
【６月の応援メッセージ】

6月1日 神奈川県
去年も同じお米を頂き、大変おいしかったので今年も申し込ませて頂きました。少額です

が、お役に立てれば幸いです。

東京都

北竜町をはじめ、北海道は日本の食文化を支える重要な場所と常々思っております。些少

ではございますが、食を支えるお手伝いができればと思っております。 ぜひまた観光で

訪れたいと思っております。 これからも地域の産業発展にご活躍をお祈りいたしており

ます。

兵庫県 いつか日本一のひまわりの畑を見に行きたいと思います。

東京都
北竜町のおぼろずきのファンです。 毎日おいしく食べています。 これからも良質なお米

の生産をお願いします！

大阪府 北竜町の発展をお祈りします。

東京都
昨年、こちらのゆめぴりかを頂き、大変美味しく食べています。 今回は、おぼろづき、

ななつぼしも頼んだので、楽しみに待っています。

福岡県 また尋ねてみたいです

東京都 「ゆめぴりか」いつも購入しています。微力ですが、お役に立てれば幸いです

宮城県 ご縁ありまして、ありがとうございます。

6月2日 神奈川県 動機：ゆめぴりかを朝夜毎日食べているから

東京都 北海道のお米は美味しいので楽しみです。

北海道
ひまわりを見に行ったことがあり、ひまわりソフトを食べた記憶があります。とても良い

思い出ができました。 同じ道民として地方の活性化を期待しています。

徳島県

４月に妻が貴町に、ふるさと納税し、「ゆめぴりか」をいただきました。とてもおいし

かったので、私も「ゆめぴりか」を申込みさせていただきました。今まで食べたお米の中

で、最高の味です。

神奈川県 寄付で集まったお金で、子育て支援が充実させていって下さい！

兵庫県 北海道長万部町出身です。頑張って下さい。

大阪府 夢ピリカほんとうにおいしいです。

千葉県 幼稚園の時は札幌に、大学生の時は旭川に 住んでおり、北海道は第二の故郷です。

6月3日 埼玉県 お米が届くのを心待ちにしております。

東京都 応援しています！

千葉県 いつか、お伺いしたいと思います。

大阪府
昨年、特産品のゆめぴりかがとても美味しく、今年も申し込むことにしました。 いつか

は行ってみたいとおもいつつ、北竜町のHPを眺めております。

兵庫県 微力ながら応援申し上げます。

大阪府 いつか訪れる機会があればと思います。

6月4日 東京都 北竜町の発展を期待してます。

東京都
いろんな地域のお米を食べてみましたが、北竜町のゆめぴりかのファンです。減農薬の美

味しい、安全なお米で町が発展されますように祈念致します。

静岡県 ひまわりをまた見に行きたいです

東京都 特段北竜町との関係は御座いませんが寄付をさせて頂きます。

東京都 自然を大切にしてください

神奈川県 北海道は好きな場所なので、応援したいです。

6月5日 神奈川県 素敵なお礼のお品をありがとうございます。これからも頑張ってください！

北海道 おいしいお米を、作って下さい。

神奈川県
黒千石大豆のお豆腐を使ったハンバーグに惹かれて申込しました。健康に気を使いはじめ、ヘル
シーなのは嬉しいですね！楽しみにしています(^-^)！ 特産品をきっかけに、 〜北竜町を応援して

