
【７月の応援メッセージ 】
申込日 住所 町へのメッセージ

愛知県
私にも2歳になる息子がいますが、地域の子育て環境がもっと良くなればと思っていま

す。地域から子育て環境の活性化を図って日本社会が変わっていくことを願っています。

千葉県
おいしいお米をありがとうございます。 良質な低農薬の玄米を作る農家を支えたいと思

い寄付します。 観光・産業の育成にご利用下さい。

埼玉県 おいしいお米ありがとうございます。

兵庫県 いつも応援しています

東京都 頑張ってください。すくない金額ですが応援してます。

東京都 こちらの玄米は本当においしいですね。 安心していただけます。

岩手県 応援しています。

東京都
北海道が大好きです。 北竜町は訪れた事がありませんが、写真で見る綺麗な景色に 魅了

されました。 機会があれば訪れてみたいと思います。

大阪府 毎回美味しいお米なので、またお願いします。

愛知県 去年お米やおもちがおいしかったので今年も納税させて頂きます

東京都
婚前旅行で初めて北竜町を2人で訪れ、とても感動をしました。 さらに素敵な北竜町にお

役立てていただきたく寄付いたします。 宜しくお願いいたします。

秋田県 美味しいお米ですね。

埼玉県
 　ホームページ見ました。 　私は北海道は行ったことがないので、ひまわりの季節に

行ってみたいです。

埼玉県

今回のふるさと納税が、貴町の発展に少しでもお役に立てれば幸いです。個人的には「な

なつぼし」「ゆめぴりか」等の北海道産米の高品質化・価格安定化に大いに期待致しま

す。（北海道産米はとても好きです。）

埼玉県
 今回初めて貴町にふるさと納税をさせて頂きます。 微力ながら、貴町の発展に繋がれば幸いで
す。 個人的には、ななつぼし、ゆめぴりか等の北海道産米の品質向上、価格安定化に大いに期
待致します。 今後ともよろしくお願い申し上げます。

