
【 ８月の応援メッセージ 】
8月1日 埼玉県 今後とも安心・安全・美味しいひまわりライスをお願いします。

京都府
旅行で訪れた「ひまわり畑」、良い思い出です。貴町が益々発展しますようにお祈りしま

す。

大阪府
ふるさとチョイスから、初めて寄付させて頂きます。これから、北竜町に興味を持って

色々調べてみたいと思います。

千葉県 環境の保護のために御活用下さい。

東京都 農業頑張ってください

大分県
遠い所ですが、身近に感じられそうです。お米の食べ比べが楽しみ！大分県の方にも寄付

お願いします。

岡山県 道産子です

東京都 子育て環境の充実に役立てて下さい。よろしくお願い致します。

北海道 子供の教育などに使っていただければ幸いです。

8月2日 東京都 がんばれ！

東京都 安全でおいしい農作物を是非これからも作ってください。

大阪府

ゆめぴりかの新米、楽しみにしています。そちらに訪れたことはまだないのですが、北

海道へ旅行する際には是非一度行ってみたいと思います。 ひまわり祭り見に行きたいで

す。

千葉県 美味しいお米を作って頂きありがとうございます。

神奈川県
北竜町のひまわりの里は何度訪れても魅力的な場所です。ぜひ、あのきれいなひまわり

たちをいつまでも守ってください。

千葉県 ゆめぴりかを何時もおいしく頂いております。１０月の到着をお待ちしております。

神奈川県 北海道が大好きです！素敵な観光ができるように維持をお願いします

東京都 新米楽しみにしています。

愛知県
美味しいお米、農作物を食べるのを楽しみにしています。いつかひまわりを見に北竜町に

行きたいです。

神奈川県 頑張ってください。

岡山県
旅行で訪れて以来、北竜町の豊かな自然に魅了されています。 ささやかですが寄付させ

て頂きますので役立ててください。

埼玉県 素晴らしい特産品をいつもありがとうございます

神奈川県 ひまわりの里きれいでした。これからも存続させてください。

8月3日 北海道

北竜町といえばひまわりのイメージがありました。農業や、黒大豆も盛んな街というこ

とが、ふるさと納税を通して知ることが出来ました。 これからも観光・農業など頑張っ

ていただきたいです。 ふるさと納税、大変だとは思いますが応援しています。

北海道
北竜町はひまわりのイメージがあったのですが、黒大豆や農業のさかんな街とは、ふる

さと納税を行うまで知りませんでした。

北海道 町の発展に期待します

千葉県 北竜町の皆様のますますのご発展を願っています。

東京都 いい街づくりを

栃木県 少額ですが、有効に使ってください。

8月4日 福岡県 自慢のお米楽しみにしています。

大阪府 がんばってください。

東京都

やはりお米は日本人の主食。安全で美味しいお米を調べていたら北竜町の名前が出てきま

した。コレを機会に、これからも頑張って頂きたいと願いをこめてささやかですが寄付を

させて頂きました。

北海道
おぼろづきは　初めて食べましたがとてもおいしかったです。 ななつぼしも食べたこと

がないので今回申し込みました。 お米のｋｇ数にも魅力があります。

北海道
子供が小さい頃アレルギーがひどくて普通の米が食べれませんでした。その頃食べていた

のが、北竜産の減農薬米でした。いっぱい食べて大きくなりました。

兵庫県
昨年ふるさと納税の返礼品としてゆめぴりかを頂きました。大変美味しいお米で以来注文

させて頂いております。 ぜひ、安全で美味しいお米作りに寄付金を使って下さい。

千葉県 夫婦揃って、北海道が好きなので、北竜町にもいつか行ってみたいです。

神奈川県 このサイトで北竜町を知りました。がんばってください。



8月5日 京都府
お米が特産品にあるというのは本当に羨ましい限りです。北竜町の発展をお祈り申し上げ

ます。

東京都 高齢者や子どももみんなが暮らしやすい町づくり頑張って頂ければと思います。

沖縄県 これからも応援しています！

東京都
美味しいお米がいただけて、さらに貴町のいろいろな取り組みに貢献できれば幸いです。

北竜町を訪れたことはありませんが、これを縁としていつか伺いたいと思います。

