
【11月の応援メッセージ 】
申込日 住所 町へのメッセージ

秋田県 頑張ってください。

東京都 行ったことない街ですが、お米楽しみにしています！

神奈川県
低農薬で、より安心なものを生産するという姿勢に賛同します。 地震で大変だったで

しょうが頑張って下さい。

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 町の活性化を期待しています。

兵庫県 北海道の地震、大変でした。寄付金を有効に使ってください。

北海道 これからも安全で美味しいお米を作ってください

東京都 おいしいお米をいつもありがとうございます！！

東京都
昨年度も美味しいお米を頂きました 実家が北海道にあり地震の影響をとても心配してい

ます 頑張ってください

北海道 地域医療は大変だと思います。医療の充実を期待します。

徳島県 前回頂いたお米がとても美味しかったです。リピートします！

大阪府
義母が北竜町のもち米でお赤飯を作るのを心待ちしています。街の更なるご発展を祈って

おります。

大阪府
北竜町の農薬節減米のとりくみを応援し、ふるさと納税をさせていただきます。いつも美

味しいお米をありがとうございます。

千葉県
夏の旅行で訪れたひまわり畑が、今も強く印象に残っています。またいつか訪れたいの

で、保全活動頑張って下さい。

東京都 お世話になります。益々のご発展をお祈り申し上げます。

東京都 今後も、より一層の地域発展を、心より願っております。

大阪府 お礼にいただいたお米のファンになりました。 これからもお米作り頑張ってください。

岐阜県 地域振興頑張ってください。

北海道 美味しいお米期待しています

北海道 北海道を盛り上げていきましょう！

千葉県 美味しくて安全なお米がこれからも食べたいです。

大阪府
いつもおいしいお米を作っていただき、ありがとうございます。今回は息子のために無洗

米をお願いしてみました。

神奈川県 美味しいお米をお待ちしております！ 少しでもお役に立てば嬉しいです。

愛知県 町民が安心して暮らせる町つくりに努力してください。

静岡県 いつも美味しいお米をありがとうございます。 応援しています。

福岡県 いつも美味しくいただいています。発送が早いのも助かっています。

大分県
北竜は新婚旅行の北海道で訪れて以来ひまわりを見になんどか足を運びました。今年の雨

の災害は大変だったかと思います。少しでもお役に立てたら嬉しいです。

神奈川県 いつかひまわりを見に行きたいです ゆめぴりか、とっても美味しいです

神奈川県 応援しています。

１１月１日

１１月２日

１１月３日

１１月４日

１１月５日



申込日 住所 町へのメッセージ

東京都

昔祖父母に連れられて、ひまわり畑を見に行きました。素晴らしい眺めとひまわりソフト

の味が思い出に残っています。ひまわり油を肥料にしたお米があると知り、ぜひ食べてみ

たいと申し込みさせていただきました。

山梨県 お米作り、応援しています！！ 低農薬に惹かれました！

大阪府

地震の被害は大丈夫でしたか？ 少しでも被害に遭われた方の力になればと願ってます。

私達も台風２１号で停電や断水などの被害を受けました。早く復興できるようお互い頑張

りましょう。

京都府 お米作りは本当に大変だと思います。どうぞお体に気を付けて下さい。

静岡県 子供が住みやすいまちにしてください。

北海道 少しの寄付ですが、災害に強い町つくりに応援します。

神奈川県
以前北海道に住んでいました。今年の大地震では被害が大きなところはもちろんですが、

色々な面で他の地域も影響を受けられているかと思います。頑張ってください。

兵庫県 地震を乗り越えてください

愛知県
玄米３０キロ　本当にありがとうございます。 なかなか３０キロ単位が高額になってきてますのでと
てもありがたいです

東京都 おいしいお米を楽しみにしています！

兵庫県 毎年美味しいお米が届くのを楽しみにしています。

北海道
いつも美味しいお米をありがとうございます。 北海道米の人気が高く、道民として嬉し

いです。

東京都 皆さんが苦労して育てた美味しいお米を楽しみにしています。

愛知県 新米は特別に美味しいです！

大阪府
いつも北竜町のお米を美味しくいただいています。少額で申し訳ありませんが、ご活用下

さい

愛知県 毎年　玄米をお願いしています。　おいしいです。

和歌山県 毎年美味しいお米を楽しみにしています。

東京都 地域活性応援してます！

千葉県 ゆめぴりかの大ファンです。これからも美味しいお米を作ってください。

北海道 毎年、家族でひまわりを見に行くのを楽しみにしています！

広島県 頑張ってください

東京都 少ない寄付ですが、町の活性化にご活用ください。

大阪府 ずっと応援しています。これからもがんばってください。

愛知県 自然に恵まれた環境を大切に、観光や産業の振興にがんばってください。

神奈川県
最近は気候変化で大変な事もあると思いますが、皆様頑張ってください。そのうち遊びに

行きます！

東京都 出身地の北海道を応援します。

東京都
美味しいお米ありがとうございました。リピートします。安全・安心なお米作り応援いた

します。

１１月６日

１１月７日

１１月８日

１１月９日

１１月１０日

１１月１１日

１１月５日



申込日 住所 町へのメッセージ
