
【 １１月の応援メッセージ 】
神奈川県 北竜町にぜひ行ってみたいです！
岐阜県 これからも、安全でおいしい農産物を供給くださることを期待しています。

千葉県

3回目のリピートです。毎回とても美味しく頂いています。綺麗なひまわり畑があること

をふるさと納税を利用して初めて知りました。いつか北竜町に訪れてみたいと思いまし

た。

東京都
元道民なので、北海道の市町村中心に寄付をすることにしています。 道東出身なので北

竜町に行った事はありませんが、いつか訪れてみたいです
愛知県 お米作り頑張ってください。

東京都
これから寒くなります。皆様お体にお気をつけください。これからも、おいしいもち米を

お願いします。

東京都
ななつぼしがおいしくて申し込みさせていただきました。 これからもクリーンで安全な

米作り頑張ってください。
香川県 お役立てください
神奈川県 以前テレビ番組でこの街の景色を観て感動したのでいずれ是非訪れてみたいです。

滋賀県
ゆめぴりか凄く美味しかったので、もう一度頼ませていただきました。 よろしくお願い

します。
北海道 ひまわり維持してください。

東京都

今回で２度目です。先日お送りいただいた「ゆめぴりか」とてもおいしくいただいていま

す。 ひまわりの咲く季節に、ぜひ一度行ってみたいと思います。 これから（もうすで

に？）厳しい寒さに入ると思いますが 頑張ってください。

茨城県 ひまわりメロンを食べてみたく、寄付することに決めました。農家事業を応援します。

北海道
北海道在住の者です。 北海道の魅力をより高めてほしいと思い、寄付しました。 少ない

金額ですが、有効に活用して頂ければ幸いです。

兵庫県

20年以上前にひまわり畑に行ったことがあり、感動した記憶があります。なかなか再訪す

ることができないのですが、将来にわたって魅力ある北竜町でありますよう、頑張ってく

ださい。

東京都 おいしい農産品を今後も作ってください。
神奈川県 ひまわり畑の維持にお役に立てばと思います！
宮城県 ゆめぴりか大好きです。北竜町を応援しています。
大阪府 いい町作りをしてください
大阪府 応援しています！！

岐阜県
毎日北竜町のおいしいお米をいただいています。安全でとても美味しいお米で満足してい

ます。 これからも頑張って下さい！

岐阜県

静岡に住む両親に、北竜町のお米を届けていただき、とてもおいしいお米に喜んでもらい

ました。おもちも両親にたべさせてあげたいと思います。 これからもこだわりの農業、

頑張ってください。

広島県
お米がおいしかったら、来年度も申し込みます。 寄付は子育て世代への支援等で使って

ください。

北海道
ひまわりの里は私が小さい時に行きました。 成人してからは夫とも行きました。 次は子

供を連れて行きたいです。
神奈川県 これからも美味しくて安心安全な食べ物をお願いします。

北海道
ＴＰＰに負けないで、安心安全な農産物を高付加価値な農産物として海外に売り込むチャ

ンスとしてとらえて自信を持って農業を育ててください。

北海道
道産のお米をいつもいただいています。北竜町のお米は初めてです。 低農薬のお米は安

心ですね。

神奈川県
何度かお米をお願いしています。これからも質の高い農産物を作り続けていただければと

思います。微力ですが応援をさせていただきます。
群馬県 北海道に行く機会があれば、寄ってみたいと思います。

千葉県

残念ながら北竜町に意図して訪ねたことは無いのですが、懐かしい思い出があり、今回寄

付させていただきました。学生時代に10名ほどでナビ無しレンタカー2台を利用し、函館

から稚内まで貧乏旅行したことがあります。旅程が遅れ気味になり夜通し運転し、札幌か

ら旭川に行くハズが滝川市のところで道を間違えて留萌のほうに進んでしまい、真っ暗い

中、旭川観光をスキップするかしないかで大ゲンカしたのが、たぶん北竜町のあたりで

す。今回、ＨＰにてひまわり畑のほかにスイカ・メロンの栽培等にも力を入れていること

を知りました。生産者の皆様、頑張ってください。

東京都 魅力的なお礼品をありがとうございます。これからも応援しております。

11月1日

11月2日



東京都

失礼ながらふるさと納税のサイトで初めて知りました。 ひまわりの里、良いですね！ 家

族みんなひまわり大好きです！ 少しでもお役に立てればと応募します。 宜しくお願いし

ます。

千葉県
初めてのふるさと納税で、正直、初めて聞く町名で、 これからも、何か繋がりができれ

ば嬉しいです。
兵庫県 低農薬農業を頑張ってください。 以前いただいたゆめぴりか美味しかったです。

東京都
ふるさと納税を通し北竜町を知りました。 これからもおいしいものを全国に届けてくだ

さい！

神奈川県
お米が本当に、おいしくておいしくて、ありがたく頂いています。 ひまわりの里にもい

つか行ってみたいです！
北海道 来年こそはひまわり畑を見に行きたいです。
東京都 特別栽培米、応援しています。
京都府 ＴＰＰに負けない、おいしい農作物を作る地域として頑張ってください。
徳島県 前回の、お米がとても美味しかったので再度申し込みをいたしました。
北海道 おいしい米を一杯作ってください。 ＴＰＰなんてクソくらえです。 期待しています。
愛知県 これからもおいしいおこめを作り続けてください
東京都 高齢者福祉・子育て支援事業を推進してください。
兵庫県 頑張って下さい！
東京都 安全な農作物を作ってください。
大阪府 安全、安心の食材を提供し続けてください。

北海道
少額ですが農業の推進に使って頂ければうれしいです。 北海道のお米をこれからも食べ

続けたいです！
千葉県 応援しております。より良い街づくりをしてください。
東京都 ふるさと納税の有効活用を願っております。
愛知県 メロンが大好きなので、とても嬉しいです！
神奈川県 北竜町のひまわり畑大好きです！

埼玉県
昨年の夏休みひまわりを見るために立ち寄りました。 いつまでも綺麗なひまわりを咲か

せ続けてください。
兵庫県 これからもおいしい米作りを続けて下さい。
北海道 子供が大きくなったらひまわりをぜひ見に行きたいです。
愛知県 まちづくりにお役立て下さい。
大阪府 修学旅行で娘がお世話になりました。よい思い出が出来ました、ありがとうございます
神奈川県 北竜町活性に役立てていただければ幸いです
神奈川県 元気な町作りに貢献できれば幸いです。 頑張ってください。

大阪府
ひまわりを見に行きました。 とても綺麗でした。 美味しい特産品をどんどん作って元気

な地方を目指して下さい。
東京都 ふるさと納税を有効に使ってください。
神奈川県 高齢者福祉サービス向上に期待しています。
岐阜県 低農薬で美味しいお米を楽しみにしてます。
愛知県 がんばってください
大阪府 北海道米が魅力的です(^^♪  一度訪れてみたいです。
愛知県 これからも美味しいもの作ってください。
北海道 ヒマワリは毎年観に行っております。 大好きな町です。
埼玉県 おいしいお米を待ってます。 これからも、頑張ってください。
兵庫県 北竜町の活性化のために、ささやかですが貢献させていただければと思います。

静岡県
初めてふるさと納税させていただきます。 少額ですが、お役に立てればうれしいです。 

北海道のお米はおいしいので楽しみにしています。 よろしくお願いします。
千葉県 町の発展をお祈りします。
愛知県 おいしいお米でした。また、納税したいと思います。町の発展のためお使いください。
神奈川県 今度行ってみたいと思います。

神奈川県

低農薬のお米を探しており、こちらに申し込みました。 これからも低農薬のお米をお礼

の品に入れていただけるとうれしいです。  来年も健康に配慮した農業を続けていただけ

ればと思い、寄付いたします。

北海道 北海道の農産物は安心して食べられます。 これからも応援しています。
愛知県 特に”子育て”に力を入れて頂ければと考えます。以上

千葉県
北海道の豊かな自然に憧れます！豊かな日本のために農業がこれからも豊かになることを

お祈りいたします。
神奈川県 これからも減農薬のおいしいお米を作ってください
愛知県 頑張って安心のお米作ってください

11月2日

11月3日

11月4日



北海道 いつか行ってみます。
愛知県 これからもきれいなサンフラワーパークを維持していってください。
広島県 いつか訪れてみたいです。 町がより元気になることをお祈りします。

