
【10月の応援メッセージ 】
申込日 住所 町へのメッセージ

北海道 美味しいお米は町の力の源ですね。未来を作る子どもたちのために活用してください。

北海道
毎年北竜の新米を楽しみにしています。今年は冷夏や台風の影響で大変だったのではない

でしょうか。無事収穫の秋を迎えられたようで、ほっとしています。

神奈川県
ヒマワリを見に何度か訪れて、楽しい思い出があります。維持管理が大変だと思います

が、頑張ってください。

東京都 地震があり大変でしたが、頑張ってください。 美味しいお米楽しみにしています。

茨城県 頑張って下さい。

東京都 ゆめぴりか、とても美味しくいただいています！

北海道 北竜町出身です。兄夫婦、両親が在町。

埼玉県 頑張ってください！

神奈川県 ますますのご発展を願っています。

福岡県 応援します 北竜町

群馬県 美味しいお米を作ってください。

神奈川県 いつも美味しいお米ありがとうございます。

神奈川県 かなり気に入ってます。

愛知県
前回送ってもらったお米もとても美味しかったです。これからも応援しています、よろし

くお願いします！

兵庫県 地震、台風と災害が続き大変苦労されていることと思います。頑張って下さい。

大阪府 地震の影響で大変だと思います。小額ですがお役に立てば幸いです。

愛知県
8月、北海道旅行に行きました。 ひまわりを見てきました。 来年もぜひ行きたいと思いま

す。

東京都 北海道大好きです！

愛媛県

どの自治体にも言える事ですが、医療福祉の充実を望む方は沢山いらっしゃると思いま

す。 老若男女どの世代の方も住みよい町になる様、微力ながら応援させて頂ければと思

います。

鳥取県
毎年、寄付させていただいております。 数あるお米の中でも、北竜町の ”ゆめぴりか” が

私にとっては極上品です。

青森県 医療・福祉の充実にお役立てください。

東京都 いつも美味しいお米楽しみにしています。 応援しています、頑張ってください。

東京都 お父さんが北竜町のために頑張って働いているので応援します。

兵庫県 地震被害はなかったでしょうか？ 北竜町の皆さん頑張って下さい。

長野県 応援しています。

大阪府 美味しいお米沢山作って下さい。

大阪府 ひまわりが大好きで、北竜町のひまわり畑が大好きです。これからも、応援しています！

神奈川県 いつも美味しいお米を作って頂きまして、どうもありがとうございます。

千葉県 子供は国の宝です。教育関係に注力してください。

10月1日

10月2日

10月3日



申込日 住所 町へのメッセージ
沖縄県 沖縄から応援しています。

千葉県 いつもおいしいお米を食べられ感謝しています。

栃木県 頑張ってください！

岡山県
全国の米を頼んでいます。 良ければリピートします。北海道応援で今回は北海道に しま

した。

岩手県

２０１７年に旅行で訪れ、道の駅のJA産直でメロンとスイカを購入して大変気に入り、今

年も購入しました。 ７月９日に行きましたが、残念ながら「ひまわり」の開花には早す

ぎて、広大なひまわり畑だけをみてきました。街路灯のひまわりのデザインがとても印象

的でした。

北海道 いつもおいしいお米、楽しみにしています。地震大変でしたが頑張ってください。

東京都 ひまわり畑の写真が素敵でした。一度訪れてみたいです。

東京都 昨年も美味しいお米をいただきました。これからも応援していきます！

愛知県 美味しいお米を楽しみにしてます 来年度もまた申し込みしたいです❗

大阪府 今年も頑張ってください。

愛知県 頑張ってください！！

埼玉県 いつもありがとうございます。

鳥取県 今年も新米が楽しみです！

埼玉県 昨年度いただいたお米がとても美味しかったです。またよろしくお願い致します。

神奈川県 おいしいお米をありがとうございます。

兵庫県
昨年いただいたお米おいしかったです。今年も申し込みました。これからもおいしいお米

よろしくお願いします。

北海道 御町の安心・安全なお米作りを応援し続けます。

山梨県 今後もおいしいお米をお願いします。

愛知県 早期復興を願う

岡山県 ゆめぴりか美味しいです

東京都 応援してます！

大阪府
出張に行ってから毎年寄付して応援させて頂いております。今後もふるさとのような気持

ちで応援したいと思います。

愛知県 いつもおいしいお米をありがとうございます。

神奈川県 子育てしやすい環境づくりに取り組んでいただきたいと思います

神奈川県 安全安心でおいしいお米を作ってください