北海道 頑張ってください。

神奈川県 いつもありがとうございます。

東京都 以前、北竜町のひまわり畑をみて、感激しました。 応援しています。

愛知県 子育て応援よろしくお願いします！

千葉県 おぼろづき、本当においしいお米です。 これからも作ってください。

東京都 いつも美味しいお米ありがとうございます。

神奈川県 有効に使ってください。

山口県 毎年応援しています

北海道 農業に携わる方々をサポートしてあげてほしいです

茨城県 寄付金を是非活用してください

東京都 北竜町への納税で初めて北海道のお米を買って親近感を持てるようになりました！

１１月１４日 千葉県 これからも安心して食べられるおいしいお米の生産を期待してます

１１月１５日 大阪府 お米おいしかったです。 農家のみなさん、本当にありがとうございます。

北海道
おぼろづき、とてもおいしいお米ですね。 また旅行で北竜町に行ってみたいと思いま

す。

神奈川県 いつも「ゆめぴりか」おいしくいただいております。これからも応援します！

大阪府
いつも北竜町のゆめぴりかをおいしくいただいています。 今度は低タンパク米であれば

いいなぁと思っております。 楽しみにしています☆

東京都 美味しいお米楽しみです。福祉に役立ててください

福岡県 がんばってください

東京都 いつもおいしいお米をありがとうございます。

神奈川県 いつもありがとうございます。

栃木県
北竜町といえばひまわりの町ですね。一度行ってみたいと思っています。美味しいお米、

楽しみにしています。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます。 これからも北竜町を応援します。

埼玉県 いつまでもヒマワリを咲かせてください。

東京都 いつも美味しいお米有難う御座います。

北海道 応援しております。

神奈川県 お米がとても美味しいです。ありがとうございます。

千葉県
オータムフェストで販売していたお米がとても美味しかったです！ これからも美味しい

お米楽しみにしています！

北海道 少しですが、お役立ていただければ幸いです。

東京都 ふるさとチョイスcaféにて

愛知県 お米美味しいです！

１１月２２日 北海道
お米がとってもおいしいです。これからもおいしいお米作ってください。応援していま

す。

福岡県 応援しています

１１月２１日

１１月２３日

１１月１２日

１１月１３日

１１月１７日

１１月１８日

１１月１９日

１１月２０日

１１月１１日



申込日 住所 町へのメッセージ

埼玉県
平成30年の新米ありがとうございました。 ゆめぴりか本当に美味しいお米ですね。北海

道を襲った災害の中、今年も美味しいお米を頂けて幸せです。

静岡県 家族みんな、ひまわりライスの大ファンです！

千葉県
ふるさと納税で北竜町を知ってから、毎年、足を運んでおります。人・自然・雰囲気、と

にかく大好きです。ありがとうございます。

東京都 応援しています！

愛知県 地震復旧　頑張ってください

愛知県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

兵庫県 震災の影響も残っているかと思いますが、更なる農産業の発展に頑張ってください。

静岡県 おいしいもち米ですね。 地域が活性化されることを期待します。

埼玉県 いつも美味しいお米ありがとうございます。

広島県 子ども達の健全な育成のために役立ててください。

島根県 ふるさとの良さを大事にしてください。

埼玉県 毎年おいしいお米を楽しみにしています。

北海道 美味しいお米をこれからも楽しみにしています！

東京都 いつも美味しくゆめぴりかをいただいています。

兵庫県 頑張れ北竜町！

栃木県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

三重県 子供の未来のために一生に頑張リましょう！

奈良県 農業振興を応援しています。

東京都 貴町の益々のご発展をお祈り申し上げます。

群馬県 応援しています。

大阪府 北海道を盛り上げていってください

東京都 是非おいしいお米を作り続けて下さい。

愛知県 北竜町の益々のご発展を祈念いたします。

東京都

還元率は悪くなりましたが、美味しいお米に病身の両親もどれだけ満足し、励まされたか

わかりません。豊かな返納品に心から感謝しております。長く応援させていただきたいで

す！

岐阜県 いつも応援しています

愛知県 おいしいお米を作ってください。応援しています。

秋田県 美味しいお米をありがとうございます。

東京都 前回頂いた玄米、とても美味しかったです、ありがとうございました。

兵庫県 地域の特産品を守り続けられような農業振興にお役立て下さい。

京都府 教育環境の充実に期待します。

神奈川県
若年性認知症の方々の支援、応援しています。 来年のひまわりマラソン、参加できれば

と思っています。

滋賀県 いつも美味しいお米が嬉しいです。

１１月２８日

１１月２９日

１１月３０日

１１月２３日

１１月２４日

１１月２５日

１１月２６日

１１月２７日



申込日 住所 町へのメッセージ
東京都 いつも、美味しいお米を、ありがとうございます。

兵庫県 北竜町の発展応援しています

東京都 これからも頑張ってください！

１１月３０日


