメッセージ

愛知県
北海道に転勤してはじめての夏に訪れました。ひまわり畑が広くてとてもきれいで感動し

ました！

群馬県 よろしくお願いいたします。

北海道 去年も購入して、おいしかったので、今年も応援もかねて寄付させて頂きました。

愛知県 もう2年ほど北竜のお米を頂いています。ありがとうございます。

三重県 頑張って下さい

北海道 これからも子育て支援頑張って下さい

神奈川県 いつも美味しいお米届けていただきありがとうございます。

兵庫県 少しですが寄付をさせていただきますので、お役立ていただければと思います。

神奈川県 美味しいお米作ってください。

東京都
これからは北がコメ作りの主力になるように思います。よりおいしいコメ作りをお願いし

ます。

神奈川県
昨年も寄付させていただき、美味しいお米をいただきました。ありがとうございました。 

少しでもお役に立てれば幸いです。

兵庫県
ゆめぴりか、初めてなのでとても楽しみにしています。 農家のみなさんありがとうござ

います。

京都府 応援しています！

兵庫県 ひまわり畑を見に、一度訪れたいと思っています。頑張ってください

兵庫県
娘が北大で6年間お世話になりました。周りの方々にもお世話になり感謝しています。な

ので心ばかりですが北海道応援させていただきたいと思います。頑張ってください。

東京都 応援してます！

愛知県 町の発展に寄与できればと考えております。

京都府
とてもおいしいお米だったので、またふるさと納税することにしました。有難うございま

す。

岡山県 北海道出身です。応援しています。

京都府
とてもおいしいお米だったので、またふるさと納税することにしました。よろしくお願い

します。

東京都 農業を応援しています！

栃木県
ひまわりを見に何度か見に行きました。いつも綺麗な花を見ることができて嬉しいです。 

これからもきれいな花を育ててください。

京都府
寒さが厳しい季節ですが、 皆様お身体に気をつけて、 良いお年をお迎えくださいますよ

うに！

京都府
前回お米を送っていただきありがとうございました とっても美味しかったのでまた今回

もよろしくお願いします。

東京都 よろしくお願い申し上げます。

大阪府 又行ってみたいと思っています。

12月28日

12月29日



申込日 住所 町へのメッセージ

東京都
知人に美味しいと進められて申込みいたしました。 これからも美味しい農産物を作って

いただけることを願ってます。

東京都 ゆめぴりか美味しいです

群馬県 ひまわり畑や大自然を後世にも遺せるようつないでいってください。応援しています。

京都府
北海道が大好きです。でも知らない街がいっぱいあるので少しでも自分の中で知っている

土地を増やしていきたいと思い今回はこちらに寄付をさせて頂きました。

東京都 応援します

埼玉県
はじめてのふるさと納税です。 いつもゆめぴりかを食べているので、北竜町の低農薬ゆ

めぴりかに惹かれ決めました。 低農薬の推奨頑張って欲しいです。

東京都 少額ながら、お役立ていただければ幸いです。

神奈川県 美味しいお米を有難うございます。どのブランド米より美味しいです。

兵庫県
昨年もひまわりメロンをいただきました。おいしかったです。今年は新米もいただきたい

と思います。これからも安全でおいしい特産品を作っていってください。

東京都 応援しております

千葉県
北竜町へ行ったことがありませんが、ふるさと納税を機に町への興味を持ちました。 機

会があれば訪れてみたいです。

北海道 ひまわりを見に行ったことがあります。

北海道 夏のひまわりが素敵でした　また来年青空とひまわりを見に行きたい

愛知県 去年もいただきまして、とてもおいしかったです！

茨城県

今まで5市町村くらいのメロンをふるさと納税で頼みましたが、その中でダントツに美味

しいです。 今年で4年連続ほど頂いております。今後とも美味しいメロン作りを頑張って

ください！

神奈川県 頑張ってください！

東京都 ゆめぴりかは美味しい 上質なお米作り 頑張ってください

北海道 一度、ひまわりを見に行ってみたいです。

兵庫県
一面のひまわり畑の光景は忘れられません。来年も美しいひまわりをたくさん咲かせてく

ださい。 ゆめぴりか、いつも美味しくいただいています。

神奈川県
今年も旅行で北竜町を訪ねました。たくさんのひまわりが咲いているのを見ることができ

満喫しました。

千葉県 ななつぼし、舌触りが滑らかでおいしいのでリピートします

大阪府
今回初めての納税です。ななつぼし低農薬米とのことで、おいしさだけでなく安全にも力

を入れておられる点が興味深いです。楽しみにしております。

千葉県
北海道が活性化することを祈ってます。 北海道をあとにして東京に出てきてからずっと 