埼玉県 今年は台風の影響等、自然災害が多発しておりますが、頑張って下さい。

岡山県 地震をはじめ色々とありましたが北海道らしくおおらかな心で頑張って下さい。

埼玉県 北竜町のゆめぴりかが、一番おいしいです！ 近年ずっと食べてます。

千葉県
いつも利用させていただいてます。今回は今年の新米ということでいつも以上に楽しみに

しています。

10月3日

10月4日

10月5日

10月6日



申込日 住所 町へのメッセージ

滋賀県

いつもおいしいメロンをありがとうございます。今年3回目のリピートです。今年は地震

や台風に見舞われ大変だったと思いますが、皆様が少しでも早くいつもの暮らしに戻れま

すよう祈っております。

神奈川県 頑張ってください！

奈良県 災害に負けず、頑張ってください。

大阪府
毎年ふるさと納税をし美味しいお米をいただいています。  これからも安全で美味しいお

米を作るために寄付金を役立ててください。

神奈川県 地震・台風の被害は大丈夫でしょうか、心配しております。

東京都 おぼろづき　以前食べて以来ファンになりました。

神奈川県
地震の被害、影響はございませんか？いつも美味しいお米をありがとうございます。これ

からも応援します。

大阪府 毎年楽しみにしてます。少しでもお役に立てば幸いです。

東京都
子どもや子育て世代の方々にお役に立てばと思い寄付いたしました！発展をお祈りしてい

ます。

福島県 応援しています。

滋賀県 がんばれ北海道

東京都
北海道は旅行で何度も訪れたことがあり、私にとって大切な場所です。北竜町にもぜひ機

会を見つけて訪問できたら嬉しいです。地域の発展を応援しています。

愛知県 震災に負けず、頑張ってください

愛知県 北海道のお米が、だいすきです。

愛知県 農業の発展に頑張ってください

北海道 北竜町のお米、いつも美味しくいただいております。

愛知県 これからも北竜町の農産物に期待しております。

兵庫県 少子高齢化の中、特色ある街づくりにお役立てください。

埼玉県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

千葉県

今回の地震、台風はいかがでしたか？　最近の北海道も少し前とはずいぶん環境が変わっ

てきていますね。学生時分より北海道にはあこがれて、何度も通いました。困難な状況も

多いと思いますが、頑張ってください。

大阪府 北竜町のご発展を願っております。

北海道 今年も応援します

兵庫県 北竜町のお米は最高においしいとおもいます。

静岡県 おいしいお米をいつもありがとうございます。

愛知県 北竜町のお礼の品は最高です！頑張ってください！

北海道 頑張ってください。

東京都 地域の発展を期待しています。

埼玉県 応援してます

10月6日

10月7日

10月8日



申込日 住所 町へのメッセージ

東京都
低農薬米に取り組んでいらっしゃる皆様、大変なことが多いかと思いますが、頑張ってく

ださい。

兵庫県

今年の夏は、酷暑や地震や台風など、大変な年でしたが、皆さまお変わりありませんか。 

以前からも貴所のお米を、美味しく いただいておりました。 今年もよろしく、お願いし

ます。

愛知県 引き続き、応援しています！

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 魅力ある町づくりをこれからも頑張って下さい

兵庫県 毎年正月のもちを北竜町のもち米で作っておいしくいただきます。

北海道 とても美味しいお米で、これからも応援したいです。 頑張ってください！

東京都 自然の豊かな美しい町、北竜町！頑張れ！

静岡県

8月に北海道旅行の際に、ひまわり畑を見に行きました。 時期が少し遅かったみたいでし

たが、畑ごとに開花時期をずらしているみたいで、一面のひまわりが見られて良かったで

す。 あまりゆっくりと出来なかったので、また改めてベストシーズンに伺いたいと思い

ます。

北海道 北海道のお米農家が元気になりますように応援しています！

岐阜県 少子化対策に力をいれてください。

滋賀県
ゆめぴりかいつも美味しく頂いています。 出産したばかりなので、北竜町の子供達のた

めに良い町づくりに役立てて欲しいと思いますので、寄付させて頂きます。

東京都
いつもおいしくいただいております。妻が「北竜町のゆめぴりかじゃないとヤダ！」と言

うくらい、おいしいです。

神奈川県
私の実家の農協が「ひまわり農協」で，北竜町とつながりがあり，家族が北竜町を訪問し