東京都 特産品の｢ゆめぴりか｣を一度食べてみたいので寄付を決めました。

東京都 これからも安全なお米作りを応援しています。

栃木県 子育て支援に活用してください。

8月6日 東京都 些少ですが、お役立ていただければ幸いです。

北海道 貴町のお米、本当においしいです。

愛知県

ふるさと納税をするまでは知らない町でしたが、掲載されてる雑誌を見て、寄付を決めま

した。 名古屋在住で、なかなか行く機会がありませんが、ひまわりが好きなので寄付を

決めました。 頑張ってくださいね。

北海道

北海道のお米はおいしいと言われるようになりました。北海道米は安心して食べられる

と思います。 育てるのには時間がかかり大変だと思いますがおいしいお米作りお願いし

ます。ゆめぴりか大好きです。

和歌山県 ゆめぴりか　とても美味しいです。

東京都 北海道出身です。できれば地元が少しでも元気になってほしいと思っています。

群馬県 少しでもお役立ていただけたら嬉しいです。

岐阜県 北海道の自然が好きです。自然と農業を守ってください。

神奈川県 町の活性化に役立ててください。

大阪府
留学生の受け入れしている我が家では、どこの国の留学生もご飯がおいしいと言います。

日本のお米は世界一です。これからもおいしいお米作りに励んで下さい。

8月7日 東京都
北海道のお米を食べ比べしてみたいと思い、納税させていただきました。宜しくお願い致

します。

北海道 ひまわりが綺麗でした。

北海道 おいしくて安全なおコメを作ってください

東京都 北竜町　頑張れ

8月8日 静岡県 北海道旅行で行ってみたいです

静岡県

ふるさと納税の品から選んだのですが、HPを拝見して大きなひまわり畑があるとのことを

知りました。 まさに今が見ごろなのですね。 来年の見ごろにはぜひ北海道旅行してみた

いと思いました。 ということで、使途をひまわりの里の維持管理とさせていただきまし

た。

神奈川県 頑張ってください。

徳島県 これからも美味しいお米を作ってください、応援します。

東京都 応援しています！

北海道 町の発展をお祈りします。

埼玉県 今後も魅力ある町づくりをよろしくお願いいたします。

8月9日 東京都 寄付を地域振興に役立てて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

群馬県 すばらしい景色を覚えています！

北海道 貴町の発展を心よりお祈り申し上げます．

千葉県 今年の夏は、暑かったようですね。ご自愛下さいませ。

愛知県
おぼろづき米、今まで食べたお米の中で一番美味しかったです。おいしいお米の生産応援

します。

東京都
地図で見ました。面白い形の町ですね。今回は僅かで恐縮ですが、また寄付させていただ

きます！

京都府
ふるさと納税でお米をもらえると聞いて、生まれ故郷の北海道の中から選びました。少子

高齢化が進む中、微力なながら助けになれば嬉しいです。

東京都
おいしいお米を楽しみにしています。新米も食べてみたいのですが、秋まで待てないの

でまず1件寄付させていただきました。 よろしくお願いいたします。

北海道 北海道を愛しているので応援します。



8月10日 愛知県 農業を通じて日本を元気にして下さい。これからもおいしいお米を作って下さい！！

愛知県
北海道ツーリングの立ち寄り先に、北竜町を加えたいと思います。ゆめぴりかの育つ田園

風景が楽しみです。

北海道
道の駅北竜町でひまわり米を買って食べたら、とても美味しかったので、また食べたいと

思って、申し込みました。

兵庫県
帯広に住んでいたころに、ふらっと寄ったことがあります。 北海道米は好きなので、こ

れからもおいしい米を作ってください。

大阪府 未来志向で、子供の教育と少子化対策を頑張って下さい

愛知県
15年ほど前に北海道一周旅行をしました。寄れなかった場所も多く、自然豊かな北竜町も

機会があったら寄ってみたいです 豊かな自然を守って下さい

千葉県 がんばれー

千葉県
いつも美味しいお米を楽しみにしています。以前訪れた、広大なひまわり畑が懐かしい

