
申込日 住所 町へのメッセージ
群馬県 美味しいお米を作って下さい。
北海道 毎回おいしいお米をありがとうございます。
兵庫県 人が集まる街づくりを！
東京都 みんなが穏やかな生活が出来ます様に！
東京都 町長さん頑張ってください。
埼玉県 いつもおいしいお米をありがとうございます。毎年の楽しみにしています。

東京都
定期的に寄付させて頂いています。美味しいお米を頂き、毎回楽しみにしております。農

業の振興などに寄付金をお役立て頂ければ幸いです。
東京都 美味しいお米をお待ちしております
神奈川県 わずかですが施策にご活用ください

北海道
毎年ふるさと納税させていただいてます。 これからも北竜町の益々の発展をお祈りして

います

北海道
毎年こちらに寄付させてもらっています。 来年、再来年もその予定です。 職員の皆様頑

張ってください。
広島県 応援しています。

埼玉県
おいしいお米ありがとうございました。 今回はもち米をお願いします。 おいしいお米を

これからも作っていってください。
埼玉県 おいしいお米をありがとうございます。
愛知県 北海道のお米がもっと美味しくなって全国に知ってもらいたいです。頑張ってください！

三重県
毎年こちらのお米をいただいています。 本当に美味しいです。今年も楽しみにしていま

す。
神奈川県 いつもお世話になっております。美味しく頂いております。
大阪府 微力ですが、北竜町の発展にお使いください。
北海道 頑張ってください
東京都 いつも美味しく頂いております 頑張ってください 応援しています！
静岡県 がんばれ！寒さに負けるな！
福岡県 応援しています

東京都
いつも美味しい、お米をありがとうございます。貴町の益々のご発展をお祈り申し上げま

す。
千葉県 前にも申し込んだときにお米が大変美味しかったので、これからも楽しみにしています。
千葉県 北竜町の益々の御発展を祈念申し上げます。

兵庫県
いつもおいしいお米を送っていただきありがとうございます。ここ何年かずっとお世話に

なっています。今後もぜひ続けてくださいね。
東京都 リピートします。安心安全なお米づくり、貴町の益々の発展応援しています。

神奈川県
こちらでは、あまり知られてはおりませんが、おぼろづきが大好きです！ 厳しい寒さとの闘いで育

んできた美味しいお米です。 生産者の皆さん頑張ってください。

★１０月１日～３１日までの町へのメッセージ

10月1日

10月2日

10月3日

10月4日

10月5日



申込日 住所 町へのメッセージ
大阪府 ゆめぴりかおいしいです。
京都府 遊びに行きます！
大阪府 綺麗なひまわり 咲かしてください！
愛知県 リピートです 美味しいお米ありがとうございます
愛知県 ひまわりのある街づくりをこれからもがんばってください
栃木県 いつか行ってみたいです

北海道
毎年、ヒマワリを見に行きます。 たくさんのヒマワリに心癒されます。 どうぞ、いつま

でも素敵な町であってください。

千葉県
低農薬での米作りは大変だと思いますが、安心して食べることができます。有難うござい

ます。北竜町の皆様の益々の健康と御発展をお祈り申し上げます。
北海道 毎年寄付して応援しています。
栃木県 毎度おいしいお米をありがとうございます。
大阪府 天候不順が続きますが、これからもおいしいお米を作ってください。
神奈川県 とても美味しいお米です。リピートしてます。
神奈川県 またひまわり畑を見に行きたいと思います。
福岡県 ここ数年、お米が届くのを楽しみにしています。

京都府
こちらのお米を食べてから、すっかりゆめぴりかのファンになりました。 なかでも北竜

町のお米は本当に美味しいです。 これからも美味しいお米を作り続けてください。
埼玉県 いつも美味しいお米、ありがとうございます。
埼玉県 町の発展のため応援させていただきます。
群馬県 去年もらった返礼品の中で一番おいしいお米でした

東京都
いつも美味しいお米をありがとうございます。 様々な苦労があると思いますが頑張って

下さい。 私も美味しいご飯を頂いてがんばります。
東京都 応援しております！
北海道 きたくりんははじめて食べます。楽しみです。
東京都 ひまわりも、応援しています。
東京都 ふるさと創生応援しています！
愛知県 これからも 美味しい安全な農産物をつくってください
埼玉県 美味しいお米作りをこれからも！
福岡県 がんばってください
山口県 引き続き応援しています