たことがあります。応援しています。

東京都 日本の農業の繁栄を希望してます

福岡県 応援しています。

愛知県 頑張ってください。

愛知県 地震の影響はどうでしたか？地域振興頑張ってください。

兵庫県 応援しています。

北海道 ひまわりをまた見に行きます。

兵庫県 いつもおいしいお米をありがとうございます。

神奈川県

前回送っていただいたお米は本当においしくありがたくいただきました。 北海道ではま

だ地震が続いていること心配しております。 これから次第に寒い季節になりますが、皆

さまご自愛ください。

大阪府 観光も、農業も頑張ってほしいです

愛知県 素敵な街づくり応援してます！

北海道
北竜のお米は 全国 どこに送らせて頂いても 喜ばれます。 美味しいお米を有り難うござい

ます。

10月10日

10月8日

10月9日

10月11日

10月12日



申込日 住所 町へのメッセージ
福島県 頑張ってください。

神奈川県
昨年、もち米をいただいて、大変美味しかったです。今年もよろしくお願いします。頑

張ってください。

東京都 がんばってください。

福島県 頑張ってください。

神奈川県 頑張ってください。

千葉県 元気な子供達の未来のために

岐阜県 昨年おいしいお米をいただきました。今年も楽しみにしています。

福島県 震災の影響は無いでしょうか

愛知県 応援しています

東京都 お米、いつも美味しく頂いています！ 寄付金は町のために有効活用して下さい。

埼玉県
20年前に北海道に居住していたときに訪れて見たひまわり畑を思い出します。毎年美味し

くいただいています。いつかまた訪れたいと思います。

神奈川県
いつも美味しいお米を届けていただきありがとうございます。美味しく食べさせていただ

いています。これからも応援しています。

北海道 これからも応援します。

北海道 今年の天候は如何でしたか？ 美味しいお米をありがとう！

静岡県 3回目です。お米とっても美味しいです！

大阪府 おいしい玄米で、ありがたくいただいております。

神奈川県 これからもおいしいお米を育ててください。

兵庫県 今年は災害が多く大変だと思いますが、美味しいお米作り頑張ってください。

石川県 おいしいお米を楽しみにしています。

東京都 良い商品を待っております。低農薬とかの商品、ますます期待しております。

神奈川県 おいしいお米を作り続けてください。

千葉県 8月にもゆめぴりかをいただきました。おいしかったです。

北海道 がんばってくださいね。

静岡県 頑張ってください。

愛知県 住みよい町づくりを応援しています。

東京都 応援しています。

東京都 応援してます。

奈良県 毎年 寄付してます。特別栽培、頑張って下さい。

大分県 北竜町を応援しています。これからもいいお米をつくってください。

愛媛県 よそのお米は物足りなく感じてしまいます。

愛知県 頑張って下さい

大阪府 地震の影響は大丈夫でしたか？皆さんが元気に過ごされることを応援しています。

広島県 農薬を減らした玄米は魅力的です。今後とも、楽しみにしています！

埼玉県 農業振興を応援しております。

10月12日

10月13日

10月14日



申込日 住所 町へのメッセージ
北海道 いつも北竜町の美味しい玄米楽しみにしています(^_^)/

東京都 これからもよろしくおねがいします。

群馬県 いつも美味しくて安心して食べれます。ありがとうございます。

山口県 少額ですが、お役立てください。

神奈川県

昨年も寄付させていただきました。とても美味しいお米の返礼品をありがとうございまし

た。今北海道は大変な地域もあると思いますが頑張ってください！これからも美味しいお

米を作り続けてください

静岡県 頑張ってください

東京都 毎日北竜町のおいしいお米を頂いております。新米も大変たのしみにしております。

京都府
信頼できる美味しいお米作ってくださりありがとうございます。感謝していただいていま

す。

神奈川県 お米がとても美味しいです

栃木県 おいしいお米をありがとうございます。

島根県 北海道の農業を応援しています。

京都府 いつも仕事でお世話になっております。 ありがとうございます。 応援しております！

愛知県 いつもおいしくお米を頂いています。 これからも応援しています！

愛知県
20年以上前にバイクツーリングで訪問したことがあります。広大なひまわり畑に感動しま

した。いつか、また北竜町に遊びに行きたいと思います。

