
【12月の応援メッセージ 】
申込日 住所 町へのメッセージ

東京都 毎年美味しいお米をありがとうございます。がんばってください。

神奈川県 応援しています！

北海道
先日、TV番組「じゃらん de GO！」を見て、北竜町のお米が日本農業賞の大賞を受賞した

と知りました。これからも美味しいお米作りを頑張ってください。

秋田県 美味しいお米をありがとうございます

岐阜県 今年もお世話になりました。減農薬の農産物に力を是非入れてください。

大阪府 いつも美味しくいただいています。

兵庫県
寒さの厳しい地方ですが、美味しいお米を期待しております、これからも頑張ってお米作

りに励んでください。

鹿児島県
おいしいお米をいただいています。人権の花「ひまわり」の栽培は，素晴らしいと思いま

す。

兵庫県 貴町の発展を祈念するとともに応援しています。

東京都 応援しています

東京都 寄付は僅かですが、日本の食糧を支える人材育成に使っていただけると幸いです。

北海道
直売所で買ったお米が美味しくファンになりました。 農産物、そして、ひまわりの町と

して、これからも頑張ってください！

静岡県 災害の多い年でしたが、頑張ってください。

大阪府 自然災害の多い１年でしたが、観光振興が活発になるよう応援しています。

大阪府 毎年、ふるさと納税でお世話になっております。これからもよろしくお願いいたします。

神奈川県 いつも美味しいお米有難うございます

東京都 地域の発展のためにお役立て頂ければ幸いです。

山梨県 NPO法人明るい農法、応援します！

広島県 頑張ってください

神奈川県

毎年このおもちで新年を迎えさせて頂いております。こんなにおいしいおもちを今迄頂い

た事はありませんでした。もちろんお米も同様です。皆様のやさしさと誠実さが伝わって

きます。皆様の益々のご発展を願っております。これからもどうぞお体を大切になさって

下さいね。いつも有難うございます。

東京都
昨年に引き続き、申込みさせて頂きます。 我が国の子供たちに対する教育を充実させて

下さい。

兵庫県
毎年 応援しています。これからも安全安心、美味しいお米、お餅を作る環境を大切にし

てください

千葉県
北竜町の場所をしっかり確認させていただきました。わずかですが、産業振興に役立てて

ください。

東京都 毎年、北竜町のゆめぴりかをいただいています。

徳島県 地震があった北海道を応援したいです。ファイターズのファンでもあります。

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。

１２月１日

１２月２日

１２月３日

１２月４日



申込日 住所 町へのメッセージ
神奈川県 これからも頑張ってください

大阪府 ゆめピリカファンです。

東京都 いつも美味しいお米、感謝していただいております。

茨城県
今年の夏はラベンダーを見に富良野と美瑛周辺を回りましたが、今年の夏は是非北竜町のひま
わりを見に北海道を訪れたいと思います!

奈良県
去年のお米、もち米もおいしくいただきました。 これから寒くなりますが、頑張ってく

ださい。

埼玉県 おいしいお米を作ってください。

福島県 頑張ってください。

埼玉県
平成27年11月より15回目のふるさと納税になります。 その間、美味しいお米とお餅を本

当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。

東京都
妻が空知出身で、今年で3年目になるかと思います。 おいしいお米づくりとともに、地域

の活性化に期待しております。

兵庫県 応援しています．

大阪府 いつも美味しいお米をありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

神奈川県 制度が若干変更になっても頑張ってください おいしいお米や農産物を作ってください

北海道 空知在住で　時々ドライブに行きます。 これからも応援しています。

愛知県 震災復興に向けて頑張って下さい。

神奈川県 いつかひまわり畑を見に北竜町を訪れたいです♪

大阪府 友人が住んでます。お米おいしくいただきます！

滋賀県
大変おいしいお米でしたので、再度寄付させていただきます！ 近い将来ひまわりを見に

いきたいと思ってます！(^^)