です。

埼玉県 この前贈っていただいた「ゆめぴりか」がとても美味しかったです。 新米　楽しみにまっています。

青森県 知人からもらったお米（ゆめぴりか、ななつぼし）がとても美味しかったです

広島県
ひまわりの里の規模が大きくて感動したので、これからも維持していただきたいと思いま

す。

東京都 安全でおいしい農産物作りに期待しています。

8月11日 愛知県 ゆめぴりか 美味しゅうございました｡今度は､おぼろづきを頂いてみます｡

兵庫県 寄付金はどうぞ有意義にお使いください。応援しております。

神奈川県 安心、安全な農業を応援します。

神奈川県 みんなが幸せに暮らせるようにいい街にしてください。

大阪府
過去に１度だけ訪れたことがあり、久々に気になってみたらふるさと納税制度があるとい

うことで応援させて頂きたいと思いました。

大阪府
こんにちは。 短い夏の北海道も今年は３０度を超える処があるとか・・ 微力ではござい

ますが、参加させて頂きました。

京都府 これからも頑張って美味しいお米を作ってください。

東京都 はじめてななつぼし食べます。楽しみにしています。

東京都 ふるさと振興頑張ってください！

広島県 皆様の努力で安心・安全な農産品の生産をお願いします。

北海道 昨年も　寄付申し込み、お米おいしくいただきました応援しています

石川県

昔、北竜町を旅行したことがあり、ひまわりの迷路とても懐かしいです。是非機会があれ

ば観光できればと思っています。遠い地ながら、北竜町を応援しています、頑張ってくだ

さい！！

8月12日 東京都
毎日暑いです、北海道が懐かしいです。  美味しいものをこれからもたくさん届けてくだ

さい。

東京都 北竜町の特産品を味わってみたいです。

東京都
これからも安全で美味しい農産物を作っていただけるよう、農業事業の推進に頑張ってく

ださい。 応援しています。

埼玉県 お世話になります。一度是非ひまわりを観に行ってみたいと思っています。

東京都 楽しみにしています＾＾

千葉県 応援しています。 ますますのご発展に期待しています。

千葉県 ゆめぴりか楽しみにしています。農業支援をぜひがんばってください。

奈良県 ぜひ役立てて下さい。

東京都 ひまわりの街北竜。これからも素晴らしい街を創りつづけて下さい。

東京都 安全でおいしいお米を楽しみにしております。

8月13日 東京都 昨年家族が寄付をしていただいたお米が美味しかったので、今年も寄付をしました！

大阪府 明るく住みやすい町づくりを期待します。

兵庫県
「ゆめぴりか」はブランド米の中でも特に好きなお米です。 僅かですが、今後の安心安

全なお米作りにお役立て下さい。

兵庫県

今回初めてお世話になります。ゆめぴりかを最初にいただいた時の感動を忘れられませ

ん。 お米は主食なので定期的にいただけたらと考えております。 お米の他にも美味しい

農作物をご紹介いただけたら幸いです。



東京都

以前、１０年間に４度ほど訪れたことがありますが、素朴で、果物（スイカ、メロン）が

美味しい町の印象があります。 ヒマワリの町で有名でもあり、北海道の中で、是非また

訪れたい町の一つです。

東京都 頑張ってください。

静岡県 生涯教育を重視して欲しいです。教育こそ地方創生の源だと私は思う

神奈川県

今年2回目の寄付です。北竜町の道の駅を以前訪れた事もあって春頃に一度寄付したので

すが、送って頂いたゆめぴりかがとても美味しかったので、是非リピートしたいという事

で再度申込み致します。

静岡県
今年の４月から仕事につくことができ、人並みに税金を払うことができるようになりまし

た。少ない金額ですが役立てて下さい。

大阪府 妻が北海道出身で北竜町に思い入れがあるようです。お役だてください

宮城県
特別栽培米のゆめぴりか、美味しいだけでなく安心です。 喜んでもらえると思います。これからも
ますます安心して口にできる農作物栽培に期待しています。

8月14日 千葉県
７～８年前の真夏、北竜町を訪れたことがあります。本州では見たことのない大きなヒマ

ワリの畑で遊びました。暑くて雄大な北海道を満喫しました。