静岡県 毎年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作り続けて下さい。

福岡県 頑張ってください。

東京都 手間がかかると思いますが、安全なお米作りを続けて下さい。応援してます。

愛知県 頑張れ北海道！！ 地震に負けるな！！

神奈川県
毎年美味しいもち米を送っていただきありがとうございます。お赤飯をつくり御近所にも

おすそ分けし喜んでいただいております。今後も続けて応援させていただきます。

神奈川県 おい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。

東京都
地震で大変でしたでしょうが、これからも応援しています。頑張ってください。 いつも

美味しいお米を有難うございます。家族みんなで有り難く戴いております。

静岡県 地域の活性を応援しています。

大阪府 安心安全なお米づくりを応援しております。

北海道

北竜のななつぼしに惚れました。白米としても玄米としても美味しく食べてます。私自

身、教育に携わる人間としてそちらで支援したく思ってます。これからもサポーターとし

て応援していきたいです。

東京都 北海道が元気になるよう頑張って下さい！

東京都 応援しています。 頑張って下さい。

鹿児島県 北竜町の発展を楽しみにしております。

大阪府 いつもおいしくいただいています。よろしくお願いいたします。

北海道 ご活躍を期待しております

10月14日

10月15日

10月16日

10月17日

10月18日



申込日 住所 町へのメッセージ
大阪府 いつも美味しいお米を作ってくださり、ありがとうございます。

大阪府 気候変動などに負けず、美味しいお米を作ってください。

神奈川県 頑張ってください！

千葉県 頑張ってください

福岡県 お世話になります。　 美味しいお米を心待ちにしています。よろしくお願いします。

神奈川県 美味しかったのでリピートさせて頂きます。 楽しみにしております。

愛知県 おいしいお米を楽しみにしてます

愛知県 これからも北海道のお米は上手い！と言われ続けるよう頑張って下さい

東京都 住みやすい、素敵な町になるよう、応援しております！

兵庫県 がんばってください！

東京都 ひまわり、ゆめぴりかのファンです

北海道 昨年、美味しいお米でしたので、また申し込みします。楽しみにしています。

東京都 北竜町のゆめぴりか、本当においしいです！！

兵庫県 おいしいお米つくりに邁進してください。

千葉県 頑張れ北竜町！

東京都
妻が空知出身で、今年で3年目になるかと思います。 おいしいお米づくりとともに、地域

の活性化に期待しております。

奈良県 災害の影響もあったようですが、頑張って下さい。毎年応援しています。

和歌山県 頑張れ北海道 頑張れ北竜町 これからも日本が元気になる美味しいお米をお願いします

神奈川県 地震に負けずがんばってください！

大阪府

小さい頃に北海道に住んでいたため愛着があります。いつ行ってもいいところですね。 

今年は地震があり、作物だけでなく住民の方々にも大きな被害があったと思います。これ

から冬になって大変になると思いますが、少しずつ前進できることをお祈りしています。

東京都 いつももち米おいしくいただいています。

北海道 頑張って！

愛知県

毎年北竜町のとてもおいしくて安全なお米を楽しみにしています。今年は地震が多い年で

すが、名古屋から応援しています。これから寒い季節になりますが、お身体気をつけて頑

張ってください。

東京都
いつもおいしいお米が食べたくて応援しています。 初めて食べたおぼろづきとてもおい

しかったです。

広島県 これほどおいしい玄米は初めて食べました！！

静岡県 地震の影響で大変だと思いますが、今後もおいしい米作りを期待しています

岡山県
厳しい冬の足音が近づいています。お年寄りから子供まで元気で明るく越冬できますよう

に！

埼玉県 １日も早い復興をお祈りします

京都府
いつもおいしいお米をありがとうございます。柔らかくてコクがありますね。歯の弱い母

に送ってます。

10月18日

10月19日

10月20日

10月21日



申込日 住所 町へのメッセージ
茨城県 前回も同じものをお願いしました。 おいしいお米をありがとうございます。

北海道
北竜町はお米がおいしいところだと聞いております。楽しみにいたしております。少しで

すが、町の皆様のお役に立てれば幸いです。

栃木県 これからもよい返礼品をおねがいします

東京都 環境を維持してください。