千葉県 地域発達に向け、頑張って下さい 応援しております

東京都
前回「ゆめぴりか」をたいへんおいしく頂きました。北竜町の教育に少しでもお役に立て

るとうれしいです。

東京都
昨年頂いた「ななつぼし」は、素敵な香のするおいしいお米でした。「ななつぼし」に惹

かれて今年も寄付させていただきます

東京都 がんばってください！

東京都 応援します！

東京都 ヒマワリを見にまた行きたいです。

埼玉県 おいしいお米楽しみです

北海道 美味しいおぼろづきが大好きです。 よろしくお願いいたします。

奈良県 よろしくお願いします。

7月1日

7月2日



神奈川県
北竜町はまだ訪れていませんが、北海道は何度か旅し、 豊かな自然と食材にいつも感動

させられます。 これをきっかきに、北竜町も旅してみたいと思います。

静岡県 どうぞ将来のために有効活用お願いいたします。

兵庫県
少額で申し訳ございません。昨年に引き続き寄付いたします。 これからも出来る限り応

援していきたいと思います。

兵庫県
少額の寄付で申し訳ございません。 今回で３年目の寄付となります、今後も 出来る限り

寄付を行って行きたいと思います。

神奈川県 頑張ってください。

北海道 向日葵の時期がきますね。

三重県
昨年はおぼろ月を美味しくいただきました。 本年は初耳のきたくりんをおねがいいたし

ます。 農薬節減米ということもあり、興味津々です

東京都 地域振興に頑張ってください。

福岡県 これからもひまわりの育成と美味しい農産物をいっぱい作ってください。

神奈川県 いつか行ってみたいと思います。 町の発展に有効に利用して下さい。

東京都 応援してます！

埼玉県 お米作りこれからも頑張ってください。

広島県

美味しそうなお米とおかきとお蕎麦に惹かれて選ばせていただきま  した。北海道は行っ

たことがないのですが、これを機会に身近に感  じれたらいいなあと思います。  北竜町の

発展を心よりお祈り申し上げます。

埼玉県 頑張ってください

東京都
　昨年も寄付を申し込み、届いたお米が美味しかったので、また申し込みさせて頂きま

す。

兵庫県
豊かな自然を守っていただき、引き続き安心安全な食に貢献していただけることを願って

おります。

福岡県
行ったことはない町ですが、写真を見て綺麗な町だなと思いました。遠く九州からの納税

です。少ないですが、ぜひ有用に使ってください。

京都府 応援しています。

北海道 応援しています！今年もひまわりを見に行けたらと思っています。

東京都 町のさらなる発展を期待しています

東京都 頑張ってください

北海道
毎年美味しい玄米がいただけて幸せです。これからも応援しますので、頑張ってくださ

い。

北海道 北竜町応援しています。

東京都 少しですが、お役にたてて下さい。

熊本県
おいしいお米が届くのを楽しみにしています。やっぱりお米は日本の物が1番ですよね。

農作業大変だと思いますが、頑張って下さい。

愛知県 ゆめぴりかのおかげで毎日ご飯が進んでいます。

7月2日

7月3日

7月4日



和歌山県
お米が美味しく親類にも食べさせたくてリピしました。  農業の振興にお役に立てれば嬉

しいです。

北海道 よい町づくりをしてください。応援しています。

神奈川県
小さな町ですが、とても魅力のある素敵なところですね。 9月上旬にレンタカーで北海道

を回る予定です。ひまわりはもう終わってますでしょうか。是非訪れたいです。

大阪府 いつも美味しいお米をありがとうございます。街の振興にお役立てください。

東京都 美味しい安全なお米を待っています。

東京都 前回もゆめぴりかを送っていただきました。 とてもおいしくいただきました。

東京都

「ななつぼし」の美味しさにもビックリしました。美味しいお米いただき、我が家の野球

坊主はゴロが上手に捕れるよう頑張ります。貴町のお子様方の健やかな成長をお祈り申し

上げます。

東京都 美味しいお米楽しみです！寄付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。

東京都 農業を絶やさないで頑張ってください。

東京都
旭川に住んでいる知人から町の名前を聞いたことがありました。寄付金がなにかのお役に

立てれば幸いです。

神奈川県
北竜町のお米が本当にとても美味しくて、他のお米が食べられなくなりました。おいしい

お米作り、応援しています。

宮城県 頑張って皆さんが住みやすく観光に行きたくなるような町を作ってください！！

東京都

北竜町のおぼろづき はもっちりとした食感で、とても美味しいです。こちらの地方では

おぼろづき を入手出来ないので毎月送ってくださるのはすごく助かります。 家族全員毎

年楽しみにしています！

北海道
低農薬なので、安心して美味しく頂いてます　これからも安心して頂けるお米の生産お願

いします(^-^)

