
【 １２月の応援メッセージ 】

東京都

北海道は若者がなかなか地元に残らないと伺っています。 おいしい！と評判が高まった

り、特徴のある農業などで、 若い人々も地元に残って活性化されるといいなと思い、 微

力ですが、寄付させていただきます。 お米を食べた後には、周りの友人にその評価を伝

えて「北竜町」を広めますね。

神奈川県

「ゆめぴりか」は初めてです。コマーシャル等で興味はありましたが　食べなれた「こし

ひかり」ばかり購入していましたのでとても楽しみです。また　少人数ですので小口（５

０００円・５キロ）で申込みできるのはありがたいです。楽しみにお待ちしております。
静岡県 頑張ってください
福岡県 北竜町の発展を応援しています！
神奈川県 おいしいお米、待ってます。
神奈川県 宜しくお願いします！
東京都 北竜市の発展をお祈りいたします。

栃木県
担当の方におかれましては、今年もお世話になりました。あとひと月お忙しいことと思い

ますが、お体ご自愛されますようお祈りしています。

愛知県
ひまわりをみると笑顔になりますね。 沢山の笑顔に会えるよう、ひまわりの成長を願っ

ております。
大阪府 ゆめぴりか大好きです。これからも応援してます。
東京都 お米とてもおいしいです。
神奈川県 よろしくお願いします。
神奈川県 お送り頂いたななつぼし、美味しかったです。 また違う種類をお願します。

埼玉県
僅かですが子育て支援に是非ともご使用ください。 応援しております。 頑張ってくださ

い。

京都府
昨年は、ゆめぴりかを送付頂き大変美味しくいただきました。有難うございました。これ

から寒さに向かいますが、美味しい米づくりや日本の農家を支えて欲しいです。

北海道

１４年前から札幌に住んでいます。 北竜町は、北区に住んでいた時に直産移動販売で野

菜を買っていたので知っていましたが、まだ訪れたことがありません。 いつか一面のひ

まわりを見てみたいです。
京都府 ひまわりの里をいつまでも続けて下さい。

愛知県

ゆめぴりか、小粒ですがおいしいお米でした、迅速に送っていただきありがとうございま

した。 メロン届くのが楽しみです。 お米がおいしい場所なので。お餅も期待していま

す。
東京都 美味しそうなお米で楽しみです。 いつか遊びに行きたいです。
愛知県 僅かですが、お役立てください
沖縄県 いつか行ってみたいです
広島県 少しではありますが、地域の皆さんの役に経てばと思い ます。 よろしくお願いします。
千葉県 いつも、美味しいお米を楽しみにしています。

愛知県

10月に寄付させていただき、ゆめぴりかを送っていただきました。スーパーで買うゆめぴ

りかも美味しいですが、送っていただいた低農薬のお米はとても美味しくて、家族でびっ

くりしています。 今回また寄付させていただきます。
大阪府 わずかな額ですが子供達のためにお役立て下さい。

大阪府
北海道は広過ぎてなかなか足を運びきれませんが、このご縁を機に是非行ってみたいと思

いました。

大阪府
北海道は広過ぎてなかなか足を運びきれませんが、このご縁を機に是非行ってみたいと思

いました。
東京都 これからも、がんばってください
東京都 いつもありがとうございます。リピートします。

北海道
ひまわり迷路やサンフラワーパークなど何度か訪れましたが、のどかで素敵な町ですね。

これからの北竜町にも期待しております。

愛知県
町の政策に魅力を感じ、寄附をしたいと思いました。 これからも、そんな魅力のある町

を維持して欲しいです。 住んでいる場所は違いますが、応援しています。

千葉県
農業には厳しい時代だと思いますが、北海道のお米は人気があるので、益々の発展を応援

します。
大阪府 ゆめぴりか美味しかったです。
京都府 がんばってください！

北海道
北海道が美味しく安全な国内外の食糧基地になる様に 願っています。 食べ盛りの子供に

お餅を沢山食べさせます。
東京都 お米はやっぱりゆめぴりか おいしい米づくり、がんばってください！

京都府
いつかひまわりの里に訪れてみたいと思います。 冬の厳しさが増す一方かと思います

が、皆様お身体にお気をつけください。

12月1日

12月2日



埼玉県 埼玉県まで特産物が届くのを楽しみにしています。農業推進を応援します。

埼玉県

初めて、ふるさと納税をやりました。 これから、寒さと雪で大変だと思いますが、がん

ばって下さい。 今回、こちらでは、店頭でおぼろつきは、見た事がなかったので是非、

食べてみたいと思います。よろしくお願い致します。
東京都 是非北竜町に遊びに行かせていただきたいです。
広島県 おいしい米を作って外国に負けないでください。

愛知県
たくさんの特典の中から、「低農薬、食べ比べが出来る」に惹かれて北海道北竜町を選び

ました。 安全でクリーンな農業を応援しています！
北海道 やはり北竜町のお米は美味しいです
神奈川県 美味しいお米を作り続けください。 期待しています。
静岡県 北海道、これから厳しい冬を迎えますが頑張ってください。
静岡県 有効に使ってください。
愛知県 良い町づくりをしてください
神奈川県 ひまわりの里と美味しいお米を作り続けてください
神奈川県 ななつぼし、とてもおいしく頂いてます。
大阪府 町長にお任せします。 お役立て下さい。
埼玉県 今後も品質の安全でおいしい農作物作りを期待いたしております。
大阪府 最近玄米が大好きです。楽しみにしてます。
福岡県 頑張って下さい
大阪府 応援しています。頑張ってください。
千葉県 北竜町の益々のご発展をお祈り致します。
北海道 ずっと続けてほしいです。
茨城県 地元らしい特産物が増えることを楽しみにしています。

東京都

１０月２０日に北海道旅行中、札幌駅のどさんこプラザで偶然、北竜町のイベントをやっ

ていました。ノースドラゴンのイエローも拝見しました。声は掛けられませんでしたが、

何かご縁を感じました。来年もおいしいお米をお願いします。
静岡県 今回の寄附が町の発展に 繋がれば嬉しいです。
三重県 道産子です。北竜町の農業のために使って下さい。

愛知県

愛知県に住んでいるので、なかなかこちらでは販売していないお米を食べ比べて新しい発

見をこの寄付を通しできれば嬉しいです。 種類の違う食べ比べお米の特典良いと思いま

す。
兵庫県 毎年、ふるさと納税を継続してます。 農業の推進を期待しています。
埼玉県 減農薬米作りの安全で美味しいお米をこれからも期待しています。
東京都 これからも豊かな自然を大切に安全な農作物を作って下さい。応援しています。
静岡県 活気のある町つくりにして下さい。
大阪府 寄付金は有効に使って頂けると嬉しいです。

東京都
北海道の冬を体験したことのない都会育ちです。 きっと想像を超える寒さなのでしょ

う。  おからだにはお気をつけて、皆様が元気でいられますように。

福岡県
寄付金で北竜町のお役にたてたらと思います。特典の玄米も とても楽しみにしていま

す。
福岡県 安全な信用出来る食べ物作りに励んで下さい。 応援しています。

神奈川県
夏に送って頂いたメロンと秋の新米のお米がとても美味しく、少しですがまた応援させて

いただきます。 寒い日が続きますが、皆様お体ご自愛ください。
神奈川県 地名もしりませんでしたが、これがご縁で知ることができ覚えました。
東京都 函館には訪れたことはあるのですが、、 今度行きたいと思います。
千葉県 ＴＰＰに負けない農業を続けてください。
宮城県 北竜町の皆様に幸多きことを祈っております。
埼玉県 国の根幹をなす1次産業を守ってください。
愛知県 貴町の発展と町民の皆さまのご健康とご多幸をお祈りいたします。
東京都 頑張ってください。いつか訪れたいです。
大阪府 玄米大好きなので、楽しみにしています
埼玉県 ひまわり畑がとてもきれいでした
神奈川県 安全で美味しいお米を作ってください。
神奈川県 今後は自然環境の保全を目的とした寄付を創設してください。
神奈川県 北海道出身です。北竜町の更なるご発展を願っております。

大阪府
10年ほど前に学生時代ツーリングでひまわり畑を訪れました。 今でもずっと大切な思い

出です。素晴らしいヒマワリ畑を維持いただき感謝です。 またいつか訪れたいです。

東京都
ひまわり農産のサイトを見ました。頑張ってほしいと思います。 寄付については、少な

い額ですが子育て支援に使っていただけるとうれしいです。
埼玉県 素敵な特産品に惹かれました。
東京都 黒千石大豆がおいしそうで、体に良さそうで楽しみです。 どうぞ宜しくお願いします。

12月2日

12月3日

12月4日



神奈川県
今は神奈川県に住んでいますが、札幌出身なので、北竜町には何度も行ったことがありま

す。ひまわり大好きです。

東京都
新米のゆめぴりかとってもおいしかったです。またよろしくお願いします。来年のメロン

も楽しみにしています。
長崎県 北竜町がんばれ
北海道 これからも北海道農業を牽引していってください。

京都府
旅行の際に訪れたことがあります。 また機会があれば寄ろうと思います。 今の気候、北

海道は寒さが厳しいと思われますがどうかご健康にお気をつけください。
大阪府 北海道旅行の時に訪れたいと思います。 効率的なよりよい街づくりを希望します。

千葉県
たまたま目につきました。 北海道は縁がありませんでしたが、お年寄りの為に使ってく

ださい 玄米楽しみです！

大阪府

トワイライトEXP.が廃止になって、北海道が遠くなりましたが、北竜町のひまわり畑には

是非一度行ってみたいと思っております。 北海道のもち米は、店頭であまり見たことが

無いので、楽しみです。 これからも美味しくて安心なお米を、よろしくお願いいたしま

す。
東京都 雪の季節になりましたが、頑張ってください。応援してます。
東京都 応援しています。頑張ってください。
福岡県 二回目です。餅米おすそわけしたら美味しいと評判でした(^^)
東京都 豊かな自然と皆様の知恵を活かして、住みよいまちづくりを期待します。

北海道

北竜町で減農薬に取り組まれている農家の方がいることを知り、感動いたしました。 玄

米は体に良いとは聞いても、 農薬がたまりやすいとも言われており、 せっかく食べるな

ら殺菌剤や、農薬に気を遣ったものでないと 意味がないと思いました。 北竜町は風景が

美しいところです。 空気も澄んでいて、訪れると必ず気分が良くなるところです。 しか

し、泊ったり、住んだことはありません。 住民の方が、どのような暮らしをされている

のか知りません。 　だからこそ、実際に住んでいらっしゃる方々に少しでもおんがえし

できればと思います。
福岡県 おいしくて安全なお米を今後も生産し続けていただけることを期待しております。

北海道
ふるさと納税をいろいろしてきましたが、自分の住む北海道の市町村では北竜町が初めて

です。 大変期待しておりますのでよろしくお願いします。
大阪府 寄付金が事業のお役に立てば光栄です。
長崎県 いつか訪れたい町です。がんばってください。
徳島県 益々のご繁栄をお祈り申し上げます。
神奈川県 ひまわりが有名なのですね。北海道に行く時に是非訪れたいです。
兵庫県 父が北海道出身です。これから寒いと思いますが、がんばって下さい！！
東京都 いつもありがとうございます
佐賀県 おいしくて安全なお米の生産をこれからも続けてください。
東京都 これからも、安全で安心な食べ物を作り続けてください。応援しています。
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 美味しいメロン、楽しみにしています！ これからも応援しています。

北海道

北竜町には以前に訪れたことがあり、お米がおいしくひまわりが素敵な町だと感じまし

た。 今回、寄付金の使途としては指定していませんが、北竜町の農業やひまわりの里が

よりすばらしくなることを祈念しています。

埼玉県
知らない地名でしたが、ふるさと納税をさせていただき、ぜひ一度いってみたいと思いま

す。
神奈川県 自然を大事にした活性化ある町おこしをお願いします。
宮崎県 南国では味わえない 北国の味を期待しています

東京都
以前ひまわりを目当てに9月上旬に訪れましたが、もうほとんど終わっていたので今度は

全盛期の時にまた行きたいです。
大阪府 美しいひまわりの里の応援ができて嬉しいです。

山梨県
ゆめぴりかを食べています。今まで食べたお米の中で一番おいしいお米です。応援してい

ます。

北海道
子供が小さい時に、ひまわり畑に遊びに行きました。 来年も、きれいな ひまわりを咲か

せてください。

北海道

15年前にうかがった時に、中学生が咲かせてくれていた「世界のひまわり」が、とてもス

テキで印象に残っています。 中学生がアンケートをしてくれて、地元の子供達とふれあ

えたことも、とっても嬉しかったです。  10年以上たって再訪した際にも、変わらない

「ひまわり畑」があって、懐かしく感動しました。  来年も、ステキなひまわりが、たく

さん咲きますように。

大阪府
北海道へは仕事でしか行ったことがありませんが、いつかは観光でゆっくりと周りたいと

思います。
福岡県 お米のコスパランキング１位を目指して、１万円で白米20kg頂きたいです！

12月4日

12月5日



大阪府 特産品づくり頑張ってください

兵庫県
北海道は昔よりお米が美味しいです！他にもたくさんおいしいものがあるので、これから

も美味しいものを安全に日本に残してください！
東京都 北竜町のヒマワリを以前見に行ったことがあります。また行きたいとずっと思ってます。
熊本県 これからも 美味しいお米もち米作って下さい 来年のふるさと納税を期待します
北海道 前回頂いたお米、美味しかったです。これからも美味しいお米をお願いします。
東京都 少しでもお役に立てれば、うれしいです。
東京都 これからもおいしくて安心できるお米を作ってください。
静岡県 もち米楽しみにしてます。
神奈川県 美味しそうなおもちですね！ これからもますます、頑張ってください！
愛知県 よろしくお願いします。
神奈川県 北海道出身者として、北竜町の発展をお祈りしています。
愛知県 これからも魅力あるアピールを期待してます
神奈川県 低農薬での生産は大変と思いますが工夫され、生産をしてください。
岐阜県 今後も米作りなどの農業がますます発展しますよう願っています。
愛知県 いつもゆめぴりかを必ず購入しています。これからも頑張ってください。
神奈川県 先日特産品のゆめぴりかを送って頂きました。とても美味しいかったです。