将来は北海道に戻りたいと思っていました。

東京都 メロンの美味しさに再度寄付をさせていただきます。

12月30日

12月29日



申込日 住所 町へのメッセージ

愛知県

いつもおいしいゆめぴりかをありがとうございます。何度もリピートしています。今年は

お天気が荒れて大変ですが、町民のみなさまどうぞお気を付けて。北竜町の繁栄の一助に

なればと思います。

愛知県 寒い時期ですので皆さんご自愛下さい。

北海道 町の振興に使ってください。

東京都 大きなお手伝いはできませんが、少しでもお役立ていただけると嬉しいです。

千葉県 おぼろづきが大好きです！

大阪府
昨年も寄付させて戴きました。 とてもおいしいお米をいただきありがとうございまし

た。 これからも、お米作り頑張ってください。

東京都 応援しています。

石川県 応援しています。

岐阜県 子育て支援にお使いください。

大阪府 低農薬のお米を作り続けてください。応援しています。

兵庫県 これからも美味しい農産物を作ってください。応援しています！

神奈川県 いつもお米美味しくいただいています。

東京都 がんばれ日本！

東京都 地方創生がんばってください

東京都 もち米とても美味しいです。

兵庫県 作年も寄付させていただきました。 応援しています！

東京都 低農薬の玄米ということで嬉しいです。

埼玉県 この度はお世話になります。 北竜町の益々の発展をお祈り申し上げます。

愛知県 応援しています！

東京都 美味しいお米を食べるのが楽しみです。届くのを心待ちにしております。

東京都 北竜町の発展をお祈りしています。

福島県 ひまわり、大好きです

神奈川県
昨年『龍の鈴』を食べて、とても美味しかったので、今年は ふるさと納税で応援いたし

ます。これからもがんばってください！

神奈川県 ゆめぴりか大好きです。頑張ってください。

埼玉県 美味しいメロンを楽しみにしてます！

大阪府
今回で３回目のリピートです 毎年とても美味しくいただいています 来年は、友人にもお

裾分けをしたいと思っています 期待しています よろしくお願いします

東京都
いつもおいしい玄米をありがとうございます。 ますます元気な北竜町になりますよう

に！

東京都 北竜町のゆめぴりかおいしいです！ 応援しています！

東京都 地域振興にお役立て頂ければ幸いです。

東京都 応援しています！

12月30日



申込日 住所 町へのメッセージ

東京都
昨年いただきましたひまわりメロンがとってもおいしかったので今年も申し込みさせてい

ただきました！ これからも美味しいメロン作ってください！！

静岡県 美味しいお米作りを応援致します。

愛知県

一昨年、昨年に続き今年も申し込みいたします。 我が家のお米は、すべて北竜町産で

す。 訪れたことはまだありませんが、お米のファンになっています。 いつか行ってみた

いと思っています。 今年もよろしくお願いします。

神奈川県 おいしく、安全なゆめぴりかをこれからも作って下さい。

東京都 バイクツーリングで宿泊したことがあります。いいところですね。

東京都 いつか行ってみたいと思っています。がんばってください。

神奈川県
これからも美味しいものをたくさん生産して、子供達の明るい未来のために頑張ってくだ

さい。

東京都 いつか行ってみたい

東京都 がんばってください！

東京都

昨年申し込みさせていただきましたが、おいしいお米をいただき、ありがとうございま

す。今後も引き続き応援させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

東京都 美味しいメロン楽しみにしています。これからも頑張ってください。

広島県 毎年特産品を届けていただきありがとうございます。 町の発展を期待しています！

愛媛県 ぎりぎりにお願いしてすみません。

埼玉県 医療、福祉に役立てて下さい！

愛知県 昨年も寄付を申込みました 微力ながら応援しております

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。 今年4回目です。108kg！！

愛知県 札幌に住んでいた時、ひまわり畑を見に訪れた景色が忘れられないです。

千葉県 いつもおいしいお米をありがとうございます。心ばかりですが、頑張ってください。

東京都 応援しています！

奈良県
前回いただいた返礼の品のななつぼし玄米のおいしいこと！リピート致します！お米作り

大変だと思いますが、頑張ってください、遠い奈良より応援しています。

神奈川県 昨年も同じ商品を御礼に頂きました。とても美味しかったです。応援しています。

東京都 地方創成に役立ててください

三重県 より良くなるように、使ってください。よろしくお願いします。

