
【２月の応援メッセージ 】
2月1日 北海道 たのしみにしています！ひまわり畑また行きたいです

北海道 昨年度のふるさと納税でのお米がおいしかったので、 また申し込みたいと思います。
静岡県 減農薬での農業を応援したいと思いました。 いつか訪れてみたいと思っております。

神奈川県
昨年頂いたひまわりメロンがとても美味しくファンになってしまいました。 より良い街

づくりを応援します。
大阪府 町の活性化 頑張って下さい。

奈良県
以前、北竜町のふるさと納税でお米をいただき、大変美味しかったです。 今後も、美味

しいお米づくりを、食べることで応援したいと思います。
愛知県 お米とってもおいしいです。いつもありがとうございます。
神奈川県 おぼろづき、美味しゅうございました。
愛知県 ゆめぴりか美味しいです。よろしくお願いいたします。
東京都 観光で行ってみたいです
東京都 頑張ってください．
神奈川県 応援しています。
愛知県 子供がイキイキと育つ街づくりをお願いします。

大阪府
昨年も北の大地からおいしいお米を送っていただきました。今年は娘夫婦にもお届けいた

だきたいと思います。
神奈川県 応援します。

大阪府
地球温暖化対策に使ってください。ヒートアイランド現象解消のために、駐車場緑化の

ターフパーキングがエコマークを取得していてＣo2削減に寄与します。
東京都 少額ですが、子どもたちの教育にお役立てください。
神奈川県 北竜町のお米はとてもおいしいです。 美味しいお米作り頑張ってください。
東京都 数年内に北海道に家族旅行したいです！
東京都 昨年も寄付しました。おいしいお米をまた楽しみにしています。
東京都 お役にたててください。
東京都 ふるさと納税が自治体の活性化に繋がることを祈念しています。
茨城県 宜しくお願いします。
神奈川県 お礼の品が素晴らしく、対応も迅速・丁寧です。 今年も応援します。

神奈川県
メロンのお礼の品を探していましたが、ひまわりの季節に行ったことのある北竜町を選び

ました。
東京都 ゆめぴりか　美味しいです！
愛知県 地域発展のため、頑張ってください。

埼玉県
以前お米を頂きとてもおいしく頂きました。これからも変わらないお米をつくり続けて下

さい
埼玉県 頑張ってください！
東京都 今後も応援しております。
千葉県 これからも安心して食べられるおいしいお米の生産を期待してます！
福島県 これからも美味しいお米を作れるよう町として農家さんへ支援して下さい。
北海道 いつも美味しく頂いています。ありがとうございます。 北竜町のお米は最高です。
東京都 いつも、お米をとても美味しく頂戴しています！
岐阜県 おいしい特産品を色々生産して下さい。

東京都
昨年お送りいただいたお米はおいしくいただきました。 今回も少しですが、お役立てく

ださい。
北海道 お世話になります。 お米はおぼろづきが大好きなので、うれしいです。
神奈川県 頑張ってください。
神奈川県 町の発展応援しております。
神奈川県 少額ですがお役立て下さい。

東京都
今年も北竜町の美味しいお米をモリモリいただき、背番号15の我が家の小１野球坊主は素

振りに励みます(^▽^)/
東京都 貴市の益々のご発展をお祈り申し上げます。

青森県
玄米　とても美味しかったです🎵 これからも町の皆様の特長をいかした　ご 活躍発展を

おうえんしています。
埼玉県 いつもありがとうございます。

東京都
ゆめぴりかが好きなので寄付とともに味わいたいと思いました。 北海道に以前住んでい

たので北海道産のものは信頼があり大好きです。頑張ってください。
埼玉県 頑張ってください。 応援しています。
東京都 子育てや福祉を充実させていただければと思います。 いつか観光で訪れたいです。
神奈川県 元気な北竜町をささやかですが応援いたします。
福島県 今回で３回目になります。安心して食べれるので嬉しいです。

