
申込日 住所 町へのメッセージ
埼玉県 北竜町のお米、初めて食べた時は旨さにたまげました。もう一回味わいたい。

千葉県
子供に常識を押し付けず、自由に選択させてあげて下さい。高齢者に対しては、介護が必

要にならないように健康を維持するため、足腰の強化を元気なうちからすすめて下さい。
東京都 頑張ってください。
東京都 今後もおいしいお米を作ってください。
大阪府 いつも美味しいから、ななつぼしを購入しています。
高知県 農業の振興にお役立てください。
京都府 頑張って下さい
岐阜県 益々のご発展を祈念しています。
神奈川県 これまで何回か応募させていただいてます。御町の発展をお祈りしております。
茨城県 未来ある子供たちがのびやかに育ちますように
東京都 いただいたななつぼしがとても美味しかったのでリピートさせて頂きます。
神奈川県 応援させていただきます(o^^o)
栃木県 こちらの玄米が美味しかったのでこれからも頑張って下さい
長野県 お米ありがとうございます。
北海道 昨年に引き続き、ふるさと納税で応援しています
福岡県 お米がおいしいですね。
静岡県 頑張ってください。
東京都 気候変動が激しいですね。町の発展を祈ります。
山口県 年に数回利用させてもらっています。北海道が大好きです。
愛知県 子どもたちの明るい未来を楽しみにしています。
神奈川県 頑張ってください！
鳥取県 先月も同じものをいただきました。 家族がおいしいとご飯をたべすぎてしまいます。
神奈川県 寒さに負けないで

東京都
いつもとても美味しいお米ありがとうございます。 これからも益々の発展を応援してお

ります!
京都府 いつまでも　美味しいお米を作って下さい。
東京都 いつも美味しいお餅をありがとうございます。微力ながら応援させていただきます。

岡山県
北竜町の大地で安全安心で清浄な農産物を生産してください。継続して購入したいと思い

ます。
山梨県 初めて知った町名です。北海道好きですし、楽しみです。
愛知県 安心安全なお米の生産を応援します。

愛知県
お米おいしくいただいてます。日本一の味だと思います。これからもがんばってくださ

い。
兵庫県 北海道大好きです！ 毎年 遊びに行ってます。

★１２月１日～３１日までの町へのメッセージ
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１２月２日

１２月３日

１２月４日
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大阪府
いつかおとづれたいと思い日々頑張っています。 お年寄りや子供達に優しい町づくりの

おやくにたてば幸いです。

静岡県
今年最後のふるさと納税になります。 ゆめぴりかにはお世話になりました。来年もよろ

しくお願いいたします。
愛知県 今後も美味しくて安心なお米をよろしくお願いします！
宮城県 今後の発展を祈念いたします。
埼玉県 農業や福祉への取組を応援しています！北海道からの発信頑張ってください。
群馬県 美味しいお米ありがとうございます。 応援してます。
兵庫県 向日葵大好きです。人口減少の中、活気ある街づくりにお役立て下さい。
東京都 美味しいお米をありがとうございます。

北海道
昨年に続き、今年も寄付させて頂きます。来年は温泉にも遊びに行きたいと思っていま

す。頑張って下さい。
神奈川県 毎年おいしお米や農産物を生産してください

大阪府
毎年応援させてもらっています！！ ひまわりを見に行きたいです。 これからもステキな

北竜町でいてください。
北海道 がんばってください。
北海道 今年も美味しいお米をありがとうございました。　来年も北竜町を応援し続けます。

大阪府
初めて寄付させていただきます。 北海道のもち米を楽しみにしています。 寒い地域での

農業はご苦労も多いことと思いますが、がんばってください！
神奈川県 これからも安全で安心な食べ物を作りつっけてください。応援しています！
神奈川県 町政の発展を願っています。
宮城県 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。
埼玉県 安心して生活できる街になること願っています。