兵庫県 安全安心な農業の推進にご尽力されることを期待しています。

神奈川県 美味しいお米を期待しています。

山形県 今は北海道を離れていますが、大事に思っています。これからも頑張ってください。

東京都
数年前まで仕事の関係で北海道に住んでいました。北海道の更なる活性化をお祈りしてい

ます。

8月15日 大阪府 いつか、遊びに行きます。また、来年に以降も寄付します。

神奈川県 これからも化学肥料や農薬を極力控えた農業を推進して下さい。

大阪府 安全な農産物作りのこだわりを感じました。今後も応援したいと思います。

奈良県 これからも美味しくて安心な農産物の生産をお願いいたします。

北海道 少子高齢化が進んでいますが、頑張って下さい！

茨城県 おいしい米をたくさん作ってください。

愛知県
札幌に住んでいた頃、ひまわりの迷路に行ったことを思い出しました。雄大な北海道にひ

まわり畑・・・ｇｏｏｄﾏｯﾁﾝｸﾞです。応援しています。

神奈川県

昨年度に引き続き寄付させて頂きます。今年からクレジットカード利用可となり便利にな

りました。 北竜町を訪れたことはありませんが、北海道へはスキーを含めて５０回以上

旅行したことがありますので、将来、北竜町にも訪れてみたいと思います。 お米、野

菜、魚介類など日常の買い物でも近所のデパート、スーパーでなるべく北海道産を選んで

おり、少額ながら北竜町の事業に活用頂ければと思います。

秋田県
「北海道のお米は美味しい」と評判を聞いて、申込みました。 秋田のお米と食べ比べて

みたいと思います。楽しみにしています。

東京都
大変おいしいお米でしたので、再度寄付させていただきます。 今後ともよろしくお願い

します。

東京都
お米を探していてたどり着き、北竜町を検索してみました。 日本一のひまわり！見てみ

たいです！ 来年は行ってみようと思います。楽しみです。

北海道
ひまわりを見に何度も訪れています。広大なひまわり畑にいつまでも感動できる環境作り

をお願いします

8月16日 東京都 おいしいものをいつまでも。

神奈川県
いままで北竜町の場所はおろか町名も知りませんでした。この制度で北竜町のことを

ちょっとだけでも知るきっかけになりました。

東京都
以前訪れた時にひまわりがとてもきれいだったのを思い出して、今回寄付をさせていただ

きました。

愛知県 ふるさと納税を通じてチョットでも北竜町と繋がりができれば楽しい

和歌山県 今後観光に訪れたいと思っています．北竜町の発展を心から祈念しています．

神奈川県 大好きなひまわりに惹かれました。これからも、かわいい！ひまわりお願いします。

神奈川県 ひまわり畑の迷路に行ったことがあります。これからも素敵な町でいてください。

埼玉県
農業には風当たりの強い世の中ですが、日本の品質の高い食を守るために今後も頑張って

ください。

千葉県
北海道は好きで殆ど旅行しましたが北竜町はまだ訪れていません。 ひまわりを見に是非

伺いたいと思います。ゆめぴりかは大好きです。



大阪府 美味しいお米楽しみにしています

愛知県 日本や地域の将来のために、教育の充実に努力してください。

神奈川県
北海道は素敵な所で好きです。北竜町は行った事はありませんがどんな所かと興味が出ま

した。

兵庫県
昔、北海道に住んでいたことがあり、ひまわり畑に生かしていただきましたので、続けて

ください

香川県
北海道が大好きです。いつかは移住したいです。北竜町のひまわり畑、見てみたいで

す。 それと、ゆめぴりかも大好き。 楽しみです。

北海道 ひまわりのすごさに感動しました。

香川県 これからもおいしいお米を作ってください。

埼玉県
北海道の美味しいお米が好きなので応援したいと思っています。いつも、美味しいお米を

作って頂きありがとうございます。

8月17日 東京都
初めまして。以前北海道に旅行した時から良い所だなと好感を持っています。今回特別栽培米の
ゆめぴりかを御礼品でいただけるとのことで大変うれしいです。特別栽培米を家族で楽しみにして
おります。北竜町の発展を心より応援しております。

