
申込日 住所 町へのメッセージ

北海道 町のみなさんがひまわりを愛し、 ひまわりが町を輝かせ、子どもたちを輝かせていく

栃木県

いつも安心安全な美味しいお米を送っていただきありがとうございます。 北海道も今年

は暑いのでしょうか？ この夏も、北竜町の皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈りいた

しております。

東京都 わずかばかりですが北竜町のお役に立てましたら幸いです。

宮崎県 すごく美味しい米でした。娘にも食べさせたくなり送りたいと。頑張って下さい

愛知県 美味しい米作り、応援しています。

北海道 美味しく安心なお米を、いつもありがとうございます！

北海道 頑張ってください

茨城県 美味しい米をたくさん作ってください。

大阪府 北竜町の農産物最高です。

北海道 良いものつくって北竜を盛り上げて下さい。

和歌山県 魅力ある街つくりにお使いください

東京都 雨にも負けず、風にも負けず、頑張ってください！ 応援しております。

神奈川県 頑張ってください。

東京都 おいしいお米をありがとうございます！

東京都
北竜町のゆめぴりかとても美味しいです！！低農薬でおいしいお米作りを応援しておりま

す。

秋田県 美味しいお米をありがとうございます

栃木県 美味しいお米を毎度、ありがとうございます！

千葉県 米作り頑張ってください！

大阪府 お米は北竜町のゆめぴりかと決めています！

神奈川県
 昨年もお米をいただきました。炊きたて良し、冷えても良し(お弁当で)で、とっても美味

しかったです。

兵庫県
昨年度も北竜町様のふるさと納税を利用させていただきました。今年度もお手数をおかけ

しますがよろしくお願いします。  町の活性事業に利用していただければ幸いです。

愛知県
小さい子供達がいるので、低農薬米に惹かれて納税させていただきました。これからも素

晴らしいお米作りを頑張ってください。応援しています。

愛知県 北海道出身です。 町の発展期待しています。

大阪府 お礼の品と一緒に送られてきた町の案内が素敵でした。

長野県 お米美味しかったです！これからも頑張ってください。

東京都 おいしいお米をよろしくお願いします。

大阪府 北竜町のひまわり畑、応援します。

【8月の応援メッセージ 】

8月1日

8月2日

8月3日

8月4日

8月5日



申込日 住所 町へのメッセージ

兵庫県 頑張ってください！

神奈川県 ずっと応援します。

東京都 これからもおいしいものをつくって育てて良い町にしてください。

千葉県
昨年も美味しいお米をいただきました。とても美味しかったので、また申請させていただ

きます。

兵庫県 子供達がよく食べます。

東京都 涼しい北海道で、豪雨被災地の分までお米を作ってください

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます。 これからも頑張ってください

神奈川県 お米とても美味しく頂きました。ありがとうございます。

東京都
美味しく安全なお米をありがとうございます。これからも安心安全な野菜づくりを頑張っ

てください。

北海道 ここ数年北竜町の美味しいお米のお世話になっています。これからも応援しています。

兵庫県 美しい自然を守ってください、応援しています。

北海道 子育て家族のために使って下さい

静岡県 これからもおいしいお米を作ってください。

東京都 低タンパク米、初めてです。

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 低たんぱく米、楽しみです。 私にも違いがわかりますかね。

兵庫県 いつも美味しく頂いています。

沖縄県 頑張ってください。

千葉県 美味しいお米を楽しみにしています。

埼玉県 住みよい街にしてください

東京都 応援しています。

東京都 頑張って下さい。

神奈川県 応援しています❗

神奈川県
いつも親切な対応をありがとうございます。 いつもゆめぴりかをお願いしていました

が、 今回は新しいお米をお願いしてみました。 楽しみにしております。

東京都 いつもおいしく頂いています。低タンパク米楽しみです。

東京都 是非行ってみたいです

東京都 少しですが、有効にお使いください。

神奈川県 頑張ってくださいねー

茨城県 美味しい米をたくさん作ってください。

北海道
先日、ヒマワリを見てきました♪ ヒマワリ油もゲットしました！ 素晴らしい景色と町の

皆様のやさしさに大感謝です!!!!!

