
申込日 住所 町へのメッセージ
東京都 いつもおいしいお米をありがとうございます！

北海道
毎年こちらのもち米でお正月用のお餅をついてます。しっかりとしたお餅の味は他とは違

いとても美味しいです。知り合いにおすそ分けしているうちに、今では皆に楽しみにして

もらっています。
神奈川県 北竜のお米最高！北竜を訪れて、現地でお米を食べるのが夢。
埼玉県 応援しています。
長野県 がんばってください！
鹿児島県 子供たちに優しい街づくりをしてください。
大阪府 北竜町のご発展をお祈りいたします。
東京都 北竜町、頑張れ。いつも美味しいお米、ゆめぴりかをありがとうございます。
千葉県 これからも日本一のお米を作ってください。
京都府 頑張ってください
埼玉県 よりよいまちづくりをこれからもよろしくお願いします。
大阪府 地方創生は日本を救う。頑張れ！
千葉県 コロナ禍ですが子供達が楽しく過ごせるように使ってください。
埼玉県 いつか行ってみたいです
東京都 毎年美味しくいただいています。
東京都 ご発展を念じております。

埼玉県
前回は発送ミスに対する大変御親切な対応ありがとうございました。これからも美味しい

お米をお願いします。
広島県 北海道大好きです！
東京都 元気な街づくりの為にお役立てください。
神奈川県 美味しそうなお米、楽しみにしています！
神奈川県 またひまわりの季節に訪問します。新型コロナに負けず、頑張ってください

東京都
コロナで観光業などに影響が出ているかと思います。微力ですが応援しています。

東京都
前回のお米が美味しかったので、リピートです。 美味しいお米を作り続けるためには、

綺麗な空気やお水が必要と思います。そんな大地を守り続けてください。

北海道 美味しいお米をありがとうございます。

千葉県
コロナは大丈夫でしょうか？ いつも美味しく安全なお米をありがとうございます。

北海道 北竜町の農業を応援しています。
神奈川県 いつもお米が本当に美味しくて感激しています。
青森県 コロナ禍で大変ですが、頑張ってください。
東京都 農家を絶やさないでください！

１２月６日

★１２月１日～３１日までの町へのメッセージ

１２月１日

１２月２日

１２月３日

１２月４日

１２月５日
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神奈川県
今年２度目の寄付となります。 すごくお米が美味しいです。 よろしくお願い致します。

東京都 寒い季節ですが、コロナに負けず頑張って下さい。
愛知県 寄付を、活用していただけると嬉しいです。
福島県 北竜町のますますの発展を祈念します。
愛知県 コロナなんかに屈せず、みんなで頑張りましょう
愛知県 コロナ禍で大変かと思いますが 頑張ってください
北海道 2人の子を持つ親として子ども達のために活用してください。
北海道 些少ですが，まちづくりにお役立てください。
埼玉県 コロナ対策を万全にしてください
広島県 魅力的な自治体でありますように
千葉県 毎年美味しいななつぼしの玄米を楽しみにしてます。
京都府 ひまわりライス、おぼろづき大好きです。
埼玉県 コロナに負けないで！
大阪府 頑張って下さい。
東京都 お年寄りの便利な街にしてあげてください

新潟県
北海道産のお米は食べたことがなかったので興味本位での申し込みだったのですが、地域

紹介を見てたらひまわりの開花時期に行ってみたくなりました。
神奈川県 頑張ってください

滋賀県
いつも美味しいお米をありがとうございます。 僅かな額の寄附ですが、少しでもお役に

立てれば嬉しく思います。
滋賀県 応援しています。

大阪府
昨今必要のない職業が増えてきています 生産業、特に農業はなくてはならない仕事だと

思うのでこれかも頑張って下さい
岐阜県 地方の医療の充実を頑張ってください
神奈川県 コロナ禍で大変かと思いますが、頑張って下さい。

北海道
安心安全な美味しいお米作りありがとうございます　これからも頑張ってください！

神奈川県 コロナに負けず頑張りましょう！
東京都 北竜町の発展を祈ります。
神奈川県 ささやかながらお役に立てれば幸甚です。
東京都 他のゆめぴりかと比べても北竜町のゆめぴりかが美味しくて大ファンです！
秋田県 ひまわり迷路まだやってますか。 またいきたいです。
北海道 いつも美味しいお米を頂きありがとうございます！！

長野県
子供の頃に遊びに行った記憶があります。 寒い冬になりますが、皆さん頑張ってくださ

い
長野県 約40年ほど前に遊びに行ったことがあります。是非また行ってみたいです。

１２月１２日

１２月６日

１２月７日

１２月８日

１２月９日

１２月１０日

１２月１１日



申込日 住所 町へのメッセージ
神奈川県 応援しています！
岡山県 ゆめぴりかいつも美味しくいただいています。
千葉県 これからも美味しい農作物を作って下さい。応援しています。