徳島県
北海道へは五回ほど家族旅行で訪れました。観光では一番素敵な所ですね。ひまわりも好

きで広島県へは見に行きました。今度北竜町のひまわり、見に行きます。
愛知県 寄付を役立てていただけると嬉しいです。

京都府
ひまわり畑の維持・管理大変だと思いますが 来年も皆さんでひまわりまつりを盛り上げ

てください。

東京都

ふるさと納税で初めて北竜町のことを知りました。 ひまわりの里なんですね。北の大地

からのお米楽しみにしております。 ささやかですが、町の振興に役立てていただければ

幸いです。

大阪府
ひまわりの里の維持費が足りていましたら、農業の推進事業にあてて頂けます様、宜しく

お願いいたします。

広島県
北海道の雄大な自然の中で作られた美味しい農作物をいつでも味わえるよう期待していま

す。
東京都 今後も益々素晴らしい農産物を生産して頂きたく存じます。

神奈川県

ＴＰＰ等で農業を取り巻く環境も変換期かと思いますが、和食を代表するように日本人の

食に対する関心の高さは世界に誇れる文化であり、安心して美味しく味わうことのできる

農産物が安定的に収穫できてこそ成り立つ文化だと思いますので、今後も自信を持って農

業の活性化に取り組んでいただきたいと思います。
京都府 地域の活性化を期待しています。
静岡県 町の発展にご尽力ください

東京都
北海道でひまわりというのが意外でした。 今後の存続と発展を祈念して寄付いたしま

す。
宮城県 頑張ってください！ いつかひまわり畑に行くのが夢です。
宮城県 いつかひまわり畑に行ってみたいです。

埼玉県
恥ずかしながら、ふるさと納税で北竜町のことを知りました。寄付、町のためにご活用く

ださい。

神奈川県
深川に親族がいます。北竜のお米は、ゆめぴりか・はくちょうもちをよく買っています。

風の子もちは初めて試すので楽しみです。
静岡県 どうぞよろしくお願いいたします。

神奈川県
北海道は何度も訪れていますが、北竜町はまだ行ったことがありません。これを機に調べ

たら素敵な街で、伺ってみたいと思いました。
群馬県 今回初めての ふるさと納税です。 今後も いろんな企画を期待しています。
岐阜県 子育てに使ってください。
広島県 夢ぴりかを応援しています。
静岡県 新米が楽しみです
東京都 米作りの努力を感じます。これからもがんばって下さい。
千葉県 ドライブの季節に訪問してみたいです。
北海道 今年もヒマワリを見に行きました。毎年楽しみにしています。
埼玉県 がんばってください！！
神奈川県 もち米が欲しかったので御町を選ばせて頂きました。 よろしくお願いします。
東京都 頑張ってください
東京都 町の繁栄を祈ります。
山形県 寄附金が集まり、町が発展しますように。

12月5日

12月6日



香川県

先日届いたお米が美味しいので、お米とお餅を楽しみにして、寄付させていただきます。 

みなさんからの寄付金が有意義に活かされ、お礼の特産品を扱う地元の方々の励みになれ

ば、幸いです。
埼玉県 よい街づくりにつかっていただければ幸いです
神奈川県 少額ですが、お役立て下さい。
神奈川県 来年以降もおいしいお米や農産物をたくさん作ってください
神奈川県 一度訪れてみたいです。
北海道 いつか行きたいと思っています。
福岡県 ２回目になりますがとても美味しい米でした。
兵庫県 子供たちのために有効に使ってください
東京都 ご発展・ご活躍を祈念いたしております。
埼玉県 低農薬栽培とTPPに向けて頑張って下さい。

愛知県
ふるさと納税のおかげで､ゆめぴりかや ななつぼしを楽しむことが出来ました｡ 北竜町さ

んの今後の発展を祈念します｡
兵庫県 北竜町のひまわりが綺麗でした。 また行きます。
神奈川県 今後の北海道の農業の発展を応援しています。
東京都 美味しいお米を楽しみにしています。
神奈川県 美しい田園風景をいつまでも維持してください。

東京都
ゆめぴりかは本当においしいお米です。 これからも美味しいお米を全国にお届けしてい

ただけるよう、応援いたします。
東京都 いつかひまわりを見にいきたいです。
千葉県 美味しい玄米を楽しみにしています！
神奈川県 もち米大好きです。 作り続けてください！
東京都 からだにやさしいお米を作り続けてください。

神奈川県

北海道に家族で住んでおりました頃にひまわり畑に遊びに行かせていただきました。 今

後も素敵なひまわり畑を維持していただきたく思っています。また子供を遊びに連れて遊

びに行きたいと思います。
東京都 農業は大切なライフラインだと考えていますので、頑張って良い物を作って下さい。
大阪府 出張で訪れてからふるさとのように感じています。いつも応援しています。
東京都 北竜町を応援してます。
埼玉県 おいしいお米を作り続けてください。
京都府 子育て支援事業に役立ててください。
埼玉県 以前北海道に住んでた妹の家族に食べさせたく、応募させて頂きました。
福岡県 わずかな額ではありますが、有効活用していただきたく思います。
東京都 農業の活性化拡大を期待します。
東京都 頑張って下さい。 北海道大好きです。
茨城県 子供たちへの教育の推進、高齢者が住みやすい施策に役立てていただければ幸いです。
東京都 頑張って下さい

神奈川県

寄付金は「動物殺処分ゼロ」のために使っていただきたいです。 どうか保護された動物

を殺すことなく、積極的に里親を探すほか、広島県のように保護犬を訓練して使役犬とし

て生かす、猫はさくら猫のように去勢して生かして欲しいのです。 どうぞよろしくお願

いします。
北海道 ひまわりを観に行きたいです。
東京都 頑張ってください。
東京都 頑張ってください。

神奈川県
(^o^)/黒千石ハンバーグ！ 今年2回目の申込みです。 すごく美味しいかったです♡ ご馳走様

でした(^-^)m(_ _)m  また引き続き、来年も(^o^)/ 北竜町を応援していきますね！
東京都 応援しております！

栃木県

先月、新米のゆめぴりかを頂きとても美味しくて感激しました。 今回はゆめぴりかと餅

米のセットをお願いしたので、届くのがとても楽しみです。 また来年も、是非寄附を行

いたいと思いますので、美味しいお米の生産を応援しています。
神奈川県 このふるさと納税を生かして、少子高齢化を乗り切ってください。
三重県 美しいひまわりを　いつか見に行きたいです！
兵庫県  ひまわりの町として、これからもその素晴らしい豊かな自然を大切に頑張って下さい。

大阪府
ゆめぴりかのお米を食べたことがなく、食べてみたかったのでこちらに寄付させていただ

きました。有意義に使ってください。
神奈川県 楽しみにお待ちしています！

佐賀県
今回初めてふるさと納税をさせていただきます。ふるさと納税を使って、子供たちの教育

に使って下さい。また、おいしいお米楽しみにしています。

12月6日

12月7日



東京都

黒豆が好きなので特産物に興味がありました。今後も安心できる農産物を後世に残されて

いかれますよう、町の良いところを大事にされていかれますよう陰ながら応援しておりま

す。
福岡県 がんばれ〜
東京都 これからも美味しい農作物の生産をお願いします。

北海道
今年、東京か札幌市に異動となりました。いまだ北竜町は訪れたことがないですが、近々

訪問したいと考えています 。応援しています。
東京都 ゆめぴりか美味しいです。
東京都 これからも頑張ってください
長野県 より良い魅力ある街を作ってください。

兵庫県
子どもは、町の活力です。高齢化対策も大切だと思いますが、できれば子育ての支援に重

点を置いてほしいです。

愛知県
いつもゆめぴりかを美味しく頂いていますので、北竜町に興味が湧き、農業のますますの

ご発展を心よりお祈りして心ばかりですが寄付させて頂きました。
福島県 北竜町の発展を期待しています。

東京都
メロンをいただきもので食べたことがあり大変おいしかったのをよく覚えています。届く

のを楽しみにしています。

北海道
豊かな自然があり、最近は農業でいろいろな特産品が生まれていて注目しています。おい

しい、安全を基本とした農業を進めてください。
神奈川県 またひまわり畑に行きたいと思います。
北海道 安全なお米作りに役立ててください
千葉県 子供たちが笑いながら育つ街づくりをお願いいたします。
北海道 安全なもち米で、お正月のお餅をつきたいです。 農家の方々、頑張ってください！
福岡県 がんばってください。

三重県

北海道に対する憧れがあって、 特に北海道の農業、畜産業を応援したい、という気持ち

があり、 北海道のふるさと納税を、と思いました。 今の居住地に対しては思い入れもな

く、 折角なら北の大地で頑張っていらっしゃる方々に 使っていただければ、と思いま

す。 これから寒さも一層厳しくなるかと思いますが、 くれぐれもご自愛ください。
神奈川県 有効に使っていただけたら幸いです。
和歌山県 ひまわりの町として有名ですね。これからも応援していきたいと思います。
京都府 いつまでも大自然の中で安全安心なお米を作り続けていただきたいと思います
神奈川県 安心安全な農業をよろしくお願いします。
静岡県 子供達の為にお役立て下さい。
神奈川県 特産品を友人などに宣伝します。応援しています。
東京都 これからもがんばってください。

神奈川県
今回はお米目当てで寄付させていただきましたが、ひまわりを見に一度行ってみたいで

す。
神奈川県 何かのお役に立てればと思います。

茨城県
北海道には、40年前に行ったきりです。 親友は、北海道の出身です。 機会があればお邪

魔します。
北海道 一度、北竜町のひまわりを見に行きたいと思っています。
神奈川県 いつか北竜町に行っておいしいものを食べてみたいです。

東京都
北海道と北海道米が大好きで何度も行ってますが、北竜町はまだ行ったことがないので、

来年あたりに行ければと思います。
北海道 TPPに負けない農業を！ 食べ物は人が生きていくのに欠かせないものです。
東京都 がんばってね
埼玉県 がんばって下さい
大阪府 ゆめぴりか美味しいく喜んでいます。 再度要望致しますので宜しくお願いします。
愛媛県 我が家にも子供がいます。子育て支援、お願いいたします。

静岡県
特産品のお米やメロンの生産ありがとうございます。 縁あって今回ふるさと納税に参加

し特産品を受け取らさせて頂きます。楽しみにしています。

東京都
ゆめぴりかを毎日おいしくいただいています。 農薬に敏感な母もおいしくいただいてい

ます。
東京都 日本の農業を守ってください。環境にも体にも優しい農業を応援しています。
愛知県 応援しています！

千葉県
毎年たくさんのひまわりが咲く映像をテレビで見ています。これからも咲かせ続けてくだ

さい。
東京都 ひまわりの咲く大地に一度行ってみたいと思います。
東京都 向日葵を大事に！
愛知県 ひまわりの時期に行ってみたいです。

12月7日

12月8日



東京都
「ゆめぴりか」が食べてみたくて寄付を行うことにしました！ 北国は寒いと思います

が、体に気をつけて元気に過ごしてください。
宮城県 仕事にからみ、ひまわりで大変お世話になっています。
岐阜県 ゆめぴりか　に魅力に引かれました。これを縁に、北竜町について、関心を寄せます。
大阪府 良い町になるよう頑張ってください
東京都 これからも頑張ってください
神奈川県 今年、2回目の納税です。
滋賀県 北竜町を応援します。
埼玉県 美味しい米づくりの環境整備をお願いします。
富山県 ゆめぴりか楽しみにしています。
東京都 ひまわりがきれいでした。
埼玉県 高齢者に優しい街づくりに取り組んでください。
愛知県 これからも宜しくお願いいたします
大阪府 これからもおいしいお米を作ってください。
福岡県 ななつ星をいただくのは初めてなので楽しみにしています。
千葉県 ヒマワリの咲く風景素敵です。いつか訪ねて写真に収めてみたいです。

栃木県

３度目の納税となります。 安心・安全のおいしいお米をありがとうございます！！ 「ひ

まわりの里」にて、手間暇をかけて育ててくださっている生産者の皆さんに心から感謝し

ております。  来年もまた納税させて頂こうと思っておりますので、どうぞこれからも農

業の発展に頑張って下さい。

群馬県
15年前に北海道に住んでいました。北海道は気候が厳しいですが、皆さん頑張ってくださ

い。
神奈川県 応援しています！！
神奈川県 おいしいお米と聞き、楽しみにしています。 よろしくおねがいします。
北海道 とてもおいしいお米です。頑張ってください。
東京都 おぼろづきが美味しかったので、追加で寄付させていただきます。

東京都

お礼品がお米だけでなくおそばとおかきがついているのがいいなと思い寄付することにし

ました。北海道のお米は時々買いますが、おぼろづきという銘柄は初めてなので楽しみに

しています。
青森県 また、ヒマワリを見に行きます。
大阪府 少ないですがお役に立てれば幸いです。

和歌山県
北竜町に初めてふるさと納税をさせて頂きます。 今の時期に来年の予約って得したよう

な斬新な感じがしました。 ひまわりメロン楽しみにしています。
群馬県 お米を楽しみにまってます！ 農家の方に御礼申し上げます
埼玉県 頑張ってください。

大阪府

北海道のお米はいつもおいしくいただいております。 低農薬で栽培されていること、関

西では見たことのないおぼろづきというブランドのお米が楽しみです。 国際的にも安全

というイメージのある北海道が世界に向けて安全な食品を発信し続けられるよう願ってお

ります。
千葉県 北海道北竜町を応援します。 無農薬農業推進、頑張ってください。
北海道 頑張れ北竜町

埼玉県
安心していただける食品も少なくなりつつあるように思います。 自然豊かな土地で安全

に育てた食品を全国に提供してください。
兵庫県 町の発展に期待しています
兵庫県 頑張ってください。美味しいお米たのしみにしてます。

北海道
前に頂いたお米が美味しかったのでまたこちらにしました。素敵な北竜町になりますよう

に。
三重県 町のさらなる活性化を期待しています

千葉県
これをきっかけに町を身近に感じることができます。 車で北海道旅行することがあるの

ですが犬と泊まれる宿があればぜひ訪ねてみたいです。

宮城県
今年転勤になり札幌に来ました。春には道の駅に行きたいです。 ゆめぴりかは初めて食

べるので楽しみです。

福岡県
ゆめぴりかだから寄付いたしました。 ふるさと納税を通して北竜町をGooleでお散歩した

り、wikiで知ることができました。 楽しみにしております。

千葉県
メロン好きな私は、毎年、北竜のメロンを５～１０個ひとりで食べます。全国で一番おい

しいと思います。これからも美味しい農作物を作ってください。
和歌山県 ご苦労がおありだと思いますが美味しいお米を作り続けて下さい
東京都 こどもの教育に使っていただけたら嬉しいです