岡山県
2020年2月4日～8日まで函館、小樽、札幌雪祭りに行きます。北竜町は夏に訪ねたいと思

います。これからも外部への情報発信を密にして発展を計ってください。
神奈川県 頑張ってください。
鹿児島県 北竜町の発展を楽しみにしております。
群馬県 安全で美味しい農産物に期待します
東京都 子育て支援をよろしくお願いいたします。
三重県 教育・子育てを支援します。
京都府 応援しています！素敵な町だったので、また行きたいです。
愛知県 減農薬の取組を評価しました
北海道 夏にドライブで立ち寄らせて頂くことが多いです。 町の発展を応援しています。
北海道 子育て支援に役立ててください。
東京都 美味しい農作物をありがとうございます
千葉県 毎年ふるさと納税させて頂いております。美味しいお米をありがとうございます。
北海道 子育て支援に役立ててください。

１２月６日

１２月７日

１２月４日

１２月５日
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東京都 夏に訪れた際のひまわり畑がとても良かったです。応援しています。
東京都 町が元気になるように頑張ってください。
東京都 使ってください！^ ^
東京都 低農薬いいですね！楽しみにしています。
東京都 北竜町のお米は最高です！

大阪府
いつもおいしいお米をありがとうございます。 「田からもち」のおかき、返礼品で取り

扱ってほしいです！！（とても美味しく未だ忘れられません）
静岡県 少ないですが有効活用してください。
東京都 毎年、美味しいお米をありがとうございます。
北海道 毎年美味しくお米を頂いています。益々の発展を祈念いたします。
神奈川県 寒さ厳しくなりますので皆様お身体ご自愛ください。
東京都 父の故郷です。振興に期待します！
大阪府 いつもありがとうございます。

北海道
北竜町のひまわりの景色、北竜町の農業の取り組みの姿勢と人が大好きです。これからも

応援しています。
京都府 観光に力を入れて下さい

神奈川県
今年も北竜町のひまわり畑を見に旅行で訪問し、宿泊もしました。あいにくの雨でした

が、今年もたくさんのひまわりが見られてよかったです。ホテルで頂くお米と黒千石納豆

は本当においしいですね。また行きたいです。

東京都
何度か寄付させていただいております。おいしいお米をいつもありがとうございます！が

んばってください！
兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。
東京都 今年も、おいしいお米をありがとうございました！ 来年も、よろしくお願いします！

大阪府
北海道のもち米を楽しみにしています。 寒い地域での農業はご苦労も多いと思います

が、お体を大切にしてがんばってください。 農業を応援しています。
愛知県 美味しいお米、おもち作り応援いたします。
和歌山県 頑張ってください
東京都 これからも美味しいお米を作って下さいね 宜しくお願い致します。
北海道 玄米を美味しく頂きました。また、申し込みをします。ありがとうございます。
京都府 天災の多い昨今、台風に、地震、そんなときの復旧に役立てていただけたらと思います。
京都府 とっても美味しいお米です！
大阪府 夢ピリカのファンです。

１２月７日

１２月８日

１２月９日

１２月１０日

１２月１１日
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愛知県

北海道の大地は、自然、環境、食べ物など、素晴らしいものがたくさんありますね。これ

までに3回北海道を訪れていますが、その都度スケールの大きさに驚きと感動を今もはっ

きりと覚えています。 今回で、北竜町へのふるさと納税は2回目ですが、とても美味しい

お米を送付していただいたことから、家族がファンになりました。これだけのお米を作る

ためには、ご苦労も多いことと存じますが、北の大地の自然を活かして、これからも北竜

町の特産品としてPRしていただけたらと思います。
埼玉県 北竜町のゆめぴりか．．美味しくて大好きです。 生産者の皆さん．．応援しています！
兵庫県 僕は北海道砂川出身なので北海道を応援しています
東京都 ２回目の申し込みです。美味しいお米をありがとうございます。
愛知県 いつも美味しいお米をいただいています。 少しですが寄付させていただきます。

東京都
行ったことがないので一度、訪ねてみたいです。低農薬のゆめぴりかは東京のスーパーで

はなかなか見かけません…お米がおいしそう…楽しみです！
千葉県 北竜町のお米を、食べるのが初めてなのでとても楽しみです。
埼玉県 いつも美味しくいただいています。

