
【４月の応援メッセージ 】
申込日 住所 町へのメッセージ

神奈川県 がんばってください。応援しています。

和歌山県
美味しいお米で孫の食欲は止まりません^_^        6回目の申し込みです。よろしくお願いし

ます

三重県
子供の頃に北竜のメロンを食べてすごく美味しかった思い出があります。ずっと良い町で

あることを願い寄付をさせていただきます。

北海道 少しでも町のためにお役立ていただけると幸いです。

福島県
昨年度、ふるさと納税の返礼品でななつぼしを送っていただきました。 とても美味し

かったです。 コメ農家の皆さん、ありがとうございます。

兵庫県 応援しています。

広島県 応援しています。頑張ってください。

大阪府 いつも 美味しく頂いております。ありがとうございます。

千葉県 北海道出身です。 祖父母もいるので年に何度も遊びに行きます。 頑張ってください。

東京都
いつも美味しいお米をありがとうございます。今冬は大雪で大変ご苦労されたかと思いま

す。これからも低農薬栽培に頑張って下さい。

東京都 北竜のひまわり畑が学生時代から大好きです。

静岡県 応援しています。頑張ってください。

千葉県
日本の農業を応援しています。低農薬のお米、楽しみにしています。農家の皆さん、頑

張ってください。

千葉県 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！

北海道 これからも応援します。

神奈川県 安心安全な農作物生産の農業の取り組みを応援しています。

愛知県
青春18きっぷ関連の情報検索で偶然知って興味を持ちました。いつか夏に訪れてみたいな

と思い、今回ふるさと納税をしてみました。よろしくお願いします。

北海道 地域振興に期待してます！

北海道 今年もおいしいお米を子供たちと楽しみにしております。

埼玉県 ひまわりメロン美味しそうですね。 楽しみに待っています。

神奈川県
3年続けて納税させていただいております。お米が美味しいので継続させていただいてい

ます。

静岡県 いつか訪れたいです！

奈良県 NHKで知りました。  北海道のお米を一度食べてみたくて、、、  楽しみにしています。

北海道 これからも美味しいお米作りに期待しています。

東京都 北竜町の振興を応援しています。

4月1日

4月2日



申込日 住所 町へのメッセージ

北海道 頑張ってください！

千葉県
２度目の返礼品希望となります。お餅のなかで、ほかにこのような魅力的な品を出してい

る地方自治体はありません。今後とも応援させていただきます。

静岡県 ゆめぴりか、本当においしいです。 玄米も選べるともっと嬉しいです。

東京都 頑張ってください

東京都 昨年も寄付をさせて頂きました。 今年もよろしくお願いします。

神奈川県 北竜町のゆめぴりかが本当に美味しく、ぜひ続けて頂きたい気持ちです

東京都 よろしくおねがいします

宮城県

昨年もお世話になりました。 非常に迅速なご対応だったので、大変印象に残っていま

す。 ありがとうございました。 今年も北竜町にお世話になろうと思います。 よろしくお

願い致します。

千葉県 いつも応援しております。これからも頑張ってください。

埼玉県 活性化に役立ててください

神奈川県 少額ながら北竜町の事業に貢献できればと思います。

神奈川県 町の活性化に役立てて下さい。

埼玉県 北海道にいた時に北竜町のヒマワリを見に行きました。 とても感動しました！

福井県 頑張って下さい

神奈川県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

千葉県
北竜町、名前がかっこいいです。 竜にまつわる名所などがあるでしょうか？ ひまわり畑

の写真も素敵なので、いつか、観光に行ってみたいです。

東京都 がんばれ！北竜町。

長野県 楽しみにしています。

東京都 これからも頑張ってください。

東京都
もち米を大変おいしくいただいております。おかきもとってもいい塩加減であっという間

に食べてしまいました。これからも美味しいお米を沢山作って下さい。

兵庫県
お世話になります ふるさと納税の恩恵に感謝申し上げます 皆様のご健康ご多幸を祈って

おります

東京都 次世代にいい環境を残してあげて下さい。

神奈川県 街の発展にお役立てください。

東京都 安心安全の作物を作り続けて下さい