神奈川県
地方を取り巻く環境は厳しいかと思いますが、 TPPをはじめ、岩盤規制に風穴をあける 状

況も進みつつあります。 蟻の一穴でも勝機を見出して頑張ってください。
神奈川県 有意義にご活用下さい。

12月8日

12月9日

12月10日



大阪府
海外からの旅行客を誘致ができるように、頑張ってほしいです。特に南国の外国人は、雪

や寒さも楽しんでもらえると思います。
埼玉県 初めて寄付をさせて頂きました。有効に活用してください。
埼玉県 美味しくて安全な米作りを応援しています。
長野県 ひまわりの里に行ってみたいです。
静岡県 応援しています。頑張ってください。
大阪府 このメロン本当においしいです。
三重県 米作り頑張ってください

北海道

千歳市に住んでおります。美味しい米つくり陰ながら応援しています。無添加のおもち家

族で楽しみに待っております。お忙しい 年末ぎりぎりの寄付になってしまい申し訳ござ

いません。
三重県 米作り頑張ってください
愛知県 今年お礼でいただいたメロン非常に美味しかったです。
千葉県 応援しています。

北海道
道の駅に何度か立ち寄ったことがあります。 北海道の自治体にはぜひ元気になってもら

いたいです！
静岡県 いつも美味しいお米をありがとうございます。
愛知県 お米やお餅がとても美味しそうです。皆さんが心をこめて栽培されていると感じました。
兵庫県 応援しております。
東京都 安全で美味しいお米や農作物をたくさん作ってください。
北海道 おいしいお米を作り続けて下さい。
埼玉県 初めてふるさと納税を利用しました。 お役に立てたら嬉しいです。
北海道 わずかですがキレイなひまわりをこれからも育てて楽しませてくれたらと思います

大阪府
お米が届くのを楽しみにしています。コメ作りは大変手間のかかる作業なのに、安全・安

心を追求するなら尚更大変だと思います。いっそう感謝してごはんをいただきます。
福岡県 美味しいお米ありがとうございます。

愛知県
少額ですが、お役立ていただければ幸いです。 一度、ひまわりを見にお訪ねしたいと思

います。
京都府 頑張って下さい。
大阪府 一度は訪れてみたいと思っています。
静岡県 農業振興を応援します。
群馬県 頑張って下さい。
東京都 お役に立てれば幸いに存じます
神奈川県 自然が豊かそうで魅力的です
埼玉県 地方都市それぞれが魅力のある「ふるさと」になれるよう応援します

北海道

前からひまわりの里に訪れたいと思っておりましたが、なかなかいけなかったため今回そ

のきっかけになればと思い寄付させていただきました。いつまでも日本の誇るひまわりの

里であることを願っております。
新潟県 応援しています。 お年寄りや、子どもたちの為に役立てて下さい。

秋田県
北海道生まれですが、北海道を出てからだいぶ経ちました。 北海道の地方の医療が少し

でもよくなってくれればと思い寄付します。
大阪府 子供達にとって有意義な活動にお使いいただけると幸いです。
静岡県 おぼろつき美味しいですね

北海道
低農薬米に興味を持って、些少ですが寄付させていただきました。安全・安心できる農作

物への取組みを応援しています。
大阪府 僅かですが、地方活性のために役立てて頂ければ幸いです。

神奈川県
北竜町はこれまで知りませんでしたが(失礼！)、ふるさと納税で知ることができました。

これからも応援したいと思います。
愛知県 応援しています。

栃木県
お米のゆめぴりかをおいしくいただきました。メロンもきっとおいしいと期待して待って

ます。
東京都 頑張ってください。
神奈川県 ふるさと納税を活用し、地域を活性化させてください。
千葉県 自然環境を守りながら発展されることを望みます。

千葉県
以前、北海道を旅行中にひまわり畑に行き、感激しました。 是非、続けていただき、多

くの方に感動を与えてほしいと思っています。

神奈川県

北海道には毎年両親と旅行に行っています。ふるさと納税をきっかけに北竜町のＨＰを興

味深く拝見させていただいております。きれいな町ですね、一度、ひまわりを見に行きた

いです。
神奈川県 自然産品の充実を期待します。
兵庫県 メロンおいしそうですね 届くのを楽しみにしています。

12月10日

12月11日



神奈川県 美味しいお米待ってます。

東京都
子供を持ってはじめて口に入るものへの安全について真剣に考えました。 美味しくて安

全なお米作りに取り組んでくださってる方々を、微力ながら応援できればと思います。
青森県 北竜町の益々のご発展を祈念申し上げます。

北海道

先日ふるさと納税をして、さっそくお礼のお餅を頂戴しました。ありがとうございます。

とっても美味しそうなので、もう一口寄付をさせて頂き、母のところに送ろうと思いま

す。ひまわりのようにぱーっと明るい街つくり、頑張って下さい。来年久しぶりにひまわ

りを見に行こうと思います。

兵庫県

ゆめぴりかはおいしいお米であることを友人から聞き、購入し食べたところおいしかった

ので申し込みました。 　これからもおいしいお米を提供していただけることを期待し寄

付させていただきました
埼玉県 寒いけど身体に気を付けて頑張ってください。
大阪府 ゆめぴりか、大変美味しかったです。 ありがとうございました。
群馬県 農業は日本の宝。農業の振興に頑張ってください。
東京都 美味しいメロンが届くことを楽しみにしております♪

富山県
１度だけ訪れたことがありますが、不思議に懐かしく感じました。 よい町ですね。頑

張ってください。
栃木県 ゆめぴりかブランド米を核に町おこしに協力させていただきます。
神奈川県 雄大な自然に感動しました。
東京都 北海道のお米が大好きです。
長野県 難しいとは思いますが1万円のお礼の品で無農薬米10kgなどあればとても嬉しいです。

東京都
ゆめぴりかとってもおいしかったです。減農薬も嬉しいです。またよろしくお願いいたし

ます。
東京都 頑張って下さい。
神奈川県 北海道に行くたびにお米がおいしいと感じます。頑張ってください。

神奈川県
北竜町で、ひまわりラーメンを食べたことがあります。ソフトクリームも食べました。ま

た行きたいです！

東京都
娘の保育園でのマークがひまわりなので、「ひまわり」が有名な町に寄付できてうれしい

です。いつか行ってみたいです！

東京都
実はふるさと納税で色々調べて初めて北滝町を知りました。 いつか行けたらいいなと

思っています。 微々たる額ですが、何かにお役立てください。
愛知県 いつか、ひまわり畑を見に行きたいです。

東京都

ふるさと納税サイトで知りました。素敵なところですね。北海道にはしばらく行ってませ

んが、いつかまた行きたいと思っています。 たくさんの返礼品をありがとうございま

す。楽しみにしています。
東京都 これからも、よろしくお願い致します
東京都 いつかひまわりの里を見に行きたいです。

岡山県

おいしいお米がいただけたら、と北竜町へ行きつきました。町の場所など確認しましたら

高石ともやさんの出身地とのこと。何かのご縁かなと思いました。皆さんのお役にたてれ

ば嬉しいです。
神奈川県 なんとなく応援したくなりました。頑張ってください。
兵庫県 これからもおいしいお米を宜しくお願いします！

東京都
畑一面のひまわりに感激しました。中学生も協力し、町全体で育てている感じが伝わって

きました。是非、また行きたいと思っています。
北海道 明るい町づくりを期待しています。
北海道 きれいなヒマワリ楽しみにしています。
北海道 低農薬栽培は今後も続けてほしいです。
愛知県 些少ですがお役にたててくだされば幸いです。
愛知県 些少ですが、お役に立てれば幸いです。
兵庫県 頑張ってください。

大阪府
病院で玄米を勧められて、ふるさと納税の御礼で玄米がないか探して見つけました。 こ

れを機会に北竜町のことを調べようと思っています。 お米楽しみにしています。

神奈川県
ななつぼしの低農薬米がきになって応募しました。 寄付が少しでも役にたてていただけ

るとうれしいです。
東京都 こどもが4人います。こどもの未来のために是非使ってください。

東京都
黒千石納豆大好きです。札幌のホテルでいつも美味しくいただいています。これからも安

心、安全な食べ物をお願いします。

愛知県

遠くてなかなか行けませんが、ひまわりの季節に、いつか訪ねてみたいと思っています。 

いつまでも低農薬の美味しいお米を作り続けてください。お米が届くのを楽しみにしてい

ます。
東京都 先日いただいたお米が美味しかったのでまた申し込ませていただきました。

12月12日

12月11日



奈良県

はじめまして。  この度はお世話になります。 北竜町の名前やひまわりメロンなど初めて

知りました。 ふるさと納税を機会にいろいろ知ることができてうれしいです。  どうぞよ

ろしくお願いいたします。
山梨県 厳しい冬が続きますががんばりましょう。
大阪府 頑張ってください。
兵庫県 ささやかですが。

東京都
いつもななつぼしをスーパーで買って頂いています。これからもおいしいお米を作って下

さい。
東京都 ありがとうございました。
京都府 ゆめぴりか、たのしみです。
大阪府 風のこもち楽しみにしています。
東京都 いつかひまわりを見に訪れてみたいです。 安全で美味しい農作物を期待してます。
岡山県 遠くから応援しています。いつか訪問したいです。
東京都 町を発展させて下さい。
東京都 噂のゆめぴりかを食べてみたくて申し込みました。楽しみにしています。
東京都 おいしいお米を作り続けてください。
秋田県 ひまわりを見に行きたいです。
三重県 一度、行ってみたいです。

愛知県
旅行で訪れて以来、北海道が大好きです。 世界に誇れる、日本の農業の発展に役立てれ

ばと思います。
千葉県 素敵な町づくりを応援しています。
大阪府 去年にひきつづき申し込ませていただきます。 よろしくお願いします。
神奈川県 よりよい町づくりのために、頑張ってください！
千葉県 いつも、北竜町の美味しい「ゆめぴりか」を頂いています。とても気に入っています。
千葉県 北海道に釣りに行く時に訪れたいです。
千葉県 憧れの北海道
神奈川県 北竜町の皆様の少しでもお役に立てればと存じます。 今後も応援できれば思います。
北海道 ほ

東京都
去年同じメロンをいただきとてもおいしかったので今年もお願いしました。楽しみにして

います。
神奈川県 2回目です。 どうぞよろしくお願いいたします。
東京都 応援しています。
神奈川県 寄付金は特に障害者福祉のために使用してほしい
北海道 おいしいお米をこれからも作ってください。
東京都 頑張ってください！！
千葉県 高齢者が快適に生活できるよう寄付金が使われますようお願いいたします。
神奈川県 低農薬米作りを応援したいです。
福井県 ゆめぴりかがとても美味しいとテレビで拝見しました。楽しみにしてます。
愛知県 頑張って下さい！

千葉県
佐野町長の姿勢に心を動かされました。 町民のことを一番に考えた事業・制度の充実

化、とても素敵です。 今後も期待しております。
三重県 地域の活性化にご協力出来る事を嬉しく思います。

東京都
北竜町のまじめな職員のかたがたに感謝しております。これからもお仕事、がんばってく

ださい。
愛知県 黒千石のファンです。 来年も黒千石の魅力ある品が掲載されますよう 期待してます。
東京都 行ったことがないので、そのうち行ってみたいと思います。
広島県 安全な農業への取り組み、応援しています。

千葉県

夏のバイクツーリングで、北竜町を毎年訪問しております。 必ずしもひまわり満開時期

には合わせられませんが、ひまわり畑はツーリング目標として外せません。 整備にはた

いへんなご苦労を伴っているものと推察致しますが、これからも是非頑張ってください。
福岡県  がんばってください
東京都 応援しております。

千葉県
3回目の寄付になります。 TPPが決まりましたが、おいしい米は 支持されます。頑張って

ください。

岐阜県
前回とてもおいしいお米をいただき、ありがとうございました。 とてもおいしく今回ま

た寄付させていただくことにいたしました。 これからも応援しております。

千葉県
町長には、祖母が大変お世話になり感謝しております。 少ないですが、活用してくださ

い？
東京都 日本のふるさと、がんばろう！
東京都 ゆめぴりか大変美味しかったので、今回2回目の申し込みです。
栃木県 町の活性化などがんばってください。

12月13日

12月12日



栃木県 安全で美味しいものをこれからも作ってください。
千葉県 応援しています。頑張ってください。
千葉県 応援しています。頑張ってください。
東京都 素敵な町にして下さい
埼玉県 はじめて北海道のお米を食べます。楽しみです。
東京都 美味しくて、安全な農産物を沢山作って下さい。
千葉県 良い街づくりを続けてください。
神奈川県 応援しています！
東京都 妻が北海道出身です。 北竜町も応援しております。