石川県
この度はじめてふるさと納税をしました。 北海道は親の故郷でありますので私にとって

も故郷の様な気持ちでいます。 老若男女が対象である医療福祉に役立てて頂きたいと思

います。

栃木県
いつも安全で美味しいお米を届けてくださりありがとうございます。 日ごとに寒さが厳

しくなりますが、この冬もどうか町民の皆さまが、ご健康でお幸せに日々過ごされますこ

とを心よりお祈り申し上げます。
東京都 がんばれ！北竜町！
愛知県 米作り応援しています
東京都 頑張ってください！
滋賀県 ゆめぴりかが美味しかったので再度寄附させていただきます。
神奈川県 がんばって！
千葉県 毎年、北竜町産のお米を美味しくいただいております。これからも応援しています！
東京都 もう何度も寄付させていただき、美味しいお米をいただいております。
神奈川県 いつもお米頂いています。 これからも美味しいお米を世に送り出していってください。
神奈川県 いつも美味しいお米ありがとうございます。
大阪府 楽しみにしています。よろしくお願いいたします。
北海道 頑張ってください
兵庫県 おいしいお米で、我が家で大好評です。何度かリピートしています。
東京都 これから冬本番ですが、寒さに負けず、頑張ってください！
東京都 いつも美味しくゆめぴりかをいただいています。毎日寒いので、お体ご自愛下さい。

神奈川県
母のふるさと、北竜町。幼い頃は休みのたびに従兄弟と田畑で遊んだ思い出。 帰省の際

には必ず立ち寄ってきましたが、もう中々帰ることができません。想いを馳せて、ひまわ

りの町を応援したいと思います。

１２月１２日

１２月１３日

１２月１４日

１２月１５日

１２月１１日
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１２月１６日 三重県
低農薬のお米は魅力的です。 これからも安心して美味しく頂けるお米作りに期待してま

す。
東京都 頑張ってください。
静岡県 頑張ってください！
北海道 おいしいお米を作ってください。
北海道 地域活性化に向けて、頑張って下さい！応援しています！
東京都 頑張れ！北海道！！
埼玉県 町民の方に役立ててください。
北海道 若者が定住できるように、産業（観光）振興にご利用ください。
北海道 おいしいお米　食べて　北竜町のことを知りたいです
神奈川県 向日葵畑の観光に貢献できればと思います。
神奈川県 すばらしい米づくりの姿勢に感動。
山形県 少しですが、お役にたてればと思います。
東京都 これからも美味しいお米作り、頑張ってください。

千葉県
お米、ひまわりどちらもいいですね。厳しい季節がやって来ていますが頑張って、来年も

良い年になります様お祈りいたします。
東京都 今年も北竜町を応援させていただきました！ おいしいお米をありがとうございました！
千葉県 リピートさせていただきます。 今回もよろしくお願いします。
東京都 頑張ってください。
宮城県 北海道は大好きです。これを機会に北海道に行った際には足を運んでみたいです。
東京都 毎年美味しいお米をありがとうございます
北海道 ひまわり、何度も見に行っています。 これからもおいしい農産物を待っています
北海道 北竜町の発展を応援しています！
神奈川県 応援しています！！！
大阪府 地方創生が日本を救います。グローバリズムに負けないで頑張って下さい。
北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます！

東京都
美味しいお米をいつも有難うございます。これから、ますます寒さが、厳しくなります

が、皆さま体調に気を付けて、頑張って下さい。
東京都 豊かな自然、安全な農産物は日本の宝です。
東京都 美味しいお米ありがとうございます。
新潟県 いつか家族でひまわり畑へ行ってみたいです。いつまでも素敵な町でいて下さい。
広島県 兵庫県明石市の様に、高齢者だけではなく、 子育て世代の方を応援してあげてくださ
北海道 頑張ってください。
愛知県 寄付を活用していただけると嬉しいです。
千葉県 今年３回目の申込みです。安全で美味しい玄米のファンです！
兵庫県 応援しています！
東京都 現在そして未来、農業に携わるの方々への支援、よろしくお願いします！

１２月１９日

１２月２０日

１２月２１日

１２月１７日

１２月１８日
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東京都 美味しいお米期待しています
東京都 美味しい農産物をこれからもよろしくお願いします。
奈良県 この夏、ヒマワリを見に行きました。 頑張ってくださいね。
三重県 いつでも元気で明るい街であることを応援します！
東京都 町長さん頑張ってください。
神奈川県 毎年ご協力させていただいております。 今年もよろしくお願いします。
東京都 お米、一番美味しいです。
東京都 これからも美味しいお米作り、頑張って下さい。
千葉県 素敵な住みやすい町、農業が盛んな町になりますよう願っております。
北海道 ひまわり祭り毎年楽しみにしております。 来年もよろしくお願い致します。
東京都 町の発展に使ってください。
滋賀県 北海道大好きです、お米も好きです。
神奈川県 頑張ってください。
千葉県 健康に気をつけて、おいしい農産物で地域が活性化して欲しいと望んでいます。

