
【２月の応援メッセージ 】
東京都 2回目の納税です． とても美味しいお米でした．これからも美味しいお米を作って下さい．
東京都 美味しくて安全・安心なお米を作ってください。

愛知県
北竜町ポータルが見やすく、町の雰囲気が伝わって、見ているこちらも住民のような気分になりま
した。 町のさらなる活性化にお金が使われることを楽しみに、これからも拝見いたします。

愛知県
北竜町ポータルが見やすく、町の雰囲気が伝わって良いなと思いました。 町のさらなる活性化を
期待しています。

東京都 まだ見ぬ土地ですが、いつも応援しています。

東京都
初めてのふるさと納税になります。おいしいと評判のゆめぴりか楽しみにしています。北海道の冬
は寒いと思いますが、みなさまお元気でお過ごしください。 いつか北竜町を訪れる機会ができれ
ば嬉しいです☺️

愛知県
主人でいただいて食べたゆめぴりかとお餅、親戚にも好評です。 なので、私も申し込みしました。
これからも頑張っていただきたい町です、日本の食を応援します。

千葉県 寒さが増しますので、皆様頑張って下さい。
神奈川県 昨年頂いたお米がおいしかったので再度応援させて頂きます。
千葉県 ひまわりが素晴らしかったので、また訪ねたいと思います。

東京都
初めて申し込みます。 また、ゆめぴりかも初めてなので楽しみにしています。北竜町にも行ってみ
たいです。

山口県 北海道の特産品を楽しみにしております。
三重県 ゆめぴりかの知名度が上がるよう祈ってます。
千葉県 いつもお世話になっております。 宜しくお願いいたします。 有間

兵庫県
初めてふるさと納税に寄付します。記念すべき第一弾に、北竜町の玄米を選ばせて頂きました。
樂しみ待たせて頂きます。

北海道 これからもおいしいお米を作ってください。 また寄付金は子供の教育に役立ててください。
広島県 安全な農業の推進を期待しています。
神奈川県 元気なまちづくり、がんばってください！
北海道 これからもがんばってください。
東京都 北竜町の大ファンになりました。 いつか遊びに行きたいと思っております。

滋賀県
昨年、送って下さったもち米１０㎏、お赤飯を（妻が）炊いて、小分けして冷凍して、それを毎朝、美
味しくいただいています。

北海道
マラソン大会は素敵な大会ですよね。いつまでも続けて欲しいです。（貴重品預かりがあると嬉し
いです）。北竜町を応援しています

北海道 サンフラワーに何度か宿泊してお米のファンになりました。
静岡県 どうぞ町のために役立ててください。

愛知県
昨年、同じもの（玄米ななつぼし）をいただきましたが、とても美味しかったのでまた寄付しようと決
めました。今年も頑張ってください！

神奈川県 お米・お餅楽しみにしています。
東京都 活気のある地域社会の創生を支援します。

茨城県
恐縮ですが、北竜町のことをふるさと納税のお礼の品を選ぶ過程で知りました。ひまわりは好きな
花の一つで、元気の象徴だとおもいます。大事に育てていっていただきくおもうのと、北海道を訪
れる際の候補地にしたいと思いました。

徳島県 美味しいお米を作ってください、遠く離れた四国から応援しています。
大阪府 これからも子供たちのために頑張ってください。

山口県

今年最初の寄付になります。と言うよりお米のお願いです。子供がそれぞれ独立し孫もできて、ご
飯が好きなので昨年より北竜町のお米を送ったら、美味しいと大変喜ばれました。北竜町は以前、
北海道旅行で立ち寄りとても素敵な街でした。人口も少ないなかで、色んなことに頑張っておられ
るのを見聞して、利用させてもらっています。北海道が大好きなので応援しております。

埼玉県 北竜町を応援しています。 北海道新幹線も開通しますしがんばってください。
東京都 美味しいお米と聞きました
大阪府 ゆめぴりが届くのをを楽しみにしてます。

静岡県
自然で健康的な作物に興味があり目に留まり、今回、応募いたしました。ご苦労も多いことと思い
ますが未来の子供たちのため、頑張ってくださいね。微力ながら応援しています。

千葉県 ふるさと納税が良い方向にで活用される事を祈念します
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。

大阪府
昨年特典で頂いたゆめぴりかが非常に美味しく、またふるさと納税させて頂きました。今年も美味
しいお米を是非作ってください。

東京都 ふるさと納税で去年もお米いただきました。 とても美味しかったです。
千葉県 以前も北竜町からゆめぴりかをいただきました。すごくおいしかったです。応援しています。
岡山県 安全でクリーンな農業推進事業への取り組みもうれしい限りです．

2月7日

2月1日

2月2日

2月3日

2月4日

2月5日

2月6日



神奈川県
昨年頂いた減農薬のゆめぴりかとても美味しいです。 新潟の有名米より美味しい！ また納税で
お願いしました。 みなさん頑張ってください。

神奈川県 わずかな金額ですが地域の子供の育成に役立てて下さい。

京都府
以前にレンタカーでそちらを訪れたことがあります。そんなにも 少子高齢化がすすんでいるとは知
りませんでした。毎年 北海道を地区を決めて レンタカーで回っていますが また遊びに行きたいで
す。