山梨県 人材育成を頑張って下さい

神奈川県 農業の振興を応援します。

兵庫県
毎年６月～１０月は浦臼町に滞在していますので貴町にも道の駅を始めたびたび訪問して

います。これからもよろしくお願いします。

東京都 以前いただいた玄米もおいしかったです！がんばってくささい。

東京都 今後益々のご発展を祈念致します。

愛知県 応援しています。

東京都
どこでも少子化の問題が深刻です。 少しでもお役に立てられればと、ふるさと納税をい

たします。

千葉県 応援しています。これからも、がんばって下さい。

兵庫県

毎回、美味しいお米をお礼の品として頂きます。 これからも、がんばって美味しいお米

作りを期待しています。 寒い北海道だと、大変だと思いますが、これからもがんばって

ください。

京都府 これからも美味しいお米を作って下さい。

福井県 一度ひまわりを見に行ってみたいです。
１２月１０日

１２月６日

１２月７日

１２月８日

１２月９日

１２月４日

１２月５日



申込日 住所 町へのメッセージ

大阪府
お米がおいしく、何度も食べたくなります。 いつもおいしいお米をありがとうございま

す。

三重県 子供の未来のために一生に頑張リましょう

北海道 ひまわり素敵でした。 来年も楽しみしているので頑張って下さい

東京都 おいしいお米、よろしくお願いします。

大阪府 本年も応援をしております。

群馬県 いつも美味しいお米ありがとうございます。

大阪府 毎年応援しています！

神奈川県
いつか有名な北竜町のひまわり畑を訪ねたいと思っています。 美味しいお米をよろしく

お願い致します。

埼玉県 子供が増えるような、自治体になってください。

北海道 おいしいお米づくりを応援します

北海道
友人の祖母が北竜町に住んでいます。北竜町のひまわり大好きです。これからも素敵な町

であるよう応援しています。

神奈川県 ひまわりの里、家族で行きましたがとてもすばらしかったです。

三重県 遠くより北竜町の医療状況の安寧を願っております

東京都 今年３回目です。お米が凄く美味しいです。

東京都 応援してます！

兵庫県 地方活性化、応援しています。

東京都 いつもおいしいお米ありがとうございます。 子どもに低農薬米、ありがたいです。

愛知県 北竜町の繁栄と町民の皆さまの平和を祈ります。

東京都
美味しいお米ありがとうございます。リピートします。安心安全なお米作り応援していま

す。

千葉県 安全で美味しいお米をありがとうございます。

愛知県 おいしいお米を作り続けてください。

栃木県 毎度おいしいお米をありがとうございます。

東京都 年配の方がいつまでも元気に暮らせる街づくりを応援しています。

神奈川県 益々のご発展、応援しております。

東京都 些少ですが、北竜町の子どもたちのためにお役立てください。

北海道 北竜町の発展を期待しています。

東京都 毎年応援しています

神奈川県 去年も寄付させていただきました。 今年も同様寄付させて頂きます。

北海道
広大なひまわり畑がとても好きです。今年は２回しか行けませんでしたが、来年はもっと

訪れたいと思います。

東京都 微力ながら応援させていただきます。大変美味しいお餅です。

埼玉県 地震で大変だったと思います。応援しています。

神奈川県 子育てに使ってください。頑張ってください。

１２月１５日

１２月１６日

１２月１０日

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
和歌山県 いつも美味しいお米を有難うございます。 益々の農業振興を祈念してます。

兵庫県 美味しいお米が届くのを楽しみにしています。

埼玉県 これからも美味しい安全なお米を楽しみにしています！！

愛知県 昨年頂いたお米美味しかったです。これからもしっかり守って下さい。

埼玉県 お体を大切に美味しいお米を作り続けてください。

愛知県 地域発展頑張れ

神奈川県 今年の冬は雪はどうですか、夏のひまわりに期待しています

愛知県 少しですが寄付させていただきます

北海道 お米が美味しかったので今年も 応援します。

神奈川県 お米がおいしくて定期的に寄付をしています。

神奈川県
米作で真摯な取り組みをしている農家の皆様の姿に感銘した。こういう食品がもっと広く

知られると素晴らしいと思う。これからも頑張って下さい。

神奈川県 あぐり王国を見ました。お米作りに対する情熱が伝わりました。

大阪府 いつも美味しいお米ありがとうございます。街の振興にお役立てください。

福岡県 頑張ってください

大阪府

北海道のゆめぴりかならどれでも同じ、と思い他の町を応援する意味もあり他のゆめぴり

かを選んだのですが、残念な結果でした。　なので再度のチョイスです。　これからも美

味しいお米お願い致します。

京都府
以前にひまわり畑を見に行きました。また訪れたいと思います。いつまでも美しい町であ

りますように！

兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。町が少しでも良くなると嬉しいです。

東京都 ひまわり迷路とひまわりライス、また現地にお伺いさせて頂きます！応援しています！

東京都 北海道出身なので、応援しています！

大阪府 頑張ってください！

大阪府 一度ぜひ、「ひまわりの里」に行きたいです！

大阪府 子育て支援に応援しております

北海道 ひまわり素敵でした。今年は天候不順でしたが来年の農作物の豊作を期待しています。

兵庫県 美味しいお米を作り続けてください！

兵庫県 減農薬のお米作りを応援します。

千葉県 前回もおいしかったです。

北海道 これからも綺麗な環境を維持し美味しいお米を作って下さい。

東京都 おいしいお米作りを応援しています

東京都
ふるさと納税を通して、北竜町を知りました。毎年美味しいゆめぴりかをいただき、いつ

も応援しています。

北海道 これからもおいしい米作りをお願いします。

東京都 はじめてのふるさと納税です。 よろしくお願いします。

１２月２０日

１２月２１日

１２月２２日

１２月２３日

１２月１６日

１２月１７日

１２月１８日

１２月１９日



申込日 住所 町へのメッセージ

埼玉県
２年連続で北竜町の『ゆめぴりか』にしました。 これからも、安心安全な美味しいお米

の生産を応援しています。頑張ってください。

神奈川県 数年前、ひまわりを見に行きました。町全体で頑張っていてとても素敵だと思いました。

熊本県 強い想いで！輝く未来のために頑張ってください

埼玉県 いつまでも豊かな自然を残して下さい

埼玉県 美味しいお米づくり応援してます！

北海道 お米をいつもおいしくいただいています。ありがとうございます。

広島県 応援しています。

大阪府 応援しています。

東京都 応援しています！

東京都 今回はじめて、北竜町へ納税をしました。今後の活躍を期待します。

埼玉県
少ない金額ですが、役立ててください。 前回もお米をいただきましたが、とてもおいし

かったです。

大阪府 災害乗り越え、北海道ガンバレ!