千葉県
昔ひまわり畑や迷路で楽しませてもらいました。 冬は厳しいと思いますが、頑張ってく

ださい。

大阪府
そばの実フレークを食べました。とても美味しく頂きましたので、故郷納税しようと思い

ました。
１２月２４日 福島県 いつまでも美味しい作物を作り続けてほしいです。

茨城県 美味しい米をたくさん作ってください。
栃木県 夏のひまわり畑、綺麗でした 頑張ってください
大阪府 頑張って下さい

神奈川県
ひまわりの季節に旅行で訪れ、サンフラワー北竜も気に入りました。ひまわりメロン楽し

みにしています。
北海道 美味しいお米をたくさんつくってください。

千葉県
一昨年ひまわり畑を見に行きました。とてもきれいだったので今後も維持できるように寄

付します。
愛知県 頑張ってください！北海道だいすき！
北海道 いつも美味しいご飯を頂いてます 益々のご活躍祈念しております

福岡県
北竜町の名をはじめてお聞きしましたが、これを機に町のことを検索して調べてみようと

思います。ささやかですがお力になれれば幸いです。
東京都 少子化対策につながることを望みます。頑張ってください。
千葉県 いつもおいしいお米をありがとうございます！
兵庫県 遊びに行きたいので頑張ってください
滋賀県 「おぼろづき」初めて知りました。楽しみにしています。
福岡県 ささやかですが応援させて頂きます。
秋田県 応援しています。

１２月２６日

１２月２７日

１２月２１日

１２月２２日

１２月２３日

１２月２５日
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東京都 北海道出身の者です。 現在は東京在住ですが、町の振興に役立ててください。

宮崎県
他の人の感想を読んで気になり、初めて寄付をさせていただきます。 お米が届くのを楽

しみにしています。

千葉県
毎年、ひまわりメロンを楽しみにしています。今回は年度末ぎりぎりに掲載されたので、

限度額がぎりぎりで大箱は注文できませんでした。12月上旬の掲載だと助かります。 ま

た、来年も必ず注文します。
埼玉県 住みよい街作りを期待しています。
福岡県 笑顔溢れる街づくりを応援します。
東京都 来年も美味しいお米を作ってください
埼玉県 北竜町の自然をいつまでも大切にしてください。
愛知県 今年2度目寄付になります。 美味しいお米を頂きありがとうございます

茨城県

今までいろんな自治体からメロンを送っていただいた中で、北竜町のひまわりメロンが一

番美味しかったです。去年はタイミングが悪かったようでお申し込みが出来ず本当に残念

でした。 生産者様、北竜町のご担当者様、いつも美味しいメロンをありがとうございま

す。

大阪府
ななつぼしを今まで５回ほどお送りいただいて、おいしくいただきました。低農薬のお米

でとてもうれしいです。今回も期待しております。
神奈川県 一度ひまわりを見に行きたいなと思っています。
東京都 おいしいお米でしたので再注文です。これからもリピします！
福岡県 人気ですね。応援してます。
神奈川県 頑張ってください！
兵庫県 今年も美味しいお米をありがとうございました。 家族で毎日美味しくいただいていま

東京都
以前お米を送っていただいてとても美味しかったのでまた申し込みました。さらなる発展

をお祈りしています。

北海道
ひまわりの群生をみにいった思い出があります。素晴らしかったです。皆様が幸せであり

ますように！
北海道 未来の子供たちのために頑張ってください。
愛知県 町のより良い発展に繋がりますように。
大阪府 美味しいお米をありがとうございます。
大阪府 我が国のデフレ脱却には地方創生が必須です。頑張ってください。
山梨県 子供達の将来に向け美味しいお米を生産して下さい。
埼玉県 いつも応援しています。
北海道 頑張ってください！初めての寄付です。
広島県 これからもおいしいお米をがんばってつくってください。。
宮城県 低農薬の玄米を探しておりました。貴重な玄米をありがとう。これからもお願いします。
神奈川県 北海道は思い出の土地です。応援しています。
茨城県 これからの子どもの教育の充実等に使ってください。