います(^-^)！〜 昼夜の寒暖差が出てきましたね、北竜の町の皆さんが体調崩されませんように。

静岡県 安全な農作物の生産を応援します！

6月6日 栃木県
いつも美味しいお米をありがとうございます。 これからも応援しております。 クレジッ

ト決済ができるようになり、ますます寄付しやすくなりました。ありがとうございます。

石川県 子供も老人も住みやすい町にしてください

6月7日 神奈川県
北海道出身なので応援しています。 今度伺わせていただきます。北海道を盛り上げるために頑
張ってください。

京都府 ゆめぴりか、楽しみにしています。 生産者の方、よろしくお願いします。



岡山県 いつも　ゆめぴりか　美味しくいただいております。

栃木県 安全安心な農業推進がんばってください。

東京都
安全でおいしいゆめぴりかの生産がんばってください。生産者による品質のばらつきのな

いようお願いいたします。

東京都
以前旭川に住んでいて何度か北竜町を訪れたことがあります。 ひまわり迷路ぜひ続けて

下さい！

静岡県 又、楽しみにしています。

埼玉県

北竜町に住んでいた訳でもなく、働いていた訳でもなく、美味しいお米(ゆめぴりか)に惹

かれてふるさと納税の申し込みをさせて頂きました。  少額で申し訳ありませんが、寄付

金を有効にご利用頂けると嬉しいです。なお、目立つ事は好きではありませんので、匿名

希望の寄付でお願い致します。

東京都 町の発展、農業の発展にがんばってください。

埼玉県 頑張って下さい！

千葉県

ふるさと納税を自身で初めて行いますが、ホームページを拝見し 自然豊かな素朴なイ

メージを持ちました。 将来的に食の安全を守っていただきたいという気持ちを抱いて お

ります。

6月8日 東京都 がんばってください

神奈川県 美味しいお餅をとても期待しています。

福岡県
昔、２５年ほど前、訪れたことがあります。ひまわり畑のある町と記憶しています。ひま

わりに関わる特典がないのが寂しいです。

東京都 少額ですが、お役立て下さい。

大阪府
前も寄付をしてお米をいただきました。おいしくいただいています。安心安全なお米作り

をしている農家さんを盛り上げていってほしいです。

神奈川県
ひまわりを見に訪れたことがあります。美しいひまわり畑を、今後も守っていってくださ

い。

神奈川県 ひまわりの里へ行ってみたいと思っています。

神奈川県 初めてのふるさと納税をしました。おいしいお米期待しております。

神奈川県 元気な町作りに期待します

6月9日 沖縄県 応援しています。 いつかヒマワリを観に行きたいと思っています。

東京都
北海道に旅してゆめぴりかの美味しさに感動しました。 これからも美味しいものをどん

どん輩出してください！

東京都 ユメピリカはとても美味しいです。到着を楽しみにしています。

岐阜県 綺麗な町の維持に少しでもお役にたてれば幸いです。

愛知県 ガンバってください。

6月10日 山口県 おいしいお米が作れますよう、応援します！

愛知県 これも何かのご縁かと思います。頑張ってください。 夏休みに北海道へ参ります。

愛知県 北海道へはツーリングでお世話になっています。 また伺います。

埼玉県 おいしいお米をありがとうございます。

北海道
子供の頃からよく訪れていた大好きな街です。 これからも綺麗な街づくりと、安心安全

な特産物の生産を期待しています！

北海道 しばらく訪問していないので、今年はひまわりを見に行きたいと思っています。

6月11日 京都府
ゆめぴりかのお米を食べてみたくてＨＰにたどりつきました。 ひまわりの咲く頃に訪れ

たいと思います。

埼玉県 以前、ななつぼしをいただきました。とても美味しいお米だと思います。

千葉県
北竜町の美味しいお米のファンです。 これからも消費者が安心できる農業を継続してく

ださい。

神奈川県 美味しいお米を作ってください。ゆめぴりかは大好きです。

6月12日 神奈川県 すぐに発送頂けますと大変助かります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

愛知県 ぜひ子育て支援に利用いただければ幸いです。

6月13日 東京都 ゆめぴりかが大好きです。 日本のお米を大切に育ててください。

青森県  自然が豊かで応援したい好きな街です

東京都 以前道の駅でお世話になりました。

東京都 北竜町のゆめぴりか、おいしいです！

大阪府 農業振興に役立ててください



神奈川県 おいしいお米を末永く作ってください。

神奈川県

おぼろづきを初めて食べて、非常においしかったです。こちらではほとんど売られること

がなく、応募しました。1回に多くは保存できないので何度かに分けて「ふるさと納税」

をさせて頂きます。おいしいお米を作り続けてください。

東京都 頑張ってください。 また、秋にも応援したいと思います。

6月14日 大阪府 少しの寄付ですが少しでも力になれれば幸いです。

東京都
世界に誇る素晴らしいヒマワリを、いつまでも育て続けて下さい。応援し続けます＼(^o^)