東京都 北海道を応援しております。ひまわり満開の時期にまた伺います。

大阪府

ふるさと納税を通じて初めてひまわりがきれいな所だと知りました。ぜひ来年の夏に訪れ

たいと思いました。 自然がいっぱいで四季を通じていろいろ楽しめますね 納税少しで申

し訳ありませんがひまわりの里のきれいな花を咲かせてください。

静岡県 前回の『ゆめぴりか、ななつぼし』美味しかったです。

神奈川県
北竜のひまわり畑が大好きです家族が増える度に訪れて思い出を共有していますいつま

でも綺麗なひまわり畑が残っていますように…

北海道

北海道の中心部以外の活性化を応援しています。お米を購入する際は北竜米の表示があれ

ば務めて買うようにしています。（信頼できるので） 北海道のお米がどんどん美味しく

なっているのを感じます。これからも安全で安心なお米を作って下さい。

千葉県 これからも美味しいお米を作ってください。

8月18日 大阪府
ふるさと納税でこちらの町のことを知り、どこにあるのか地図で確認しました。今回のこ

とがなければずっと知らないままだったかも知れません。

神奈川県
ななつぼしがおいしいから、寄付しました。おいしい米を生産し続けるのを頑張って下

さい。 宜しくお願いします

福岡県 ゆめぴりかは初めて食べることになります。楽しみにしています。

愛知県

みなさまが一生懸命作られた美味しいお米を直接届けて頂け、家族一同とてもうれしく

思っております。 前回送って頂いた「ゆめぴりか」がとても美味しく、再度寄付させて

頂きます。

神奈川県 これからも安全で安心な農作物を作っていただけると嬉しいです。

東京都 貴町の発展を心から祈念します。

山口県 ひまわり、とてもきれいでした。これからも美しい街づくりを期待しています。

東京都
一面のひまわり。一度、夫婦で北竜町を訪問するのが夢です。観光に、農業に、教育に頑

張ってください。

8月19日 石川県

北海道を旅行し、北竜町ひまわりの里に行ってきました。ひまわりが圧巻でした！その

時のゆめぴりか米とひまわりで ふるさと納税を決めました。これからもひまわりの里の

維持に役立ててください。

大阪府
前回ゆめぴりかを申込したのですがとても美味しかったので、再度申し込みさせて頂き

ました。 今回のは新米との事で楽しみにしております。

埼玉県 機会があれば是非訪れたいとおもいます。新米のゆめぴりか楽しみです。

大阪府 何かお役に立てればと思います。

千葉県
昨年初めて寄付をさせていただき、ゆめぴりかの新米をいただきました。びっくりするほ

ど美味しかったので、また寄付をさせていただきます。楽しみに待っています。

愛知県 一度も北海道へは行ったことはありませんが1回遊びに行ってみたいと思っています。

北海道 ひまわりの綺麗な時期に行ったことがあり、また行きたいと思います。

京都府 お米楽しみにしています。



8月20日 東京都
友人に聞いて「ゆめぴりか」という種類を知りました。家族が気に入ればまたご依頼さ

せていただきます。 おいしいお米お待ちしております。

兵庫県 おいしい農作物を作ってください。

大阪府 高齢者福祉行政に頑張ってください。

北海道
過去に北竜町の観光ポスターを制作させていただいた経緯があり、大変親近感を持っています。
来年もひまわり畑を訪れたいと思います。

兵庫県 これからもよろしくお願いいたします。

茨城県 よろしくお願いいたします。

京都府

はじめてのふるさと納税に御町を選ばさせて頂きました。これにより、御町とのご縁が

始まり感謝しております。 また、御町の大地と農家の恵みのお米を頂けること、大変楽

しみにしております。 　少額ですが、お役にたてれば幸いです。 　日比野拝

神奈川県 ひまわりの咲く季節に、一度訪ねたいですね。北竜町応援します。

神奈川県 地域の活性化に役立てていただけることを期待しています。

香川県
北海道は自然豊かな大地です。北海道では何を食べても美味しいと言う印象です。これか

らも、変わらぬ味であって欲しいです(*^_^*)