兵庫県
震災の影響はありませんでしたか？ いつも美味しいお米を有難うございます。楽しみに

しております。

東京都
なかなかチャンスがありませんが、再び、北竜町を訪れたいです！おいしいお米を、あり

がとうございます！来年も、ぜひ、お願いしたいと思っています！

千葉県
毎年、微力ではございますが、応援させていただいております。 大好きな北竜町、住民

の方々が豊かに暮らせる町づくりに期待しております。

東京都 微力ながら応援しております。

広島県 がんばろう！　北海道！

愛知県 早めにお願いします。

北海道 同じ北海道から応援します

北海道 頑張ってください

兵庫県 以前一度いただいてとても美味しかったのでリピートします。

埼玉県
ななつぼしを頂きましたが、とても美味しかったです。今回は、おぼろつきに挑戦してみ

ます。楽しみにしています。

北海道
ひまわりの町ですね。ひまわりだけでなくもっと町の事が知りたくなりました。北竜町の

発展を応援します。

徳島県 期待しています！頑張ってください！

東京都 いつもおいしいお米をありがとうございます。

東京都 良い町づくり、観光に役立てていただけますように。 頑張って下さい

愛知県
北竜町の”ゆめぴりか”とても美味しいです。何度も食べていますが、とても幸せな気分に

なります。これからも美味しいお米を生産して下さい。応援しています。

広島県 北竜町のお米大好きです

北海道 大好きな町なので、少しでも貢献できれば幸いです。

１２月２５日

１２月２６日

１２月２７日

１２月２８日

１２月２３日

１２月２４日



申込日 住所 町へのメッセージ
埼玉県 田園とひまわり 都会では考えられない風景が癒されます。

北海道 大好きな町なので、少しでも貢献できれば幸いです。

東京都 北海道が大好きです。これをきっかけに一度北竜町も訪れてみたいと思います。

岐阜県 子育て支援に御使いください。

福岡県 また、ひまわりを見に行きたいです。

埼玉県 ゆめぴりか大好き

大阪府 おいしいお米沢山作ってください

愛知県 応援しています

千葉県 頑張れ！北海道北竜町　一回行ってみたいです。

北海道 いつもおいしくいただいています。

兵庫県
今年は北海道に行けなかったので、来年は訪れたいと思います。ゆめぴりか楽しみにして

います。

北海道 北竜町の発展をお祈りしています

北海道
いつも美味しいお米を頂いています。 今回も楽しみにしております。 よろしくお願いし

ます。

埼玉県 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。

神奈川県

2018年も美味しさを沢山頂きどうもありがとうございました。２０１９年が北竜町の皆様

にとって素晴らしい年になりますことを、心から祈っております。今後ともどうぞよろし

くお願い申し上げます。

東京都 地域活性化の為の子育て支援等、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。

神奈川県 北竜町のななつほし、美味しいです。 来年も美味しいお米を期待しています。

埼玉県 玄米は食べ慣れていないのですが、楽しみです。

東京都 北竜のひまわり素晴らしかったです。また行くのを楽しみにしています。

岡山県 北海道に行ってみたいです。

岡山県 別件でも寄付させていただきました

北海道 嫁がここのコメが気に入っているのでまたお世話になります。

愛知県 美味しいお米やお餅ありがとうございます

北海道
満開のひまわりを前ににっこりして写真を撮りました 綺麗で元気になれるひまわりまた

たくさん育てて下さい

兵庫県
街全体で農薬減の取り組みを少しでもお手伝いしたいです。いつも美味しくこのお米を頂

いてます。頑張って下さい。

広島県

北海道では地震の影響でとても大変だと思います。広島でも４年前の土砂災害の傷が残っ

ているのにさらに豪雨での土砂災害でとても大変です（幸い我が家は無事でしたが） お

互いに負けずに頑張りましょう！

神奈川県 未来の子供のために使ってください

１２月３０日

１２月３１日

１２月２８日

１２月２９日



申込日 住所 町へのメッセージ
山梨県 ひまわりまた見に行きます！

神奈川県 頑張れ！

東京都 黒千石大豆、良いものだともっと広めてほしい。

福岡県 北竜町の益々の発展を応援しています

宮城県 がんばってください

愛知県
毎年、おいしく安全安心なお米を楽しみにしています。 訪れたことはありませんが、毎

日の食卓から応援しています。

埼玉県
職員の方々が元気になる施策を期待します。 頑張ってください。 町の更なる発展をお祈

りします。

東京都 応援しています

東京都 応援してます！

神奈川県 北海道を応援します。

１２月３１日


