
申込日 住所 町へのメッセージ
３月１日 埼玉県 今年もよろしくお願いします。

千葉県 いつも、ななつぼしでしたが、おぼろづきに挑戦です。楽しみです。

埼玉県 いつも美味しいご飯をありがとうございます！

和歌山県 お米の評判がすごく良いです 農業振興にお役立てください

東京都 ゆめぴりか大好きです。これからもおいしいお米作り続けてください

徳島県 子ども達の将来に使ってください。

埼玉県 子供が笑顔でいられる町づくりをお願いします。

神奈川県 北海道地震からの復旧はいかがでしょう。災難でしたが復興を応援しています。

北海道 ひまわりをよく見にいってます。より良い未来のためにがんばってください。

東京都 お米は貴町のゆめぴりかと決めています。

３月５日 東京都 応援してます。

東京都 子どもたちのためにつかってください！

香川県 これからも美味しいものをたくさん作って下さい。

埼玉県 頑張って

愛知県 北竜町のお米は本当においしいです。毎年いただいてます。

奈良県 いつか行ってみたいです

大阪府 いつもおいしいお米をありがとうございます．

大阪府 ２年ほど前からおぼろづき食べてます。美味しいです！

大阪府 頑張ってください

埼玉県 おいしいお米いつもありがとうございます。

東京都
いつも美味しいお米をありがとうございます。北竜町のゆめぴりかは大のお気に入りで

す。これからもうまいお米をたくさん作ってください。

大阪府 おぼろづきを初めて食べて以来、すっかりファンです。 とっても美味しいお米ですね。

千葉県
美味しいお米をありがとうございます。微力ですが、美味しくいただき、北竜町を応援

します！

大阪府 毎年夏に立ち寄ってます。これからも自然環境を保ってください。

神奈川県 自然が豊富で素敵だと思います 夏に一度行きたいと思います

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
子供達がどんどん増えて人口が増えるといいと思います。より活性化するよう期待して

います。

東京都
昨年と寄付額とお礼の品が変わってしまったのは残念ですが、これからも充実した制度

を期待しております。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます。

兵庫県 美味しいです

埼玉県 ゆめぴりかがおいしくてびっくりしました。 おいしいお米を楽しみにしています！

三重県 いつもお米をいただいております。 美味しいお米です。

３月８日

３月９日

３月１０日

３月１１日

★３月１日～３１日までの町へのメッセージ

３月２日

３月３日

３月４日

３月６日

３月７日
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神奈川県 頑張ってください。

埼玉県 毎年玄米をお礼にいただいています。これからもぜひおいしいお米をつくってくださ

大阪府
いつも返礼品のお米を美味しくいただいています。少ない寄付金ですが町の発展のため

に活用下さい

大阪府 地方創生は我が国が生き残るために必須です。頑張ってください。

大阪府 これからも美味しいお米を作ってください。

３月１３日 埼玉県
北海道で勤務した際に大変お世話になった自治体です。繁栄を祈念いたしております。

できる限り、継続的に寄付させていただければと考えております。

神奈川県 ゆめぴりか本当に美味しいです。体に良い美味しいものを作り続けてください。

静岡県 子育て世代を応援します。

神奈川県 美味しいお米今年も楽しみにしています。

神奈川県 地方から元気をと考え少額ですが寄付を行いました

東京都
昨年に引き続きふるさと納税させていただきます。 北竜町のご発展をお祈り申し上げま

す。

神奈川県 子供の教育におやくだちできればと思います。

東京都 貴町の益々のご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
昨年頼んだゆめぴりかがとても美味しかったので、リピートしました！ これからも美味

しいお米を作ってください！

東京都
ひまわりの里を訪れて見たいと思っています。これからも活気ある街づくりを頑張って

下さい。

福岡県 厳しい時代ですが頑張ってください。

埼玉県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

大阪府 ふるさと納税で北竜町を知りました。 頑張ってください。

東京都
以前，きたくりんを購入して食べたことがありますがおいしいお米だと思いました。人

口増のための子育て支援を期待しています。

大阪府 大好きです！北竜町

埼玉県 いつも美味しく頂いています。

静岡県 夏に北海道に行ったときに北竜町に遊びに行きたいと思います

山口県 わずかな金額ですが、地域の活性化にお役立てください。

長野県 まだ寒いですが、頑張って美味しいお米ができますように。

福岡県

今年初めてそちら北竜町にふるさと納税させて頂き、返礼品のななつぼしを頂きました

が、その美味しさに感激しました。 いつか訪れたいと思っています、町興し頑張ってく

ださい。

北海道 毎年、ふるさと納税でお米を美味しくいただいています。 これからも応援しています！

東京都 昨年返礼品で頂いたゆめぴりかがとても美味しかったのでリピートです。

３月１５日

３月１６日

３月１７日

３月１８日

３月１９日

３月１１日

３月１２日

３月１４日
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千葉県
いつも北竜町のお米を食べています。美味しいし、低農薬で安心なので、何度もリピー