福岡県
福岡でもち米の新米を探していますがどこにも置いてなく、こちらに申し込みました。福

岡にも出荷してください。
東京都 いつか訪れてみたいです。

北海道
北海道に引っ越して来た時から、ひまわりの里に行ってみたいと思っているのですが、な

かなか思いがかなわず・・・ 来年こそはぜひ訪れたいと思います。

奈良県
大学時代、北竜町へ訪れたことがあります。 とても素敵な町でした。 これからも素敵な

町を残してください。
神奈川県 応援しています！！

大阪府
ご苦労が多い事かとは思いますが、農薬を減らしたおいしいお米作りの発展をお祈り申し

上げます。
神奈川県 ひまわりがとても好きなので、気になりました。 いつか訪れてみたいです。

大阪府
私はお米が大好きで、特に最近の北海道産のお米のおいしさには大変驚かされます。 今

後も美味しいお米作り頑張ってください。

北海道
北竜町を訪れ，お米を食べてから，家族みんな北竜町のお米の大ファンになりました　い

つもおいしいお米をありがとうございます

千葉県
些少ですが、どうぞお役立てください。品物発送お手数ですがよろしくお願い申し上げま

す。今後のご発展をお祈り申し上げます。
沖縄県 美味しいお米つくり、頑張って下さい。 応援しています。
東京都 大好きな北海道！皆様のために少しですが使ってください。

福岡県

福岡に住んでいて北海道に遊びに行く機会がありません。そこで食べ物で北海道を感じた

いと常々思っていて、安全な玄米をたくさん食べることができるのが今から楽しみです。 

これからも美味しい食べ物をいっぱい作ってください。

群馬県 少しでも何かのお役に立てれば幸いです。
愛媛県 がんばれ！！
愛知県 これからも応援しています。
東京都 僅かばかりですがお役にたてれば幸いです
愛知県 福祉や教育に役立てていただきたいです。

兵庫県

ゆめぴりかはお米の中で一番好きです。 低農薬米があると知って、小さい子供がいるの

でこれだ！と思いました。 お礼の品に魅かれての申し込みですが、微力でも北竜町のた

めになればうれしいです。

北海道

寄付金の使途をひまわりの里の維持と迷いましたが、今回はお米を希望をしたこともあ

り、農業推進にしました。 TPPで輸入米が入ってきたとしても、道産子として道産米を食

べ続けますよ！

神奈川県 少額ですが、町の皆様のためにお役立てください。

奈良県
北海道へは 毎年訪れますが、まだ北竜町へ行ったことが無いので、いつか訪ねてみたい

です。 米の産地、頑張って 美味しいお米作り続けてください。
東京都 北海道のもち米を食べるのは初めてなので楽しみにしています！
愛知県 自然を大切になさってください。 大自然の残る北海道大好きです。

香川県
北海道米の大ファンです。 一度北海道のお米を食べたら、他のものは食べられません。 

これからも、甘くて美味しいお米作り頑張ってください。
東京都 北海道のお米は美味しいので時々購入します。 安心安全な北竜町のお米を応援します。
福岡県 安全なお米を作り続けてください

東京都
姉一家が「ゆめぴりか」が大のお気に入りなので、プレゼントとして贈りました。 これ

からも、おいしいお米を作り続けてください。
山口県 応援します
京都府 去年”田からもち”頂きました 美味しかったです 今年もよろしくお願いします

神奈川県

先日おぼろづきを頂き、 大変美味しかったため また寄付をさせて頂きます。 こんなに美

味しいお米をつくるには、 大変な苦労があるかと思いますが、 環境を守りながら素敵な

町を維持してください。

東京都 前回いただいたゆめぴりかが非常においしく、リピートさせていただきました。
兵庫県 よろしくお願いします。
茨城県 お世話になります。 地域活性化、頑張ってください！
兵庫県 ささやかですがお役立てください。応援しています。
静岡県 ２度目の寄附になります。 是非、有効活用していただければと思います。
静岡県 高齢者対応より子育て支援にお使いください。

11月4日

11月5日

11月6日



千葉県 頑張ってください。
北海道 がんばれ北海道！！北海道の米大好き

広島県
昨年初めて食べましたが、大変美味しかったです。 家族みんな喜んで食べていましたの

で今年はお歳暮として 両親へ送ります。
愛知県 安心して食べられるものの生産を期待しています。

神奈川県

虫が苦手だったので、無農薬には絶対に手をださなかったのですが、子どもが産まれてか

らは減農薬、国産といったものを選ぶようになりました。 そして、また妊娠中というこ

ともあり、自分の身体にも優しい食材を採るようにもなりました。  海外ものは安さが魅

力ですが、安全性と旬はやはり日本が一番だと思っています。

大阪府 おいしいお米をありがとうございます。
東京都 北海道には思い入れがあります。北海道が元気になってほしく思います。
神奈川県 日本のお米を応援致します。

東京都
今は亡き祖母と訪れた北竜町のひまわり畑が忘れられません。懐かしいひまわりの里の整

備にわずかですがお役立ていただければ幸いです。
静岡県 貴町の発展を祈っております。
愛知県 美味しいお米作り頑張って下さい
東京都 安全な食品の生産支援よろしくお願いします。
栃木県 有意義に使われることを期待いたします。
京都府 これから寒くなりますが頑張ってください。
神奈川県 どんなお米かとても楽しみです。
東京都 低農薬で美味しいお米をこれからも作ってください。

静岡県
前にも北竜町のゆめぴりかをいただいて、とても美味しかったのでリピーターになりまし

た。
福岡県 お米がとても美味しいと聞いていますので、たのしみです
神奈川県 少しでも役に立ててもらえればと思います。

千葉県

低農薬の栽培は大変だと思います。 そんな中作られたお米を３種も食べ比べが出来るな

んて素敵なセットだと思いました。 届くのを楽しみにしています。 安心・安全な農業に

少しでも役立てられたら幸いです。

静岡県
いただいたお米が大変おいしかったです。 いつまでも美味しいお米がとれるよう、環境

等の整備に有効にご活用ください。

滋賀県
お米にひかれて申し込みましたが、ひまわりの里とのこと、 いずれ訪問してみたいと思

います。
東京都 ふるさと納税の内容にすごく満足しています。 （今年、2回目です） 頑張ってください！

東京都
来年の夏は久しぶりにひまわり畑を訪れることを楽しみにしています。北竜町のお元気な

活動を期待しています。 辻奥信昭
北海道 これからも安全な農業をお願いします。
鳥取県 応援してます。

鹿児島県
訪れてみたい場所ナンバーワンが北海道です。ふるさと納税で町がさらに活性化されるこ

とを願っております。
北海道 町の振興のため利用願います
北海道 ひまわりがとても綺麗で印象的でした。
大阪府 今回お米に惹かれて納税を決めました。美味しかったらまたお願いしたいと思います。
静岡県 前回、満足させて頂き、２回目です。 又、楽しみにしています。
栃木県 少額ですが、有効に使ってください。
埼玉県 おいしい食べ物を期待しています。
千葉県 少額で申し訳ありませんが，力になれればうれしいです。
千葉県 少額で申し訳ありませが，寄付させていただきます。 よろしくお願いします。
福岡県 これからも安全で美味しいお米を作り続けて下さい！
東京都 家族全員、北竜町のゆめびりかの大ファンです。美味しいお米を作り続けてください。
新潟県 お子さんがご家庭が住みやすい町に役立ててください。

香川県
北海道は４回ほど訪ねたことがありますが、 北竜町のひまわりや特産品のことは、ふる

さと納税で知りました。 明るく暮らせる活気ある町づくりを期待します。

大阪府
お世話になります。 今回、初めてふるさと納税します。 どうか町の発展にお使い下さ

い。 お米楽しみにしてます。
神奈川県 これからも安心・安全・美味しいお米作り頑張って下さい。
三重県 北海道北竜町の益々のご発展ご繁栄をお祈りします。
東京都 大変おいしいお米でファンになりました． 頑張ってください！
埼玉県 低農薬の良い米をこれからも作ってください。

11月7日

11月8日

11月6日



神奈川県 少子高齢化など大変だと思いますが、頑張ってください。
兵庫県 これからも、安心して食べられる美味しいお米を作ってください。
神奈川県 特典がよければ来年も寄付します。
大阪府 また訪れたいです。
北海道 毎年、ひまわりを見に訪れます。
東京都 美味しいお米やお餅を期待しています。
大阪府 北海道から選ばせてもらいました。 これから寒くなりますががんばってください。
東京都 お世話になった北海道を応援しています。
北海道 北海道大好きです、頑張ってください。

東京都
北海道は大好きで何度か行きましたが、北竜町は今回初めて知りました。いつか伺いたい

です。
東京都 おいしいお米作りを応援しています。
東京都 ひまわりの里のファンです。来年も素晴らしいひまわり畑を楽しみにしております！
東京都 おいしいお米楽しみにしています！