2月8日

2月7日

2月2日

2月3日

2月4日

2月5日

2月6日



東京都
昨年は、北竜町の「ゆめぴりか」しか食べませんでした。 つやがあって甘みもありとて

も美味しいお米だと思います。
京都府 ２０数年前に家族旅行で訪れた北海道にまた行きたいです。

北海道
子供がもう少し大きくなったらヒマワリ迷路等を見せに行きたいと思っています。今から

楽しみにしています。

東京都

数年前からこちらのゆめぴりかを食べています。 生後７ヶ月になる娘も他の離乳食はあ

まり食べてくれないのですが、こちらのゆめぴりかはパクパクいっぱい食べてくれていま

す。
愛知県 ゆめぴりかの大ファンで、北竜町を応援しております‼
群馬県 昨年いただいたもち米。赤飯にしておいしくいただきました。
神奈川県 頑張って自然を守って下さい！！
長野県 応援しています。

東京都

ふるさと納税で初めてこの町のことを知りました。 HPにもっと詳しく町のことが書いて

あるとうれしいです。 お餅の事業者のHPはとてもよかったです。 札幌から行きやすいと

ころならば、行った折に訪れてみたいです。アクセスとか、観光地ならばここからどこが

近いのかとか、お昼ご飯を食べる場所（おすすめやメニューや値段）とかカフェとか一般

のガイドにはない情報があると行きやすいかと思います。
福岡県 応援しています、
東京都 何度もリピートしています。おいしいです。
愛知県 お米美味しいです！
大阪府 少額ですが地方自治に役立てて下さい
東京都 有効に使ってください。
大阪府 いつも低農薬のお米を美味しく頂いています。
東京都 特別栽培米のお米をずっと続けてほしいです。

京都府
正直町の名を初めて知りました。北海道のお米もおいしいと聞き寄付します。子供の教育

に利用してもらいたいです

神奈川県
お米が美味しく、度々寄付させていただいています。 最近では北竜町に親近感が湧いて

きました。
神奈川県 今年も応援します。

東京都
札幌に実家があるので、北海道は私の故郷です。北竜町のお米、とっても美味しかったの

で、申し込ませて頂きました。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

北海道
昨年、おもちをいただきました。美味しかったです。 10年以上前に道の駅と、ひまわり

の迷路に一度行ったことがあります。一面のひまわりは圧巻でした。また行きたいです。

神奈川県
HPを拝見しましたが、温泉があるとのことなので、是非1度訪問させていただきたいと

思っています。
神奈川県 毎回、楽しみにしております。貴町のゆめぴりかはとてもおいしいです。
東京都 昨年いただいた「ゆめぴりか」とてもおいしかったです
東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。すっかり北竜町のお米のファンです。
兵庫県 いつも美味しく頂いています。ありがとうございます。北竜町の魅力の一つですね。
東京都 いつも応援してます。
愛知県 美味しいお米作り頑張って下さい！
神奈川県 今年もおいしく安全なお米をたくさん作ってください。
青森県 3年連続で納税させていただきます。元道民として応援しています。
東京都 前回お送り頂いたお米がとても美味しかったので今年も申し込みをさせて頂きます。
東京都 医者不足などあると思います。医療や福祉に少しでも役立てればと思います。

神奈川県

ここ2年ほど、我が家のごはんはずっと北竜町のゆめぴりか一筋です。美味しく、低農薬

で安心なので、愛用しております。またストックが少なくなってきたので寄附させて頂き

ます。
東京都 おいしいお米を頂いております。 ありがとうございます。
兵庫県 頑張ってください！
東京都 今年もひまわり見に行きます！
北海道 美味しいお米をありがとうございます。 北竜町の大ファンです。
東京都 子どもが育てやすい街にしてください。
兵庫県 町のご発展を祈念しております。

東京都
3回目のリピートです。美味しい特産物をありがとうございます、美味しくお米をいただ

いています。

埼玉県

この度はお世話になります。 昨年も寄附を行ないましたが、お米もお蕎麦もおかきも美

味しく、 今年も寄附をして特産品をいただこうと思いました。 どうぞ宜しくお願い致し

ます。
神奈川県 一度、伺ってみたいまちです。

2月9日

2月10日

2月11日

2月12日

2月13日

2月15日



福岡県 応援しています。
兵庫県 今後も美味しいものを作ってください。

2月16日 神奈川県 昨年もふるさと納税させていただき、美味しいお米をありがとうございました。
大阪府 より良い町づくりに期待しています。

神奈川県
今回で3年目です。 少額ですが、役立てていただけると嬉しいです。 ますますのご発展を

お祈りしています。
兵庫県 きたくりんを一度食べてみたいです。
大阪府 町の振興、頑張ってください
愛知県 ゆめぴりか美味しいです。よろしくお願いいたします!
北海道 いつも美味しいお米をお願いしています。頑張ってください。