／

東京都 応援しています。

東京都
北海道出身の親戚が多く、小さい頃よくひまわりの里に連れて行ってもらっていました。

今後もたくさんのヒマワリが咲きますよう、遠くから願っております。

東京都 寄付金は、有意義にご使用ください。 宜しくお願い致します。

千葉県 がんばってください

神奈川県 北海道には6年間住んでおりました。 頑張って素敵な町にしてください。

北海道 貴町の発展を心よりお祈り申し上げます．

6月15日 愛知県
ゆめぴりかとななつぼしのお米を食べてみたくて探したところ、北竜町を見つけました。

安心、安全なお米ということで嬉しいです。食べるのが今から楽しみです。

鹿児島県
前回も寄付させていただき、送って頂いたお米が美味しかったです。 電話申請でなく

ネットが利用できるようになって嬉しいです。

神奈川県
今年2度目です。昨年もそうでしたが、素早く対応いただけるのでとてもありがたいです

し、信頼感が高いです。

神奈川県
安心安全な「ゆめぴりか」という説明に惹かれました。おいしいだろうと期待していま

す。

北海道 北竜町の今後の発展を応援しています。

6月16日 東京都
年一回は北海道へ行きますが札幌近辺どまりです。こうやって縁のできた自治体はぜひ一

度訪れてみたいです。

東京都 おいしいお米、楽しみです。

福岡県 お米大好きです。これからもおいしいお米を作ってください。

大阪府 向日葵また見に行きたいです。

東京都 ゆめぴりかははじめて食べるので、楽しみにしています。

愛知県 先日妻がふるさと納税をし、ゆめぴりかを頂きました。とてもおいしくやみつきです＾＾

6月17日 東京都 がんばって下さい！

北海道 応援してます

埼玉県 ゆめぴりか大好きです！応援しています。

6月18日 神奈川県 自然が豊な場所なので、特に子供の支援に力を入れて頂きたいです。

神奈川県 児童福祉充実のための利用頂けると幸いです

兵庫県 頑張って下さい。

北海道 温泉がきもちよかった。 また遊びに行きたいです。

滋賀県
北竜町様に寄付させていただきます。子供の親として子育て支援に使途を希望致します。  特産品
のお米は全て玄米でお願いします。

東京都 ゆめぴりか、楽しみに待っています！ 安全な農業を推進していってください。

北海道 いつか向日葵を見に行きたいです。

大阪府 色々な銘柄米が一度にオーダー出来て、とても楽しみにしております。

東京都

恥ずかしながら、ふるさと納税の機会の折に初めて貴町を知りました。 ぜひこれを機会

に一度訪れてみたいと感じております。 僅かばかりの寄付ですが、有効にご利用頂けれ

ば幸甚です。

東京都 いつも応援しています。 地域の活動、がんばってください。

6月19日 北海道 わずかな寄附ですが、お役にたてば嬉しいです。

静岡県 農業の発展のために町づくりに少しでも貢献できればと思います。

千葉県 美味しい「ゆめぴりか」を楽しみにしています。

大阪府 おいしいゆめぴりか待ってます。少しでもおいしいお米作りに役立ってくれれば幸いです

東京都 子育て支援にご活用ください。

6月20日 岩手県 少子高齢化が進む中、特に子育て支援事業に寄付金をお役立てくだされば幸いです。

神奈川県 いつか遊びに行きたいと思います。 応援しています！



兵庫県 これからもがんばってください

福島県 安全でおいしい米づくり頑張ってください

奈良県 世界で一番おいしい お米をいつまでも作られるよう、応援させて頂きます

北海道
日本の自給率を高めるためにも、お米他、農産物の安全、安心な ものを、今後は更に

作ってください。

埼玉県 町の活性化推進のため町民全員でアイデアを出し合い、頑張ってください。

大阪府

北海道は　スキーでのみで　市内観光はほとんどしていません。この取り組みで新しい街

文化　地域振興が図られたら最高です　北竜町から　北海道　日本と　発展することを期

待しています。

北海道 ひまわり畑に今年も行きます。

滋賀県
町のHPからも申し込みの受付ができるようになると便利かと思います。おいしいお米楽し

みに待ってます！！

宮城県
はじめて申し込みいたします。 よろしくお願いします。 北竜町のパンフレットなどあれ

ば同封していただければと思います

6月21日 東京都 北海道が大好きです。 応援していますので頑張ってください！

静岡県 美味しいお米作ってください。

奈良県
北竜町のお米、楽しみにしています 世界で一番おいしいお米をいつまでも作られるよ

う、 応援させて頂きます

北海道 ひまわりパーク、また行きたいです！

千葉県 購入したゆめぴりかが美味しかったので、興味を持ちました。

東京都
北竜町のお米は初めてです。 3品種の食べ比べを楽しみにしています。 よろしくお願いし

ます。

北海道 農業の持続的発展に向けて頑張って下さい。

6月22日 東京都 高齢者福祉と子育ては、どちらも大切な事業です。微力ながら応援しています。