千葉県 何度も利用しています。美味しいお米です。

東京都
毎年お餅をついていますが、こちらのもち米はモチモチでとてもおいしくいただいていま

す。

愛知県 とても、おいしいので 毎年楽しみです。

山形県 前回のお米が大変好評でしたのでもう一度寄付させていただきます。

神奈川県 今年も美味しい新米楽しみです

兵庫県 住みやすい街を目指して下さい

東京都
毎年、北竜町産のゆめぴりかをおいしくいただいています。 低農薬というのも継続して

ほしいと思います。

千葉県
以前北海道に住んでいた時にひまわり観に行きました。とてもいいところでした。頑張っ

てください！

北海道 ありがとうございます。

神奈川県 応援してます。

埼玉県
昨年、ふるさと納税でお米の返礼品を頂きました。とても美味しいお米で感激しました。

今年も楽しみにしています。

北海道 毎年北竜町に寄付して応援してます！

東京都
今年も北竜町のもち米で来年のお餅をつかせて頂きます。微力ですが農家の方の励みにな

れば幸いです。

埼玉県 今回も宜しくお願いいたします。

東京都 頑張って下さい。

大阪府 いつも美味しいお米を有難うございます。 家族みんなに評判が良いです

奈良県 がんばれ

千葉県 今年は大きな災害もあり何かと大変でしょうが頑張って下さい、応援致しております。

東京都 安心安全な農作物を作り続けて下さい。いつも美味しいお米をありがとうございます。

東京都 少しでもお役に立てれば幸いです。

愛知県 医療の充実に是非活用してください。

東京都
総務省に負けないように頑張ってください。応援しています。 頑張れ、北竜町。総務省

に負けるな。

東京都 台風で大変でしたね。 今年のお米はいかがですか？ 楽しみにしていました。

神奈川県 地震の被害少なくてよかった。ひまわり大丈夫かな

神奈川県 毎年継続して、楽しみにしてます。

愛知県 頑張れ！北竜町！！

10月22日

10月21日

10月23日



申込日 住所 町へのメッセージ
北海道 同じ北海道民として応援します。

埼玉県 これを機に北竜町について知りたいと思います。

神奈川県 頑張って下さいね。

東京都 些細ですが、医療・福祉事業にお役立ていただけると嬉しいです。

神奈川県 遠くから応援してます。

神奈川県

地震大丈夫でしたか？ 昨年頂いたお米があまりにもおいしくて、すっかり「ゆめぴり

か」ファンになりました。 あの独特の「にちゃにちゃ感」がたまりませんね。。 今年も

北竜町の新米が食べられると思うと、期待で胸いっぱいです。 田んぼの神様と北竜町の

皆様に感謝して、いただきます。 ありがとうございました。

千葉県 米作り頑張って下さい。応援しています。

福岡県 わずかですがお役に立てば幸いです

愛知県
北竜町のゆめぴりか　何度か頂いていますがとても美味しいです。子供も良く食べ気に

入っています。これからも美味しいお米を作って下さい。

千葉県 自然と人を大切にする農業を進めていってください。

愛知県 今後も安心安全なお米の生産を応援します。

群馬県 がんばってください！

北海道 いつも安全で美味しいお米をありがとうございます

埼玉県 いつきは直接遊びに参りたいと思います。

北海道 おいしい農作物をつくっていただきありがとうございます。

神奈川県 頑張ってください！

埼玉県 子供たちが喜ぶ事業に使って下さい。。

北海道 北竜町の頑張りは北海道の誇りです！応援します。

千葉県 これからも安全で美味しいお米を作ってください。

大阪府 いつもおいしくいただいています。よろしくお願いいたします。

東京都 応援しています。頑張ってください。

東京都 お米本当においしいです。有難うございます。

東京都 名前がかわいいきたくりん！今年も美味しいお米待ってます～

北海道 安全安心なお米作りをこれからも期待しています。

神奈川県 災害に負けないでよい農作物を生産してください

東京都 おいしいお米、いつもありがとうございます。

埼玉県
毎年少額ですが寄付させていただいております。貴町のご発展を心より祈念いたしており

ます。

静岡県
政府の方針とは言え返礼品の量が少なくなるのであれば残念です。 でも北竜町を応援す

る気持ちは変わりませんので頑張ってください。

千葉県 美味しい低農薬米を、これからも生産してください。新米を毎年、楽しみにしています。

茨城県 今年も新米をおいしくいただいています。

神奈川県 今後も頑張って

10月23日

10月24日



申込日 住所 町へのメッセージ