静岡県
２回目の寄付になります。　 以前に玄米３０ｋｇを送付頂き、現在もおいしく食してお

ります。これからも美味しい米創りに励んで下さい。応援しております。
京都府 応援しています。
静岡県 本当においしいお米をありがとうございます。
神奈川県 定期的に利用させて頂いてます。大変魅力的な特産物に感謝しています。
栃木県 いつもゆめぴりかをおいしくいただいています。

東京都
美味しそうなお餅に惹かれての寄付ですが、北海道へのふるさと納税は初めてです。少し

でもお役に立てれば幸いです。
北海道 ひまわり観にまた訪れたいです
東京都 町の発展のお役に立てれば嬉しいです。
神奈川県 ゆめぴりかが一番美味しいです！
神奈川県 応援しています。
神奈川県 子供の教育をよろしくお願いします。
千葉県 ゆめぴりか、とてもおいしいです。

大阪府
いつも北竜町のおいしいお米をありがとうございます。 少ない金額ですが、地域の強み

である農業の発展に役立てて頂ければと存じます。
北海道 またひまわりを見に訪れたいです。応援しています。

千葉県
貴町関係のホームページ等を拝見し、より一層身近に感じています。今後ともよろしくお

願いいたします。
東京都 5回目の寄付になります、いつもお礼の品を楽しませていただいています。

兵庫県
お米が本当においしくて、こどもも大好きです。 いつか北竜町に行きたいです。 これか

らもおいしいお米作り頑張ってください。
埼玉県 北海道のお米は美味しくて家族全員大好きです！
神奈川県 前回も寄付しました。ゆめぴりか、美味しかったです。
埼玉県 たくさん集まって北竜町の産業が活性化するといいですね。

神奈川県
ゆめぴりか、田からもち、どちらも大変おいしいです。 町の発展を、ぜひ願っておりま

す。
東京都 美味しいお米を作りつづけ、産業振興を引き続き頑張ってください。
広島県 ゆめぴりかとても美味しいです。いいお米作ってください。
北海道 ヒマワリ迷路はとてもいい思い出です。

東京都
以前、北竜町のゆめぴりかがとても美味しかったので、今度はきたくりんにしてみまし

た。

東京都
ひまわりで有名ですので、一度行ってみたいと思っております。 大好きな北海道のお

米、低農薬で米作りをしている農家さん、町を応援したいと思います。
千葉県 これからも、安全安心で美味しいお米づくりを続けてください。
埼玉県 向日葵の季節に伺いたいですけど
大阪府 美味しいお米を作ってください。
兵庫県 ゆめぴりかが一番好きなお米です。これからもおいしくて安全なお米を作ってください。

埼玉県
今年の里帰りの際には、是非北竜町へ訪れたいと思います。 またきれいな風景が見たい

です。
岐阜県 ひまわり畑にいつか訪れたいと思っています。よろしくお願いします
埼玉県 北海道のお米おいしいですね
東京都 がんばってください
東京都 おいしいお米をありがとうございます。
東京都 昨年もおいしくいただきました。本年もどうぞ宜しくお願いします。
東京都 母が北海道出身なので、親しみを持っています。

大阪府
北海道はあこがれの地です。行ったことはありませんが・・・いつか、訪れてみたいと

思っています。 住みよく、観光客にもやさしい街でありますように。
大阪府 昨年に引き続き寄付させて頂きました。いつか北竜町に訪れてみたいです。
千葉県 北竜町のふるさと納税人気のようですね。 今年も頑張ってください。