東京都 子育て支援にそのお金をぜひ使ってください。 応援しいています。

神奈川県 美味しいおぼろづきを楽しみにしています。

広島県 いつか、ひまわりの里に行きたいです。

神奈川県 魅力的な町にしてください。

6月23日 神奈川県 北竜市は、このサイトで初めて知りました。３種類のお米の食べ比べが楽しみです。

千葉県
10年前に札幌に住んでいて、北竜のひまわりの迷路に行ったことがあります。いい思い出

です。

茨城県
このたび初めて北竜町のことを知り、ホームページを拝見しました。ひまわりのように、

北の大地で頑張る北竜町、皆様のご発展を祈念しております。

神奈川県
このふるさと納税を調べるうちに、北竜町に興味を持つきっかけになりました。長く続け

るためにも無理のない特産品のお土産を続けてください。応援しています。

京都府 北海道北竜町様の益々のご発展お祈りしています。

徳島県
一度も行ったことはありませんが、たくさんのひまわりには憧れております。 これから

も特徴のある町でありますよう、ご発展をお祈りしております。

愛知県 ふるさと納税便利になりましたね！

埼玉県
住みやすい町づくりに役立てていただけるなら嬉しいです。 応援しています。 頑張って

ください。

6月25日 福岡県
今回の納税をきっかけに、北海道に行く際は、北竜町にも遊びに行きたいと思いました。

これからも頑張ってください。

神奈川県 ひまわりは見事でした。整備や維持管理に、ご活用いただければ幸いです。

愛知県 ゆめぴりか大好きです。安心安全な農業をぜひ推進してください。 応援しています。

和歌山県 ゆめぴりかとてもおいしいと聞きました。

6月26日 神奈川県 ひまわりは見事でした。整備や維持管理に、ご活用いただければ幸いです。

6月27日 千葉県 ひまわりの里に一度行ってみたいです。

神奈川県 ひまわり畑が懐かしいです。

神奈川県 おいしいお米をたくさん作ってください。

大阪府 これからも美味しい農産物の生産を期待しています。

東京都 ゆめぴりかのファンです。これからも北海道の農業の発展を応援しています。

東京都 美味しい、農作物を食べられるのは生産者あっての事です。ありがとうございます

神奈川県 安心安全な農業の推進、美しい自然環境の保全をお願いいたします。、



東京都 おいしいお米を今後も作ってください。

愛知県 よろしくお願い致します

東京都 応援しています。頑張って下さい。 美味しいお米楽しみにしています。

6月28日 愛知県 寄付金を農業の振興に役立ててほしいです。

愛知県 寄付金を農業の振興に役立ててください。

愛知県 寄付金を農業振興に役立ててください。

大阪府 美味しいお米作り、がんばって下さい

兵庫県

ゆめぴりかが食べたくて、1万円の寄付でゆめぴりかが１０キロいただけるところがこの北竜町しか

ありませんでした。今回は、ネットを見ていて北竜町のおぼろづきも食べたくなり2種類頼みました。
食べて美味しかったら、次回また楽しみにチョイスしたいです。

愛知県 ひまわりの里にぜひ行ってみたいです。

東京都 以前家族で訪れました。また行きたいと思います。

愛知県

学生の頃、競技スキーをやっており、そちらから近い深川へ毎年行っておりました。 北

竜町へは行ったことがありませんが、広報誌などを見ると、地域の活性化に向けていろい

ろ工夫、努力をされている様子が感じられます。 ささやかではありますが、そういった

取り組みの一部として活用頂ければ幸いです。

6月29日 福岡県
ゆめぴりかというお米がとてもおいしいと評判を聞いて申込ました。同じような安全でお

いしい農作物をこれからも作ってもらいたいと思い寄付します。

大阪府 いちど旅行で行ってみたいです。

鹿児島県 おいしいお米ができるきれいな環境を守ってください。

埼玉県 頑張ってください。

千葉県 宜しくお願いいたします。

東京都 自然の豊かな町で興味を持ちました よろしくお願いいたします。

東京都 有効に使用していただけたらうれしいです。

愛知県 がんばってください。

京都府 頑張ってください

6月30日 兵庫県
ななつぼしをよく頂いているのに北竜町を初めて知りました。 魅力的な町で驚きまし

た。微力ですが、街づくりにお役立て頂ければ幸いです。

千葉県

お礼の品にお米があるのは大変ありがたいです ゆめぴりかは大好きなお米ですがお値段

が高いので 我が家にはなかなか買えません  今回はそのお米がお礼のお品の中にあったの

で 寄付をしようと思いました  これからも魅力的なお礼を期待しています

神奈川県 ゆめぴりか（26年度産）とてもおいしかったです。

北海道 また、ひまわりを見に行きます。 農業の発展を応援しています。

北海道 ひまわり　畑いいですね。 北海道のイメージの１つです。応援しています。

奈良県 ひまわり畑キレイでした。次に訪れる時も素晴らしい景色を楽しみにしてます。