東京都
子供たちや子供を持つ親たちに支援できたらと思っています。どうぞよろしくお願いしま

す。
青森県 おいしいお米をつくってください
東京都 コロナ禍頑張ってください。
兵庫県 がんばれ

埼玉県
久しぶりに貴町に寄付させて頂きます。 前回も美味しいお米をお届け頂きありがとう御

座いました。 家族みんなでとても美味しく頂き大満足でした。 今後も貴町の益々のご発

展をお祈り申し上げます。
北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます．
宮城県 お礼のお米が美味しいので、リピートさせてもらいます。
愛知県 これからも安心安全でおいしいお米の生産を応援しています。
兵庫県 今年も美味しいお米をありがとうございます。
滋賀県 北竜町の益々のご発展をお祈りしています。

１２月１４日 神奈川県
昨年はサイトで見つけられず、残念でした。今回は寄付できて良かったです。また楽しみ

にお待ちしています。
東京都 世の中が落ち着いたら、ぜひ行ってみたいです。
東京都 コロナ渦に負けず、皆で乗りきりましょう
千葉県 美味しいお米有難う

岐阜県
北竜町の方々も、コロナ感染、大変な思いをしてらっしゃるのかもしれませんが、 どう

か心穏やかな生活を過ごせますよう、お祈りいたします。
東京都 コロナに負けずに頑張ってください！
宮城県 おいしいお米をこれからもお願いします！
北海道 コロナで大変な時期ですが、負けないで下さい。
北海道 コロナに負けないで頑張ってください。
大阪府 北海道が好きで、応援したいと思いました！！

神奈川県
北竜町の皆様、コロナに負けず寒さに負けず、夏には可憐な向日葵を咲かせてください♪

東京都 毎年ふるさと納税をやっていますよければ次回もやります。
北海道 こちらのメロンの大ファンです！ コロナに負けずに頑張ってください！
埼玉県 応援しています。

京都府
いつもお米を美味しくいただいています。 これからも高品質のお米を作り続けてくださ

い。

東京都
玄米を定期的に購入しています。 ゆめぴりかは憧れのお米でしたので期待しています、

よろしくお願いします。

１２月１２日

１２月１３日

１２月１５日

１２月１６日

１２月１７日
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兵庫県 これからもいいお米を生産してください

大阪府
前回、美味しいお米を送って頂いたので再度寄付をさせて頂きます。大変な一年でした

が、毎日の美味しいご飯で元気を頂いています。ありがとうございます。

東京都 寒さとコロナ禍で大変かと思いますが、頑張ってください！

埼玉県
20年以上前ですが、ひまわり畑を見に行きました。 ずっと天気が悪かったのに、北竜の

ひまわり畑に着いた瞬間に晴れた事をよく覚えています。 遠い地から今でも懐かしく思

い出し、応援してます。
三重県 北竜町のひまわりが大好きです。 少しでもお役立ていただければ幸いです。
東京都 いつも美味しく頂いています。

東京都
コロナで厳しい状況ではありますが、支えあいながらがんばっていきましょう。

大阪府 美味しそうなメロンなので応援します。
東京都 低農薬の玄米楽しみです。
東京都 応援しています！
東京都 黒豆の味噌のラーメンが、忘れられません。道の駅で食べました。
東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。
大阪府 町興し頑張ってください。

神奈川県
先日おぼろづきを頂きました。 昨日初めて頂きましたがとても美味しく 子供はイクラに合いそうと
言っていました。 今回ななつぼしを頂き食べ比べてみるのが楽しみです。

東京都
微力ですが、町政の一助となれば幸甚です。コロナに負けず頑張ってください。

兵庫県 よりよい町作りを目指してください応援しています。

東京都
北竜町のゆめぴりかは本当に美味しく、白米が大好きでこだわりがある主人が特に喜んで

います。楽しみにしています。
大阪府 毎年美味しいお米をありがとうございます。
滋賀県 美しい自然を大切にしてください。
神奈川県 頑張ってください！
広島県 コロナに負けない様にがんばって下さい。
埼玉県 ゆめぴりか、とっても美味しいです！
奈良県 小さい子や社会的に弱者の方に使てもらえたら幸せです
北海道 とってもおいしいお米をつくってくれてありがとうございます。
神奈川県 コロナで今は大変ですが、落ち着いたら遊びにいきます。
愛知県 皆様毎日を元気で送っていただけますように。

１２月２２日 茨城県 寒いけど頑張ってください。
神奈川県 何度か寄付させていただいてます。

１２月１９日

１２月２０日

１２月２１日

１２月２３日

１２月１７日

１２月１８日
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東京都
観光に行けないため寄附させていただきます。お役立ていただければ幸いです。

福島県 いつまでも美味しいお餅が食べられる環境であってほしいと思います。
北海道 応援しています！
東京都 おいしいお米を作って頂きありがとうございます。
北海道 来年ひまわりまつりが開催できるよう楽しみにしております
愛知県 いつも美味しいお米をありがとうございます。
東京都 いつも申し込んでいます。ななつぼしは本当に美味しいです。
東京都 おいしいお米を楽しみに待っています！
兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。
大阪府 美味しい食べ物と自然、それを支える人づくりを応援させてください。
神奈川県 コロナに負けず頑張りましょう！北海道を応援します。
愛知県 コロナで大変ですが頑張って下さい！
千葉県 いつもありがとうございます。 北竜町のゆめぴりかが一番です。