愛知県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

茨城県 ゆめぴりかがおいしかったのでもう一度食べたくなって 申し込みました

高知県 産業振興を祈ってます

福岡県

福岡在住ですが、過去５年ほど北海道にお世話になり、百万本のひまわりに感動、ゆめぴ

りかとの出会いも人生を豊かにしていただいております。北竜町が栄えること祈念してお

ります。

東京都 いつもおいしいお米をありがとうございます。毎回おいしくいただいております！

広島県 ゆめぴりか美味しかったのでまたお願いします。

神奈川県 訪れてみたい場所です。

神奈川県 いつか行ってみたいと思います。 町の発展に有効に利用して下さい。

福岡県 一度、行ってみたいです。

栃木県 地方の元気を応援しています。

東京都 今回初めて北竜町のことを知りました。

東京都 お米、美味しいです。ありがとうございます。

7月4日

7月5日

7月6日

7月7日

7月8日



東京都

北海道の農業を応援しています。都心に住んでいると、北海道の広大な大地の恵みはとて

も貴重に思います。気象条件など、ご苦労も多いかと想像いたしますが、これからも頑

張ってお米を作ってくださいね。よろしくお願いいたします。

埼玉県 有効活用してください

神奈川県 お米楽しみにしています。 農業頑張ってくださーい！！

東京都 以前おくっていただいたお米が本当においしかったです。 ありがとうございました。

東京都 これからも、同じ内容で頑張ってください。

埼玉県 いつも北竜町のおいしいお米を頂いています。今回もよろしくお願いいたします。

神奈川県 国の指導には決して従わない様にお願い致します。頑張ってください。

栃木県
魅力的な返礼品で素晴らしいアピールになっていると思います。 これからも頑張ってく

ださい！

兵庫県
田んぼがたくさん見える町のＨＰを見て、お米がおいしそうだと思いました。いつかひま

わり畑も見に行ってみたいです。

神奈川県 北海道のお米、おいしいですね。農家の方々に感謝いたします。

東京都 北竜町のご発展をお祈りいたします。

秋田県 美味しいメロンの産地に行ってみたいです。良い町作り頑張って下さい。

岐阜県 今年もおいしいお米を作ってください。

大阪府

いつも美味しいお米をお送りいただき、ありがとうございます。家庭用精米機を購入し、

貴自治体の「おぼろづき」と「ななつぼし」をいつも精米仕立てで美味しくいただいてお

ります。一度、北竜町のお米を食べて以来、他のお米は食べられなくなりました。これか

らも日本一美味しいお米を作り続けて下さい。そしてふるさと納税でこれからも美味しい

お米を返礼品にしていただきますよう、よろしくお願い致します。

神奈川県 ひまわりの北竜町、維持してください。

東京都 特産品だけで選んでしまいましたがこれを機にどうぞよろしくお願いいたします。

福島県
寄付は3度目となりますが、ゆめぴりかはとてもおいしく頂いております。宜しくお願いいたします。
皆さんのご健康をおいのりいたします。

愛知県
去年もお米とメロンをお願いしました。 メロンは今まで食べた中で、一番美味しかった

です。 今年も楽しみにしています。

神奈川県 今年も新米楽しみにしております。

北海道 この寄付金を、北竜町のますますのご繁栄、発展の為に使って頂けると嬉しいです。

兵庫県 いつもおいしいお米をありがとうございます。

愛知県 北竜町の皆様のご健康と安全をお祈りしています。

埼玉県 娘がふるさと納税した折に、とてもご対応がよかったと聞きました。

神奈川県 初めて申し込みいたしますが、楽しみです。いただきます！！

神奈川県 旭川在住の父が時々ひまわりを見にいかせていただいております。

熊本県 遠い九州から応援しています！

神奈川県 子どもの成長に役立つようにしてください。 頑張れ子育て世代！！

7月8日

7月9日

7月10日

7月11日



愛知県
いつかまたひまわり畑に行きたいです。 また前回いただいたお米も美味しかったです。

ありがとうございました。

北海道 同じゆめぴりかでも、北竜町のものは甘味があって艶があり、とても美味しいです!

北海道 町の発展にお役立てください

奈良県 北竜町のゆめぴりかは美味しいですね。

東京都 一度行ってみたいです。

沖縄県 楽しみにしています！

東京都
お米がすごく美味しくて、何度も納税させていただいてます。農家の方々にはこれからも

頑張って作っていただきたいなと思っています。

大阪府 おいしいメロンだったらまた、寄付します。

神奈川県
前回のお米12kg (ゆめぴりか･おぼろづき･ななつぼし)が美味しかったです。乳幼児がいる

ので、今回は農薬節減米にしてみます。

東京都 頑張って下さい。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県 町の発展、活性化を願っています。