大阪府 一度北竜町を訪れたいと思っています。

香川県
北海道で大学時代を過ごし、再び北海道に訪れた際に、ひまわりを見に行きました。 大

変美しく、感動するとともに、いい思い出になりました。

東京都 今年も寄付させていただきます。

4月2日

4月3日



申込日 住所 町へのメッセージ

北海道 応援します。

埼玉県 いつも美味しいお米やお餅をありがとうございます。 楽しみにしています。

愛知県
昨年送っていただいたお米が美味しかったので、今年も北竜町に決めさせていただきまし

た。

東京都 ゆめぴりか大好きです。

東京都 北竜町のゆめぴりかが大好きです。

埼玉県 農産物の生産、大変だと思います。ありがとうございます。

和歌山県 おいしいお米ありがとうございます。 応援しています

大阪府 美しい自然を守ることはとても大変なことだと思います。 応援しております。

東京都 昨年も申し込みさせてもらいました。今年も美味しいメロン宜しくお願いします。

東京都 ゆめぴりか　おいしくてリピートしました。

広島県
以前送っていただいたゆめぴりかがとても美味しかったです。こんなにおいしいお米作り

を後世にも続けていけるよう支援したいとおもいます。

埼玉県
2回目の寄付です。ななつぼし美味しかったです！ 低減農薬なので家族にも安心して食べ

させられます。 これからも応援しています！

東京都 縁がある町です。 さらに発展されることを祈念いたします。

愛知県 今年もひまわりがキレイに咲くのを 望んでいます。

福岡県 これからも美味しいお米作り頑張ってください。

埼玉県 いつもありがとうございます

埼玉県 子供の教育にお役立ていただきたいと存じます。

大阪府 町の発展を楽しみにしています

鹿児島県 北海道の隅々までいつか行ってみたいです

愛知県 よろしくお願いします。

沖縄県 以前に訪れたことがありますが、人が温かい良い町だった 印象があります

大分県 かつて北竜町にお邪魔したことがあります。素敵な街作りにどうぞご活用ください。

愛知県 これからもおいしいお米を楽しみにしております。

神奈川県 少額ですが、お役立てください。

大阪府

前回もこちらの玄米をいただきました。とても美味しく安心していただけましたので再度

お願いいたしました。 2月に冬の北海道に家族旅行しました。自然いっぱいの大地に子供

も大喜びで、「住みたい！」と言っていました。 次は夏のひまわり畑に一度ぜひ行って

みたいです。

愛知県 応援しています

広島県 広島より応援させていただきます。

4月4日

4月5日

4月6日

4月7日



申込日 住所 町へのメッセージ

神奈川県
以前もふるさと納税させていただき、品の豊富さ、高い品質に大変感銘を受けました。こ

れからも応援しております。

北海道
最近は気候が極端で自然相手の農業は大変なことと思いますが、おいしいお米づくりをこ

れからもどうぞよろしくお願います。

福岡県 いつも美味しいお米を有り難うございます

北海道 我が家の主食にしたいと思っています。 引き続きよろしくお願いします。

神奈川県 美味しい安全な食品作りを応援します。

茨城県 応援します。良い町にして下さい

愛知県 頑張ってください！

滋賀県 美味しいメロンを家族で楽しみにしています。

北海道
ゆめぴりか大好きです。 これからもおいしいお米を作り続けてください。 応援していま

す。

千葉県 少しですが、町の発展に役立てていただければ幸いです。応援しています。

東京都
ゆめぴりかを食べてみたかったので寄付させて頂きました。また、北海道出身ですので、

北竜町を応援できればうれしく思います。

東京都 町の発展に、少しでもお役に立てれば幸いです。

神奈川県

第二のふるさととする人が増えるように、宿泊、キャンプなどを組み込んだ夏季のイベン

トをされ、移住促進されるものよいのではないでしょうか。 他方法としては、夏季とか

冬季の学校がない時期に、ホームステイのイベントをされるとどうですか （かつ、それ

を寄付でも可能となるようなものとして仕上げる（１週間：５万円ほどで、限定x名と

か））

埼玉県
独身時代に旅行で訪れた際、ひまわり畑の景色に感動し、その光景は今も記憶に残っています。
家庭を築き、子育てに格闘中ですがいつかまた子供も含め家族全員で訪れたいと思っています。
子育て支援政策に使ってください。