北海道

今の奥さんと結婚する前、デートで北竜町のひまわりを見に行きました。その時撮った写

真は今でも宝物です。ぜひこれからも笑顔が生まれるひまわりを継続して続けてくださ

い。

大阪府

前回，おぼろづきとゆめぴりかを頼みました。おぼろづきは，こちらの地方では見かけ

なくて，初めて食べたのですが，もっちりしていておいしく，とても好みだったので，今

回は，おぼろづきにしてみました。 農家のみなさんに感謝です。

8月21日 北海道 いつか、ひまわりの里で満開のひまわり畑を見に行きたいです。

福島県 頑張って下さい！

神奈川県
北竜町のメロン、とても美味しくいただきました。素晴らしい農産物ができるよう、今

後も応援させていただきます。

兵庫県 頑張ってください

茨城県 おいしい米をたくさん作ってください。

福島県
太陽に真向にむかうひまわりに元気をもらいたいです。いつか家族で見に行けたらと思い

ます。

佐賀県
北海道はよく旅行します。出来れば、領収書と一緒にでも街の案内パンフでも入れてい

ただければ嬉しいです。

佐賀県 北海道産のお米を頂くのを楽しみにしています。

千葉県 少額ではございますが、お役に立てば幸いです。

8月22日 東京都 おぼろづき　の大ファンです

大阪府 高齢者がいきいき生活できるよう希望します。

北海道
今年、ひまわりを見に行きました。大変綺麗でした。来年以降も見に行きたいと思いま

す。頑張って下さい。 ひまわりソフトクリームが美味しかったです！

愛知県 ふるさと納税をきっかけに北竜町のことを知りました。いつかは訪れたいと思います。

岡山県

我が家のペットと同じ名前(りゅう)という偶然から来ました。北海道には訪れた事がない

のですが、食べ物が美味しいと聞きます。遠く離れていますが、これからも美味しい物を

沢山作ってください！

三重県 お餅を楽しみにしています。

北海道 町の活性化期待しております。

東京都
これからもおいしいお米を作って下さい．黒千石ハンバーグ，おいしかったです．失礼

ながら予想以上でした．今回リピートさせていただきます．

東京都 町の活性化のために頑張ってください。

北海道 北竜町がよりよい町になることを願っています。

神奈川県 ひまわり楽しみにしてます

北海道
北竜町の道の駅で購入したゆめぴりかが美味しくて、また食べたいと思い、申し込みま

した。 発送を心待ちにしています。

愛知県 納税を生かしていただけると嬉しいです。

北海道 北竜町のお米がだいすきです家族みんなでおいしく食べています

静岡県
何度も訪問していますが、ひまわり畑は行くたびに心を癒してくれます。また次回の訪問

を楽しみにしています。



8月23日 兵庫県 微力ながら応援申し上げます

宮城県 頑張ってください

埼玉県 地域の農業の活性化

東京都 ひまわりの里の維持、発展に役立てれば幸いです。

大阪府
かつて北海道を訪れていろいろと感動した記憶があります。北竜町は存じ上げませんでし

たが、いつか訪れてみたいと思います。

東京都

前回、ゆめぴりかにひかれて寄付させていただきました。父もおいしいと申しておりまし

た。  来週北海道旅行時に立ち寄ると思います。 微額ですが寄付を通じて縁のできた町な

のでぜひこの目で見てみたいと思っています。 今回も少しでも町の発展にお役に立てれ

ば幸いです。

徳島県 北竜町の「ゆめぴりか」最高です。

神奈川県 学生時代に見た北竜のひまわり、今でも忘れられない思い出です！

埼玉県 これからも、美味しい安全な米作りに、がんばってください。

愛知県 美味しかったら新米も申し込みたいと思います

8月24日 東京都
ゆめぴりか、いつもおいしく頂いています。低農薬の推進を支持しますので、是非続けて

ほしいです。

神奈川県 毎回美味しくお米を頂いております。

北海道 ひまわり。頑張ってください。

奈良県 これからも安心・安全な農産物をつくってください。

兵庫県
ゆめぴりかが大好きで寄付を決めました。いつか町にも訪れてみたいと思います。届く

のを楽しみにしています。

埼玉県
ひまわりの里に訪れました。壮観なひまわり畑に大感銘を受けました。自転車も安価に借

りられる事も良かったです。これからも応援しています。

東京都 北竜町の益々のご発展を祈念いたします。

沖縄県 美味しいお米を楽しみにしています。

愛知県 おいしいお米をつくってくれてありがとうございます。

8月25日 東京都 寄付を通じて貴自治体の豊かな自然の保護と子育てに役立てていただければ幸いです。

愛知県
美味しい農産物を作り続けて頂いて、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。

栃木県 安心して食べられる農産物生産事業に使っていただけたら幸いです。

愛知県 地元の活性化の為に、役立ててもらいたいです。

愛知県

家族揃って『ゆめぴりか』のファンで、いつもスーパーなどで購入しております。今年