大阪府
いつも美味しいお米を楽しませていただいています。 あと数ヶ月で新米の季節ですね。

楽しみです。

愛知県 これからも自然を生かした特産品を作ってください。

東京都 応援してます。ゆめぴりか楽しみにしてます。宜しくお願いします。

神奈川県 地域活性化にお役立てください

広島県 少額ですが有効活用してください。 お米もお蕎麦もおかきもおいしいです

神奈川県 いつか、素敵なひまわり畑を見学に行きたいです。

和歌山県 お米おいしいです。 応援しています。

愛知県
北海道を旅行した際はお世話になりました。 いつまでも旅人に優しい北海道であります

ように。

愛知県 北の恵まれた自然を大事に保存してください。

広島県 がんばってください

神奈川県 毎回、美味しいお米を頂いています。 町の御発展を祈念いたします。

東京都 頑張って下さい

兵庫県 北海道のお米楽しみにしています！

大阪府 お米がおいしいです。頑張ってください。

大阪府 美味しいお米をお送りいただけるので楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

神奈川県 美味しいお米を有難う！

福井県

豪雪以外は平穏なイメージがある北海道ですが、最近は記録的な真夏日が続くなど、以前

と比べると暮らしの環境が変化してきているように思います。 今回、寄附金の使途を

「指定しない（町長が用途を決定）」にしましたが、町の防災関係に使って頂けたら嬉し

く思います。

京都府 また、ひまわり畑を見に行きたいです。

7月12日

7月11日

7月13日

7月14日

7月15日



大阪府 いつも美味しくいただいております。

東京都 お米おいしい！

長崎県 北海道にいつか住みたいです。応援してます。

兵庫県
ゆめぴりか　美味しいです  米作り　さぞ手間暇かかり大変なことと　推測いたします　  

m(_ _)m

兵庫県 低農薬米、ぜひ普及させてください。

大阪府
一度訪れたいと思っています。 毎年、お米を頂いております。 大変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

神奈川県 人が住みやすい町づくりを頑張ってください

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。

愛知県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

栃木県
北海道生まれです。 観光が増えるように知名度を高めていってください。 施設より人で

す。

兵庫県

ふるさと納税を活用して、町が活性化されれば良いと思いますので、お気に入りに登録し

て継続寄付の候補にさせて頂きます。 日本の食を支える重要な町の一つになれるように

頑張って下さい。 応援しています！

神奈川県 美味しいお米を作り続けてください。ゆめぴりか大好きです。

大阪府 厳しい自然の北海道で、低農薬でおいしいお米を作っている北竜町を応援しています。

埼玉県 楽しみにしております。

東京都
北竜町は、お礼の品がどの町よりも早く届きます 町の職員のみなさまの頑張りが嬉しく

思います

神奈川県 おいしいお米の生産ありがとうございます。 ふるさと納税リピートです！

京都府
いつもありがとうございます。 ゆめぴりかは我が家の定番です。 是非一度お伺いしてみ

たいと思っています。

北海道 低農薬に取り組んでいるので、応援したいと思いました。

宮城県 美味しいもち米でした。

群馬県 がんばってください！

京都府 また、ひまわり畑を見に行きたいです。

北海道
北竜町のお米を初めていただいたとき、とても美味しく感動しました。 これからも美味

しい安全なお米を作ってください

兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

東京都 昨年の玄米美味しかったので今年も楽しみです！

岡山県 がんばって。

東京都 お米目当ての寄付で申し訳ありません。

東京都
毎年、美味しいお米をありがとうございます。 今度は是非足を運べればと思っていま

す。

7月15日

7月16日

7月17日



北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます！ 感謝していただいています^_^

千葉県 今年は台風が来なければ良いですね。

大阪府 メロンおいしかったです。 いつかひまわり畑を見に訪れるのを楽しみにしています。

神奈川県 前回いただいたお米がおいしかったので、またお願いします。

東京都
3年連続でふるさと納税しています。 低農薬のお米が食べられるのは最高です。 今度、子

ども連れで訪れてみます。

東京都 昨年も美味しいお米でした。今後とも頑張ってください。

東京都 一度訪れたことがきっかけです。 また伺いたいです。

佐賀県 北竜町へ初めてふるさと納税します。玄米楽しみにしてます。

北海道 いつも応援しています。

宮城県 頑張ってください。 ゆめぴりかを食べて応援します！

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。

北海道 良い街にしてください！

東京都 美味しそうなお米、楽しみです！

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。

東京都
東京に引っ越しましたが、お米はやっぱり北海道のものがいいです。 引き続き、北竜町

に寄付したいと思っています。

東京都 微弱ではございますが、応援しております。

奈良県
北竜町のお米は、大変美味しいと日頃から家族でも好評です。 これからも、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ありがとうございます．