トしています。

東京都 少子化対策、子育て対策に役立ててください

神奈川県
北海道のお米が好きで縁あってこちらの寄付を知りました。素敵な町づくりをがんばっ

てください。

東京都
以前ふるさと納税で頂いた玄米がとても美味しかったので、また納税しました。これか

らも美味しいお米を作り続けてください。

３月２１日 福岡県 応援しています

３月２２日 東京都 無洗米、楽しみにしています！

埼玉県
ひまわりが咲いてる時に行きたいけど遠くて行けないので、写真を見て元気をもらって

ます

千葉県 安全な農作物づくりをお願いいたします。

東京都 お米を楽しみにしています。30kgのななつぼしも復活してほしい。

福岡県 美味しいお米を作ってください。これからも応援しています。

三重県 頑張ってください

東京都 お米が本当においしいです！ 頑張ってください！

千葉県 いつも安全で美味しい玄米を有難うございます！

兵庫県
ずいぶん前ですが、北竜町のひまわり畑の絵をみたことがあり、いつか行ってみたいと

ずっと思っています。

東京都 美味しいお米をありがとうございます。地方再生応援しています！

栃木県 おぼろづきおいしいです。 おいしいお米をこれからも作ってください

神奈川県

数年前に、このお米をいただいてから、我が家はずっとこれです。　農薬低減への取り

組み、素晴らしいと思います。 15キロから１０キロになってしまったのは残念ですが、

これからも引き続き応援させていただきます。

東京都 いつもおいしくいただいています。

北海道 日本一を誇るひまわりのように農業も応援しております。

千葉県
毎年、美味しいメロンを楽しみにしています。 これからも美味しい農産物を作って下さ

い。

東京都 総務省に負けないよう頑張ってください！

埼玉県 北海道の農業を応援しています。

埼玉県 応援しています。美味しいお米を楽しみにしています。

３月２７日 京都府 僅かですが貴市の発展に役立ててください

愛知県 お米大好きです❗ 頑張って下さい‼️

北海道 安全でおいしい農産物よろしくお願いします。

埼玉県 今年で4年目の寄付です。 一度、行ってみたいです。

東京都 応援してます

北海道 いつも美味しいゆめぴりかをありがとうございます。

３月２３日

３月２４日

３月２５日

３月２６日

３月２８日

３月２９日

３月１９日

３月２０日
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神奈川県 低濃度、無農薬栽培を応援したいです

東京都 素敵な町を作って下さい｡

石川県 壮大なひまわり畑が忘れられないです！ 頑張って下さい！

北海道 おいしい低農薬米作り応援しています

愛知県 7月ひまわりを見に伺う予定にしています。

三重県 美味しいお米の北竜町。さらなる産業の飛躍を応援します。

千葉県 いつもおいしい玄米をいただいております！ 応援しています！

大阪府 こどもたちの教育に注力いただくようお願いします。

埼玉県
農業振興にご尽力されている御町の取り組みに共感致します。今後も安心、安全な農作

物の生産を継続して下さい。

群馬県 子供手当を厚くお願いします。

兵庫県 リピーターです。 お米、楽しみです！

大阪府 よろしくお願いします。

東京都 応援してます。

神奈川県 北竜町のお米はとても美味しいです！

愛知県 いつも最高に美味しいお米、ありがとうございます。

神奈川県
学生時代に友人と北海道一周旅行をしてから30年も経ってしまいました。近いうちにま

た訪れたいです。応援しています。

愛知県 農業振興に役立ててください。

愛知県 農業振興にご活用ください。

兵庫県 また観光に伺います。

北海道
子育てや教育の充実にお役立てください。 おいしいお米を食べることで農業振興にも貢

献します！

北海道 少しばかりですが町の発展に役立てていただければと思います。

兵庫県 素敵な町づくりを応援しています

東京都 これからも健康的なお米をよろしくお願いします！

北海道
北竜町はお米が美味しく、ひまわりがきれいで、仕事や観光で行くたびに癒やされてい

ます。今度北竜温泉にもよってみたいと思います。

兵庫県
以前返礼品でいただいたこちらのお米が美味しくて忘れられず、再度申し込みました。

豊かな街づくり応援しています。

３月３０日

３月３１日

３月２９日