愛知県
おいしいお米を送って下さりありがとうございました。 安心安全なお米の生産を応援し

ます。 よろしくお願いします。
埼玉県 ガンバりましょう！！ 私達も頑張っています！
兵庫県 町のご発展を願っております。

愛知県
おいしく農薬の少ない体に良いお米をこれからも作ってください。 楽しみにしておりま

す。

千葉県
お米が非常に美味しく、ファンになりました。まだ小さい子供がいるので、減農薬のお米

というのが安心して与えられるので、良かったです。
新潟県 いつかひまわりの里に行ってみたいので、ぜひとも維持をお願いいたします。
長崎県 応援しています。 頑張ってください。
大阪府 ゆめピリカ大変おいしいです。

東京都
北海道は大好きですが、まだ北竜町にはいったことがありません。来年あたりには是非

いってみたいとおもっております。
東京都 農業を盛り上げてください。
愛知県 これからも素晴らし地域の発展をよろしくお願いします

北海道
花火大会を毎年見に行ってます。 ひまわり畑で見るひまわりの花火、 これからもずっと

続けてください。

北海道
ひまわり畑で見るひまわりの花火をみるのが毎年楽しみです。 これからもずっと続けて

ください。
兵庫県 北海道のおいしいお米を作ってくれてありがとうございます
東京都 玄米の選択肢があり嬉しいです。低農薬米楽しみです。
東京都 頑張ってください
兵庫県 地域振興頑張ってください。

奈良県
北海道は大好きなのですが、北竜町にはまだ一度も行ったことがないのですがこれを機会

に是非遊びに行きたいと思います。

東京都

我が家は今、食べ盛りです。 商品に引かれたこともありますが、家族で北海道旅行をし

て、北海道に魅了されました。  ぜひ、今後のまちづくりに少しですがお役立ていただけ

たらと思います。
兵庫県 頑張ってください。ひまわり、また行きたいです。
愛知県 美味しいお米を作ってください。
福岡県 沢山美味しいお米を作って下さい!
東京都 まだ訪れたことがないので、是非来年は行ってみたいと思います。

東京都

はじめてふるさと納税を申し込みました。 正直、特産品目当てでの納税ですが、 北竜町

の活性化の一助になればとも思います。  お互いに「ふるさと納税をやって良かった」 

と、言える最良の関係になれれば喜ばしいと考えています。 使途は指定しませんので良

かれと思うことにご使用ください。
東京都 いつか訪問してみたい素晴らしい土地だと思います。応援しております。
東京都 ふるさと納税を機にいつか訪れたいです。安全でクリーンな農業、期待しています！
東京都 玄米楽しみにしています！これを機会に北竜町の存在が知れて嬉しいです。
東京都 町のご発展をお祈り申し上げております。

愛知県
ひまわりメロンが食べてみたくて申込みましたが、お役に立てていただけたらと思いま

す。
東京都 美味しくて安全な農作物を作ってください。

東京都
TPP等大変な事がたくさんありますが国内食料自給率確保ためにも農業の維持発展、是非

とも頑張ってください
奈良県 北竜町に行き、ヒマワリの里を見たいです。

東京都
ゆめぴりかが大好きでいつも食べています。これからも農家の方がんばって下さい。たく

さん食べて応援します。

静岡県

前回もお礼の品でお米を選ばせて頂き、大変おいしくて感激いたしました。色々なお米を

食べてきましたが、北海道のお米が一番美味しいです。これからも美味しいお米を作って

頂けるよう、応援しております。

12月13日

12月14日



京都府
子供たちがもう少し大きくなったら北海道へ旅行しようと思っています。その際にはひま

わり畑を見に連れて行かせていただきます。
兵庫県 これからもおいしいお米作りをお願いします。

山梨県
農家の方が農作物を作ってくださるので、私たちはおいしい食事がいただけています。 

TPPなど、いろいろと厳しい世界情勢になっていますが、がんばって欲しいと思います。

埼玉県
前回、北竜町のお米をおいしくいただきました。ありがとうございます。これからも、お

いしいお米を作ってください。
埼玉県 低農薬で安全なお米を作って下さいね。応援します
神奈川県 良き農業を推進して下さい。

静岡県

縁もゆかりもない者で、少しばかりの金額ですがお役にたてればと思います。 これを機

会に、ぜひ一度行ってみたいなと思っています。 ゆめぴりか大好きなので、とても楽し

みです。 宜しくお願い致します。
静岡県 少額ですがお役立てください。
兵庫県 少額ですがお役にたてれば幸いです。

北海道
先日送ってくださったゆめぴりか、おいしくいただきました。これからも、安心して食べ

られる作物をお願いします
東京都 おいしいお米を作り続けてください。
東京都 いつか、お邪魔したいと思います！
東京都 いつか、お邪魔したいと思います！
大阪府 これからもおいしいお米を作ってください。
大阪府 これかもおいしいお米を作ってください。
大阪府 低農薬米が頂けて嬉しいです。 寄付金が子ども達の為に使われますように。
埼玉県 雪中キャベツ 期待してます。
北海道 貴町のお米がおいしいのでリピートしています。
埼玉県 今回初めてですがふるさと納税させていただきます
茨城県 子供の成長の為に使ってください。

神奈川県
TPPなど、農家さんにとって大変なことは多いと思いますが、日本のお米は味でも、安全

面でも世界一だと思っています。北海道のお米も大好きです。
大阪府 いつか行ってみたいです。寒くなりますので、お身体、ご自愛下さいませ。

大阪府
昨年もふるさと納税をさせていただき、また美味しいメロンを送っていただきました。 

来年も楽しみにしています。

大阪府
昨年もふるさと納税をさせていただき、また美味しいメロンを送っていただきました。 

来年も楽しみにしています。

大阪府
昨年もふるさと納税をさせていただき、また美味しいメロンを送っていただきました。 

来年も楽しみにしています。
北海道 北竜町のヒマワリが大好きです。
宮城県 これからも安全で美味しいお米作りをお願いします

埼玉県

「寄附の動機について」は「その他」としました。何度か北海道を訪れながら、時間や足

の確保の問題で、当地を訪問できずにいます。いつか、時間が取れたらじっくり訪れたい

と思っています。
東京都 お米が好きです。 美味しくて健康な日本の文化を応援させて頂きます。

東京都

ふるさと納税は　地場産品を売り出すいい機会だと思います。 安全な国産品にここだ

わっていますので、 今後も時々　HPを見て行きたいと思っております。 年内いっぱいま

で、ふるさと納税の獲得に頑張って下さい。

三重県

以前寄付させて頂き、ゆめぴりかを頂きました。 北竜町のお米は普段食べていたお米と

比べ物にならないくらいおいしく、ファンになってしまいました。これからも頑張ってく

ださい！微力ながら応援させて頂きます。
東京都 寄付を有効に活用いただき、街の活性化につなげてください。
埼玉県 少額ではありますが、子育て支援事業に使っいただければ幸いです
神奈川県 応援いています。
千葉県 いつもありがとうございます。

大阪府
昨年も申込みし、夏に美味しいメロンをいただきました。 また来年の夏を楽しみにして

います。
愛知県 すてきなひまわりの里が今後もずっと続くことを楽しみにしています。
東京都 人口が少ないのが気になりました。 ふるさと納税という寄付であれ、応援したいです。
愛知県 頑張ってください。
愛知県 いつか行きたいです。

埼玉県
ゆめぴりかが美味しかったので、今年はおもちも楽しみにしています．減農薬で美味しい

お米作り期待します
大阪府 素敵な町、北竜町応援しています！！
大阪府 北竜町の産業がますます発展されることをお祈りしております。

12月14日

12月15日



福岡県 地方から活力を！
神奈川県 おいしかったので、２回目になります。 よろしくお願いします。
沖縄県 引き続き、ふるさと納税に力を入れてください。 注目しています。
静岡県 美味しくて安全なお米作り、応援しています。
京都府 おいしいお米を作り続けてください。
京都府 これからも頑張ってくださいね。 美味しそうなお餅の到着が楽しみです＾＾

大阪府

去年申し込ませて頂き、大変美味しいお米をありがとうございました。今年も申し込ませ

ていただきます。 北海道には毎年1～2回程度訪れていますが、中々北竜町まで足を伸ば

す機会がありません。そのうち機会を作って訪れたいと思っています。 寄付金額は極僅

かですが、北竜町の必要なところに使っていただければと思っています。

東京都
商品を作っているところを見られるなど、ページがとても分かりやすく魅力的に感じまし

た。
兵庫県 がんばってください！！ 来年度はお米も希望しようと思ってます！！
北海道 応援してます
東京都 地域が活性化するといいですね。

大阪府
この分特産品の送付とは関係なく２７年度のふる里納税になるんですよね、もし違うなら

連絡ください。
東京都 町のより一層の活性化がんばってください。
大阪府 町に益々活気が出ることを祈ってます。

北海道
今年の夏にひまわり畑に行きました。 いつまでもすばらしい景色を守るため、頑張って

ください。応援しています。  また遊びに行きます！
埼玉県 これからも安心の農業をお願いします。
北海道 いつまでもきれいなひまわり畑を維持してください！
愛知県 さむいですが頑張って下さい!
北海道 低農薬大変だろうけと頑張って下さい
東京都 美味しいメロンを楽しみしてます。 お互いに頑張りましょう。
大阪府 ２回目のおぼろづきです。 とても美味しい玄米でした。 北竜町の実力を知りました！

東京都
無農薬等、肥料を使わない農法がもっと普及して欲しいと望んでいます。 汚染されてい

いない土地で、化学肥料に頼らない豊かな土壌を育んでいって欲しいです。
京都府 北竜町でのおいしいお米作りを応援しています。
東京都 初めて寄付をします。有意義に活用してくださることを希望します。

大阪府
高齢者が多いかと存じますが お年寄りが少しでも安心して暮らせるようになればと思っ

ております。
神奈川県 納税を機会にいつかは北竜町に行ってみたいです。
大阪府 美味しい米を頑張って作ってください。
東京都 ひまわりが咲く頃に行ってみたいです。 たくさん、ひまわりを咲かせてください。

奈良県
ふるさと納税を通して  北竜町をしりました 今度は　お米を食べてみて その次には 訪れ

てみたいと思うように なってほしいと 思います
東京都 これからぐんと寒くなりますが皆様の健康をお祈りしております。

愛知県
以前に送って頂いた「ゆめぴりか」がおいしかったので今度はお餅とのセットをお願いし

ます。
兵庫県 北竜町の発展をお祈りしています
福井県 明るい未来のために頑張ってください。
東京都 北竜町がんばって！

愛知県
素敵な街づくりに尽力してください。自然の素敵な日本、北海道の矜持を大切にお願いし

ます。また、家族で訪れたいと思います。
東京都 頑張って下さい！
広島県 いつか訪れたいひまわりの里維持していくのは大変ですが、頑張ってください。
愛知県 子どもたちの為に役立てて下さい。
東京都 特色ある北竜町のさらなるご発展をお祈りしております。

富山県
私はひまわりが大好きなので、「ひまわりの里」に感銘を受けました。北海道を訪れた際

はぜひ北竜町に行き絶景を見たいと思います。
愛媛県 僅かばかりですが、お役立てください。
東京都 ゆめぴりか、おいしくて大好きです！！ これからも美味しいお米を作ってください。
北海道 いつも北竜町のお米をおいしくいただいています。

東京都
些少ですがお役立ていただければ幸いです。 先日、お送りいただいたお米も大変おいし

かったです。 ありがとうございました。
東京都 町おこしにつながるといいですね。 頑張ってください。
香川県 ひまわりのきれいさに感激しました

三重県
黒千石大豆がおいしそうで申し込みました。  少額ですが、町のためにお役立てくださ

い。

12月15日

12月16日

12月17日



埼玉県

北海道は何回行っても飽きません。自然が多いので行く度に四季に応じて同じ顔がありま

せん。未来に向けて維持をしていただければ、そして「ひまわりの里」の維持に役立てて

いただければ幸いであり、機会があれば、現地まで行きたいです。自然保護の為に頑張っ

てください。
東京都 ゆめぴりかはすばらしいのでこれからもお願いします

東京都

安全な農作物にとても興味があります。 そういった事業を支援できるなら、と思い、北

竜町にふるさと納税をすることにいたしました。 少しの納税ですが、お役に立てれば幸

甚です。

埼玉県
北海道は何度も行ったことがあり、北竜町にも近くまで行ったことはあるのですが、今度

はひまわり畑を鑑賞してみたいです。

三重県
年末の申し込みですみませんが、寄付金受領証明書お願いします。 あと、クレジット決

済の説明があるとよかったです。
東京都 益々のご発展をお祈りいたします。
愛知県 宜しくお願いします。
岐阜県 美味しいメロンを楽しみにしてます。
奈良県 こんんちは。  どうぞよろしくお願いいたします。
東京都 元道民として応援します
香川県 少しではございますが、町の政策にお役立ていただければと存じます。
東京都 子ども達のために使って下さい
北海道 北海道は、財政が、大変な所があるので頑張ってほしいと思います！ 頑張って下さい！
埼玉県 申し込みが遅くなりました。よろしくお願いいたします。
愛知県 厳しい冬になりますが、がんばってください。
北海道 前にいただいたお米美味しかったです。
茨城県 さらなる町の発展に期待しています。
東京都 少子高齢化、難しい課題ですが応援しています。 頑張ってください。
東京都 はじめてふるさと納税します。 低農薬のもち米を楽しみにしています！
福岡県 少額ですが、高齢者支援にお役立て願います。
東京都 子育て支援にお役だて下さい。
愛知県 北竜町はヒマワリのイメージです。家内が北海道出身なので応援してます。
福岡県 お米のおいしさにびっくりして、また申し込みました。
神奈川県  綺麗な空気で育ったもち米で、作ったお餅を送って頂けるなんてとてもうれしいです。
神奈川県 楽しみにしています。
兵庫県 いつか観光で訪問したいと思います

