
申込日 住所 町へのメッセージ

栃木県
北竜町のひまわり畑へ訪れたことがあり、とても素晴らしい景色でした。地元活性化の為に役立てて

下さい。応援しています。

兵庫県 コロナウイルス対策に僅かですがお役立てください。

埼玉県 これからも頑張ってください！

愛知県
昨年は水害、地震など日本は自然からの警告を受けたと思います。地球に優しい真心を込めた日本の

稲作を共に守っていきましょう。

愛知県 応援してます。 でも、今年は欠品が多くて少し残念かも

東京都 こちらのお米がとっても美味しかったので、また申し込みをしました。

和歌山県 今は大変と思いますが、頑張って下さい。 応援しております。

埼玉県
ゆめピリカの中でも安心で美味しそうだったので選ばせて頂きました。 これからも美味しいお米を

作って下さい。

福岡県
いつも美味しいお米をありがとうございます。 ほかの町のお米と比べると、北竜町のお米のおいしさ

が よくわかりました。

埼玉県 役立てていただけたら幸いです。

北海道 美味しいお米を作ってくださる北竜町に今年もできる限りの応援を続けます！

神奈川県 いつもありがとうございます！　頑張ってください！

大阪府 がんばってください。

福島県 毎年おいしいお米頂いています。

宮城県 ツーリングで行きました。ひまわり畑大好きです。

北海道 またひまわり見に行きます。

３月４日 神奈川県 毎年メロンを楽しみにしています。

千葉県 元気な子供たちの未来のために使用して下さい。

千葉県
いつも美味しいお米をありがとうございます。毎回美味しくいただいています。

愛知県 美味しいお米楽しみにしております。

大阪府 ほんの少しですがお役に立てれば嬉しいです。

神奈川県 応援してます。

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。

大阪府

これまで様々な地域＆精米した「ななつぼし」食べてきましたが、こんなにおいしい「ななつぼし」

は食べたことありませんでした。北海道出身者として、これからも応援します

大阪府 頑張ってください

兵庫県 コロナでも大変でしょうが、頑張って下さい。

東京都 いつかひまわり畑を見に訪れてみたいです＾＾

３月８日

３月１０日

★３月１日～３１日までの町へのメッセージ

３月１日

３月２日

３月３日

３月５日

３月７日
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兵庫県
北海道はコロナ感染で大変だと思いますが、頑張ってください。応援してます。