神奈川県
ひまわりが好きなのでひまわりの保全に役立てていただきたく寄付させていただきます。

いつか子供が大きくなったら家族で訪問したいです。 町の発展をお祈りしております。
福島県 これからも町の発展とみなさんのご健勝をお祈りしています。

大阪府
妻の実家が北海道にあり、北竜町のサンフラワーパークを訪れたことがあります。とても

魅力的なところだと思いました。頑張ってください！！

兵庫県
ゆめぴりかのおいしさの評判を聞き、とても楽しみにしています。今後もおいしいお米の

栽培がんばってください。

千葉県
よく知らない町ですが、お礼の品で決めました。 これを機に少しでも町が活性化する足

しにしてくれれば幸いです。

京都府

秋なのでどうせならばと新米をと思い、新米を提供されている自治体の中で、せっかくな

らばと人口の少ない自治体さんの方がお力になれるかと思い選びました。 また、失礼な

がら、折角ならば今迄食べたことのない品種をと思い、選択させていただきました。 少

しでも北竜町さんのお役に立てれば幸いです。 北竜町さんの天気予報を拝見すると、降

雪もあるようですね、寒さ厳しいかと存じますがどうぞご自愛ください。 では、よろし

くお願いいたします。

東京都

今回、ふるさとチョイスのホームページで初めて知りました。低農薬の特別栽培米に力を

入れておられるのは、とても魅力的です。届くのが楽しみです。これからも、いい商品を

生産してください。

北海道 ひまわりを毎年楽しみにしています。お米も楽しみです！
東京都 無農薬減農薬有機農法自然農法応援します 無洗米　もち米興味あり
東京都 おいしいお米を楽しみにしています！！！
大阪府 これからも安全な農業をよろしくお願いします。
東京都 がんばってください

神奈川県
失礼ながら今回初めて知りました。 こういうきっかけってのが大事なことかなあと思い

ました。
愛知県 ひまわりの季節に訪れたいです。
東京都 応援しております。
北海道 農家の皆様、大変と思いますが、これからも美味しいお米を楽しみにしています。
大阪府 話題の夢ピリカを応援しています
神奈川県 農業の強化なしで国の発展はありませんので、これからも頑張ってください
千葉県 お互いに　体に気をつけて　来年１年間も　笑顔で頑張りましょう。
神奈川県 農業頑張ってください。
東京都 応援しています
大阪府 お役に立てると幸いです。
広島県 とても美味しそうなものがたくさんありました。 いつか訪れてみたいです！
埼玉県 夏のひまわり畑を見に行きたいです。
大阪府 素晴らしい農作物を御作り下さい。町の発展を祈っております。
愛知県 ひまわり良かったです。
兵庫県 楽しみにしています！

東京都

これで、3回目の寄付ですが毎回おぼろづきを頂いて友人やご近所にもおすそ分けしてい

ます。本当に美味しいお米でお米に対する考え方が変わったと皆さんから喜ばれていま

す。 これからも、素晴らしいお米を作り続けて下さい。

和歌山県 これからも頑張って下さい
埼玉県 今後も、「安心・安全」な食品の生産を切に希望します。

11月8日

11月9日



東京都 また遊びに行きたいです。
北海道 子供の頃行った向日葵畑が忘れられません。 応援しています。
愛知県 これから寒くなるので頑張ってください。

埼玉県

去年７月下旬に、母親と妻と私でひまわりの里に行きました。母も妻も大変感動していま

した。母は良い思い出になったと喜んでいました。又、母を連れて行きたいと思っていま

す。

千葉県 特産品がとても魅力的でした。 さらに素敵な町になるように応援しております。
東京都 初めてのふるさと納税をここに決めました！
千葉県 応援してます。
東京都 これからも、美味しいお米を作って下さい。
愛知県 子育て支援にふるさと納税を使ってもらえると嬉しいです。
東京都 ゆめぴりか大好きです。応援しています。
静岡県 実家が北海道でいつか子供を連れて、北竜町のひまわりを見に行きたいです。

京都府
関西在住ですが、北海道は、あまり知らないので、もっと特産品などで有名になって、観

光事業などで活性化していただければと、思います。
大阪府 農業を存続させてください。
埼玉県 応援してます。
山口県 今年も申込させていただきました。
神奈川県 少ない金額で済みません。
東京都 頑張ってください！ メロン楽しみにしてます。

千葉県
HP拝見させて頂きましたが、とてもきれいな街ですね。ひまわりもいつか見に行きたいな

と思います。
東京都 北海道には年に一回くらい旅行しています。次回は訪れてみたいと思います。
東京都 応援しています
神奈川県 ひまわりの里、ぜひ行ってみたいと思います。

東京都

HPのひまわりがとてもキレイで、思わずこちらに寄付をすることに決めました！ 2000人

の町と知り、応援したくなりました。いつか子供にあのひまわりを見せたいです。 誠実

に作っていらっしゃる減農薬米ともち米、とても楽しみです。

愛知県 お礼の品、期待しています。

静岡県
減農薬のお米作り、頑張って下さい。 国産のお米が大好きですが、減農薬はとても嬉し

いです。

石川県

夏にひまわりの里を訪れ印象深く残っています。 前回もゆめぴりかを頂きましたが本当

に美味しいお米ですね！ こんな美味しいお米を作ってくれている北竜町にまた寄付しま

す。

京都府 これからもずっと美味しいお米を作ってください。
福岡県 昔、ヒマワリを見に行って感動しました。
福岡県 応援しています。

東京都
今回３回目になります。ゆめぴりかもおぼろづきも とても美味しいです！またリピート

させてください。
北海道 北竜町を応援しています。
大阪府 これからも美味しいお米を作ってください。

北海道
以前向日葵を身に訪れたことがありました。これからも安心安全な農作物をいっぱい作っ

て下さい。
愛知県 ひまわりの維持に使ってください

東京都
貴町の繁栄のために少しでも応援させてください。 お米(ゆめぴりか)いただけること楽し

みにしています。 頑張ってください！
神奈川県 ふるさとチョイスを通じて北竜町を知りました。 これからも応援します。
兵庫県 これからもよろしくお願いします。
福岡県 ひまわりの里に行ったような気がします。

神奈川県
玄米で減農薬のお米が欲しくて寄付しました。 これからも頑張って安全で美味しいお米

作りを続けてください。
東京都 頑張ってください！
東京都 頑張ってください！
愛知県 北竜町というところを初めて知りましたが、今度訪れてみたいと思います！

岡山県
北海道を訪れる機会があれば、ぜひ北竜町を訪れてみたいです。 北竜町のご発展を応援

しています。
兵庫県 地域活性化に頑張って下さい。
広島県 ひまわり畑がとても素晴らしかったです。少額ですが町の発展にご使用ください。
神奈川県 とにかく安全・安心な農産物の生産を目指して下さい。

11月9日

11月10日

11月11日

11月12日



岐阜県
ゆめぴりかは人々を笑顔してくれるお米だと思います。豊かな自然と自然の恵みのある町

であり続けて下さい。
神奈川県 おいしくて安全なお米の提供をこれからも宜しくお願い致します。
千葉県 北海道の農業応援します。
栃木県 北竜町のおいしい新米ゆめぴりかが届くのを、楽しみに待っています。

鹿児島県
少子高齢化等の問題、拝見させていただきました。地域の特産品等で町が元気になること

を願っています。お米、楽しみにしています。 応援しています。
京都府 初めての利用です。 とても楽しみです。
静岡県 いつかひまわりを見に行きたいです

埼玉県
６年前まで札幌に住んでおり、ひまわりの里には何度も行きました。 またいつか北海道

に戻れたらぜひ行きたいです。
東京都 低農薬で安心安全な食べ物の生産、いち消費者として応援しています。
北海道 農村風景が大好きです

東京都
もち米が入り用だったので寄付させていただきました。 おいしくて安全な農作物を期待

しています。
福岡県 子育て支援に役立てて頂けると幸いです
東京都 がんばってください!!
岐阜県 少子化対策に力をいれてください。
埼玉県 前回送っていただいたお米おいしかったです。又申し込みました。