は、感謝の気持ちを込めてふるさと納税と言う形で北竜町の農家の方々とつながりを持ち

たいと思い申し込み致しました。 これからも北竜町のご発展を心よりお祈りしておりま

す。

北海道
来年はひまわりを見に訪れたいと思っています。これからも、おいしい農産物を作って

いただけるよう応援したいです。

埼玉県 美味しいお米と評判なので、食べてみたいと思いました。

愛知県

人口２千名の小さな町ということですが、小さいからこそ町民の声や様々な意見を反映し

やすいと思います。そんな利点を生かし、これからも安全・安心な農産物を生産してださ

い。

大阪府 日本の食を担う農業を大事にしてください。

岐阜県

今年の夏に、ひまわりの里へ行った際に、規模の大きさに驚きました。 大変キレイで感

動しました。 子供たちも大喜びでした。 これからも素晴らしいひまわりを維持していた

だきたいです。

大阪府

北海道は関西に住む私にとって憧れの地です。たくさんの自然、美味しい食べ物など一度

訪れてみたいとずっと思っています。これからも安全な食べ物や、豊かな自然を守って

いって頂きたいと思います。

福岡県 子供達に美しい自然を残してください。

神奈川県

北海道が好きで、電車で一周したことがあります。今度は電車で回りきれなかった場所

を車で回りたいので、その際には是非ひまわりの里を訪れてみたいと思います。 寄付金

は町が必要とする用途に使ってください。



8月26日 愛知県 いつかひまわりを見に行きたいです。

東京都

先日お米を送っていただきました。その際いくつか別の町にも寄付させていただきまし

た。 その中で一番早く送ってくださったのか北竜町の皆様で、初めてのふるさと納税

だったということもあり、とてもうれしかったです。 今回そのお礼もかねて、再度寄付

させていただきます。  これまで知ることができなかった町ですが、興味がわき少し調べ

ると、ひまわりやダムがあるんだなと知りました。 また、お餅のよもぎがご高齢の方の

アルバイトで収穫されたものだとの記事も拝見させていただき、とてもうれしくなりまし

た。  いつかたずねてみたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

東京都 昨年いただいたお餅が美味しかったので、納豆と合わせて申し込みました。

千葉県

ゆめぴりかの大ファンで、ぜひ新米を食したい。それならふるさと納税制度を使って取り

寄せたいと思いたち応募しました。 2年前に知床・釧路・旭川・富良野など行きました

が、北海道は大好きです。いつか北竜町にも行ってみたいです。この応募で、北竜町がと

ても身近に感じています。  今後できればゆめぴりかの玄米をご用意いただけたら嬉しい

です。

東京都 美味しいお米たのしみにしてます。

和歌山県
頑張ってください。少しですが　お役に立てれたら　幸いです。 来年も　出来たら寄付

しますから。

東京都 安全おいしいお米に期待しています。

東京都 少しながら寄付させていただきます。おいしいお米を楽しみにしています。

東京都 頑張って下さい

埼玉県 応援しています。

兵庫県 町のこれからの発展に寄与できれば幸いです。

兵庫県 今回を機に北竜町のことをもっと知りたいと思います。

8月27日 宮城県 先日送って頂いた  ゆめぴかり  初めてでしたがとても美味しくいただきました。

栃木県 農業がんばってください。

富山県
町を初めて知りました。素敵な町をこれからも応援しています。 北海道へ行く機会があ

れば訪ねてみたいです。

北海道
前回美味しかったので、リピートさせていただきます。これからも、安全でおいしい農

産物を作ってください。

東京都
以前、北竜町のひまわりパークを訪問したことがご縁で今回、寄付をさせていただくこと

にしました。

北海道 北竜町、応援しています！

奈良県 おいしい農産物の生産が継続するようにがんばってください。

滋賀県 いずれ再訪したいと思っています。

東京都 安全な農産物をこれからも全国に届けてください。

8月28日 東京都 有意義にお使いください。

神奈川県 がんばれ、北竜町！

大阪府 またひまわりみに行きたいです。

兵庫県

お米がおいしそうで、しかも化学合成農薬の使用を抑えて栽培しているとのことでしたの

で、寄付させていただきます。「ななつぼし」と「おぼろづき」のどちらにしようか迷っ

たのですが、まずは初心者として扱い易そうな「ななつぼし」をお願いします。  今回は

急いでいますので（催促ではありませんので、そんなに配送を急がなくて結構ですョ）、

26年度米をお願いしますが、新米が出ましたら、また寄付させていただきます。  美しい

花々と壮大な自然、そして安全な農作物の産地として、貴町の更なる発展をお祈り致して

おります。

静岡県 住みよい街づくりに活用してください。

東京都