北海道
北竜の街は大好きです！温泉もメロンも。 美味しいメロンをずっと作って頂けるよう少

なからず応援させて下さい！
東京都 きれいなひまわり畑、また行ける日を楽しみにしています。

東京都

 とても見やすいホームページをよく見させていただいております。 また、私は、ヒマワ

リがとても好きです。これからも、北竜町の繁栄を心より願っております。 （夏に、申

し込ませていただきましたが、また、北竜町を応援したく、申し込ませていただきまし

た。）
神奈川県 安全でおいしいお米を期待します。
栃木県 北海道のもち米を食べるのは初めてです。楽しみです。

神奈川県
ひまわり畑が大好きなので、自然のままの雄大なひまわり畑を保ってほしい。（迷路とか

にしないで自然のまま）
東京都 寄付金を北竜町の発展にお役立てください。

和歌山県
ふるさと納税で、こちらの町を知りました。今回選択した特典も、初めての出会いです。

安全で美味しいお米作りに頑張って下さい。

神奈川県

以前美味しかったゆめぴりか米が北竜町エリアが産地となっていました。これから益々食

の安全は大切になってくると思いますが（お米のように毎日食べるものは）引き続き良い

環境で可能な限りの低農薬で農産物の生産と提供をお願いします。(名前とコメントの公

開は希望しません)

大阪府
北海道は、肉も、野菜も、果物も美味しくてよく申し込みます。甘いメロンを楽しみにし

てます。頑張ってください、応援してます。

静岡県
「寄付受領証明書」は返礼品と同じ住所宛に送付してください。よろしくおねがいしま

す。
愛知県  メロン大好き。頑張って下さい。
山梨県 安全で環境に優しい農業を発展させてください。

東京都

以前寄付の際、お送りいただいた同じ内容のお米がどちらもとても美味しかったので、再

度寄付させていただくことにしました。 これからも、安全安心なお米や農作物ほかをお

つくりいただきますようよろしくお願いします。
東京都 頑張って下さい

12月17日

12月18日



大阪府

ひまわりの里を一昨年訪れて感動しました。 絶対にいつか再び訪れるまで続けていただ

きたいと思い 昨年に引き続き寄付させていただきました。  昨年の御礼のメロンではご迷

惑をおかけして申し訳ありませんでした。 その後も職員の方に凄く暖かい対応をしてい

ただけ ゆめぴりかのお米おいしくいただいています。
山形県 魅力ある町づくりを期待しています。
愛知県 来夏旅行で訪れたいと思っています。
兵庫県 時々、ホームページみますね。美味しい米作り願っています。

北海道
毎年、ひまわりを見に行くのを楽しみにしています。今年は子供が生まれたので、来年は

一緒に行ければと思っています。

大阪府
今年は、暖冬でしたが、最近は、西高東低の気圧配置となり、北海道は、大変な季節です

が、頑張ってください。
奈良県 これからも、おいしーいお米を、ありがとう。
佐賀県 初めて納税させていただきました。少ない金額ですがお役立てください。
岐阜県 いつか機会があれば北竜町を訪れたいです。
埼玉県 おぼろづきを食べてみたくて寄付しました。
東京都 応援しています。
北海道 北竜町は、魅力的な農産物が多いと改めて感じました。 また遊びに行きたいです。
大阪府 お米大変おいしくいただいております。 ありがとうございます。

東京都
先日、ふるさと納税がきっかけで北竜町を訪れました。 ここで取れたお米か、と思うと

感慨無量でした。

神奈川県

北竜町てひまわり畑の素敵な町ですね。ふるさと納税をきっかけに知りました。以前知り

合いが、ふるさと納税でお米をもらっていてそのお米が美味しかったので、私は玄米をお

願いしました。わずかな寄付金ですが、農業の推進に役立ててください。期待していま

す！！
大阪府 大好きな北海道米をこれからも安心して食べられる様に、作って下さい。
千葉県 ひまわりを見に行きたいと思っています！

北海道
11月に寄付して美味しく食べました。家族皆喜んでいました。美味しい安全なお米楽しみ

にしています

愛知県
おぼろ月という品種のお米は、名古屋では、見かけません。どんなお米か楽しみです。こ

れからも、おいしいものを、たくさん紹介してください。
福岡県 少ない金額ですが是非お役に立てれたらと思います。
兵庫県 また遊びに行きます。
広島県 減農薬のお米を武器に頑張ってください。
埼玉県 ひまわりの里に是非行ってみたいです！
愛知県 北竜町の発展と町民の皆さまのご多幸を祈ります。
兵庫県 美しい町をいつまでも！

埼玉県
前回、おいしいお米をいただきました。ありがとうございます。 三回目の寄付をさせて

いただきます。 お願いします。

東京都
ひまわりの里に一度行ってみたいと思っており、毎年綺麗なひまわり畑を楽しみにしてい

ます。
神奈川県 ひまわり綺麗でした。頑張って咲かせてください。
東京都 頑張ってください
神奈川県 少額ではございますが、お役に立てれば嬉しいです。宜しくお願い致します。
埼玉県 住みやすい街づくりにお使いください
神奈川県 一度訪れたいと思っています
神奈川県 ホームページを見ました。素敵な町ですね。来年の夏頃に観光に行きたくなりました。
神奈川県 美味しいお米をありがとうございます

大阪府
お米が美味しかったので、２８年夏を楽しみにしています。豊作であることを祈念しま

す。

東京都
２回目のふるさと納税です。いつも魅力的な特産品をありがとうございます。いつか子供

を連れて遊びに行きたいと思います。

愛知県
開発は望みません。新しいものを建てる、造るので無く、今あるものを使い、ありのまま

の自然を守ってください。
東京都 お米大好きです。これからもおいしいお米を期待しています。
東京都 今後も農業の発展と振興に期待しています。
千葉県 がんばってください

愛知県
今年、寄付させていただき、美味しいお米を送っていただきました。人口2000人の町でが

んばってらっしゃるので、これからも応援します。
兵庫県 また訪れたいと思います

神奈川県
ふるさと納税を通じてこの町がひまわりで有名だと知りました。 ひまわりが大好きなの

でいつか旅行で行きたいと思います。 まずは特産のお米を楽しみにしております。

12月18日

12月19日

12月20日



東京都 今後も素晴らしい特産品を期待します。
愛知県 始めて知りました。 頑張ってください。

愛知県
北海道の農産物が美味しいので楽しみにしてます。　寄付金額は少額ですが、地域の住民

の方々にご使用下さると嬉しいです。
京都府 頑張ってください。
愛知県 玄米で15キロは嬉しいお土産ですね。おいしくいただきます。ありがとうございます。
群馬県 ゆめぴりか美味しいです！ がんばってください！
愛知県 雪の季節だと思いますが、町の皆さまが楽しく過ごしてくださるようにと思います。

茨城県
町全体のお米作りが減農薬とのこと、これだけでもファンになります。 実際に食してさ

らにファンになれることを楽しいにしています。
埼玉県 おいしいお米を楽しみにしています！
三重県 これも何かの縁だと思いますので、これからも応援させて頂きます。
東京都 農薬に頼らない農業を頑張ってください。
大分県 自治体の活性化にお役立て下さい。

埼玉県
メロンが届くのを楽しみにしております。 これからも美味しい農作物を育てていって下

さい。

東京都
インターネットで北竜町のことを正直知りました。きれいな自然がとても素晴らしいと思

います。寄付を是非有効にお使いください。

兵庫県

独身の頃、一人でバイクで回りました。  せっかくだから…とひまわりを見に寄りました。 

 ヒマワリもですが、空の広さと青さが印象的でした。  また訪れるのは、いつになるか分

かりませんが…  訪れたくなる街であって欲しいです。
大阪府 本年2回目の寄付になります。ささやかですが有意義に使っていただけると幸いです。
東京都 皆様の住みやすい町になるよう頑張ってください。
埼玉県 応援してます。
東京都 皆さんが暮らしやすい町になることを願います。

埼玉県
今年度２度目の納税になります。 お米がすごく美味しかったです！ 実家が札幌なので里

帰りの際は北竜町へ行きたいと思っています。
東京都 わずかですが、北竜町の自然保護にお役にたてればと思います。
滋賀県 がんばれ

千葉県

北滝町には行った事はありませんが、メロンの特典を検索したどり着きました。 子育て

支援などにお役に立てればと思います。 美味しかったら来年も寄付をしたいと思いま

す。
大阪府 わずかですが、福祉等に貢献出来ればと思います。
東京都 子育て事業に役立てて頂けると幸いです。頑張ってください！
東京都 頑張ってください。
長野県 人にやさしい街づくりを期待しています
北海道 いつか行ってみたいです。
奈良県 ふるさと振興頑張って下さい！
東京都 よろしくお願いいたします

埼玉県
今年１回寄付をしてお米、そば、おかきをいただきましたがとてもおいしかったので、２

回目の寄付です。楽しみにお待ちしています。
愛知県 僅かではありますが、お役立て頂ければ幸いです

神奈川県
訪れた際にひまわりの種をもらって大事に持っています。 これからも維持管理がんばっ

てください。
愛知県 北海道大好きで毎年訪れています。 機会があれば北竜町を訪ねます。
神奈川県 いつか訪れてみたいです。
埼玉県 過去３回行ったことがあります。ぜひまちづくりに頑張ってください。
神奈川県 遠くから応援しています
愛知県 これからもよろしくお願いします。
静岡県 とても美しい場所だと思いました
神奈川県 応援してます！頑張ってください！
神奈川県 整備事業がんばってください。
静岡県 がんばってください

愛知県
ふるさと納税を機会に、貴町を知ることが出来たので、いつか貴町を訪れてみたいと思い

ます。
埼玉県 頑張ってください！！
東京都 楽しみにしています
東京都 両親が楽しみにしています。
愛媛県 町の名前が素敵なのとお米がおいしそうなので選びました。
広島県 いつか、ひまわりを見に訪れたいです。

12月20日

12月21日



神奈川県

いま評判のななつぼしを試してみたかったのですが、一度に食べきれないので玄米で提供

してくださるところが良かったです。近所の精米所を利用して精米したてを戴いてみま

す。寄附金は高齢者や子育てなど、人に対する政策に加えてください。
奈良県 地域が活性化するのはいいことです❤️
大阪府 発展をお祈りしております。
東京都 いつか旅行に行けたらと思っています。
東京都 よい町づくりお願いします

神奈川県
メロンに惹かれて申し込みをしますが、いつか行ってみたい町のひとつです。町が発展し

ていきますように、応援しています。

東京都

おいしいメロンをお届け頂けるということで，このたび申し込みいたしました。 農家の

方は大変だと思いますが，有り難く頂きたいと思いますので，おいしいメロン，待ってま

す！ ありがとうございます！！
愛知県 町の発展をお祈りしています。
東京都 応援しています。

東京都

札幌ドームに野球観戦に訪れた際、「北海道179市町村応援大使」という取組みについて

拝見しました。そして、私もどこか北海道の市町村を応援をしたいと思い、貴村に寄付を

させていただくことに致しました。 少ない金額ではありますが、お役立てくだされば幸

いです。
大阪府 冬は想像もつかないくらい寒いと思います。高齢者の方々に役立てて下さい。
愛媛県 町の活性化に頑張ってください
東京都 頑張って下さい。
愛知県 ゆめぴりかが欲しかった

埼玉県
北海道に行ったことがありません。北海道旅行が憧れです。 是非、北竜町に行ってみた

いです。
千葉県 微力ですが、子育て支援に役立てていただければ幸いです。
京都府 町の活性化を頑張ってください

埼玉県
かつて北海道に住んでいた際には大変お世話になりました。 ご発展を祈念いたしており

ます。

埼玉県

北竜町のひまわり畑を訪れたことが思い出です。 昨年10年ぶりくらいに伺いました。 ひ

まわり畑の咲き誇るひまわりに囲まれて元気が出ます。 全国あちこちでひまわり畑が人

気が出ていますが、やっぱり北竜町のひまわりだね、とおもいました これからも維持を

よろしくお願いします。

沖縄県

北海道に２年程すんだことがあります。 この前子供から、ななつぼしをこれ美味しい

よ、と 送ってきてくれました。とても、美味しかったです。 これからも、美味しいお米

を作っていください。
福岡県 安全安心、しかも美味しいお米を楽しみに待っています。
茨城県 ゆめぴりか早速いただきました。とても美味しかったです。
北海道 ひまわり畑に感動しました
東京都 -
北海道 ひまわり大切に育ててください
福岡県 北海道を旅行した時にななつぼしがとてもおいしかったので
兵庫県 これをご縁に、北海道旅行の際にはぜにお伺いしたいと思いました。

東京都
もち米ありがとうございます。こんど北海道旅行に行くときに町によらせていただきま

す。よろしくお願いします。
大阪府 黒千石大豆というのにに興味持ちました。どんな栄養価あるか知りたいです。
千葉県 活気のあるまちづくりを応援します。

群馬県
先日たくさんのお米が届きました ありがとうございました。 早速もち米がお赤飯になり

ました！ 実家にも届けたく２回目を応募しました
福岡県 何かのお役に立てれば幸いです。
埼玉県 北海道で生まれました。北海道の農業を応援しています！
新潟県 まだ北竜町には行ったことがありませんが、今度ひまわりを見に行きたいと思います。
東京都 初めてですが楽しみにしております
奈良県 今は北海道が米の産地になりました、これからも農業の発展を願ってます
愛知県 この寄付を是非有効に役立ててください
東京都 北竜町の更なる発展を願っております
愛知県 地方から元気を発信して下さい