愛知県
以前お礼としていただいたゆめぴりか、家族でおいしくいただいています。 これから

も、おいしいお米を作って下さい。

福島県
昨年からいつも美味しいおこめをいただいております。減農薬米なので安心して、且つ糠

ももったいないので、糠床をつくったり洗い物をする時使っております。

大阪府
北竜町のゆめぴりかは以前も食べましたがとてもおいしかったです。これからも頑張って

ください。

東京都 よろしくお願いいたします。

愛知県 今年もよろしくお願いします。

東京都 町の発展をお祈り申し上げます

千葉県
特産品からの選定しましたが、地方での子育て政策の反映が都心部に影響を与える形にな

ることを願います。

4月8日

4月9日



申込日 住所 町へのメッセージ

神奈川県 お米いつもおいしいです。安心安全です。

北海道 ひまわりの里でのイベントを楽しみにしております。

福島県 いつも美味しくいただいております。減農薬米なので安心して糠も使っております。

東京都 いつもおいしくいただいております。ありがとうございます。

北海道 以前訪れたことのある、ひまわり畑にまた行ってみたいです。

千葉県 美味しいお米ありがとうございます。

福岡県 応援しています。

岐阜県
ふるさと納税をはじめて、全国にふるさとができた気がします。 いつか訪れたいと思い

ます。

千葉県 一面のひまわり畑、いつか見に行きたいと思っています。頑張ってください。

東京都
去年も美味しくいただきました。 今年も寄付いたします。 子育て環境の充実にお役立て

ください。 今後ともよろしくお願い致します。

栃木県

日本農業賞大賞、おめでとうございます！！ テレビで知り感激しました。 北竜町の皆様

の努力の賜物ですね。 これからも、どうぞ町民の皆さまがお元気で素晴らしい農業を継

続されることを期待しております。

千葉県 今年度も美味しい玄米、宜しくお願い致します

大阪府 おいしいお米ありがとうございます 地域振興に頑張ってください

東京都 これからもよろしくお願いします。

岐阜県
初めてのふるさと納税で申し込みを致しました。 楽しみにしています。 がんばってくだ

さい。 応援しています。

兵庫県 おいしいお米ならリピートします。 よいお米を作り続けてください。

広島県
ふるさと納税を通じて、北竜町が北海道のどの位置にあるかをチェックし知ることが出来

ました。ひまわりが有名なんですね。見に行ってみたいと思いました。

愛知県

ここ3年、こちらのゆめぴりかをいただいております。 とても甘くて美味しくて、お友達

にも薦めるほどです。 いい自然環境の中で作られているのだろうなと思います。 手続き

処理される役所の方、農家の方、いつもありがとうございます。

埼玉県 いつもおいしいお米をありがとうございます。これからも宜しくお願い致します。

静岡県 特色を活かした地域振興に役立ててください。

東京都 美味しいお米づくりに期待しています。

北海道 いつも 美味しいお米を有り難うございます。

北海道
去年のふるさと納税でいただいたゆめぴりかが とてもおいしかったので今年も北竜町に

決めました。

愛知県 北竜町の発展にお役に立てられれば幸いです。

神奈川県 いつもおいしいお米をありがとうございます。

4月11日

4月9日

4月10日

4月12日



申込日 住所 町へのメッセージ

神奈川県 頑張ってください。

大阪府

毎年おいしくいただいています。「きたくりん」というのは初めて聞いたので楽しみにし

ています。 また、ひまわりを見に行きたいと思っていますので、元気な町が見られたら

いいなあと話しています。

東京都 ゆめぴりかはとても美味しいです

大阪府
ふるさと納税サイトで、はじめて北竜町をしりました(^^♪ 機会があれば行ってみたいで

す。では、玄米楽しみにしています。

兵庫県 有効に活用ください。

北海道 安全　安心なお米　楽しみにしています♪

愛知県 前回ふるさと納税したときにいただいたお米がおいしかったです。

愛知県

農業賞の授賞、おめでとうございます。 たまたま見ていたテレビでその発表を知りまし

た。 みなさんが頑張っていらっしゃる結果がそれに集約されたということだと思いま

す。私も嬉しくなりました。

兵庫県 北海道のお米が大好きです。応援しています。