神奈川県
あこがれの地、北海道。いつか訪れてみたいです。 それまで寄付で応援します。

東京都 美味しいお米をありがとうございます。頑張ってください！

大阪府
今年は、ひまわりを見に訪れることができずに、残念でした。共に困難を乗り越えられる

ことを願っています。

福岡県
美味しいお米ありがとうございます。減農薬なのに量も多くて気に入ってリピートしてい

ます。いつか訪れてみたいです。
沖縄県 友人がいます。微力ですが応援出来たらと思います。
兵庫県 大変な時代ですが頑張って下さい。

東京都
お米大好きです。 特に北竜町さんのもち米大ファンです。 いつもありがとうございま

す。
長崎県 おいしいお米をありがとうございます
神奈川県 おぼろづき、大好きです。農家の皆様これからも美味しいお米を作ってください！
三重県 コロナに負けず、よい町であり続けてください！
大阪府 何時もおいしいご飯を頂いてます。 コロナに負けず、頑張ってください。

静岡県
今年も寄付をさせていただきました。コロナで町を訪れることはできませんがいつか行っ

てみたいですね。いいところなんでしょうね。
大阪府 美味しいお米を作ってくださり、ありがとうございます。 感謝いたします。
神奈川県 来年もたくさんのひまわりが咲くといいですね。
京都府 コロナ禍で大変な中、わずかですが寄付させて戴きます。
大阪府 今後も頑張ってください
大阪府 頑張ってください！

１２月２６日

１２月２７日

１２月２８日

１２月２３日

１２月２４日

１２月２５日
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北海道
はじめてふるさと納税します。 低農薬のお米が魅力的なので頼んでみました。楽しみに

してます。
大阪府 観光振興頑張ってください。
神奈川県 ファイト！
東京都 昨年に続いて2回目になります。頑張ってください。

北海道
ひまわりが大好きなので寄付させていただきました。 今年は見に行けておりませんが毎

年必ず一度は訪れていますので変わらず存続してくれますよう応援しています。

山口県 頑張ってください。
埼玉県 コロナが落ち着いたら旅行しに行きたいです。応援しています。
兵庫県 寒さやコロナに負けずに頑張って下さい
神奈川県 コロナに負けず、明るい笑顔をとりもどしましょう！

神奈川県

今年は特に自宅で食事をすることも増えましたが、美味しいななつぼしをたくさん食べら

れて幸せでした。生産者のみなさまもコロナの影響で大変な状況かと思いますが、来年こ

そは収束すると期待して、引き続き優しい気持ちのこもった美味しいお米を作ってくださ

い。2021年もななつぼし楽しみにしています。では、みなさまもそれぞれ、よいお年をお

迎えください！

神奈川県
今年はひまわり祭りも開催できず、大変厳しかったことと思います。微力ながら応援させ

て頂ければと思います。北竜町のお米はどれもおいしいです。また現地に旅行できる日を

楽しみにしております。
宮城県 とても美味しいお米でした。　地域の活性化を願っています。
千葉県 美味しいお米を楽しみにしています。
神奈川県 いつか行って北海道の自然を堪能したいです。
兵庫県 コロナに負けず、一緒に頑張りましょう
東京都 北海道育ちです。大変な年ですが，おたがいがんばりましょう。
東京都 コロナ禍の中、大変だと思いますが頑張ってください。

神奈川県
縁もゆかりもない者ですが、返礼品のお米が食べたくて…かつ地域のお役に立てればと

思って微力ながら寄付することにしました。いつか北竜町を訪ねてみたいです。

茨城県
北竜町のメロンは最高で毎年お申込みしていますが、今年は初めて赤肉です。楽しみで

す。

大阪府
ひまわり畑の映像を見ました。明るくなれる素敵な風景ですね。2020年はひまわりまつり

は中止となり残念だったですね。いつかひまわりまつりに伺えたらいいなと思います。

東京都 美味しいお米を楽しみにしています！
滋賀県 良い環境で体にやさしいものを生産してください。
大阪府 豊かな自然を守ってください

１２月２８日

１２月２９日

１２月３０日

１２月３１日
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北海道 美味しいお米を作っていただいて 感謝しています

静岡県
大変な世の中ですが、頑張ってください。 またひまわり畑に行ける日を楽しみにしてい

ます。
東京都 より良い街づくりを応援しています
千葉県 これからも頑張ってください
神奈川県 頑張ってください！

愛知県
北海道には、冬はスキー夏はキャンピングカーで各地を巡ってます。空が広い‼️豊かな生

活を送れる町にしてください。

東京都
ふるさと納税ではじめて北竜町のことを知りましたが、ひまわりがきれいなところなので

すね。今度行ってみたいと思いました。
香川県 介護現場で働く人たちのために使ってください
東京都 メロン楽しみにしています(^^♪
東京都 初めて応援させていただきます。

北海道
知人がお米作りをしています。これからも美味しいお米を作り続けて欲しいです。

神奈川県 地域発展ともに子供達の成長につながる環境作りを応援します。
大阪府 コロナで大変でしょうが、応援しております。

１２月３１日