大阪府 お礼の品に惹かれて寄付しました。 少額ではございますがお役立てください。

東京都 いつも美味しいお米ありがとうございます。

東京都
地震や自然災害が多い北海道と伺っておりますが、是非頑張って頂きたいと思います。 

引き続き応援致します。

東京都 いつも美味しく頂いております。 今回父母にも送付したいと思います。

東京都 自治業務は大変ですが、頑張ってください。 遠方の東京より応援しています。

三重県
毎回おいしいお米をありがとうございます。「おぼろづき」がとても気に入って、いつも

リピートしています。

三重県
毎年安全で美味しいお米をありがとうございます。 いつか北竜町のひまわり畑を見に行

きたいです。

神奈川県 いつも発送がスムーズで気持ち良いです。

千葉県 いつもお米を美味しくいただいています。

兵庫県 頑張ってください。

兵庫県

いつも美味しいお米をありがとうございます。地震大変でしたね。心配しておりました

が、北竜町は大きな被害がなかったとホームページで拝見しました。北海道の復興をお祈

りしております。

東京都 北海道の自然を大切にしてください

北海道
北竜町のヒマワリが大好きで、毎年見に行っています。 来年もまた、素敵な景色に出会

えますように！

東京都
毎年少しで申し訳ありませんが。 何か町のために役に立てばと思っております。 美味し

いお米を楽しみにしております。

神奈川県 応援しています❣️

北海道 安全な農作物の生産を、今後もよろしくお願いします

大阪府

今年の地震は、大丈夫でしたか。 とても心配してました。 憧れの北海道です！お米は、

いろんな産地のいろんな種類のお米を食べてきましたが、北竜町がダントツで1番で

す！！ これからも、町をより一層の発展を期待してます！！

北海道 安全なお米の生産、ありがとうございます。

神奈川県 がんばってください🤗

神奈川県 自然に優しい農業を応援しています。

北海道 些少ですが，まちづくりにお役立てください。

岐阜県 自然豊かな北竜町を応援し続けていきたいと思います。

東京都 今年も応援いたします

東京都 いつも安心して食べられて、どこよりも美味しいお米をありがとうございます。

新潟県
これから厳しい冬がやってきますが、皆さんお体を大切になさってください。美味しいお

米を楽しみにしております。

静岡県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

栃木県 これからも美味しいお米の生産応援しています。

10月24日

10月25日



申込日 住所 町へのメッセージ

北海道

昨年のお米がとても美味しかったので 今年度もお願いさせていただきます。 実は既に今

年の札幌大通りのオータムフェスタで購入させていただいており、変わらずの美味しさに

感動させていただきました。  来年こそは是非ひまわりを見にうかがいたいです。

北海道
何かの縁で北竜町に3～4年ふるさと納税させていただきました。新しい返戻品によっては

これが最後になるかもしれませんが、いままでおいしいお米ありがとうございました。

埼玉県
国家権力に負けないで欲しかったです。30%なんぞに縛られないで下さいね。応援してお

ります。

愛知県 一日でも早い復興を願っています

栃木県 温泉施設を充実させて

東京都 応援しています！

愛知県
いつも美味しいもち米でお赤飯をいただいています。 農業を頑張っている北竜町を応援

しています。

東京都

昨年（分）も申し込みました。 大変ありがたくおいしくいただきました。 細やかなご対

応、返礼品の量や低農薬ということにも惹かれ、また申し込みました。 玄米で食べてい

る為、低農薬の北竜町のお米により魅力を感じています。 （なので、「きたくりん（と

ゆめぴりかのセット）」の玄米版があればそれをぜひ申し込みたかった。） もっと玄米

の種類を増やしてほしいと思っています。 それにしても、今回の返礼品の見直しは私に

は大変残念ですが、 大変でしょうが、これからも、こだわっていただけましたら嬉しい

です。

島根県
ななつぼし美味しかったので、リピートします。 返礼品内容変更後も残ることを希望し

ます。

東京都 贈り物に美味しい『ななつぼし』を選びました。 喜んでもらえると思います。

東京都 北竜のひまわりを見るのが大好きです。

東京都 素晴らしいお米を作り続けてください

愛知県 寄付を使っていただけると嬉しいです。

10月25日

10月26日

10月31日