8月6日

8月7日

8月8日

8月9日

8月10日

8月11日

8月5日
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岐阜県 応援しています！

沖縄県 楽しみにしています。これからも頑張って下さい。

東京都
8月11日に観光で通過しました。 一面に広がるひまわり畑に心を打たれました。 これから

もステキなひまわりを咲かせてください。

埼玉県
前回のコメ・メロンがとてもおいしかったので再度申し込みます。少子高齢化も進んでい

ると思いますが、よい農産物を作り続けてください。

東京都 特別栽培のお米作りを応援しています。

大阪府 小額ですがお役立て頂ければと存じます。

大分県 北竜町を応援しています。みなさまお元気にこれからもいいお米を作ってください。

大阪府 自治自体の発展にこれからも頑張ってください

新潟県 応援しています！

奈良県 応援しています。

愛知県 地域振興を期待しています。

北海道 良いお米をありがとうございます。

北海道

ひまわりを見に、初めて北竜町を訪れました。今年のひまわり、とっても綺麗でした。ひ

まわりソフトに、ひまわりカレー、ひまわりスイカと美味しいもの盛りだくさんですね。

また行きたいです。

埼玉県 美味しいお米をお送り下さり、ありがとうございます！

東京都 今年は都合で向日葵祭りに行けませんでしたが、応援しています。 頑張ってください。

福岡県
夢ぴりかがすごく美味しいです。低農薬栽培は、大変でしょうけど頑張っていただきたい

です。 ずっと応援したいと思います。

東京都
ひまわりの里を一度訪れたいと思っています． 豊かな自然を守りつつ町を発展させてく

ださい．

北海道 同じ北海道として、これからも更なる発展に尽力して下さい。

千葉県 いつも美味しいお米をありがとうございます。頑張ってください。

岐阜県 何度も寄付しています。少子化対策に力をいれてください。

東京都

生産情報公表ＪＡＳマークつきのお米をはじめて知りました。企業として誇りをもってい

らっしゃるのがとても伝わってきます。商品が届くのを楽しみにしています。このような

形で応援できることを嬉しく思います。

北海道 お役に立てて頂けますと幸いです！

岡山県 いつも「ゆめぴりか」楽しみにしています。

京都府 美味しいお米を作って下さい。応援しています。

千葉県 元気な子供達の未来のために使用してください。

8月12日

8月13日

8月14日

8月15日

8月16日

8月11日



申込日 住所 町へのメッセージ

山形県
いつも美味しいお米ありがとうございます。 小さい子どもがいる我が家でも安心して食

べさせられます。 これからも頑張ってください。家族一同応援しております。

愛知県 美味しいお米大好きです

東京都 いつも美味しいお米ありがとうございます。

兵庫県 お米楽しみです！

兵庫県 昨年と同様で頑張ってください。

東京都
いつも、おいしいお米をありがとうございます。 色々苦労することもあるかと思います

が、応援しています。

福岡県 いつも美味しいお米をありがとうございます

東京都 おいしいお米作りありがとう。 今後も応援致します。

千葉県 がんばれ北海道！がんばれ北竜町！

埼玉県 子供に安心して食べさせられる食材の振興を応援しています！

東京都
北海道旅行に行く際には絶対に立ち寄りたいと思ってます。いつもおいしいお米をありが

とうございます。

東京都 いつも応援してます。

東京都
最近、近所の路でひまわりを見かけるようになりました。数年前に見た「黄色い」北竜町

の景色を思い出しながら毎日通勤しています。

東京都 美味しいお米をありがとうございます！

愛知県 美味しいお米をこれからも作ってください

東京都 豊かな自然を大事に　産業を育ててください。

兵庫県
北竜町のゆめぴりか、めっちゃおいしいです。これからも、おいしい美味しい農作物を作

りつづけてください。

東京都 美味しいお米、楽しみにしています。頑張ってください。

東京都 美味しいお米を有難うございます。これからも宜しくお願い致します。

愛知県 美味しいお米をいつまでも作って下さい。

京都府 僅かですが貴市の発展に役立ててください

千葉県

先日の豪雨では被害が出たようで心配しておりました。いつも応援していますので、生産

者の皆さん頑張ってくださいね。 今年7月に稚内まで旅行しましたが立ち寄れませんでし

た｡また機会を見て北竜町を訪ねてみたいと思っています。

東京都
いつも美味しく、「ゆめぴりか」をいただいています。 貴町の益々のご発展をお祈り申

し上げます。

千葉県
北竜町を応援しています。おぼろづきが、とても美味しかったので、再度申し込みさせて

いただきます。

栃木県 毎度、おいしいお米をありがとうございます。

8月18日

8月19日

8月20日

8月21日

8月16日

8月17日