静岡県 これを機会に産業の御発展をお祈り申し上げます。

大阪府 応援しています。

東京都 お楽しみにします。よろしくお願いします。

東京都 美味しいお米、毎回届くの楽しみにしています。 応援しています。頑張ってください。

大阪府 特産品を楽しみにお待ちしております。よろしくお願い致します。

愛媛県 北海道大好きです これからも美味しいお米を作ってください

神奈川県 楽しみにしております！

京都府 おいしいお米作ってください。

東京都 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！

兵庫県
大都市一極集中でなく、日本の全国各地の、それぞれの地域の特色を活かした発展を応援

します。

香川県
最近の北海道は、熊が出たり、JRの経営が大変だったり、猛暑日が続いたりと大変なよう

ですが、負けずにがんばってください。

沖縄県 ゆめぴりか、大好きです。

7月17日

7月18日

7月19日

7月20日

7月21日



神奈川県

北竜町のお米を頂いて、その美味しさにびっくりしました。玄米で食べても、しっかり発

芽して味も美味しく、最高です。日本の最高の米どころは、北竜町ですね。心から応援し

ております。

兵庫県
先月もふるさと納税でお米をいただきました。 精米したてのものをすぐに送って頂き、

ありがとうございます。 お米、とっても美味しいです。

大阪府 頑張ってください。

東京都 がんばってください

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます．

埼玉県 お米（ゆめぴりか）がとっても美味しいので、応援してます。

埼玉県 お米何度かいただいてます。 これからもおいしいお米お願いします。

北海道 ノースドラゴン応援してます

埼玉県
最近は北海道が米どころと言われています。 日本の主食であるお米の生産を頑張ってく

ださい。

東京都 北海道の有名米楽しみです。よろしくお願い致します。

沖縄県 いつも安全で美味しいお米をありがとうございます。 応援しています。

東京都
前回ふるさと納税でいただいたお米、美味しかったです。 家族も喜んでおりました。あ

りがとうございました。

愛知県
お世話になっております。 北竜町を応援しているものです。寄付をさせていただきます

ので、宜しくお願いします。

北海道 すばらしい自然を大切に

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 北海道に旅行に行くときにはぜひ訪ねてみたいと思います。

東京都

先日初めてゆめぴりかをいただく機会があり、そのもっちりとした触感が気にいりました。　実家の
母親に「ゆめぴりか」って知ってる？ときいたところ、母も最近初めて食べておいしいと思ったそう
です。 ちょうどお米がきれそうときき、本当に単純な動機ですが、ちゃっかりふるさと納税を利用し
て、美味しいという「ゆめぴりか」を実家に送らせていただきます。 今年も豊作であることを祈りま
す。　おいしいお米を届けてください。