愛知県

去年から黒千石を利用し始め、血圧が下がるなどの効果が出ています。大変にありがたい

と思いました。これからも頑張って、黒千石を作り続けてください。豆の方も、今年の新

豆を購入する予定です。

埼玉県
食の安全を守る農業の発展を応援します。 安心な手作り餅とメロン、家族皆で楽しみに

しています。

兵庫県
町のホームページが分かりやすく、親近感を持ちました。これからの情報発信にも期待し

ます。

北海道
以前妻がこちらのお米を頂き大変美味しかったです、 そのためまた寄付させて頂きたい

と思いました。

神奈川県
ゆめぴりかのお米がおいしいので気に入っています。 玄米があったので、そのまま食べ

たり、精米して食べたりしてみたいと思います。

北海道

うるち米としては、北限の地かもしれませんが、地球温暖化で米作りにはより適した地域

になるかと思います。 今後とも、減農薬目指して頑張ってください。  私たちは白米だけ

で食べるよりも、黒米を混ぜたり、玄米を7分づきにしたり、5分づきにしたりして、玄米

の良さを生かして食べたいと考えていますので、玄米を求めました。この取り組みは生か

してほしいと思います。

北海道
毎年、ひまわりの里に訪問してます。 維持はとても大変だと思いますが、ひまわりを見

ると元気になるので、頑張って欲しいと思います。

北海道 道北のお米が1番安心安全かと思っています
東京都 名前は聞いたことがある町ですがこれを機に立ち寄ってみようかなと思います。
神奈川県 お餅が美味しそうなので寄付いたしました。 届くのを心待ちにしております。

東京都

冬場は他の地域に比べ、厳寒の冬でご苦労も多く、特にご高齢者や小さいお子様には大変

かと思いますが、微力ながら「ふるさと納税」にて、高齢者福祉・子育て支援にお役に立

てて頂けますよう、応援させて頂きます。

大阪府

　来年、札幌に遊びに行く予定があるので、時間があえば、北竜町にも行ってみたいと思

います。 　都会には都会の、地方には地方の課題があると思いますが、これからも頑

張って下さい。

神奈川県 応援しています。頑張ってください。

神奈川県
どうぞ過疎の町と悲観的に取らずに、できないことよりもできることを真摯に見つめ、住

む人が笑顔になれるコミュニティーづくりを1日1日進めてくださいませ。

滋賀県
子供が元気な町になられること、願っております。  北海道のお米は美味しくなったっと

のこと。 楽しみにしています。

愛知県 今後の美味しいお米の生産され、付加価値アップを期待します。

北海道
札幌に住んでいますがお餅が大好きでお餅と言えば北竜町なので申し込みました。高齢者

福祉に使っていただければ嬉しいです。

東京都 頑張ってください
神奈川県 厳しい状況が続きますが、全国に名を広められように祈っています。
愛知県 ゆめぴりか、ほんとうにおいしくて大好きです。 到着を楽しみにしています。

11月13日

11月12日



福岡県 特にありません。
埼玉県 美味しいお米をありがとう！
東京都 少しですが有効に役立てていただければ嬉しいです
福岡県 いつか行ってみたいです。

埼玉県
ゆめぴりか を家で食べていて、 ゆめぴりかを対象としたふるさと納税を探したら 北竜町

にたどり着きました。  良いお米なので楽しみにしています。

神奈川県 安全安心なお米を作り続けてください。 特産品を楽しみにしています。

北海道
前回頼んだお米が、とってもとっても 美味しかったです。 これからも、ひまわりの里を

応援しています。

北海道 今年の新米「ゆめぴりか」を美味しくいただきました。ありがとうございました。
東京都 これからもおいしいお米を作ってください
東京都 おいしいお米を作り続けて下さい！
千葉県 これからもおいしいお米を作ってください。
三重県 美味しい農産品　期待してます。

神奈川県
初めてのお付き合いです。美味しそうなもち米を探していましたので楽しみです。今後と

も特徴ある農産物拡充をお祈り申し上げます。

東京都 初のななつぼしなので楽しみにしています。
愛知県 低農薬農業、応援してますし、今後の継続を期待します
北海道 ひまわり綺麗でした。また行きたいです。
奈良県 お米はゆめぴりかが一番好きです。
愛知県 これからも美味しい農作物の生産を期待しています。
三重県 北海道のお米、美味しいです！
奈良県 ひまわりが綺麗でした。

大阪府
商品の魅力にひかれて寄付を決めましたが 北竜町のこと、自分なりにチェックしたいと

思います。

神奈川県
北竜町のお米を頂き大変美味しかったため お餅も楽しみです。  これからも自然環境に配

慮した 安全な農業を続けて下さい。 応援しています。

東京都 ひまわりが大好きなので、いつか見に行ってみたいです。これからも頑張って下さい。

愛知県
去年から関心があり、北竜町さんのページをチェックしておりました。ゆめぴりかも初め

てで、楽しみにしております。 よろしくお願いいたします。

長野県 新事業と子育てをセットにして町を発展させてください。
北海道 ひまわり迷路面白かったです
兵庫県 これからも安全でおいしいお米作ってください。
東京都 特になし
東京都 地域産業が活発になるように頑張ってください
石川県 一度訪れてみたいです。
神奈川県 これからも美味しい米を作って下さい。
千葉県 安全でクリーンな農業の推進に頑張ってください。
広島県 魅力ある街づくりを応援します。

兵庫県
ホームページで初めて拝見しました。 繁栄を祈念しております。 宜しくお願い致しま

す。

東京都 特産品が届くのを楽しみにしています！
北海道 札幌から近いのでまた温泉を楽しみに行きたいです。

北海道
寄附金の使途ですが、高齢者福祉・子育て支援とありましたが、子育て支援を独立させ、

高齢者福祉と生涯学習は統合した方が使途が絞りやすく選びやすくなると思います。

兵庫県 微力ですが、ご活用下さい。
東京都 少額ですが何かのお役にたてばと思います。

北海道
ひまわり畑、見に行きたいと思っています。 これからも続けていけるよう頑張ってくだ

さい。

東京都
富良野、旭川には何度か訪れたことがあります。次の機会に北竜町にも足を伸ばしてみた

いと思います。

東京都 北海道のお米がおいしいと聞きました。 楽しみにしています。
栃木県 楽しみにしています。
東京都 町作りに生かしていただければと存じます。

滋賀県
ゆめぴりかがとてもおいしく選びました。これからもおいしいお米作り頑張ってくださ

い。
東京都 向日葵 大事にして下さい

兵庫県
会社の上司から｢ゆめぴりかが美味しかった｣と聞き、こちらへ寄付をさせて頂きました。 

北海道の大自然をこれからも守り続けて下さい。

11月13日

11月14日

11月15日



東京都
北海道が大好きです。北竜町はまだ行ったことがないので、次に北海道に行く時には、

行ってみたいです。
東京都 北海道のお米を初めて食べます。種類が豊富なので大変楽しみです。
東京都 ひまわりの里の繁栄に微力ながら貢献できれば幸いです。
東京都 少額ではございますがお役に立てればと思います。
東京都 これをきっかけにぜひいつか北竜町を訪れてみたいなと感じました。

大阪府
先日は10万円と間違って寄付をしてしまったのを、快く取り消していただきありがとうご

ざいました。 特産品が届くのを楽しみにしてます。
神奈川県 北海道は日本の宝だと思います。
北海道 いつか北竜町に行ってみたいと思っています。
東京都 ふるさと納税を通じて町の名を初めて知りました。
神奈川県 北海道が大好きです。
東京都 いつの日か伺ってみたいと思っております。

大阪府

以前、お礼の品として送付いただいたななつぼしがとてもおいしくて感動しました☆今ま

でお米にこだわって購入したことがなかったのですが、お米のおいしさに気づき、おかわ

りしてしまうこともしばしば（笑）、我が家のお米の消費がぐんと増えました☆ 今回も

楽しみに待たせてもらいたいと思います＾＾
広島県 安全な農業の推進を期待しています。
京都府 ２回目の寄付です。 ゆめぴりかおいしいです。
大阪府 いつか訪れてみたいです。
兵庫県 北竜町の今後の発展を期待しています
東京都 年内最後です。来年もよろしくお願いします。
北海道 これからも安心安全な、農産物をたくさん作ってください。
栃木県 美味しいお米をいつもありがとうございます。僅かですがお役に立てますように。

東京都
行った事ありませんが、特産品を見るだけでとっても良いところなのだろうと思いまし

た。何時か見にいきたいと思っております。
愛知県 ゆめぴりか、おいしくて大好きです！

徳島県
北海道にはまだいったことが無いですが北海道の知人は数人いるのですが良い方ばかりな

ので一度行ってみたいです。
埼玉県 来年もおいしいメロンを楽しみにしています。 頑張ってください。
千葉県 頑張ってください
愛知県 来年の夏休みに遊びに行く予定にしています。
愛知県 強い農業を作っていってください
神奈川県 町民がいきいきと生活できる街づくりをお願いします。
愛知県 これから寒い時期になりますが健康でいられますように。
東京都 町の振興を応援しています。
大阪府 食の安全は大切ですよね。 これからも美味しく安全な食べ物を宜しくお願いします。
岡山県 北海道はおばあちゃんの家があります、今度北竜町にも寄ってみたいと思います。