2月19日

2月20日

2月21日

2月15日

2月17日

2月18日

2月22日

2月23日



栃木県

いつもとても早い対応に感謝しております。 そして、安全で美味しいお米を本当にあり

がとうございます。  まだまだ寒さ厳しい折と思いますが、町民の皆さまのご健康とご多

幸を心よりお祈り申し上げます。
東京都 農業は大変だと思いますが、がんばってください。
東京都 これからも安心で安全なお米つくりを応援しています。
山口県 前回注文して美味しかったので、二度目の注文です。
愛知県 以前、北竜町のゆめぴりかを食べてとても美味しかったので、再度、寄付いたします。
北海道 応援しています🎶
大阪府 寒さに負けず頑張って下さい。
東京都 応援しています。頑張ってください。
東京都 ふるさと納税が少しでもお役にたてれば幸いです。
神奈川県 今年で3年目になります。 北竜町の発展に少しでも役に立てば幸いです。
東京都 2万円の寄付をさせていただきました。  今年もどうぞよろしくお願い致します。
神奈川県 応援してます。
神奈川県 お米美味しかったです。
和歌山県 ゆめぴりかおいしいです。
神奈川県 頑張ってください。
岐阜県 毎年寄付しています。 少子化対策に力をいれてください。
東京都 いつも美味しいお米をいただいています。

鹿児島県
２回目です。前回のお米とても美味しくて減農薬で 手間かけて育てている生産者様のご

苦労を悟りました。 寒い時期ですが、頑張ってください。
石川県 北海道大好きです。今年北海道旅行に行きます。
愛知県 僅かですが、北竜町の為にお役に立つようよろしくお願い致します。
石川県 応援してます！

広島県
北海道に住んでいるとき、ひまわり畑を見に行くのが楽しみでした。益々のご発展を広島

よりお祈りしております。
神奈川県 元気な北竜町を応援いたします
京都府 美味しいので3年目になり楽しみにしています。 機会あれば北海道にも行きたいです。
東京都 　まだまだ寒い日が続きますが、皆様のご健康とご健勝を心よりお祈りいたします。
東京都 地域振興に活用ください
千葉県 応援しております。
神奈川県 少しですがお役立て下さい。
北海道 ひまわりとてもきれいで大好きな街です。寄付金有効に使ってください〜！
北海道 今年もひまわり畑楽しみにしています！
北海道 おいしいお米を作ってください
東京都 魅力ある町づくりに役立てて頂ければ幸いです。
神奈川県 昨年も申し込ませていただきました。 お役にたてれば幸いです。

静岡県
メロンとゆめぴりかでお世話になっています。 いつか北海道に行けるときはおじゃまし

たいと思います。 応援しています、がんばってください。
千葉県 昨年に引き続いてのふるさと納税です。
埼玉県 あの素晴らしいひまわりを大切にして下さい。

東京都
両親が北海道（札幌）出身のため、幅広く北海道の様々な自治体に寄附したいと考えてい

ます。北海道には頻繁に旅行に行くので今度は北竜町を訪れてみたいと思っています。
埼玉県 がんばってください！

神奈川県
前回の納税の際にいただいたゆめぴりかがとても美味しかったので再度寄附させていただ

きます！
新潟県 美味しい農産物をこれからも作り続けてください！！

東京都

以前もお礼の品送っていただいたことがありました。 とても美味しかったのですがあけ

ていないお餅が一部冷蔵庫で保管していたにもかかわらず賞味期限内にカビが生えてし

まったのが残念でした。 せっかく美味しいので改善するといいと思います。 今回はお米

楽しみにしております。
東京都 農薬の少ない、安心安全なお米をありがとうございます。
神奈川県 前回も頼ませていただきました。 病みつきです。
神奈川県 いつもお世話になっております。美味しいお米をお送りいただきありがとうございます。
石川県 これからの日本のために、子育て支援に活用してください。

福岡県

妹が寄付をし、頂いたゆめぴりかがとても美味でしたので、今回寄付させて頂きました。 

楽しみにしております。 今まで名前も知らない町でした。 これを機に色々と貴町につい

て知りたいと思います。
東京都 とても美味しいお米で、また頼みました。
神奈川県 前に食べました。とても美味しかったです。
北海道 子供が増えて街が活性化しますように！

2月28日

2月25日

2月26日

2月23日

2月24日

2月27日



千葉県 北海道が大好きです。素敵な街作りなさって下さい。
大阪府 どんなところか一度行ってみたいですね

大阪府
ゆめぴりか、とても美味しいお米だと思います。減農薬も魅力、これからも期待していま

す。
東京都 良い町作りに努めてください

2月28日