千葉県 美味しいお米をありがとうございます。低農薬栽培、頑張ってください。

東京都
毎年北海道旅行へ行っていた時期がありひまわり畑に訪れたことがあります。これからも

頑張ってください。

埼玉県 初めてのふるさと納税です。 品物を両親送りました。 楽しみです。

神奈川県 ひまわりを見に訪れたことがあります。 豊かな自然を大切にしてください

12月30日

12月31日



申込日 住所 町へのメッセージ

東京都

これからも御市の発展を楽しみにしています。 治安や環境も含めてですが、殊に、おい

しくて安全な食べ物を供給する”幸せ”な所であり続けて欲しいです。 今回は、安全な玄米

がこんなにお得にいただけて大変幸せです。

東京都 がんばってください！

埼玉県 町の皆さんの笑顔があふれる街づくりを希望いたします。

兵庫県 町の振興に少しでも貢献できたら幸いです。

東京都 寄付金は高齢者の為の福祉に使ってください。宜しくお願い致します。

大阪府
北海道、自然の恵が豊かで、すばらしい環境と思います。 こちらのお米は友達からおい

しいと聞いたので、お願いしました。楽しみにしています。

静岡県 低農薬のゆめぴりかリピートです。 今後も応援しています。

静岡県 リピートです。 これからも応援しています。 頑張ってください。

滋賀県 過疎化が進む北の大地ですが、少しばかり応援させていただきます。

神奈川県 毎年、美味しいメロンを楽しみにしてます！ いつか北竜町に行ってみたいです。

東京都 ゆめぴりかが好きで親戚に食べてもらいたく選びました。

愛知県 北竜町を応援しています。

東京都 頑張ってください！ 応援しています。 いつか訪れたいと思います。

静岡県 メロン楽しみにしています。 応援しています。

東京都 美味しいお米を作って下さい。応援しています！

埼玉県 毎年美味しいメロンを家族全員で頂いてます。 来年度も届くのを楽しみにしています。

福岡県 初めて寄付させていただきます。 子育て支援などに活用していただければ幸いです。

埼玉県
以前、北海道に在住していました。北竜町は「ひまわり」の印象が強くあります。ひまわ

りのように、小さな一輪でも「明るく」「強い」町で、あり続けて欲しいです。

神奈川県
初めて聞いた町名でしたが、美味しそうなお米を作られていて興味を持ちました！これか

らもがんばってください！

大阪府 今後も応援していきます。

東京都
先日送って下さった田からもちをとても美味しくいただいております。 北竜町のすばら

しい特産品が広まりますよう微力ながら応援致します。

滋賀県 北竜町のひまわり懐かしいです。又行きたいです。

京都府 せっかくのふるさと納税、大事に町のために使ってください。

千葉県 応援してます。頑張ってください。

神奈川県 応援しています。

神奈川県 僅かですが子どものためにお使いください

神奈川県 学生の頃、北海道にお世話になりました。

北海道 以前行った時は秋だったので、次こそはひまわりが美しい夏に再訪したいだす。

北海道 毎年頼んでいます（＾_＾）

東京都
昨年も寄付させて頂き、頂いたお米のあまりのおいしさに今年も寄付させて頂きました。

北竜町の更なる発展をお祈りしています。

12月31日



申込日 住所 町へのメッセージ

東京都
おいしいお米をありがとうございました。 2回目ですがまた申し込みさせていただきまし

た。

和歌山県 去年もいただいたのですが、おいしい物産のため、使ってください！！

東京都
いつも玄米をお礼の品に選んでいますが、今回は他の特産品にも興味を持ちました。 真

面目さが伝わってくる町なので、今回も期待しています！

埼玉県 応援してます。

東京都 応援しています

茨城県 頑張ってください。北海道の稲作農家さん、応援してます。

東京都 応援してます！

神奈川県
今年で3年目になります。 毎年美味しく頂いています。ありがとうございます。 これから

も、身体にいいお米作りをお願いします。

埼玉県
北海道のお米はいつも美味しくいただいてますが、もち米は初めてです。楽しみにしてま

す。

愛知県 毎年お米をおいしくいただいています。 これからも応援しております。

神奈川県 町がよくなるために頑張ってください。

東京都 いつもおいしくいただいています。

福岡県 よい町に！

東京都 町の魅力をいかしてがんばってください。

東京都 雪で大変でしょうが、頑張って下さい！

千葉県
低農薬で子供に食べさせたいと思いました。楽しみにさせて頂きます。これからもこだわ

りの農業をお願いいたします。

大阪府 まだまだ寒い日が続きますが、体調に気を付けて元気にお過ごしください。

愛知県 まちづくり頑張ってください！

神奈川県 少額ですが、応援したいです。

12月31日