大阪府
前回頂きましたお米美味しく頂きました。 ごちそうさまでした。またお願いいたしま

す。

広島県

おぼろづきという銘柄は初めてなので楽しみです。 精米機で5分づきしたものに雑穀を合

わせて食べます。お弁当にもつかうので冷めてもおいしいとのことで試してみたいと思い

ました。

東京都

北海道の出身です。 東京の片隅で、頑張っております。 少しばかりで申し訳ありません

が、お役に立てればと思います。 まだ「ゆめぴりか」を食べたことがありません。 楽し

みに、お待ちしています。

大阪府 市の発展に、少しですが役立ててください

東京都
去年も寄附させていただき、メロンいただきました。美味しかったです。 ありがとうご

ざいました。
埼玉県 頑張ってください！応援しています。
神奈川県 北海道出身です。 ひまわりを見に訪れたいと思います！
東京都 どうぞいつまでも美味しいお米がとれますように 応援しています。
愛知県 がんばってください。
京都府 低農薬での米作り応援しています。
神奈川県 色々と難しいことがあるとは思いますが頑張ってくださいね
神奈川県 頑張ってください。 応援しています。

神奈川県
前回もゆめぴりかを頂き、とても美味しく家族にも好評でした。ありがとうございまし

た。再度申し込みさせて頂きます。到着楽しみにしています。
愛知県 北の竜の町に食の安全を期待します。

11月15日

11月16日

11月17日

11月18日



神奈川県
お世話になります。 道内出身者です。 道内のいろいろな所に寄付しており、また記念品

も楽しみにしております。 頑張ってください。
東京都 とても美味しいお米を育てていただき感謝しております。

岡山県
北海道に行きたいんですが、なかなか叶いません！ 人は優しく、ご飯は美味しく、そし

て広大。

静岡県
いつも「ホクレンのゆめぴりか」を買っていますが、昨年の寄付でいただいた「北竜町の

ゆめぴりか」の方が、美味しく感じました! 美味しいお米をありがとうございます。

千葉県

ひまわり畑をみにいきました。 その時お腹にいた子供が今24歳になりました。 今でも写

真をみるとあのすばらしいひまわりが目に浮かびます。 また訪れたい町のひとつです。 

町おこし頑張って下さい。

兵庫県 頑張って下さい。
大阪府 ゆめぴりかを、ここ数年食べ続けています。 美味しいお米作り、頑張って下さい。
東京都 大学生の頃、ひまわりを見に行きました。 町のますますのご発展を願っております。
東京都 美味しいお米をこれからも作ってください
東京都 わずかですが、町政の振興にご活用ください
福岡県 子供たちのために使ってください。
兵庫県 頑張って下さい。
兵庫県 応援しています！
宮城県 今年、大変おいしいメロンをいただき、ありがとうございました。
東京都 北海道、大好きです！これからもがんばってください！
東京都 北海道大好きです！これからも応援しております。

愛知県
ゆめぴりかのおいしさを知って依頼、いつも購入しています。 是非、北竜町に寄付させ

ていただきたいと思いました。 これからも安心でおいしいお米を作ってくださいね。
長野県 認知症の人にもやさしい町作りをお願いします。
埼玉県 おいしい米作りによろしくお願いします。
神奈川県 町の発展に役立てていただければと思います。
大阪府 豆餅が好きなのでそちらのお餅を楽しみにしています。
大阪府 地方はどこも大変でしょうが、特産品をアピ－ルして 活気ある町づくりをして下さい。
三重県 これから寒さが厳しくなります。みなさんお躰ご自愛ください。
神奈川県 是非、一度行ってみたいと思います。

静岡県
安全で　おいしいお米をつくってくださりありがとうございます。　 黒千石も　楽しみ

にしてます。

茨城県
親族が北海道に住んでいるので、 寄付させていただきました。 これから寒さが厳しくな

りますが、 ますますよい街になるよう応援させていただきます。

神奈川県
ゆめぴりかが欲しくて北竜町を選ばせていただいたのですが（汗）、ひまわりの里の写真

を拝見して、いつか行ってみたいなと思いました。

群馬県
日本の農業は年々厳しさを増している現状ですが、北海道は希望の星だと思います。微力

ながら応援できればと思っています。
神奈川県 応援しています。
岡山県 頑張って下さい

東京都
ゆめぴりかを食べてみたかったので、とても嬉しいです。 これからも安心・安全なお米

を作ってください。
愛知県 美味しいお米で、活気のある町づくりを応援します。

愛媛県
旅行で訪れたことがあり、ひまわりがきれいで感動しました。 また、行きたいと思って

います。

高知県

特産品は、物産展でゆめぴりかがとてもおいしかった事と、低農薬に惹かれて選びまし

た。 ひまわりいっぱいの景色、機会があれば見てみたいです。わずかばかりですが、こ

れからもひまわりいっぱいの景色で皆の心をいやし続けて下さい。

神奈川県
このような形でしか応援できませんが、これからのますますのご発展を心よりお祈り申し

上げます。
岐阜県 美味しい特産物をこれからも作ってください。
東京都 いつの日か、旅行に訪れたい場所のひとつです。 大自然にあこがれています。

北海道
これからも安全安心の低農薬米を作って下さい。 その為に少しでも協力できて嬉しいで

す。
京都府 北海道大好きです！ 頑張ってください。
岐阜県 遠い町からですが、応援します。いつか行ってみたいです。
北海道 安全、安心、美味しいお米を作り続けてください。
千葉県 応援しています。

11月19日

11月20日

11月21日

11月18日



石川県 応援しています。
東京都 地域を活性化させてください。
香川県 高齢者福祉を充実させてください。
東京都 大好きな北海道です。応援しています。
愛知県 今年、北海道に旅行に行きました。 ぜひ、今度はそちらの名所も訪ねたいです。
大阪府 一度訪れたいと思います
千葉県 教育・子育てに力を入れてください
千葉県 教育と子育てに力を入れてください
岐阜県 来年度も北竜町へ納税したいと思います。
千葉県 応援しています！少ないですが、教育の振興にあてていただければと思います。
三重県 宜しくお願い致します

千葉県
黒千石で北竜町を知りました。それ以来北竜町を気にしています。 黒千石を使っていま

した。 孫の為に、減農薬のお米うれしいです。よろしくお願いします

北海道
昨年頂いたお米がとても美味しかったので、今年もまたお願いしたいと思いました。よろ

しくお願い致します（*^_^*）
大阪府 北竜町のおいしいお米をまっています。

長野県

ゆめぴりか、食べてみたかったので大変楽しみです。これからもおいしいお米や果物な

ど、たくさん作ってください！ 私自身１歳の子供がおりますので、寄付は子育て支援に

利用していただけると嬉しいです。今後ともがんばってください。

東京都 おいしいお米が届くのを楽しみにしています。 少ないですが、税金ご活用ください。
神奈川県 遠いところから応援しています！
香川県 これからも安全安心美味しいお米作り頑張ってください 応援してます。

北海道
低農薬でお米を作っているところにひかれました。 これからも安心安全な農作物を作っ

ていってください。 応援しています。
福岡県 低農薬のお米がたくさんいただけて、うれしいです。これからもぜひ続けてください。
千葉県 些少ですが、町の皆様のくらしに役立てください。
東京都 北竜町の皆さんが元気の出る町づくりに使ってください。
兵庫県 ななつぼし大好きです。おいしいお米作り頑張ってください。

埼玉県
旭川や名寄には行ったことがあるのですが北竜町はまだ行ったことがありません。ヒマワ

リを見にぜひ行ってみたいと思います。
東京都 ふるさと納税を応援してます。がんばってください。ありがとうございます。
栃木県 頑張ってください。
東京都 今回４回目になります。おいしいお米をありがとうございます！
和歌山県 農業はこれからの有望産業と思います。 是非頑張ってください。
東京都 これからも美味しいメロンを作ってください。
愛知県 子供がたくさんになる元気な街を目指してください
千葉県 美味しいお米を作ってください。