埼玉県
これからも魅力ある街つくりを応援致します。農家のみなさんが元気で活躍する場のお役

に立てればと思います。

千葉県
毎年おぼろづきをいただいています。大変美味しく毎年楽しみにしています。頑張ってく

ださい。

東京都
おいしいお米を楽しみにしてます！ HPで新米の収穫が始まったのがわかって良かったで

す。

10月6日

10月7日

10月8日

10月9日

10月10日

10月5日



申込日 住所 町へのメッセージ
北海道 応援しています。
東京都 安心・安全・おいしいお米　ありがとう！
東京都 がんばってください。
京都府 いつも大変お世話になっております。応援しています。
愛知県 ゆめぴりか美味しいです！
東京都 少しですが、有効にご活用ください。
大阪府 お米、楽しみにしています。 大切に食べさせて頂きます
埼玉県 おいしいお米を作り続けてください。 北竜町がんばれ。
岩手県 一度訪問してみたいです！

京都府
いつもおいしいお米をありがとうございます。今回は初めての品種なので、楽しみです。

これからも応援していきます。
東京都 ひまわりを毎年楽しみにしております。今後も継続をお願いします
福岡県 去年美味しかったのでリピートします。
東京都 今年もおいしいお米期待しております。
東京都 豊かで美しい自然を大切にしたください。
北海道 応援してます。

大阪府
実家の母が赤飯を作るのに北竜町のもち米を使って炊くと大変美味しいと喜んでいます。

今年も楽しみにしています。
奈良県 リピートです

東京都
美味しくて安心安全なお米をいつも有難うございます。毎月お願いしているので、年間頒

布にしていただけると嬉しいです。
東京都 頑張って！
神奈川県 少子化対策に使ってください

京都府
いつも北竜町のゆめぴりかの美味しさに感動しています。農家さんに感謝！応援していま

す。
神奈川県 美味しいもち米を今年も楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

愛知県
ふるさと納税を通して知った北竜町の人々の暮らしの安定と安心、素晴らしい環境の自然

保持を応援しています。
静岡県 いつか行ってみたいです。
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 素敵な街づくりのためにお役立てください。
北海道 がんばってください
北海道 いつもお世話になってます
東京都 頑張れ
神奈川県 頑張ってください。
神奈川県 これからも品櫃の良い作物を育成していってください。応援しています。
静岡県 北竜町の皆様の益々のご活躍をお祈りします

10月12日

10月13日

10月14日

10月10日

10月11日



申込日 住所 町へのメッセージ
神奈川県 ひまわりを見て、ゆっくり温泉に入る！ またゆっくりと遊びに行きます。
千葉県 おぼろづき、何度もリピしています。美味しいお米ですね。
滋賀県 僅かな額の寄附ですが、少しでもお役に立てれば嬉しく思います。
大阪府 ひまわり とても綺麗でした！ いい卒業旅行になりました！

愛知県
30数年前に愛知県からバイクツーリングで訪れ広大なひまわり畑を見て感動しました。ふ

るさと納税で応援できると思い行いました。
兵庫県 毎年、おいしいお米をありがとうございます。
兵庫県 お米がおいしいので、いつか現地で頂きたいです。
青森県 農薬を減らしたお米作り応援しています。頑張ってください！
東京都 お父さんひまわりライスの普及頑張ってください。

静岡県

玄米を頂いて３年目ですが、美味しいので玄米食が続いています。健康診断でもよい結果

が出ており、玄米の力を感じています。これからも安全でおいしい玄米を作り続けてくだ

さい。
三重県 北竜町の益々の発展を！
神奈川県 頑張ってください
岐阜県 何度も寄付しています。少子化対策に力を入れてください。 応援しています。
東京都 これからも美味しいお米を作ってください。

10月16日 神奈川県 新米楽しみにしています。
東京都 これからもおいしいものを作り続けてください
北海道 いつも美味しいお米を有り難うございます 僅かですが、お役立て下さい
東京都 毎年新米を楽しみにしています。 少しですが、町の為に役立てて頂ければと思います。
大阪府 いつも美味しいお米をありがとうございます．
神奈川県 美味しいお米を作り続けてください
福岡県 がんばれ北海道
福岡県 応援しています！頑張ってください！

北海道
少ない寄附金ですが、農家の方が安心してお仕事ができることに使ってください。 おい

しいお米を楽しみにしております。
神奈川県 いつも美味しいお餅をいただいています。 今回も楽しみにしています。
千葉県 安全で美味しいお米づくりを応援しています！
滋賀県 いつまでも美味しい米が作れる自然を守って下さい。
埼玉県 これからも素晴らしい街でいてください
北海道 頑張れ北竜町
北海道 ほんのお気持ちですが、子供たちが安心して過ごせる街づくりに協賛させて頂きます。
愛知県 応援しています