１２月２７日

１２月２８日

１２月２９日

１２月３０日



申込日 住所 町へのメッセージ

東京都
今回の寄附で、北竜町を知りました。 来年も寄附の機会があったら、北竜町に寄附した

いです。
栃木県 おいしい米づくり応援します。
京都府 高齢者福祉でなく、未来を担う子供たちの福祉、学習支援のためにお願いします
北海道 貴町のますますの発展をご祈念します。
埼玉県 今回も宜しくお願いいたします。
埼玉県 おいしいお米作り頑張ってください。

神奈川県
はじめての寄付になります。 何かのお役にたてれば嬉しいです。 お米が大好きなので返

礼品が楽しみです。 宜しくお願いいたします。
神奈川県 海外からも観光に沢山尋ねように少しでも力になればと思います。

静岡県
以前寄付させていただき、お米が大変美味しかったので再度寄付させていただきます。ぜ

ひ、美味しいお米をこれからも作ってください。
神奈川県 来年度も期待してます。
神奈川県 毎年、おいしい農作物をありがとうございます。
滋賀県 一度、訪ねてみたい素敵な街だとおもいます。いつかハーフマラソンも走りたいです。

神奈川県

以前、おぼろづきの玄米をお願いしたことがあるのですが、これまでふるさと納税で色々

なところでお米をお願いした中で、最高に美味しかったです。 無農薬は難しいまでも、

低農薬で頑張っていただき、安心していただけます。 今回は無洗米をお願いしてみま

す。 よろしくお願い致します。
東京都 応援しています！がんばってください
千葉県 毎年お米を美味しく頂いています。

東京都
いつも北竜町のお米を美味しくいただいています。北海道が大好きなのでいつか訪れたい

です。お米づくり頑張ってください！

愛知県
ゆめぴりかは美味しいとの評判をうかがっております。楽しみにさせて頂きます。貴町の

益々のご発展を心よりお祈りいたします。
鳥取県 応援していますので、頑張って下さい。
兵庫県 一度訪れたいと思っています
東京都 地域活性期待しております！
埼玉県 いつも美味しいお米をありがとうございます！
石川県 安全なコメ作り、応援しています！

埼玉県
北海道に縁があります。 お米食べて ヘルシーライフを 目指しています。 これからも頑

張ってください！

静岡県
私たちの町では雪が降りませんがそちらはたくさん雪が降ると思います。冬は大変な時だ

と思いますので気を付けてくらしてください。
北海道 美味しくて低農薬なので毎年お世話になっていまーす！
神奈川県 寒さが厳しくなりますので皆さんご自愛ください。
東京都 初めての応援です。お役立ていただければ幸いです。

１２月３０日

１２月３１日



申込日 住所 町へのメッセージ
三重県 名前つながりで、応援しています！
愛知県 おいしいお米を作り続けてください。応援しています。

東京都
いつも素晴らしく美味しいメロンを楽しみにしております。これからも頑張ってくださ

い。
埼玉県 頑張ってください、応援してます。
東京都 いつも美味しいメロンを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
北海道 美味しい北海道産米生産の全国一を目指してください。応援しております。
岐阜県 北竜町のことを今回初めて知りました。 お米楽しみにしています。
北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます．
茨城県 北竜町のひまわりメロンは最高に美味しいです。今年も母に送ります。
大阪府 観光振興頑張ってください。

神奈川県
2019はひまわりの草むしり、搾油の際にお世話になりました。 通常では出来ないような

体験が出来て、とても為になりました。 これからも遠くから応援しております。
京都府 いつもありがとうございます。応援しています。
愛知県 毎年おいしいお米をありがとうございます。
埼玉県 役所のみなさんの頑張りを応援します。
東京都 リピートです。応援しています。いつか遊びに行きたいです
滋賀県 いつもお世話になります。寄付が北竜町の発展に役立つことを祈っております。
岡山県 小さな子供達がのびのびと元気に育ちます様に！！
兵庫県 いつも美味しいもの頂いています。これからも頑張ってください。

１２月３１日