東京都
ゆめぴりかがあまりにおいしくて３年連続で寄付しています。 これからもがんばってく

ださい。応援しています。

神奈川県 いつか、すばらしいひまわり畑を見学に行きたいです。

福島県 少額ですが、子供たちのために活用して下さい。

千葉県 美味しいお米ありがとうございます。

北海道 頑張ってください。

神奈川県
北海道で生まれたので、北海道の復興に役立てていただきたいと思い、寄付先に選ばせて

いただきました。

千葉県 これからもおいしいメロンを生産してください。

埼玉県 本当においしいお米で家族全員で味わって食べています！

大阪府 いつもありがとうございます。ゆめピリカおいしいです。

東京都 応援しています

7月24日

7月21日

7月22日

7月23日

7月25日



北海道 頑張ってください！

東京都
ななつぼしを何ヵ所か食べ比べてみましたが、 北竜町のななつぼしが一番美味しかった

です。 これからも素晴らしいお米が育ちますように。

北海道 北竜町のメロンはとても美味しいです。

神奈川県
ひまわりオイルの普及に期待しております。これはとてもよい商品ですよ！全国に広まっ

て欲しいです。

広島県 美味しいお米をありがとうございます。

千葉県 宜しくお願い致します。

千葉県
何度も 北竜町に寄付をしています。いつも美味しいゆめぴりかを謝礼品にいただいてい

ます。近々北竜町を訪ねる予定です。町の活性化 頑張って下さい。

兵庫県
いつも美味しく頂いています。 今年は北海道も暑そうですが、みなさまお体に気をつけ

てください。

東京都
おぼろづき、前回頼んだのですが大変おいしかったです。 丹精に作られたのでしょう、

大変だと思いますがこれからも頑張ってください。

愛知県
以前も寄付させていただきました。ゆめぴりかがとても美味しかったので、再度、寄付さ

せて頂きます！

兵庫県 お米が届くのを楽しみにしています。

神奈川県 福祉の充実に使って下さい。

奈良県 よろしくお願いします。

福岡県 応援しています

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。

鹿児島県

母親と兄の介護をしています。 北海道のもち米と小豆で赤飯を炊いて食べてもらおうと

思って、寄付させていただきました。 北竜町とご縁になれたことを大変うれしく思いま

す。 今後とも定期的に寄付させていただきます。

東京都 応援します‼

茨城県 頑張って下さい

栃木県

暑中お見舞い申し上げます！  この夏も北竜町のひまわりが、力強く見事に美しく咲き誇

る光景を想像しています。 暑さ厳しき折、町民の皆様のご健康とご多幸をお祈りいたし

ます。

東京都
玄米がとても美味しく、好みにすごくあっていたのでまたお願いすることにしました！ 

農家さん、北竜町の皆さん、素晴らしいお米をありがとうございます。

東京都 些少ですが寄附させていただきます。町の発展のため頑張ってください。

東京都 応援しています

東京都 とても素敵なまちで学生の頃の思い出の場所です。

東京都 がんばってください！

愛知県 ひまわり畑を見に行きたいです。

千葉県 おいしいお米作りがんばってください。

埼玉県 頑張ってください

7月25日

7月26日

7月27日

7月28日



大阪府 北竜町のご発展をお祈りいたします。

千葉県 美味しいお米、楽しみにしています。

埼玉県 おいしいお米をありがとうございます。

東京都 地域の発展を期待しています。

千葉県 減農薬の取り組み頑張ってください。

北海道 安心安全な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

東京都 昨年ひまわり畑を訪れて素晴らしかったです！

東京都 有効に使っていただければと思います。

神奈川県 美味しいお米をありがとうございます。

愛知県 自然を大切に守って下さい。

埼玉県 安心して子供にも食べさせられるお米です！これからも応援しています！

大阪府 子供が元気に明るく育つ、よい町にしていってください。

沖縄県 応援しています！ありがとうございます

兵庫県 ひまわりを見に行きたいです。

東京都 町の発展にご使用ください。

神奈川県 おいしいお米をありがとうございます。 特にゆめぴりかは最高においしいです。

東京都 美味しいお米を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。生産農家の皆さん、町の皆さん、頑張って

ください。応援しています。

東京都 いつも美味しいお米を大変楽しみにしております。これからもよろしくお願い致します。

東京都 今年の夏、再びヒマワリ畑を孫達と一緒に訪問します。

大阪府 楽しみにしています。

大阪府 北海道、たくさんのいい思い出が　あります  町がより発展しますように

徳島県
北竜町のゆめぴりかは、最高に美味しいです。度々送っていただいてありがとうございま

す。

兵庫県 美味しくて、子供達がパクパク食べます。

大阪府 大変なこと沢山あると思います。でも、負けずに美味しいもの沢山作ってください。

北海道 いつも応援しています。

東京都 昨年頂いたお米とても美味しかったです！

愛知県 頑張れ北竜町！都会に負けるな！！

神奈川県 北竜町の皆様が幸せに暮らせるようお役立て下さい。

東京都 応援しています。

広島県 北海道大好きです。

7月31日

7月28日

7月29日

7月30日