愛知県
ふるさと納税で北竜町を知りました。町の活性化を期待しております。頑張ってくださ

い。
神奈川県 ぜひ高齢者や子育て支援に役立ててください。

京都府
以前に沼田町のほたるの里に泊まりました。北海道は好きですので北竜町にもまた行きた

いです。

東京都
是非人材育成に集中投資をして下さい。気骨ある人材さえ育てば、その先に未来があると

信じています。応援しています。
福島県 ななつぼしが大好きです、北竜町のお米楽しみにしています
東京都 まだ一度も訪れたことがありませんが、いつか一度伺ってみたいと思います。
東京都 北海道は移住したいくらい大好きです。 美味しく安全な作物を作り続けて欲しいです。
東京都 これからも美味しいお米をたくさん作ってください。
埼玉県 これからもよろしくお願いします。

福岡県
ふるさと納税、町の為に有効にお使いください。 北竜町の特産品を家族で楽しみにお待

ちしてます。
大阪府 よろしくお願いします。
東京都 これからも美味しいお米をたくさん作ってください。 応援しています。
静岡県 北海道でのお米作りは大変と思いますが、頑張って下さい。

三重県

低農薬のお米と大好きなもち米があるいうことで、こちらに寄付を決めました。 たくさ

ん組み合わせがあって、えらびやすかったです。 これから子どもが生まれるので、ぜひ

これからも安全なお米作りをお願いします。

東京都 またひまわりの里及び温泉に足を運ばせていただきます。
愛知県 すてきな町づくりに役立てて下さい。これからも応援しています。

11月21日

11月22日

11月23日



大阪府 こだわりの製法で作られたお米はどんな香りと味のするのか楽しみにしています
東京都 美味しいお米楽しみにしております。
北海道 また来年の夏に西瓜を買いに訪れます。
北海道 低農薬魅力的です。今後も頑張ってください。
大阪府 子育て環境の整備に使用してください。
大阪府 より素敵な街になりますように！

東京都

ふるさと納税をきっかけにその町を調べたりする機会があるので色々と発見があり、日本

一のひまわりのまちということを知りました。 いつか満開のひまわりを見に行きたいで

す。

神奈川県 メロンが届くのを楽しみにしております。
愛知県 前回のお米がとてもおいしかったので また　お願いします。
北海道 美味しい米つくりを応援しています。
神奈川県 ひまわり畑素敵でした。また行きたいです。 頑張ってください。
埼玉県 安全で美味しいお米の生産がんばってください。
神奈川県 美味しいメロンを沢山生産して下さい。
大阪府 農薬の少ないクリーンなお米の生産を頑張っていただきたいです
埼玉県 良い街づくりに使ってください。
北海道 発展を期待しています！
青森県 たくさんひまわりを咲かせて下さい。
神奈川県 北海道は、住んでいたので、好きな場所です。
千葉県 北竜町で見たひまわりのすごさ忘れられません。 子孫へ伝えてください。

北海道
東京から札幌へ仕事の転勤で移り住んできました。 今回は北海道の町を応援したく申し

込みました。 今度、そちらの町にも足を運びたいとおもいます。
東京都 北竜町が発展しますように。
大阪府 頑張ってください
北海道 美味しいお米を、これからもよろしくお願いします!!
埼玉県 いつか訊ねてみたいです。町づくりの一助になればと思います。頑張ってください。
埼玉県 美味しいメロンを楽しみにしております。
神奈川県 有効に使っていただければ幸いです

神奈川県

北海道北竜町が、大好きです。 北海道が大好きです。 神奈川県の地より、いつも応援し

ております。 素敵な情報がありましたら、随時、情報提供をお願い致します。 今後とも

宜しくお願い致します。

福岡県
農薬に頼らない農業、がんばってください。TPPは世界に発信できるチャンスだと捉えて

がんばってください。高くても良いものであれば買います。

愛媛県

厳しい自然環境の中での生活や農業、暖地に住まうものには想像もつかないご苦労がお有

りの事と存じます。 どうぞ頑張ってください。  短い夏を謳歌するヒマワリの花、見事で

しょうね。

京都府 良いものを沢山育てて下さい。
兵庫県 子どもたちが、健やかに暮らせるまちづくりに期待しています。
沖縄県 昨年も寄付させていただきました。 ゆめぴりかとても美味しかったです。
東京都 北竜町の今後ますますの農業のご発展を祈念いたします。
東京都 北海道は良いところですね！ 安全、安心な食べ物をこれからも作ってほしいです！
東京都 おいしいお米、楽しみにしています。 ぜひひまわりも見に行ってみたいです。
東京都 今後ますますのご発展を祈念いたしております。
愛知県 これをご縁に いつか 遊びに行きたいと思います。
大阪府 今度子どもと一緒にひまわりを見に行きます！
京都府 有効に活用いただき、今後の発展を期待いたします。
神奈川県 北竜町を応援しています。

東京都
冷めても美味しいゆめぴりかにビックリ。安全で美味しいお米作りの農家さんを支援して

ください。

千葉県

ふるさと納税した町には行ってみたい気持ちが強くなります。 遠方ですが、旅行で訪れ

た際にはぜひ訪ねてみたいです。 お礼の品にお米が沢山なので、美しい田園風景が広

がっているのが想像出来ます。

愛知県
よく玄米食べているのですがそのまま食べるんだから減農薬、いいな、と思って選びまし

た。何かのご縁ですのでいつか遊びに行けたらいいなぁと思います。
神奈川県 頑張ってください。
北海道 これからも北海道産のお米が全国でもっともっと有名になるように頑張って下さい！

11月25日

11月23日

11月24日



神奈川県

今回はお正月用のお餅が欲しくて探しておりました。 北竜町は耳にするのも初めてです

が、何だか、真心が込められているお餅の様な気がして申し込みをしました。 安全な食

作りを期待しております。

東京都 今後も更なるご発展をお祈りしています。
東京都 応援しています

静岡県

過疎化地域で福祉に役立ててほしいと思いました。できればお米がもらえるところ。。。

と探していたところ北竜町を見つけました。他にもっとたくさんのお米をもらえるところ

もありましたが低農薬米に引かれました。１歳半の娘に安全なお米を食べさせたい。おい

しかったら今度はちゃんと購入しますね！頑張ってください。

千葉県
北海道のお米は初めてなので、とても楽しみです。 次世代のためにも、安全な食物生産

を実施して、 町が活性化してほしいと思います。

東京都
北海道出身なので、北海道のために何かできれば思いました。よろしくお願いいたしま

す。
東京都 自然にも人体にも優しいお米作りを応援しております。
神奈川県 北海道へ夫婦で旅行、あこがれです！！
東京都 ゆめぴりかを食べるのが楽しみです。

大阪府
数年前にひまわり畑を観に行った時に地元の方に大変親切に して頂きました事が今も心

に残っております。

東京都

北海道は数年前に北斗星とカシオペアに乗りたくて行ったのが最後です。どうしても寝台

特急では札幌になってしまいます。北竜町の名前を最近知り応援したくなりました。これ

からも頑張って下さい。
東京都 安全な食物作りに期待します！
愛知県 初めて寄付します。美味しいお米を楽しみにしております。宜しくお願い致します。
大阪府 北海道出身のため、寄付しました。宜しくお願いします。
兵庫県 地方創生をぜひ実践してください
東京都 美味しいお米を作ってください
愛知県 いいお米を作ってください

神奈川県
北竜はひまわりを見に何度か行きました。北竜温泉も入浴しました。また訪れたいと思っ

ています。
埼玉県 暮らしている方にとって、住みよい町にしてください。
沖縄県 行ってみたいです。
岡山県 応援しています。

大阪府

最近、北海道の土地などが中国人に買われるというのをよく聞きます。北海道は日本に

とっても私たちにとっても大事な所だと思いますので、もっと農業が活性化され、どんど

んと若い人たちが携わっていき、大事な土地を売らないようにしてほしいと思います。

広島県 安全な農作物、大変でしょうが、期待しています。
岩手県 機会があればまた訪れたいと思います。

愛知県

以前送っていただいた「おぼろづき」がとっても美味しくてまた食べたくなったのです

が、近くでは売っていないため、再度寄付させていただきました。 今まで食べたお米の

中でNo.1です‼ これからも美味しいお米を作って下さい。

神奈川県 応援しています。
北海道 また綺麗なひまわりを見に行きます

兵庫県
微力ですが、町の活性化にお役立てください。 今年も二回目の寄附になりました。娘に

も北竜町へ寄附することを勧めました。

東京都
北の大地に雪が積もり、そして来年美味しいメロンが沢山実ることを・・・そして町がよ

り活気を帯びることをお祈りしています。

北海道
北竜町のひまわりが大好きです。 維持していくのは大変だと思いますが、いつまでもひ

まわりが元気に咲いてくれることを願っています。
愛知県 北海道のお米はとても美味しいので、新米が来るのを楽しみにしています。

大阪府
農業は大変かと思いますが、安全でおいしいお米を作り続けていただきたいです。よろし

くお願いします。
東京都 おいしいお米いつもありがとうございます。

島根県
いつか北海道にいってみたいですが、なかなか機会がないので、遠くから応援していま

す！
兵庫県 いつか、ご訪問してみたいと思いました。
東京都 貴町の益々の、ご発展をお祈り申し上げます。
神奈川県 おいしいお米を作り続けて下さい。
埼玉県 広い北海道内、北竜町を初めて知りました。 応援しています。