昔北海道に住んでおりました、両親は北海道に健在です。是非今後も北海道発展のために

頑張って頂きたくよろしくお願いいたします

東京都

働く母親の一人として、子育て支援事業の充実を祈っております。 私の両親も年を取

り、福祉のお世話になっておりますので、少しでもお役に立てればと思い寄附いたしま

す。

東京都 リピーターです。前回は精米したての美味しいお米をありがとうございました。

東京都
以前、北海道に数ヶ月住んでいたことがあり、懐かしさとお品物の好みから貴町を選ばせ

ていただきました。 微力ながら、お役に立てると幸甚です。



8月29日 東京都 子育て支援にご活用ください。

東京都
特産品に惹かれて申し込みました。これからも魅力ある自治体作りに期待しておりま

す！

東京都

「ゆめぴりか・おぼろづき・ななつぼし」の3種類を味わうことができるということだっ

たので、申込みさせていただきました。 どんな味がするのか、今から楽しみにしていま

す！！  農作業は天候の影響も受けやすく、とても大変なお仕事だと思いますが、これか

らも私たちのために安全でおいしい作物を作り続けていただけたら、とても嬉しいです。

よろしくお願い致します。

静岡県 豊かな自然を残し続けて下さい。

千葉県 米とお酒のセットは面白くていい。

東京都

毎年の北海道旅行で、国道１２号の滝川、深川の道の駅などは利用したことがあります

が、北竜の方は一度もありません。この秋に旭川で２泊する用事があるので、ふるさと納

税を機に、道の駅など含め、北竜町を訪ねてみようと思います。

長崎県

九州から遠く離れた北海道。なかなか行く機会がありませんが、 大自然で育った安心安

全なお米を食べるのを楽しみにしています。  減農薬栽培に興味を持ち、寄付を決めまし

た。 これからもますますのご発展を願っております。

東京都
いつもスーパーでゆめぴりかを選んで購入していました．これからも美味しいお米をお

願い致します．

北海道 ひまわり大好きです。

神奈川県 応援しています。

神奈川県 美味しいお米や農産物を作り続けて下さい。

北海道 ひまわり素敵です！

神奈川県 北海道のお米を応援しています

8月30日 愛知県 ゆめぴりかに興味があり応援してます。

神奈川県 頑張って下さい！

岡山県 新米のゆめぴりかを楽しみにしています。

茨城県
きれいなひまわり畑や黒千石にとても興味があります。一度機会があったら訪れてみた

い。これからも町おこしがんばってください。

埼玉県 我が家ではゆめぴりかをずっと愛食しています。

神奈川県

北海道出身で、今は横浜に住んでいますが、去年初めて北竜町のひまわり畑を見に行き

ました。  すごく素敵で印象的でした。 ぜひずっと維持していただきたく、よろしくお願

いします。

神奈川県 こちらのお米を頼んでからファンになりました。

神奈川県 黒千石をたくさん作ってください

愛知県
ぜひ一度訪れてみたいと思います。少ない額ですが、寄付金を有効に使っていただけた

ら幸いです。

三重県 寒冷地でのお米の生産は、大変ですががんばってください。

愛知県

旭川が地元です。増毛に祖父母が居たので、旭川在住時は、よく北竜町を通って増毛に

行ってました。 北海道を離れて20年以上たちましたが、北海道の役に立てればと思い、

思い出のある自治体に寄付をしたいと思いました。今後の発展を期待しております。

神奈川県 これからもおいしいお米をお願いします。

東京都 安全でクリーンな農業、応援しています

京都府
わずかな額ではございますが、納税させていただきます。何かのお役に立てましたら幸い

です。

神奈川県 これからも美味しいもの作りを頑張ってください。

北海道 ゆめぴりか美味しかったです。今度はおぼろづき楽しみにしています。

愛知県

夏休み、ひまわりの里に伺いました。ひまわり、圧巻でした！ ひまわりソフトも子供に

も大好評。素敵な思い出になりました。 特典のお米が届いたら、子供たちと旅行の思い

出とともにいただきます。

東京都 北海道出身なので、少しでも北海道が潤えばいいなぁと思います。



8月31日 東京都
帰省の折に、ドライブで伺うことも多い町です。  自然が豊かで大好きです。  美味しいお

米楽しみにしています。

東京都 ふるさと振興、ガンバです!!

北海道

幼い頃 親戚が沢山おり夏休みには良く遊びに行っておりました  今では高齢ですでになく

なっていたりと 年に一回お墓参りで 通りすぎる街になってしまいました  先日もお墓参り

で通りすぎ 懐かしく思い 今回少ない金額ではありますが 寄付させて頂きます

大阪府
いつもおいしく「ゆめぴりか」いただいております。  これからもおいしいお米を作って

ください。

北海道
子供たちにも安心して食べさせられるおいしいお米をどんどん作って下さい。応援してま

す。

神奈川県 復興支援頑張ってください。

大阪府 　少しですが町の福祉に役立て下さい。