東京都 応援しております。

熊本県 これからも美味しいお米を作ってください

愛知県 いつか訪れてみたいです。

東京都 北海道が大好きです。北竜町も行ってみたいです。

千葉県 微力ながら、北竜町のお役に立てれば幸いです。

岡山県 農業振興頑張ってください。

栃木県 応援しています。

愛知県 素敵なところですね。これからも特産品を守っていって下さい。

北海道
ひまわり今年もみにいきます！ ヒマワリソフト意外とおいしかったです。 これからも応

援しています。

埼玉県 いつもおいしいお米をありがとうございます

東京都 4度目のリピーターです。美味しいお米を有難うございます。

大阪府 北海道フリークです。また行きます。

静岡県

これまで縁があった訳でもなく、恥ずかしながらも美味しいと噂の特産品に惹かれて寄付

させて頂きました。 これを機に北竜町を知り、ニュースを聞く時、北海道を訪れる際に

は気にしていたいと思います。 特産品のお米、楽しみにしております。

和歌山県
お米が美味しかったのでリピしました。  北海道は大きな可能性を秘めてます。  頑張って

欲しいです。

大阪府 頑張ってください。

北海道 日本農業大賞受賞おめでとうございます。

4月12日

4月13日

4月14日

4月15日

4月16日



申込日 住所 町へのメッセージ

京都府 応援してます！

愛知県 地域振興を頑張ってください。

神奈川県
農薬を５０％以上カットというのは とても手間のかかる難しいことだと思います。 これ

からもがんばって下さい。

茨城県 今年も、味わい深く・安心な北竜町のお米に期待しています。

奈良県
いつも、北竜町のお米を美味しくいただいています。 今回も、とても楽しみにしていま

すので、よろしくお願いします。

東京都

ひまわりの町ですね。 自然の恵みをいただいています。 食べるだけでなく、機会があれ

ば訪れてみたいです。 ハンバーグはヘルシーでおいしいです。 もう数回ふるさと納税し

ています。

東京都 頑張ってください！

大阪府 これからも安心・安全なお米を作ってください。

東京都 楽しみにしてます

大阪府 いつも美味しくお米をいただいています。 ありがとうございます。

千葉県 毎年おいしいお米をいただいてファンになりました。

神奈川県 頑張ってください。

東京都 日本農業賞おめでとうございます！東京から応援してます。

愛知県 応援しています。

広島県 安心、安全な農業への取り組み、応援しています。

東京都 子育ての充実に役立てて下さい。

愛知県 ゆめぴりかの大ファンです。 農業の発展を応援しております。

北海道
結婚前にひまわりを見に北竜町に訪れました。今度は娘を連れて3人でひまわりを見に行

きます。

神奈川県 がんばってください

東京都 いつもおいしいお米をありがとうございます

東京都
いつかヒマワリを見に行ってみたいです。町の皆さんが元気でいられるように、医療や福

祉へ役立てていただけると嬉しいです。

東京都
年に4回ほど寄付をさせていただいております。 いつもおいしいお米をいただき、ありが

とうございます。

大阪府 「食べ物はいのち（生命）」の精神での日本農業賞・大賞を受賞　おめでとうございます

北海道 よい街づくりの発展を期待しています。

東京都 町の発展と皆様のご健康をお祈りしています。

大阪府
美味しいお米をありがとうございます。米作りにかける町の皆さんの情熱と米への愛情が

感じられます。益々頑張ってください。

4月16日

4月17日

4月18日



申込日 住所 町へのメッセージ

岐阜県 少子化対策に力をいれてください。

愛知県
昨年ひまわり畑にお邪魔しました。 とてもきれいでいい思い出になりました。 ありがと

うございました。またいつか行きたいです。

愛知県 ゆめぴりか美味しいです！

東京都 以前、北海道に住んでいました。 北海道のおいしいお米をたくさん作ってください。

大阪府 ひまわりの頃にうかがってみたいです。 頑張ってください。

千葉県
以前にもお米を頂きました。 美味しく、また減農薬とのことで 家族で安心して頂けるの

がとても有難いです。

愛知県 前年度に引き続き寄附します。 お米がとっても美味しく感動しました(๑´ڡ`๑)