東京都
北竜町ではないですが北海道出身です。 なかなか行く機会がないですが、微力ながら応

援しております。
10月21日 愛知県 頑張ってください

10月19日

10月20日

10月14日

10月15日

10月17日

10月18日



申込日 住所 町へのメッセージ
東京都 ひまわりの街、自然景観を維持してください
愛知県 自然豊かな恵まれた土地を大切に、これからも農業や産業に頑張ってください！

奈良県
今回初めてふるさと納税をさせていただきます。 魅力的な返礼品なので、また来年も楽

しみにしています。
京都府 はじめまして、お世話になります。ふるさと納税よろしくお願いいたします。

東京都
お米を作ってる皆さんが健康で過ごせますように、ふるさと納税しました。 美味しいお

米も楽しみです。
石川県 頑張ってください
東京都 ひまわりライス楽しみに待っています。

静岡県
どんなお米なのか楽しみです。自宅に精米機があるので食べる直前に精米して食べます。

どんなお米か楽しみですね。
千葉県 観光PR等に役立てて下さい
東京都 美味しいお米、楽しみにしております。

東京都
全国に安心・安全な農産物を届けて下さっていることに感謝しています。これからもよろ

しくお願いします。 一度は「ひまわりまつり」を見に行ってみたいです。
福岡県 頑張ってください！
東京都 応援しています。
長野県 お互い厳しい冬が到来しますが、頑張っていきましょう。
大阪府 リピーターです。 美味しいです。香りも味もいいです。

東京都
これからも、美味しいひまわりライスを楽しみにしています。（今年の新米も、とても美

味しかったです）

北海道
以前も寄付させていただきました。返礼品のお米がとてもおいしかったです。これからも

美味しいお米を作れるよう、健康増進を願います。
東京都 毎年何回か、北竜町のゆめぴりを頼みますが、美味しいです。
兵庫県 北海道のご飯、楽しみです。
東京都 応援しています。
東京都 おいしいお米を楽しみにしています！

東京都
お米はいつも北竜町と決めています。 いつもおいしいお米をありがとうございます。 北

海道、応援しています！
埼玉県 頑張ってください！
東京都 地域発展に繋がる事、お祈り申し上げます。

東京都
美味しいお米なので何回もリピートさせて頂いています。 寄付金は農業等の振興にお役

立て頂ければ幸いです。
神奈川県 毎日北竜町のゆめぴりか食べています。 とっても美味しいです。 低農薬もいいですね。

静岡県
以前の応援メッセージが紹介されていてびっくりしました。 今年の新米を楽しみに待っ

ています。
千葉県 いつも応援しております。

10月26日

10月22日

10月23日

10月24日

10月25日
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愛知県
将来子供達が安心、安全な暮らしが出来る町に、又働ける企業が有り人口が増えて行くよ

うな町になる事を願います
神奈川県 おいしいお米をありがとうございます。
和歌山県 いつも美味しいお米を有難うございます。 福祉の充実にお役立てください。
東京都 来年も美味しいお米を待っています！

神奈川県
北竜町のおぼろづきが大好きで何度もふるさと納税をしています。美味しいお米をありが

とうございます。
東京都 子育てに役立ててくれれば嬉しいです。
奈良県 少額ですが、活用していただければ幸いです。
埼玉県 北竜町という町を知るいい機会になりました。応援してます。
東京都 令和元年産のお米をお願いします。
埼玉県 益々のご発展をお祈り申し上げます

埼玉県
知り合いが、御町に在住しております。ますますの住み良い町づくりを切に願っておりま

す。少額ですみません。

東京都
玄米も何度かおいしくいただいています。環境や人にやさしい米づくりをこれからも続け

てください。
愛知県 いつもおいしく頂いております。ありがとうございます。

千葉県
こどもにも安心して食べさせられる、美味しいお米です。何度もお礼の品としていただい

ています。
岐阜県 がんばってください。
北海道 いつも美味しくいただいています！ありがとうございます。
群馬県 毎年選ばせてもらっています。 これからもおいしいななつぼしを作ってください。
愛知県 住民の方々が安心して暮らせる街づくりを期待しています
大阪府 北竜町のお米はおいしいですね。 応援しています。
東京都 微力ですがお役に立てれば幸いです
神奈川県 子育て支援頑張ってください。美味しいもち米ありがとうございます。
神奈川県 子育て支援応援しています　頑張ってください
大阪府 毎年おいしいお米をありがとうございます。 今年もよろしくお願いします。
東京都 地域の子どものために役立てて下さい。
北海道 美味しいお米をこれからも作ってください！
埼玉県 以前利用して非常においしかったです。
東京都 町の発展の為にお使いください。
東京都 少しですがお役立てください。

10月26日

10月27日

10月28日

10月29日

10月30日

10月31日