大阪府

この度、ふるさと納税にて、北竜町のサンフラワーパークを知りました。近い将来、家族

で訪れてみたいとワクワクしています。この度の寄付は、街づくりにお役立て下さい。

「ひまわりメロン」は、家族で美味しくいただきます。来年の豊作を祈念しております。

12月21日

12月22日



愛知県

去年　子供たちと北海道へ　行きました。1週間ほどの滞在でしたので　色々なところへ

は行けませんでしたが、今後、北海道内の様々な所へいってみたいと思っています。 空

気がきれいで　気持ちよいところでした。

千葉県
写真を見るとすごく素敵なところだとおもいます。ゆめぴりかが大好きなのでうれしいで

す。しかも減農薬だと安心です。

東京都
安全、安心の作物をたくさん育てて、 たくさんの人々、子供達が健康に元気な心で暮ら

していけるように、応援しております。
神奈川県 美味しく安全な国内産のお米を作り続けてください。

千葉県
北海道に住んでいた子供の頃にひまわりを見に行った思い出が心に残っています。元気な

ひまわりをまた見に行きたいです。
東京都 北海道は旅行者には楽しいですが、冬は厳しい環境なので頑張ってください。

東京都
ふるさと納税の仕組みを使って、街を知りました。 素敵な場所だと思い、納税させて頂

きました。

神奈川県

北海道は寒さが厳しいので、住むのは大変だと思いますが、おいしいものがたくさん生産

されているので、住んでいる方には寒さにまけずにがんばっていただきたいと思います。 

些少ですがお役たてて頂ければ幸いです。

愛知県

いつも玄米を食べているので、低農薬玄米にとても魅力を感じまして、僅かな金額ですが

ふるさと納税を北竜町にしようと決めました。 これからもおいしいお米をつくってくだ

さい。 陰ながら応援しています。
京都府 いつか訪れることができたらいいなと思います。
北海道 ひまわり畑、来年も見に行きます！

北海道
今年初めてふるさと納税をしましたが、納税先は北海道の 市町村と決めていました。 こ

れからも全国に誇れる農産品を作ってください。
福岡県 少しですがお役立てれば幸いです
愛知県 これからも応援してます。がんばってください。
愛知県 街の新興に活かして下さい。
埼玉県 高齢者福祉頑張ってください。

埼玉県
再三、小額ですが寄付をさせていただいております。 返礼の「おいしいお米」ありがと

うございます。
愛知県 ひまわりに感動しました。ぜひ子ども達に美しい風景を守って欲しいと思います。
大阪府 大変だと思いますが、体に優しい低農薬のお米を作り続けてください。
東京都 いつか訪れたいです。
鳥取県 北海道出身です。帰省した際、北竜町へ行きたいと思います。
東京都 メロン楽しみにしています。

広島県
近くには友人がいるのですが、ホームページをみたら、美しい街のようで、一度行ってみ

たいと思いました。 北海道の食べ物を楽しみにしております。
東京都 地域活性化に微力ながらお力になれればと思います。
神奈川県 低農薬の農業を応援しています。

東京都

昨年も北竜町のお米をいただきました。来客に振る舞うと、特別なお米でしょ？と言わ

れ、大変好評でした。おいしいお米をありがとうございました。今年も北竜町のお米作

り、応援します。
埼玉県 地域の活性化を期待します。
東京都 将来の子供たちのために使ってください。

東京都
昨年まで札幌に住んでました。 夏には何度かヒマワリを見に行ったことがあります。 低

農薬で安心なお米がいいと思います。 3種の食べくらべ楽しみにしています。

兵庫県
おぼろつきが大変美味しかったです。新米になるので楽しみです。また、よろしくお願い

致します。
東京都 安全で美味しそうなお米をたくさん作って、お米をたくさん消費していきましょう！
千葉県 今後とも素敵な町づくりをお願いいたします。
東京都 安全でおいしいお米をこれからも作り続けてください。

愛知県
いつも貴町の「ななつぼし」をおいしく頂かせてもらっています。これからも都会とは一

線を画したきちんとした農業政策を推進し、素晴らしい米作りを続けてください。
大阪府 がんばれ北海道！
京都府 低農薬ゆめぴりか、楽しみです！

山形県
いつか行けることを夢見ながら食します。これからも安全安心な食の提供をお願いしま

す。

北海道

相当前ですが、ひまわりを見に行ったことがあります。素晴らしい景色だったことを思い

出しました。ひまわり事業の維持・発展にお役立ていただければ幸いです。機会を見つけ

て再びひまわりを見に行きたいと思います。

12月22日

12月23日



東京都

お餅が大好きなので、応募しました。届くのを楽しみにしています！黒大豆も美味しそう

ですね！きなこ、おかき、お蕎麦、、、好きなものばかりで迷ってしまいました。好きに

チョイス出来たらいいのになと思ったけど、そんなわけにはいかないですよね😆 いつか

現地にいって食べられたらいいなと思います。

東京都
北海道大好きです。北竜町は存じませんでしたが、これを機会に知ることができたので今

度是非伺えたらと思います。
神奈川県 訪れたことはありませんが、おいしいお米を今後も全国に提供して下さい。

神奈川県
お米だけでなく、他のものもセットになっていたので申し込みました。 試して、美味し

いお米でしたら、来年も寄付させていただきたいと思います。

兵庫県

北海道のお米がおいしいと思い申し込みました。 北竜町が北海道のどの辺に位置してい

るのかわかりませんが、北海道に行ってみたいです。 北竜町の益々の発展を願っており

ます。
神奈川県 ひまわりを楽しみにしています。
岐阜県 安全でクリーンで、おいしい農産物を全国の生産者に届けてください。
千葉県 子育て支援に是非活用願います！
東京都 子ども支援に是非お使いください。
茨城県 頑張ってください。応援しています。
岩手県 おいしいメロン楽しみにしています。がんばってください。

埼玉県
数あるお米の中で「ゆめぴりか」おいしいと思います。「ゆめぴりか」生産者の方々を応

援したいです。

栃木県
以前訪れた際、とても素敵な町で感動しました。福祉等に力をいれていただき、より素敵

なまちになっていただければと思いますので、微力ですが納税させていただきます。

京都府
安全な食べ物に以前より感心があり、お米は農薬減のものを購入しており、こちらへの寄

付を決めさせて頂きました。

京都府
安全な食べ物に以前より感心があり、お米は農薬減のものを購入しており、こちらへの寄

付を決めさせて頂きました。
富山県 頑張って下さい！
千葉県 以前、北海道に住んでいた者です。 美味しいお米づくり、がんばってください！！

神奈川県
前回の「おぼろづき」がとても美味しくいただきました。 再度申し込みします。 よろし

くお願いいたします。

東京都
ひまわりの里であることを初めて知りました。美しいひまわりを見に訪れたいと思いま

す。 頑張ってください。
東京都 大変ですが、減農薬の米作りを推進ください。
愛媛県 応援します
神奈川県 是非、町を盛り上げて頂ければと思います。

大阪府

今年の夏、大阪から北海道へ。ひまわりの里を訪れました。 小さな子供二人連れの母子3

人旅でしたが、スタッフの方、町の方にあたたかいお声掛けをたくさんいただきました。 

一面のひまわり、道の駅で買ったメロンの美味しさは忘れられません。 また是非訪れた

いと思っています。
静岡県 北海道の豊かな食材の中で、お米の新種を楽しみにしています！
大阪府 頑張って下さい！
神奈川県 応援しています！

愛知県
ななつぼしは、大好きなお米です。 いつも、北海道からお米を取り寄せています。 北竜

町のおいしいお米を楽しみにしています。
東京都 ひまわりが一面に広がる北竜町の風景を見てみたいです。

大阪府
いつか訪れたいです。 おいしいお米楽しみにしてます。  すてきなまちづくり、みなさん

で頑張ってください。
奈良県 町の活性化のためがんばってください。

東京都
先日特典でお送り頂いたゆめぴりかがとてもおいしかったです。 これからもこんなおい

しいお米を作り続けていただきたいです。
東京都 よろしくお願いします！！

神奈川県

以前札幌に留学したことがありますが、去年の夏に友人と一緒に初めて北竜町に行って来

ました。あいにく大雨のせいで、ひまわり見れなかったですが、また行きたいと思いま

す。道の駅も利用したいです。美味しいもの食べたいです。どうぞよろしくお願いしま

す。
栃木県 北海道旅行と北海道米は大好きです。
栃木県 この寄付金が町の活性化に繋がればと思っています。 頑張ってください！
愛媛県 安全で美味しいお米づくりに役立ててください。
北海道 滝川市出身の道産子です。北海道の活性化に是非結び付けてください。
東京都 安心安全でおいしいお米をたくさん作ってください。 楽しみにしています。
大阪府 ぜひ一度訪問してみたいです‼

12月24日

12月23日



愛知県
北竜町の新米「ななつぼし」が届くのを楽しみに待っています。 これからも町の活性化

の為頑張ってください。 応援しています。
神奈川県 昨年のお米とても美味しかったです。

東京都

はじめてふるさと納税致します。その際に、 わからないことがあって貴役所に電話しま

した。担当の方から親切にアドバイスを頂けました。ゆえにこちらに納付を決定いたしま

した。 貴地域の活躍とご発展を心よりお祈り申し上げております。
東京都 美味しいもの、たくさんあって選ぶのも楽しいですね。楽しみに待っています(^_^)
神奈川県 農業基盤整備に頑張ってください

東京都

先日、姉家族にプレゼントしたゆめぴりかが大好評なので、再び、お願いします。 自分

でも、食べてみたいので、お手数ですが、2か所への発送をお願いします。 以前、ひまわ

りが見たくて、そちらにお邪魔したことがあります！ ぜひ、また、お邪魔させていただ

きたいです！！
神奈川県 応援しております。
愛知県 美味しい農作物に期待しています。
東京都 北竜町のますますの発展を期待いたします。
東京都 少しでも発展に役立ててください。
大阪府 頑張ってください。
愛知県 おいしいお米たくさん作ってください。
東京都 北海道出身なので、応援しています
岩手県 応援しています。
埼玉県 これからも美味しい特産物をお願いいたします。

愛知県
昨年、初めて北海道旅行に行きました。 とてもいいところで感動しました。 北竜町には

訪れることができなかったので、 機会を見つけて行ってみたいと思います。
福岡県 ひまわりは、妻の好きな花です。
京都府 これからも、安心、安全な農産物を作ってください。

北海道
リピーターです．前回はありがとうございました． 大変美味しく頂きました． 今後も北

海道の食を守ってください．宜しくお願いします．
東京都 よろしくお願い致します。
岐阜県 安全で安心な農業の推進を応援いたします！

北海道
　ＴＰＰが正式に合意すれば、農家は一層苦しくなると思います。大切に役立ててくださ

い。
東京都 いつか訪れたいと思います
東京都 町の活性化の手助けになれれば幸いです
福岡県 応援しています。

神奈川県
北竜町には訪れたことはありませんが、これを機会に北海道に行く際にはチェックしてみ

たいと思います！

岡山県
北海道が大好きで、レンタカーでたびたび夫婦旅行して楽しんで います。機会あれば、

貴町にも是非寄りたいと思います。

神奈川県
子供たちが冬の間、体を鍛えることができる温水プールなどの施設の建設に役立ててほし

いと思います。

東京都
いつもおいしくお米をいただいています。  少額ではありますが、事業に役立てていただ

ければと思います。
東京都 お米がおいしそうだなと思い選びました。 楽しみにしています。

神奈川県
ななつぼし美味しいです！ これからも美味しいななつぼしを作っていただく為に、安全

でクリーンな農業推進事業をお願いします！

京都府

　食の安全は、現代において非常に大切な問題だと思います。農薬の削減などを積極的に

取り組まれているとお見受けし、以前にも応援させていただきました。その時のお米もお

いしくいただいております。今後も人が安心して口にできる作物へのお取組み、また、そ

の拡大に期待しております。私が言うまでもありませんが、頑張ってください。
北海道 北海道のお米、応援しています！！ おいしいお米、作ってください
東京都 ありがとうございます
埼玉県 納税をきっかけに北竜町を知りました。
東京都 町がより良く発展いたしますことをお祈り申し上げます
埼玉県 北海道の寒さ厳しい所で本当に大変だと思いますが、めげずに頑張って下さい。
愛知県 北国は寒くて雪も多くて大変だと思います。がんばって下さい。応援しています。
埼玉県 頑張ってください！
大阪府 観光に行きたいです！
東京都 どうぞよろしくお願いします。
東京都 北竜町のますますの発展を期待いたします。
千葉県 美味しいメロンを楽しみにしてます。
神奈川県 TPPで大変だと思いますが、引き続き安心で美味しいお米を作り続けてください。

12月25日

12月26日

12月24日



埼玉県
友人にこちらのお米がおいしいと聞きました。 福祉関係の仕事をしておりますので、使

用用途は福祉を選択しました。
東京都 ひまわりメロン初めて頂きます。美味しかったら、また来年も寄付したいと思います。

愛知県
初めて寄付しました。 来年の夏までまだ時間がありますが、メロン楽しみにしていま

す。 高齢者、子育て支援に役立てて下さい。
埼玉県 北海道のおいしいお米を毎日食べています。これからも頑張ってください。
東京都 特産品セット楽しみです。

東京都
こういう機会なので知らない地域に寄附をしたいと思いました。これを機に、どこかで接

点が持てればと思います。
神奈川県 ゆめぴりかおいしいです。
千葉県 ゆめぴりか大好きです いつかは北海道に行ってみたいです がんばってください
愛知県 活気ある街づくりを応援しています。
神奈川県 美しい自然を守ってください。
東京都 少しでもお力になれれば光栄です。
千葉県 ひまわりの里へ行ってみたいです
神奈川県 貴町への初めてのふるさと納税となります。少額ですがご活用いただければ幸いです。
千葉県 豊かな自然環境保全のために頑張ってください。

東京都

昨夏のひまわりメロンがあまりにも美味しく、夏の旅行で北竜町に足を運びました。豊か

な自然に恵まれた北竜町がこのままの環境で皆様にとって住みやすい町でありますよう

に！

千葉県
今回黒千石がこちらの産地だと知りました。 数年前からネットで買ってご飯と一緒に炊

いてます。
東京都 美しい自然を日本人の手で守って欲しい．
兵庫県 障がい者支援に寄附します。

東京都
夏に寄付していただいたメロンが美味しかったので、もう一度。この農業をますます発展

させてください。

愛知県
前回、おぼろづきを頂きありがとうございました。 とても美味しかったです。 家族の強

い要望で、もいちど申し込み致します。
東京都 頑張ってください。
京都府 北竜町のひまわり畑とても綺麗でした！
東京都 ゆめぴりかずっと食べてみたいと思っていました！ 楽しみにしています！