３月１１日 愛知県 お米いつもおいしいです

兵庫県 お米、美味しいです！

神奈川県

毎年楽しみにしております！ ゆめぴりかが大好きだったのですが、ななつぼしの方がお得だったので

前回こちらで頼んだところ、とても美味しかったのでリピートいたします！  コロナウイルスも大変だ

と報道で見ています、頑張れ北海道！

大分県 コロナに負けないように頑張って下さい

大阪府 コロナ対策で大変だとは思いますが、頑張ってください。

宮城県 これからも、おいしいお米を作ってください。

神奈川県 毎回　貴町産のゆめぴりか楽しみにしています。

北海道 おいしいお米をありがとうございます

大阪府 ゆめぴりかは美味しく頂いています。 農家のみなさんを応援しています。

東京都 ひまわりゆめぴりか美味しいですね！

東京都 いつも美味しく頂いています。応援しています。

兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

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 応援しています、頑張ってください。

埼玉県
北竜町へのふるさと納税は平成27年より約20回になるでしょうか、ゆめぴりかもお餅も本当に美味し

いです。ありがとうございます。

東京都
過疎化が進んでいるようで心配です。これからも安全で美味しいお米を作っていただけるよう応援し

ます。

東京都 毎回、美味しいお米、ありがとうございます。

兵庫県 いつもおいしくいただいています。これからもよろしくお願いします。

３月１８日 北海道 子供の将来に希望が持てる街に

３月１９日 東京都
息子の一番の好物は北竜町のお米です。いつも美味しいお米をありがとうございます！

北海道 些少ですが，まちづくりにご活用くださいますようお願いいたします。

東京都
コロナで大変な時期ですが、健康に注意して下さい。美味しいお米有り難うございます❗

大阪府
おぼろづきの評判が高く、楽しみにしています。町の振興にお役立てください。

愛知県 コロナで大変な時期ですが、早く落ち着くよう祈っています。

３月１６日

３月１７日

３月２０日

３月２１日

３月１０日

３月１２日

３月１３日

３月１４日

３月１５日
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東京都

この制度をきっかけに、寄付先が市町村名で記憶と記録に残るようになりました。 旅行の計画を立て

る際に選択肢が増えて、ありがたいことです。 いますぐには難しいですが、いつかお伺いしたいと思

います。 応援しています。

神奈川県 いつも美味しく頂いてます。

大阪府 新型コロナに負けないでください。

三重県 美味しいゆめぴりかいつもありがとうございます

東京都 コロナウィルスに負けず、子どもの未来を守りましょう！

東京都 農業は大変だと思っています。頑張ってください。

東京都 ゆめぴりかをいつもおいしくいただいています。

東京都
お送り頂いたお米が美味しくて何度か申し込みをさせて頂いております。頑張ってください！

北海道 お米が気に入りました。頑張ってください。

広島県 美味しいお米をありがとう

東京都 頑張れ！北竜町！

埼玉県
いつも美味しくいただいています。 これからも体に優しい無農薬農産物を育てて下さい。応援してい

ます。

兵庫県 ななつぼし 低農薬米 無洗米 うまい、 言うことなし！

北海道 コロナに負けず頑張りましょう！

東京都 北竜町をいつも家族で応援してます！

東京都

先日、お願いしたばかりなのですが、やはり今年もすごく美味しくて、あっという間になくなり、残

り後わずかになってしまいました。 今、日本中が大変ですが、おかげさまで、我が家は北竜町のお米

で幸せです。 家にいる時間が長くなっておりますが、ご飯のたびに、いつもみんなで笑みがこぼれ、

「おいしいね」と語り合っております。 北海道もとても大変な状況だと思いますが、北竜町のみなさ

まもどうぞご健康でありますように。 いつもありがとうございます。

神奈川県 美味しいものを生産してください！楽しみにしています

東京都
リピートします。安心安全なお米づくり、貴町の益々の発展を応援しています。

神奈川県 頑張ってください。至急お願いします。

東京都 町長さん、頑張ってください。

愛知県 コロナに負けるな！日本

千葉県
北海道に住んでいるときに見たひまわり畑の美しさと、めずらしい青いメロンが忘れられません。ま

た行きたいです！

３月２４日

３月２５日

３月２６日

３月２２日

３月２３日



申込日 住所 町へのメッセージ

神奈川県 少額ですがお役に立てれば嬉しいです。よろしくお願い致します。

東京都 毎年応援しています。 美味しいお米もありがとうごぁいます

京都府 いつもおいしいお米ありがとうございます。

神奈川県 微力ながら応援しています。

大阪府 これからも美味しいお米を作り続けて下さい。

埼玉県
昨今の、コロナの影響で北海道が大変な状況ですが、北竜町の皆様のご健康と益々のご発展を祈願し

ております。

神奈川県 おいしいお米を作ってください。

北海道 おいしいお米を毎年楽しみにしています。

神奈川県 北竜町のまちづくりがんばってください

東京都 頑張ってください！

兵庫県 ななつぼし 低農薬 無洗米 うまい  言うことなし！

東京都
毎年北竜町のお米をいただいています。 とても美味しいです！他のお米は考えられません

埼玉県 低農薬で努力されているお米をいただけてありがたいです。応援しています。

東京都 応援しています。なるべく早く送っていただけると助かります。

大阪府 いつもおいしいお米をありがとうございます。

愛知県
美味しいお米をありがとうございます。北竜町のお米は我が家には欠かせないものになっています。

愛知県 複数の親類からゆめぴりかが美味しいとの話を聞きました。

東京都 いつもありがとうございます。

滋賀県 お米、おいしいです。こんな立派なお米をつくり続けてください。

滋賀県
お米はいつもおいしくいただいております。すばらしい田畑をたいせつにしてください。

北海道 いつも美味しいお米ありがとう。

東京都 いつも美味しいお餅をいただいてます。お役に立てたら幸いです。

神奈川県 今後益々の御発展を祈念致しております。

神奈川県
いつもおいしくお米をいただいています。今回もリピートで購入させていただきます。

大阪府 頑張ってください。

兵庫県 寄付金はコロナを含む災害、防災対策に使っていただければ幸いです

東京都
少しでも地域振興に協力できればと思います。 一度家族で訪ねてみたいと思います。

東京都 美味しいお米を楽しみにしています（＾ー＾）

３月２６日

３月２７日

３月２８日

３月２９日
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千葉県 行ってみたいですね。

北海道 お米つくり頑張ってください

東京都 以前にも頂きました。美味しかったです。また楽しみです。

３月３１日 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。

３月３０日

３月２９日