11月25日
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兵庫県 ひまわりの季節に行ってみたいです。

埼玉県
今年 初めて ななつぼしを購入しましたら、あんまりおいしいので驚きました。 この納税

が何かのお役に立ちましたら嬉しいです。
静岡県 これからも特産物のお礼品を充実させて下さい
愛知県 すばらしい
神奈川県 ご発展お祈りしています。
北海道 頑張ってください

徳島県

　新婚旅行以来、北の大地は今月までに６２回訪問しましたが、札幌＝旭川間は自動車道

か鉄道利用で、御町へは足を運んだことがありません。 　小生は農林水産業関連の職業

なので、現地視察を兼ねて行ってみたいと思います。

東京都 お米、楽しみです。是非、一度お伺いしたいです。

大阪府
素敵な特産品をありがとうございます。ゆめぴりかを一度食べてみたいと思っていたの

で、とてもうれしいです。 近くに住んでいる家族と分けて大事にいただきます。
茨城県 北海道のおいしい米をこれからも作り続けてください。
東京都 ゆめぴりかのＴＶ　ＣＭが気になったので、一度食べてみたいと思いました！
埼玉県 町の名を今回はじめて知りました。行きたいと思います。
東京都 安心な農業で日本や次世代を支えて頂ければと思います。

大阪府
友人からいただいた、北竜町のお米最高でした。  北海道に行くことは夢です！！ ぜひ北

竜町にもうかがいたいです。 素敵な町づくり応援してます。

東京都

ふるさと納税は北海道内に集中させています。前にも道内の別の地域に寄付しました。お

礼のメロンもおいしかったので、今回も楽しみにしています。年末は何かと忙しいでしょ

うが、手続きお願いします。

東京都 減農薬栽培これからも続けてください。 応援しています。

千葉県
はじめてのふるさと納税です。 美味しいお米を楽しみにしてます。 どうぞ　よろしくお

願いします。
神奈川県 町の繁栄を期待しています！
大阪府 宜しくお願いします。
福岡県 餅米凄く美味しかったです！
神奈川県 毎回美味しいお米を頂いています。
東京都 ご発展をお祈りしてます

東京都
北竜町の安心安全に取り込まれておられる農業に興味を持ちました。応援させていただき

ます。
千葉県 低農薬米はとても嬉しいです。
神奈川県 おいしいお米など農産品の産地として応援させていただきます。

東京都
北海道らしい雄大な景色が心に残っています。厳しい自然と隣り合わせだと思いますが、

豊かな自然を守ってほしいと願っています。
神奈川県 最近は北海道の米のレベルが上がってきました。 もっと有名になればいいと思います。
北海道 ひまわりに感動しました。大好きな花です。
福岡県 62年ぶりの大雪と吹雪で大変でしょうけど、頑張ってください。
神奈川県 北竜町のさらなる発展を期待しています。

神奈川県
先日、申し込み届いたお米があまりにもおいしかったので、再び申し込みました。ありが

とうございます
福岡県 フレーフレー北竜町
北海道 応援しております

埼玉県

北海道を離れて20年になりますが、ちょこちょこ北海道に訪れています。そんな私が、ふ

るさと納税で北竜町の存在を知りました。 町へのメッセージとして一言。農業で世界に

打って出てください！決して内向きにならず、世界を相手に勝負できる農業を育成してく

ださい。

北海道 昨年に引き続き応援しております
埼玉県 これからもおいしいお米を育てる農家をサポートしてください
千葉県 魅力ある街づくりに頑張って欲しい
北海道 昨年に引き続き応援しております
北海道 毎年ひまわりを見に行っています。来年もまた行きたいと思っています。
東京都 昨年頂いたのメロンはとても美味でした。 3玉頂けると嬉しいです。

愛知県
ふるさと納税を調べていて今回初めて北竜町を知りました。がんばっている地方の町を応

援していますのでこれからもがんばってください。
愛知県 子育て支援を応援します。
東京都 日本のコメ農家、頑張って～
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北海道
北竜町のひまわりは素晴らしかった。また行ってみたいです。街づくり頑張って下さい。

お餅、楽しみにしてます。
北海道 おいしいお米をたくさん作って下さい
東京都 ひまわりの里が素敵でした。北竜町の発展を祈願いたします。
滋賀県 とってもお米美味しかったので、またお願いしようと思いました
神奈川県 子育てや母子家庭に役立ててほしいです。
大阪府 北海道は大好きでたびたびお伺いしております、景気が良くなるように祈ってます。
東京都 美味しい農産物をたくさん作ってください。

埼玉県

北海道は３回しか行ってないので、子育ても終わったので、のんびり旅行したいと思って

います。人口減少など厳しい状況にあるでしょうが、旅人の心を癒す現風景を残して欲し

いと思っています。

東京都

今回で５回目になります。美味しいお米はみんなを幸せに してくれますね！北竜町の

方々に感謝です。 今回は初めてひまわりメロンを予約してみました。 今年はこれで最後

の寄付になる予定です。　 ワンストップ特例制度を利用致しますので、申請書の 用紙が

届きましたら、５回分の申請書をまとめて郵送 致します。どうぞ宜しくお願いいたしま

す。

熊本県 いつか訪ねたいです。
愛知県 北海道は何度か訪れています。 日本の農業の見本となる様に頑張って下さい。
大阪府 ひまわり畑いつまでも続きますように。
神奈川県 雪が大変でしょうけど、頑張ってくださいね。
神奈川県 有意義にお使いください お米よろしくおねがいします
神奈川県 少しですが、お役に立てたら幸いです。

愛知県

以前、北竜町のひまわり畑を観光で訪れて、ひまわり畑のスケールの大きさとひまわりの

黄色と緑、そして空の青色のコントラストに感動し、今でもしっかりと記憶しておりま

す。 微力ですが応援させて頂きます。

京都府 これからも応援しています。
神奈川県 去年も同じもの頼みました。お米美味しいです。
東京都 ひまわりのきれいな美しい自然をこれからも守っていってください。
北海道 頑張ってください。来年はひまわり見に行きます
東京都 日本の農業頑張れ！！
長崎県 頑張って美味しいお米を作ってください。
北海道 昨年に引き続き応援しております
北海道 昨年に引き続き応援しております

東京都
子育てや、女性支援に使ってもらえればうれしいです。 北海道のお米、楽しみにしてい

ます。

千葉県
この度、北竜町様にふるさと納税致します。  微力ではございますが皆様のお役に立てた

ら有り難い限りです。  どうぞよろしくお願いいたします。

岡山県
ゆめぴりか検索にて初めて北滝町を知った次第です。 これからもいい物作りにご尽力下

さい。応援しております。
神奈川県 北竜町へのふるさと納税が増えますように

山口県

山口県に住んでいますが、北海道が大好きです。 毎年のように北海道を旅しており、昨

年北竜町に立ち寄りました。 道の駅サンフラワー北竜はとても気に入りました。 その縁

で、ふるさと納税をお願いするようになりました。 今年、二度目になります。 孫に美味

しいご飯を、食べさせたいと思いお願いしております。 来年からはもっと利用したいと

思います。よろしくお願いします。 農家の方々に、これからもよろしくとお伝えくださ

い。

北海道 ひまわり素敵でした。 また見に行きたいです。
茨城県 北竜町の農業振興を応援します
兵庫県 特産品が素敵なので選びました！
東京都 北竜町の農業の発展を応援しております。

大阪府
北海道へは夏の旅行や冬のスキーで行きました。 今年は厳しい大雪になりそうな気配。 

町民の皆さんの安全を祈っております。
宮城県 学生時代に北海道に住んでいました。 北海道の農業応援しています！

千葉県
以前も同じお米を頂きました。 初めて食べたおぼろづきはとても美味しかったです。 こ

れからも応援します。
大阪府 ひまわりの里、北竜を応援しています。 また行きたいなぁと。
京都府 これからも安全で美味しいお米を作って下さい。
栃木県 すばらしいお土産を用意してくださり、ありがとうございます。