神奈川県

びっくりドンキーさんの田んぼの生き物調査イベントでお伺いしました。景色も綺麗だ

し、ご飯も野菜も大変おいしかったです。これからもおいしい農作物を作って下さい。応

援しています。

奈良県

妹背牛町や沼田町は名前くらいは知っていましたが，北竜町はふるさと納税で初めて知り

ました。 私のふるさとは，和歌山県日高郡龍神村といいますが，平成の大合併で海沿い

の町である田辺市と合併してしまい，現在は，田辺市龍神村となりました。ですからふる

さと納税を龍神村にしたくても，寄付は町の方の旧田辺市に吸い取られてしまいます。だ

から今回，無名でも（←失礼ですよね。ごめんなさい。）頑張っておられる北竜町さんに

寄付をします。よろしくお願いします。

東京都
北海道、素敵なところだと思っています。 豊かな自然を保ち続けられるよう、お願い致

します。

東京都
低農薬米を作ってくださりありがとうございます。 ものづくりされる方々に感謝しつつ

美味しくいただきたいと思います。これからも応援しております！

愛知県

農業・畜産に従事される方々に感謝いたします。  自治体で動物保護活動をしていました

ら応援したいと考えています。 犬猫の殺処分削減や猫の去勢手術費用補助などに取り組

んで頂きたく存じます。 よろしくご検討をお願いいたします。
大阪府 お米、とても美味しいです！ありがとうございます！

神奈川県
こないだ同じゆめぴりかをいただきとても美味しかったので再度寄付申し込みさせていた

だきました。楽しみにしています。

千葉県
美味しいお米がいつまでも作ることのできる、素晴らしい町を子供達に残してください。

よろしくお願いいたします。

埼玉県
遠方の為いつか現地でひまわりを観てみたいと思いますので、これからもひまわり事業を

維持し後世に残していってください。
東京都 がんばってください
東京都 微力ですがお役に立てれば幸いです。
東京都 地方創生頑張ってください。

千葉県
ゆめぴりかが好きなので申し込みました。低農薬だとどのように違うのか楽しみにしてい

ます。
東京都 少しでも町のお役に立てればと思います

12月26日

12月27日



岡山県
地方の町が元気になるように頑張ってほしいと思っています。 いつかまた、機会があれ

ば、北竜町へヒマワリを見に訪れたいです。
北海道 昔ひまわりを見に訪れたことがあります。同じ北海道民として、応援しています。
神奈川県 昔家族旅行でひまわりの里を訪れ、思い出深い場所になっています。
愛知県 北海道は大好きです。おいしいお米や農産物の発展に役立ててください。
東京都 北竜町を応援致します。

奈良県
旅行で行く程度なのですが北海道が好きです。活気あるまちづくりのため頑張ってくださ

い。
愛知県 これをご縁に、今後注目して行きたいと思います。

神奈川県

北竜町には訪れたことはありませんが、北海道は大好きで札幌、小樽、富良野、十勝、知

床、釧路など何度も伺っています。少子高齢化等で農業を取り巻く環境は厳しいかと思い

ますが、応援しております。
埼玉県 ゆめぴりかが大好きなので頑張ってください。

京都府
行ったことはないですが、北海道旅行をするときはお邪魔してみたいなと思います。特産

品も魅力的です！

東京都
北竜町には行ったことはありませんが、札幌には年に数回出張で行きます。次回は北竜町

に寄ってみたいと思います。
千葉県 おいしいお米を期待しています．

東京都
昨年もおいしいお米を贈っていただきありがとうございました。 何ヵ月かに分けていた

だけたのも大変助かりました。 いつか訪れる機会があればと思っております。
神奈川県 お餅楽しみです。
愛知県 いつも美味しいお米を有難うございます。 今後もよろしくお願いします。
北海道 蕎麦作りにも期待しています。
千葉県 これからも美味しい農作物の生産を宜しくお願いします。
静岡県 有意義に使ってください。
東京都 ゆめぴりか、大変美味しかったです。 有難うございました。

静岡県

妹に進められてこちらに寄付させていただくことにしました。仕事柄、過疎地の子育てに

も力を入れていただき都市部の子どもと同等、それ以上に豊かにそだってもらいたいと思

います。がんばってください。
東京都 応援しております。
奈良県 繁栄を願っております。
東京都 安全な農作物を引き続き生産してください。

愛知県
次世代を担う子が健やかに育つ町、 高齢者が安心して生活できる町になるように応援し

ます。
愛知県 頑張ってくださいね。

愛知県
ゆめぴりか　おいしいです！ 私は米を作ることは出来ませんが、これを作っている方々

には感謝します。

大阪府
札幌駅でのキャンペーンで頂いたお米がとても美味しかったので、寄附させてもらいま

す。 引き続き美味しいお米のために頑張ってください。
東京都 町も国も人も活性化していきましょう
千葉県 全く関連性ナシですが頑張りましょう！

東京都

今年5月まで1年間札幌に住んでおりました。昨年夏に初めて北竜町を訪れ、澄んだ空気と

果てしなく広いヒマワリ畑に感動しました。 何度も訪れたいです。ずっと応援しており

ます。
長野県 美味しい安全なお米の栽培を続けてください。
東京都 夏のメロンを楽しみに待っております。 天気に恵まれた良い１年となりますように。
千葉県 微力で恐縮ですが、農業振興に役立てていただければ幸甚です。
大阪府 いつか訪れたいです！
石川県 しっかりした街づくりに期待します。
東京都 ふるさとチョイスで知りましたが、ひまわりが非常に素敵で、訪問したいと思いました。
東京都 お礼の品楽しみにしております！
神奈川県 来年もチェックしてみます！

東京都

ふるさと納税で玄米を特典にしている自治体は多くありますが、北竜町のお米は低農薬で

作られていることを知り、農家の方の消費者や土地に対する真摯さを感じ、ぜひ、味わっ

てみたいと思いました。 農薬が少ないと手間が掛かることと思いますが、労力を惜しま

ない農家の方々を応援したいと思います。
兵庫県 特産品ありがとうございます。

12月27日



神奈川県

お米づくりのこだわりをホームページにて参照し、お餅を申し込みました。（できれば無

農薬米のお餅希望ですがなかなか探せず、なるべくこだわって作っていらっしゃるところ

を、と検索し北竜町にたどり着きました。）  ひまわりの里のひまわりは観賞用ですか？

オイル用ですか？オイルの特産とはないので観賞用ですよね。 観賞に美しいひまわりに

は多くの農薬が必要なのでは・・？お米作りのこだわりに反してアンバランスだと感じま

した。  黒千石大豆も魅かれます。特産品のチョイスとして、加工品のみでなく大豆その

ものも出されてはいかがでしょうか。
神奈川県 おぼろづき初めてなので楽しみにしてます！ ありがとうございます。
福岡県 メロン楽しみです。頑張ってください！

東京都
北海道の自治体の特産品は、いつも素晴らしくて満足いています。貴地へのふるさと納税

は初めてですが、メロン大好きなので楽しみにしています。

大阪府
はじめて地図で見ました。なかなか行く機会はありませんがせっかくの縁ですので行って

みたいです。少しですが町長さんの施策実行の一部として使ってください。
香川県 魅力的なお礼のお品が多いので選ばせていただきました。

大阪府
メロン楽しみにしております。機会があれば旅行で訪問してみたいです。よろしくお願い

します！

兵庫県
北海道出身の者です。北海道からおいしい農産物をたくさん提供できるように、頑張って

下さい。
栃木県 北竜町の産業がこれからも益々発展することを願っています。
東京都 おいしいメロンを栽培して下さい

東京都
北竜町へは行ったことがありませんので、一度観光の機会がありましたら是非行ってみた

いと思います。よろしくお願いします。
大阪府 自然豊かな癒される街づくりをお願いいたします。

大阪府
一度ひまわりの里に行ってみたいです。きれいなひまわりでみんなを楽しませてくださ

い！
神奈川県 今後も引き続き魅力的なまちでありつづけてほしいです。

愛媛県
日本の食について心配な事ばかりが増えています。 安全な食べ物を供給していただくに

は、北海道は最適な場所です。 どうか農薬を極力使わない農業の実践をお願いします。

東京都
ゆめぴりかのお米がとても美味しくて、娘もいっぱい食べてくれます。これからも美味し

いお米を作って下さい。
愛媛県 北竜町、応援しています！
埼玉県 おいしいメロン作り、これからも期待しています。

神奈川県
毎日食べるお米だからこそ、無農薬の安全安心のお米を食べたいと思っています。 これ

からも安全なお米の生産に向けて頑張ってください。
兵庫県 ゆめぴりか楽しみです。
千葉県 美味しく安全なお米を作ってください。
東京都 美味しいお米、楽しみにしています。 よろしくお願いします！
東京都 お米、ものすごく美味しいです！ 今回２回めの申し込みです。
北海道 今年もキレイなひまわり楽しみにしています！
埼玉県 北竜町の発展に少しでも貢献できれば幸いです。

東京都

夫が先にふるさと納税を行い、お米を頂きました。 とても美味しかったので、妹夫婦と

自分も北竜町にふるさと納税をしたくなりました。 これからも、美味しいお米をよろし

くお願いいたします。
奈良県 楽しみにしています。

東京都
わずかですが、ひまわりの里を維持していくために使っていただければうれしいです。ひ

まわりメロン、楽しみにしています。
奈良県 楽しみにしています
愛媛県 よろしくお願いします
愛知県 応援しています！

大阪府
ふるさと納税がなければ、北竜町は存じませんでした。 これをきっかけに知ることがで

きてよかったと思います。

大阪府
北海道を訪れるの大好きです。 北竜町も今度是非行ってみたいです。 寒い時期ですが、

がんばってください。

北海道
北竜町に一度いって、ひまわり畑を見てみたいです。  いつまでも、住み良い街にしてく

ださい。

北海道

北竜町は大学生のときに研修で訪れた記憶があり、そのときのご飯がとてもおいしかった

印象があります。 北竜町のお米が食べたいと思い、申し込みさせて頂きました。 よろし

くお願いします。
愛知県 ますますのご発展をお祈りします。

東京都
以前いただいたゆめぴりかが美味しく 今回も寄付いたしました。 大変なお仕事だと思い

ますが これからも頑張って美味しいお米を作って下さい！

12月27日

12月28日



東京都
美味しく安全な農業、頑張ってください！ ヒマワリも大好きなので、いつか訪れたいで

す。

静岡県

北海道は何度か訪れていますが、自然が豊かで素晴らしい場所ばかりで、いつも感動させ

られます。 低農薬米とのことで、とても楽しみにしております。 よろしくお願いいたし

ます。
東京都 おいしいお米を有難うございます。 応援しています。
東京都 がんばってください！
神奈川県 黒千石豆で知りました。魅力的な農産物をお願いします。
福島県 地域医療の充実を遂行して頂ければ幸いです。

宮城県
低農薬のお米にひかれました。 「おぼろづき」は食したことがありませんので、楽しみ

にしています。
愛媛県 お願いします
東京都 今後も頑張ってください！
愛知県 高齢者、子供への福祉業を頑張って下さい。

東京都
北海道のお米は美味しいので応援しています！美味しかったらまた買わせていただきます

ね！
大阪府 ふるさと納税がんばってください。
静岡県 ひまわりの里に一度、行ってみたいと思います。ひまわりメロンを楽しみにしています。

神奈川県

寒冷地のため農業には大変な努力が必要と思います。 しかし、北海道の食べ物は、安心

して食べられるものとして、いつもとても頼りにしております。これからもがんばってく

ださい。
神奈川県 とても美味しそうなメロンですね。楽しみにしています。
富山県 よろしくお願いします！
神奈川県 おいしいお米をこれからもたくさん作っていってください。毎年楽しみにしています。
岡山県 有意義に使って下さい。
東京都 一度、北竜町のひまわりを見に訪れたいと思います。
福岡県 知らない土地でですが　温かさが伝わってきました。

東京都
おいしく、安心なお米をさがして、たどりつきました。 特に子育て支援に使って欲しい

です。 いずれ北海道に行った時には行ってみたいです。
島根県 ひまわりの里、素敵ですね！
東京都 もち米楽しみにしています。
愛知県 おいしいお米です。楽しみです。
佐賀県 美味しいお米です。 感激しました。

東京都
町のホームページ拝見しました。高齢者福祉、子育て事業に役立てて頂ければ、、、、お

米も楽しみにしております　機会があればお伺いしたいです
神奈川県 応援してます！
滋賀県 北海道のメロンは初めてです。楽しみにしています。
東京都 北海道の自然が好きで時々出向きます。自然を大切に維持してください。
東京都 ひまわりの里の発展を祈ります
神奈川県 ひまわりとてもきれいでしたがんばってください
東京都 美味しいお米を期待しています。
北海道 毎年ひまわり畑を見に行ってます、いつも綺麗にしていてくれてありがとうございます。

東京都
ひまわり畑の写真を見てから素敵な景色をいつか必ず見に行きたい場所です。景色を環境

を守っていただくのに寄付をお役立て下さい。
埼玉県 いつか日本一のひまわり畑を見に行ってみたいです！

北海道
ひまわり迷路を毎年楽しみにしています。 ７ヶ月の子供がいますので、大きくなったら

一緒に行きたいです。
兵庫県 市民の皆さんの役に立ててください
北海道 子供たちのために安全・安心なお米作りをお願いします。
福岡県 特産品をもっともっと広げて下さい。
神奈川県 よろしくお願いします
大阪府 寄付金が施策実現に役立つと嬉しいです。
石川県 美味しい納豆を作ってください
神奈川県 更なる発展を祈っています。
神奈川県 安全でクリーンな農業の推進を今後ともお願い致します。
千葉県 今後も魅力的な特産品をお願いします！
山梨県 お米が届くのを楽しみにしています。
兵庫県 ふるさと納税続けてください。 よろしくお願いします。
千葉県 子供が生き生きと過ごせる街にして下さい。
東京都 北海道大好きです！ 毎年行っています！
神奈川県 少額ではございますが、有効にご使用いただけましたら嬉しく思います。