兵庫県
お米楽しみにしています。これからの農業の担い手の育成に寄付金を少しですが使ってい

ただけたらとらおもいます。

千葉県 お米作り頑張って下さい。

埼玉県 住みよい町にしてください。

愛知県 おいしいお米を作ってください。 減農薬だとうれしいです。

山梨県 またお世話になります。北竜町のさらなる発展に期待します！！

神奈川県 これまでがんばって来られたシニアの方々をサポートする費用に活用頂ければ幸いです。

東京都 美味しいお米でしたら、リピーターになります。

東京都 北竜町のゆめぴりか、本当に美味しいです。

愛知県 安全安心なお米づくりありがとうございます。

埼玉県 北竜町の発展に貢献できれば幸いです。

埼玉県 ゆめぴりか大好きです。 応援しています！

福岡県
北海道が大好きです。札幌周辺以外にもたくさん素敵な場所があると思うので、観光客へ

のアピールお願いします。たくさんの人に知ってほしいです。

京都府 今年度二回目です。またよろしくお願い致します。

東京都
前回も寄付をさせて頂いて、とても気に入りましたので再度寄付させて頂きます。夏に再

訪することを楽しみにしています。

埼玉県 いつもおいしいお米ありがとうございます。

宮城県 はじめて寄付させていただきます。いろいろな特産品を味わってみたいと思います。

神奈川県 ますますのご繁栄を祈念しております。

東京都 貴町の益々のご発展をお祈り申し上げます。

東京都 返礼品を楽しみにしています。

静岡県

ゆめぴりかをいつも頂いています。とても美味しく他のお米を食べられなくなってしまい

ました。 玄米が選べるのであれば精米機を買って食べたいです。 美味しいお米をこれか

らもよろしくお願いします。

4月23日

4月18日

4月19日

4月20日

4月21日

4月22日



申込日 住所 町へのメッセージ

大阪府 美味しかったのでまた注文させて頂きました。

愛知県
北海道を応援しています。 北竜町様のふるさと納税の返礼品が魅力的だったので寄付を

決めました。

東京都 おいしいお米を、ありがとうございます。

北海道 何度目かです。おいしく安心していただけます。

山梨県 少しですが、町の人に役立ってください。

埼玉県 応援しています

大阪府 おいしいお米を、ありがとうございます。

奈良県 おいしいお米を作ってください。

静岡県
留萌、増毛には行ったことがあるのですが、北竜町にはまだ伺ったことがありません。近

くを訪れた際にはぜひ立ち寄りたいです。

京都府
地域活性に頑張って下さい。 こちらのお米大好きです。 これからも美味しい農産物作っ

てください。

東京都 お役に立てください。

岡山県
前回お米が美味しかったので、とても感謝しています。これからもよろしくお願いしま

す。

東京都

初めてふるさと納税させてもらったとき 貴町のゆめぴりかにいたしました。 そのときの

味が忘れられず 再度申し込みさせていただきました。 皆さん応援していますので、頑

張ってください！

兵庫県
お米とてもおいしかったので、リピートしました。生産者の方によろしくお伝えくださ

い。

北海道 ひまわりが素晴らしいです。 今年も楽しみにしています。

北海道 本当に美味しいお米をいつもありがとうございます！ 家族みんなが北竜町ファンです。

栃木県 地方の元気を応援しています

神奈川県 一度行ってみたい街です。

北海道 安心安全なお米つくり大変でしょうが頑張ってください 応援しています

愛知県