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東京都 振興の一助となれば幸いです。

東京都 これからも応援しています。

大阪府
北竜町の自然豊かな美味しいお米で4人家族元気をいただきます。ありがとうございま

す。

愛知県 寄付を活用していただけると嬉しいです。

京都府 毎年北海道に訪問しています！

北海道 美味しいお米が、食べられて幸せです。

大阪府 こないだ家から大きな竜の曇を見ました。

神奈川県 お米がとても美味しいです。

神奈川県 継続的な地域活性化に繋がりますように。

埼玉県 実家が北海道なので応援しています！

神奈川県 これからも頑張ってください

岡山県 おいしいお米がとれる素晴らしいところだと思います。

兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

大阪府
娘が、ひまわりを見に、今月初めに伺いました！ 半端ない広さで、ひまわりを見て、感

激し とても素敵で、イイ所だったと、卒業の思い出ができたようです!

愛知県 頑張ってください

大阪府 いつもおいしくいただいています。よろしくお願いします。

山形県 地方都市同士支え合って頑張りましょう

千葉県 ひまわりをいつか見に行ってみたいです。

北海道
いつも美味しいお米をありがとうございます。 今年のひまわり畑も素晴らしくきれいで

したね！

東京都 いつも最高品質のお米を届けてくださり、ありがとうございます。

栃木県 北竜町の障がいのある方たちへの一助となれば幸いです。

宮城県 これからも寄付させていただきます

北海道
いつも北竜町産のお米を美味しくいただいています。ますますのご発展を祈念していま

す。

東京都 はじめて30キロのお米を希望します！楽しみにしています。

大阪府 おいしいお米を作り続けて下さい。

東京都 いつも美味しいお米送っていただきありがとうございます。

埼玉県 子供に安心して食べさせられます！これからもよろしくお願い致します！

山梨県 きたくりん、粘りと甘味でとても美味しく、しかも低農薬。

東京都 地域の発展を期待しています。

8月24日

8月25日

8月26日

8月22日

8月23日
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神奈川県
お米がなくて、お店でゆめぴりかを買いましたが、北竜町のお米がだんぜん美味しいで

す。 新米も楽しみです。

千葉県 昨年度いただいたお米がおいしかったので、微力ですが、応援したいとおもいますので。

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
先日、ひまわり畑を見てきました。 日本とは思えない光景に感動しました！ 今後も是

非、観光に力を注いでいただきたいです。

東京都
とても美味しいお米で家族大好きです！海外に行くと日本のお米の美味しさが身にしみま

す。美味しいお米をこれからもたくさん作ってください！

大阪府 いつも美味しいゆめぴりかをありがとうございます。

東京都
前回もお米を頼みましたが、毎日おいしく頂いております。引き続き美味しいお米を期待

しております。

愛知県
いつもありがとうございます。ここ数年北竜町のお米が我が家の家庭の味です。おにぎり

にしてもとても美味しくてこどもたちも大好きです。

神奈川県 ゆめぴりかとななつぼしは北竜町のお米が一番美味しいと思います。 新米も楽しみです

千葉県 地域で子供が育つ環境作りに役に立てばと思います。

愛知県 頑張って下さい。

愛知県 がんばってください

広島県
北竜町へのふるさと納税は3年目になると思います。住む人にとって良い地域になるよう

願っています

大阪府 いつも応援させていただいています 頑張ってくださいね！

北海道 いつも、ひまわり見に行ってます。

神奈川県
年々北海道も台風やらの栽培の被害が多くなっているように思えますが、負けないように

頑張ってください

神奈川県 2回目の寄付になります。

東京都 昨年に続き今年、来年と応援させていただきます。

宮城県 旅行で立ち寄った時に気に入りました。応援してます。

福岡県 わずかですがお役に立てれば嬉しいです。

岐阜県 一度遊びに行きたいです。

岐阜県 北海道の農家を応援したいです。 日本の美味しいもの作りをありがとうございます

北海道 町の振興につながることを願っています。

北海道 いつも応援しています。

東京都 応援しています！頑張ってください

静岡県 毎年メロンが楽しみです。これからも頑張ってください。

埼玉県 子育てがしやすい町になることを期待しています。

8月30日

8月31日

8月26日

8月27日

8月28日

8月29日
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北海道 応援しています

北海道 安全でおいしいお米を作り続けてください

8月31日