12月28日

12月29日



島根県 がんばれ
大阪府 益々の発展をお祈りします。
神奈川県 お米を楽しみに待ってます！
大阪府 「安心して食べられる農産物」を生産してくださる方たちを応援したいです。
東京都 前回もゆめぴりかをいただき大変おいしかったです。
埼玉県 がんばってください！
愛知県 北竜で高齢の祖母が一人暮らししています。少しでも役立てて頂ければと思います。

静岡県
知人に教えてもらい、低農薬のお米作りに共感しました。初めての寄付になりますがお米

が届くのを楽しみにしております。

千葉県
米がよく撮れるいい大地だと聞いています。これからもいい米を育ててください！頑張っ

てくださいね。

東京都
美味しいお米をありがとうございます！また、安心安全なお米を作っていただけるのは本

当にありがたいです。これからもがんばってください。おもちも楽しみにしております。
埼玉県 がんばってください！ お米、楽しみにしています。
東京都 おいしいもち米楽しみにしています。 これからも頑張ってください。
京都府 よろしくお願いします。
奈良県 存じ上げない町でしたが、特産品に目がいきました。 活性化の足しになれば。
神奈川県 この前の玄米も美味しかったです。もち米も期待してます。良いお年を。
埼玉県 応援しています。
山形県 楽しみにしております。よろしくお願いします。
東京都 北竜町のひまわり、好きです。応援しています。
北海道 北竜町のお米の大ファンです！

千葉県

北海道の自治体は経営が大変だと思いますので、寄付をさせていたもらいました。このよ

うな形で寄付がいっぱい集まるといいですね。地域の発展に少しでもお役立ちできれば幸

いです。

鳥取県
ふるさと納税の事務担当者の方、ご多忙のことと存じます。 体調に留意してご自愛くだ

さい。
愛知県 がんばれ！
東京都 これからもおいしいものが作れるまちづくりをめざしてください。
千葉県 玄米楽しみです！
東京都 健康で安全な町づくりに期待します。

茨城県
低農薬米はとても魅力的な上、ゆめぴりかなのに5000円で5kgの特典は太っ腹でありがた

く思います。  お米・お餅・メロンの到着を心待ちにしております。  関原ようこ

兵庫県

ゆめぴりかが好きでいつも食べてますが、ゆめぴりかを探しててたまたま見つけた、おぼ

ろづきは初めて聴いたので食べてみたいと思いました。 北竜町は何のゆかりもないです

が、ふるさと納税の制度を通して知れましたし、どんな町なのか興味も湧いてくるもので

す。暮らしやすい町づくりのために微力ながら応援いたします。

東京都
おぼろづきが大好きです。子供たちにとってよりよい環境になるよう期待して寄付いたし

ます。
北海道 年末年始忙しい中、宜しくお願いします
大阪府 また、ひまわりを見に行きたいです。
千葉県 お世話になります。 微々たる金額ですが、ご活用いただけましたら幸甚と存じます。
北海道 何かと忙しいとは思いますが頑張ってください
東京都 北海道が大好きで何度も旅行しています。早く娘を連れて遊びに行きたいです！
東京都 ひまわりさいこー

東京都

年内ギリギリでも予約の出来る自治体を探してたどり着きました。2015年分、間に合って

よかった！ 美味しいメロンが来年食べられることを楽しみにしています。 また来年改め

てお米など申し込みたいと思います。
大分県 町の活性化に頑張ってください
石川県 これからも豊かな自然を守ってください
神奈川県 今年からふるさと納税します。初めての納税です。お米楽しみです。
千葉県 風の子もち米が美味しくて、無くなりそうです。
兵庫県 これからも頑張って下さい！
福岡県 これからも、おいしい作物を作ってくださいね。

愛知県

いつも美味しくいただいている北竜町のお米、今年だけで3度目の申込みとなります。本

当にありがとうございます。また来年も申込させていただく予定ですので、よろしくお願

いします。
埼玉県 また遊びに行きます

岐阜県
　北竜町は知りませんでしたが，北海道は好きで，何回か旅行に行ったことがあります。

玄米15キログラム，楽しみにしています。
大阪府 いつまでもおいしい安全な果物類等を作ってください。

12月30日



東京都 安心安全な農業をがんばってください。
栃木県 北海道出身なので応援してます。
山口県 美味しいお米を全国に広めて下さい

岐阜県

ゆめぴりか日本一の美味しいお米ですね。 ですが普段は予算的に中々購入できないので

今後もふるさと納税にていただくことを楽しみにしています。 パンに負けない美味しい

お米作りを応援したいと思っています。 よろしくお願いします。

神奈川県
ふるさとチョイスを通じてふるさと納税をしようと思いました。 有意義に活用してくだ

さい。

東京都

化学合成農薬を５０％以上カットして栽培している「特別栽培米」を推進している町へ深

く感銘を受けました。 現状を維持することは大変と思いますが、これからも頑張ってく

ださい！

茨城県
北海道新幹線に関係する仕事に携わり、北海道に縁を感じました。 今度、観光でお邪魔

した際はよろしくお願いします。
徳島県 町のみなさまのご多幸をお祈りしております。ありがとうございます。
千葉県 魅力ある街づくりを応援しています。

東京都

自分は北海道出身者です。  自分は今東京の大学を出て、東京で就職しています。 「北海

道出身」、「北海道が好き」、今出来る事の一つのふるさと納税です。５年後には北海道

に雇用を作ります。北海道に会社か支店を作ればそこで雇用される人間も出てきます。そ

うすれば北海道に所得税、住民税が入ります。そしてうちで雇用されている人間がお店で

ものを買えば消費税が入ります。少しは北海道に、そして自分のじいちゃん、ばあちゃ

ん、親、きょうだいがいる街、そして北海道に恩返しが出来ます。　北海道の中で頑張る

人間も大変だと思います。「一生懸命頑張る」！」、「前に進む為に頑張る！」のは大変

です。少しでも若者に、学生に伝えて下さい。そして働き口がないなら自分が協力できる

なら考えます。  「東京だけじゃない！北海道に雇用を作りたい！」、「恩返しした

い！」東京で修行して地方にいい人材を逆輸入する！、自分が5年計画でしたいのはその

事です。　自分は大橋誠と言います。    世の中全員の幸せなんてありません。みんなが20

代、30代、社会経験得て、頑張った世代の人間に出来る事があると思います。互いに頑張

りましょう！　よいお年を！
東京都 がんばってください。
東京都 町の事業を応援します！

東京都
前回おいしいお米をいただきました。今回、このような安全でおいしいお米の生産に、少

額ですいませんがお役立てていただきたく、応募させていただきました。

東京都
札幌出身なので北竜町にはよくひまわりを見に行っていました。低農薬のお米楽しみにし

ております。
東京都 これからもおいしいお米の生産、がんばってください！

東京都
札幌出身なので北竜町にはよくひまわりを見に行っていました。低農薬のお米楽しみにし

ています。

福島県
自然に恵まれた美味しいお米の里として、応援しています。 これからも美味しいお米に

期待しています。

大阪府
北海道へはまだ訪れたことがなく、いつか旅行で行ってみたいと思っているので、旅行が

決まれば、豊かな自然とおいしい食材を楽しみに、北竜町を訪れたいと思います！
長野県 この度はお世話になります。 微力ながら応援させていただきます。

香川県
初めまして。 ネットで初めて北竜町を知りましたが、ひまわりが大好きなので、いずれ

訪れてみたいと思います。
東京都 応援させていただきます
東京都 きれいなひまわりを維持してください また行きます

東京都

何年も前ですが、北海道旅行の際にたまたま通りがかった北竜町のひまわり畑を訪れまし

た。こんなに広いひまわり畑があるんだなと感動して、それ以降ひまわりファンになって

しまい、シーズンになると各地のひまわりを見に行っています。ひまわり好きのきっかけ

となった北竜町を再訪することを楽しみにしています。
群馬県 今度訪れてみたいです。応援しています。

愛知県
今後も低農薬、有機農法での農業を期待しています。元気な大地造りをして、健康な生産

者でいてください♪

東京都
いつも玄米を食べているのでいろんな地域のものを食べてみたいと思い申し込みました。 

楽しみにしているのでよとしくお願いします。
広島県 良質な特産品を沢山作って、街を発展させてください。
愛知県 これからもがんばってください。

東京都

今は東京に住んでいますが、以前、札幌に5年ほど滞在していた時に訪れました。北海道

にまたいつか住みたいと思っています。有機野菜を使った料理を出すカフェを開くのが夢

です。ますますの発展、活性化を期待します。

12月31日

12月30日



山形県
複数種類のコメのセットが魅力だが，それぞれの特色をアピールしてもらえると分かりや

すい．
北海道 いつか北竜町のひまわりを見に行きたいです。
長崎県 応援しています！
北海道 有効に町民還元され、北海道全体にも波及する行政を期待しております。
北海道 有効に町民還元され、北海道全体にも活発な行政が波及することを期待しております。
東京都 ひまわりの里を応援しています。
愛知県 少しでも力になればと思います。
埼玉県 高齢者福祉と子育て支援の充実に役立ててください。 これからも支援します。

東京都
ひまわりが大好きです。 東京在住の為お伺いした事はありませんが、素敵な花を咲かせ

て下さい。
岐阜県 美味しいお米でたのしませていただいております。 頑張って下さい！
神奈川県 ひまわりを見に行きたいです
北海道 ひまわりとメロンが大好き北竜町♡です❗️

東京都 少額ですが、ぜひ地域の発展のために活用してください。
兵庫県 北竜町の更なる発展をお祈りいたします。
兵庫県 美味しいお米をどんどん作って下さい！！
神奈川県 メロン大好きです！頑張ってください。
東京都 お世話になります。 もち米の送付お願い申し上げます。
山口県 お世話になります。 寄付金を少子化対策に充てて頂ければと思います。
神奈川県 応援してます！
埼玉県 いい品物をありがとうございます。  応援しております。

静岡県
低農薬や環境にやさしい安心安全な農業を応援しています。次年度の新米予約を可能だと

うれしいです。

大阪府
地球や人に悪影響を与える農薬や化学肥料の使用を抑えて、新しい農業のやり方の推進を

していくような活動を応援したいです。
北海道 ドライブで訪れるのが楽しいです。これからもよい街づくりをなさってください。
北海道 おぼろづき 応援しています ゆめぴりかより ずっとおいしいと思っております

北海道

北竜町の皆様のやさしさ、温かさにいつも癒され、小さな町を盛り上げようと一致団結す

る町民の心に元気をもらっています。 これからもこの町に住んでみたいと思える町づく

りを目指して、思いを一つに頑張りましょう!
東京都 ゆめぴりか美味しいので楽しみです。

福井県
これからの農業に不安がありますが、日本の農業をぜひ守っていって欲しいです。よろし

くお願いします。
兵庫県 これからも次世代の若者が希望の持てる農業の推進をお願いいたします。
宮城県 北竜町の発展を応援しております。
神奈川県 以前訪れた時に食べた美味しいメロンを思い出して注文しました。楽しみにしています

埼玉県

おぼろづきはいつもおいしくいただいてます。 北竜町は私には縁も所縁もありません

が、 このふるさと納税が何かの縁だと思います。 今回は離れて暮らす母親にもこのお米

のおいしさを 知ってもらいたく応募させていただきました。 これからもおいしお米造り

をよろしくお願いします！
神奈川県 ななつぼし、楽しみにしています！
兵庫県 頑張って高齢者にやさしいまちにしてくださいね。
東京都 北竜町のゆめぴりか、とても美味しいです。 これからも頑張ってください！
東京都 がんばってください
東京都 おいしいお米を作ってください。
東京都 これからも美味しいお米を作って下さい。
神奈川県 低農薬、無農薬のものを食べたいです。 お米楽しみにしています。
愛知県 ブランド米を作り頑張って下さい。
徳島県 子育て等にお使いください。

北海道
北海道に住んでいながら訪れたことがありません。 この機会に、ひまわりを見に行きた

いなと思います！  北海道米は美味しいので、楽しみです。
神奈川県 美味しいお米作り、頑張って下さい。
東京都 町の活性を応援しています。

東京都
ふるさと納税が少しでも役立てば幸いです。お米など楽しみにしています。よろしくお願

いします。
東京都 サンフラワーパーク、いつか行ってみたいです。

愛知県
今回の特産品で北竜町を初めて知りました。 北海道は憧れの地です。 一度機会があれば

訪れてみたいです。

山梨県
素敵な町の名前ですね。北海道の生まれなので、こども達の保育園などに生かして頂けれ

ばと思います。応援しています。

12月31日



東京都 頑張ってください。
山梨県 素敵な名前の町づくり応援しています。
兵庫県 微力ながら応援しています。頑張って下さい。
東京都 応援しています。
東京都 地方活性に頑張って下さい
山梨県 北海道の生まれです。保育園などの子育て支援に使って頂けると嬉しいです。
大阪府 少ないですが、町民の方のよりよい生活の為になればいいなと思います。
大阪府 これからの町の活性を祈っています。
東京都 ひまわり畑、とても綺麗でした。 また子供と一緒に行きたいと思っています。
神奈川県 いつか行ってみたいです。

静岡県
少ない金額ですが農業の発展に役にたてばと思います。美味しく安全なお米を作って下さ

い。
東京都 町の発展と継続の為に頑張って下さい！
山梨県 保育園などの子育て支援にお使い頂けると嬉しいです。
福井県 頑張れ！北竜町！
神奈川県 美味しいお米を作り続けてください。
沖縄県 ２回目の寄付です！お米おいしいです！

東京都
地方の皆様が頑張って自分のまちを積極的に宣伝していると元気になります。これからも

がんばってください！

12月31日