いつもおいしいお米を作っていただいてありがとうございます。 大ファンです。 お体を

大切にこれからもおいしいお米をつくってください。

東京都

去年もお米を美味しく頂きました。 一緒に付いてきた「田からもち」が感動する程美味

しく、 ネットで調べたら、ご苦労の末に出来上がった商品だと知りました。これからも

おいしいお米やおかきを頑張って作って下さい。 応援しています。

北海道 いつもおぼろづきを美味しく頂いています。 町の発展にお役立てください。

東京都 毎年、お米を頂いています。 美味しいお米を楽しみにしています。

4月23日

4月24日

4月25日

4月26日



申込日 住所 町へのメッセージ

神奈川県
北竜町のすばらしいひまわりの里を訪れた経験があります。 またいつか行けたらな…、そ

の時まで毎年すてきなひまわりを咲かせてください。

東京都
20年ほど前向日葵見物数回いったことあります。自然の美しい風光明美に、とても感激し

ました。

滋賀県 本当においしいです 発送も早く町の誠意を感じます

東京都 ガンバレ北竜町

三重県 今年も『ひまわり畑』頑張ってください。

埼玉県 素敵な町を維持してください。

東京都 がんばれ大自然、北竜町！

愛知県
北海道が大好きで何度か訪れています 少額ですが北竜町のお子さんの学校教育に使って

頂ければと思います。

東京都
昨年、北海道を旅行し、黄美香を口にし、家族皆、その美味しさに 感激しました。 観

光、産業の振興に少しでも役立てば嬉しく存じます。

神奈川県 ゆめぴりかを美味しくいただいてます。

福島県 応援しています。

福島県 頑張ってください。

愛知県
いつも、北竜町を応援させて頂いております！ 低農薬なのにとても美味しいお米、今回

も、楽しみにしております♪♪♪ どうぞ、よろしくお願い致します！！

神奈川県 夏に旅行で訪問する予定です。楽しみにしています。

東京都 お米２回目です。 おいしかったです。

北海道 引き続きよろしくお願いします！

大阪府 深名線がなくなって残念です。

神奈川県 町の発展を応援してます。

静岡県
昨年も、もち米を頂戴いただきました。妻が「良かった。」としきりに申しまして、本年

もお願いいたしました。 ありがとうございます。

北海道 いつか、ひまわり見に行きたいです。 応援しております。

千葉県
前回、食べ比べの3種類入っているお米を頼みました。はじめて「おぼろづき」を食べて

美味しい～！ 低農薬で頑張っている農家の方々を応援しています。

東京都
前回も美味しいお米を頂きました。 これからも、美味しいお米を日本全国に届けてくだ

さい！

東京都
いつも素晴らしいお米を届けていただき、ありがとうございます。これからも、これまで

どおりに1万円の寄付で15kgのななつぼしがいただけることを希望しています。

三重県 頑張ってください

大阪府 美しいヒマワリを絶やさぬよう、少額ですが 寄付させていただきます。

4月30日

4月26日

4月27日

4月28日

4月29日



申込日 住所 町へのメッセージ

神奈川県 ふるさと納税が町の振興に役立てば幸いです。

神奈川県 町民のために使ってください！

静岡県 がんばってください。

東京都 何時かひまわりの咲いている時期に観光でお伺いしたいです。

大阪府 おいしくて安全なお米をありがとうございます。

東京都 美味しい作物を今後も作リ続けられるような環境を維持してください！

福岡県 応援しています。

4月30日