11月28日



埼玉県 過疎化に負けず頑張ってください！

東京都
美味しいお米を検索していたら、 北竜町を見つけました。 お米が届くのを楽しみにして

ます。 これからも、美味しいお米を作って下さい。
鳥取県 初めてのふるさと納税です！これからも頑張ってください。
北海道 頑張ってください。
千葉県 名前しか伺ったことがないですが、これを機に旅行にいきたいと思います。
北海道 道産子応援しています。
愛知県 よろしくお願いいたします
愛知県 これからも魅力ある街づくりを期待しています。
東京都 また遊びに行きたい場所です。 食べ物がどれもおいしかったです。

大阪府
北海道が大好きなので北竜町のひまわりのことは以前から知っていました。今度北海道に

行った際には必ず訪れたいなと思います。
長野県 ご発展をお祈りしております。
千葉県 安全安心な農業製品の提供を引き続き宜しくお願いいたします。
京都府 美味しいものの作成を期待しています

兵庫県

今年、旅行で北海道を訪れました（北竜町は通過しただけですが…）。 自然溢れる街であ

る一方、少し寂しい雰囲気を感じました。今回の寄付がお役に立てれば幸いです。 最後

に、寄付金の使用用途について、町内でアンケート等を実施して、それに基づいて設定す

ればもっと応援したいと思うかもしれません。

兵庫県 おいしい農作物を楽しみにしています。頑張ってください。
和歌山県 ゆめぴりか、いつも美味しく頂いております。
大阪府 ゆめぴりかを毎日おいしくいただいています。今後ともよろしくお願いいたします。
大阪府 子育てに役立ててください。
広島県 夏に観光に訪れてみたいです。益々のご発展をお祈りしています。
東京都 安全でクリーンな農業推進、頑張ってください。
兵庫県 頑張ってください。
埼玉県 北海道には親戚がたくさんおり応援します。

兵庫県
我が家はゆめぴりかの大ファンです。これからも、美味しいゆめぴりかを作り続けてくだ

さい。
大阪府 低農薬のお米つくりを応援しています！ 負けるなTPP！！ 北海道のお米万歳！！
愛知県 平日昼間配達
北海道 ひまわりが綺麗でした。維持して頂き、今後も楽しめますようよろしくお願いします。
東京都 頑張ってください。
青森県 北海道のもち米、楽しみにしております。
兵庫県 これからもおいしくて、安全なお米や農産物の生産に力を入れてください。
茨城県 子育て支援宜しくお願いいたします

兵庫県
お米もお餅もとてもおいしくて応援しています。 これからも安全でおいしい農産物作り

をがんばってください。
岐阜県 有効に活用ください。
静岡県 おいしいもち米食べさせて！
兵庫県 美味しいお水で育ったお米楽しみにしています！

千葉県

おぼろづきという銘柄をはじめて知りました。 低農薬で育てるというのは手間がかかる

ことだと思います。安心して食べて欲しいと丁寧に育てれているのだと思いました。 北

竜町も初めて知りましたが、きっと次に見かけることがあれば、あ！と気がつくようにな

ると思います。 北竜町で育てられたお米、遠い地に想いを馳せながらいただきたいと

思っています^^。

兵庫県 特に子育て支援に役立てて頂きたいと思います。

北海道
ひまわりを見るため、お邪魔したことがあります。 素敵な町ですね、頑張ってくださ

い。

東京都
道の駅、サンフラワー北竜がとても印象深くとてもいい思い出です。北海道に住んでいた

時に数回訪問させていただきました。あの公園を是非また訪れればと思います。
東京都 もち米が届いたらお餅を作ります。

神奈川県

先日ゆめぴりかを送って頂きました。もちもち感があって噛むと甘いお米で気に入って食

べております。今度はななつぼしを食べてみたいと思い申し込みました。美味しいお米作

り、農業の発展の一助に使っていただければ幸いに存じます。

兵庫県 北海道旅行の際にぜひ立ち寄りたいと思います。
東京都 がんばってください
福岡県 応援しています！
東京都 美味しいお米楽しみにしています。 いつか遊びに行きます！

11月28日
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愛知県
いつか子供を連れて、ひまわりを見に行きたいです！ 子供が安心して食べられる農作物

を、これからも期待しています。

愛知県
農業は大変労力を要し、また寒い中ご苦労されいるかと思いますが、これからも安全性の

高い農作物を作って下さい。
東京都 応援してます。

東京都

安心できる環境・方法で生産されたお米を探していて辿り着きました。低農薬で収穫まで

無事にお米を育てる生産者の方々のたゆまぬ努力のお陰で、美味しいお米を安心していた

だける事、有難く思います。田からもちの開発エピソードも別のページで拝見しました。

ご紹介をありがとうございます。 寄付金が、常日頃の生産に加えて新しいものへも取り

組まれる生産者の方々への一助になる事を希望いたします。

北海道
今年2回目となりなす。 前回頂いたお米も美味しくいただいてます。 これからも美味しい

お米作り宜しくお願いします。
奈良県 応援しています。
東京都 安全でおいしいお米を楽しみにしています。
神奈川県 美味しいお米を作ってください。

埼玉県
北海道のお米、大好きです。 ふるさと納税のおかげで北竜町との繋がりができました。 

いつか家族で行ってみたいです。
東京都 北竜超に行ってみたいです。
大阪府 わずかですがよろしくお願いします。
東京都 TPPに負けず、美味しくて安全な食材を作り続けて下さい。
神奈川県 子育て支援の事業振興に使っていただくと嬉しいです。 よろしくお願い致します。
北海道 ひまわり綺麗でした。これからも、きれいに咲かせてください。

神奈川県
来月出産を控えているので、低農薬の美味しいお米をいただいて、出産頑張りたいと思い

ます。

兵庫県
初めて故郷納税させていただきます。 これを機に天竜町を知りたいと思っています。 厳

しい寒い季節になりますが益々　頑張って下さい。

大阪府
私自身が教育に関わる仕事をしておりますので、少額で恐縮ですが、生涯学習のためにご

活用くだされば幸いです。頑張ってください。

香川県
９月に同じ商品を頂き、とてもおいしかったので両親へ送ることにしました。 これから

も美味しい商品を作るべく、厳しい寒さの中、頑張ってください。

千葉県

　北海道には親しい友人も在住しており普段から身近に感じております。 　この度ゆめ

ぴりかを是非食してみたいと思い、申込させて頂きました。到着を心待ちにしておりま

す。　谷口

京都府 地域づくり、頑張ってください!!
高知県 少額ですが役立ててください。
東京都 北竜町の安心安全な農業推進を応援させて頂きます。

埼玉県
北海道大好きライダーです。 これからも、北海道を応援しますー！ ファイターズもがん

ばれ！！
愛知県 日本の安心、美味しい農業展開を期待します。

千葉県

失礼ながらふるさと納税制度を利用するまで北竜町のことを知りませんでした。北海道は

札幌と小樽に行ったことがあります。機会があれば何度でも北海道へ行きたいと思ってお

りますが、これも何かの縁。長期休みが取れたら北竜町へ行ってみたいです！

東京都
北海道のお米がおいしいことに驚きました。 農家の方々の努力の賜物だと思います。 こ

れからもがんばってください。
群馬県 ななつぼし玄米の味見たのしみです。 よろしくお願い致します。
神奈川県 安全な農業施策がんばってください。
東京都 動物愛護に使って頂きたいと思います。

新潟県
北海道が好きで今回寄付することにしました。 お正月に北竜町のおいしいお餅を食べる

のが楽しみです
北海道 車で通りすぎただけですが、ひまわりが綺麗でした。

東京都
前回お送りいただいたお米がとてもおいしく、再度申し込みさせていただきます。よろし

くお願いいたします。
東京都 美味しい、町の作物をもっともっとアピールして、町を活性化させてください。
東京都 高齢者,子育て応援してます。
兵庫県 お世話になります。今後も、食の安全を守る農業を推進願います。
福島県 安全な農産物作りを期待します。
兵庫県 これからもふるさと納税頑張って続けてください

11月29日

11月30日



千葉県
前回寄付させて頂き、お米がとても美味しく家族全員が大ファンになりましたので、また

寄付させて頂きました。これからも頑張ってください。
東京都 町のみなさんへ、寒い季節ですが体調に気をつけて下さい
神奈川県 広大なひまわり畑をいつまでも維持してください

東京都
新米が美味しかったので追加で寄付させて戴きます。 人に優しい農業の推進に役立てて

下さい。
神奈川県 よりよい町づくりを期待してます。

11月30日