愛知県 頑張ってください
東京都 微々たる額ですが，地域のために使っていただければ嬉しいです！
福島県 子育て支援に利用していただきたいです。
東京都 北竜温泉好きです。
神奈川県 特典が楽しみです。
愛知県 僅かですが、北竜町のお役に立つようよろしくお願い致します。
大阪府 一度訪れてみたいです。
東京都 またご縁がありましたらよろしくお願いします
滋賀県 北海道出身で、夏は北海道に出張します。 縁の深い北海道を応援しています。
佐賀県 持続可能な町づくりを応援しています。
石川県 ご手配ありがとうございます。ゆめぴりか楽しみです。 北竜町を見てみたいです

東京都
小さい頃に一度ひまわりの里に遊びに行ったことがあります。その時食べたメロンは夕張メロンよ
り美味しかった。とうもろこしもとても美味しかった。このふるさと納税で、家族でひまわりを見たこ
とを思い出しました。またいつか遊びに行きたいと思います。

神奈川県
低農薬米には、興味があります。関東の住民でも安心でおいしいお米が食べられるようにがん
ばってください。

東京都
昨年貴町へ寄付をし、お米（ゆめぴりか）を頂きました。 これが非常に美味しくて忘れられません、
これまで色々なブランド米（産地も色々）を食べましたが貴町の「ゆめぴりか」は最高でした。生産
者と関係者の方々に感謝しています。 今後も応援します。

広島県
無農薬・減農薬の玄米を探しておりました。 今回ふるさと納税でこのような機会に巡り合えありが
たいと思います。 北竜町はまだまだ厳しい寒さが続いていると思いますがお体ご自愛下さい。

愛知県 町づくりを頑張ってください！！
神奈川県 美味しいお米を作ってください。
兵庫県 頑張ってください。

愛知県
北海道出身ですので、北海道の市町村を応援しています。 北竜町のひまわり見に行った事もあり
ます。 頑張ってください！！

東京都 ゆめぴりか　とても美味しいです
宮城県 有効に使って下さい。
大阪府 昨年も北竜町からお礼の品を頂きました。今年は北竜町にいけたらいいなと思っております。
兵庫県 人気のななつぼしをいつか食べてみたいと思っていました。 楽しみにしています。
兵庫県 一度ななつぼしを食べたいと思っておりました。 楽しみにしています。
東京都 美しい自然をいつまでも、守って下さい。
大阪府 減農薬の玄米作り、応援しています。
愛知県 昨年も寄付をしました。 頑張ってください。
大阪府 いつも美味しいお米をありがとうございます。
東京都 美味しいお米を作って下さい。
東京都 ますます発展されますように

大阪府
以前にもお米を食べさせていただきましたが、とてもおいしかったです。このおいしいお米を栽培す
る農業をこれからも持続させてください。

静岡県 来訪時に見たひまわり畑は圧巻でした。 美味しいメロンの到着を心待ちにしています。
栃木県 北海道での農業を応援します！
愛知県 おいしいお米を期待しています。
北海道 お米おいしかったです。またお願いします。
北海道 おコメ農家を応援しています わずかですが役立ててください

神奈川県
昨年ふるさと納税で北海道の別市町村の『ななつぼし』を頂き、好きになりました。北竜町の特典
利用は初めてですが、今回機会を通して触れることになり楽しみにしています。

北海道
初めてふるさと納税より寄付してみました。 北海道産のお米楽しみです。 農業を続けていくのが
難しい昨今ではありますが、今後も安心して地産地消が叶うよう宜しくお願いします。

東京都
お世話になります。 可能でしたら、寄付金の一部を犬猫の保護活動に使って頂きたいと思いま
す。宜しくお願いいたします。

東京都 頑張って下さい！
東京都 まちづくり頑張ってください^_^

東京都
ふるさと納税で頂いた北竜町のゆめぴりかの美味しさに魅せられて、何度もリピートしています。
知人にも送り、大変好評でした。 安全で安心で美味しいお米を頂ける事にとても感謝しています。

2月13日

2月14日

2月7日

2月8日

2月9日

2月10日

2月11日

2月12日



神奈川県
前回ななつぼしを特産品として戴き、大変美味しかったです。 引き続き、北竜町で美味しい農産物
が作れるよう、自治体様の発展をお祈りしております。

茨城県 魅力的な商品があり、楽しんでいます。ぜひ訪れてみたいと思います。

東京都
こんにちは。 昨年も申し込みをしましたが、とても美味しい納豆が届きました!(^^)!　今年も楽しみで
す。

東京都 保健所の犬猫の里親を見つけてあげてください。 殺処分が、無くなりますように。
東京都 これからも、よりよい街づくりを頑張ってください。
兵庫県 少子高齢化に負けない産業振興を応援しています
長野県 がんばってください
秋田県 北海道出身ということもあり、北海道の市町村へのふるさと納税を希望します。

愛知県
前回お礼でいただいたお米が美味しかったので２回目の寄付になります。未来を担う子供たちの
ためにも、これからも安全な農作物作りに役立てていただければ幸いです。

奈良県
お米おいしかったし おかきは食べだしたらやめれませんでした！北竜町にも一度 行ってみたくな
りました

神奈川県 北竜町の皆さまの幸せを祈っています
神奈川県 寄付金を是非、有効に使っていただきたいです。
東京都 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 ななつ星のお米が大好きなので、これからも美味しいお米を作って下さい。
神奈川県 いつまでも大自然が残る地であると嬉しいです。
京都府 北竜町の農業の発展を期待し応援しています。
北海道 応援しています。

神奈川県
昨年初めて納税しました。その際に頂いたお米が大変おいしく、家族にも好評です。今年もどうぞ
よろしくお願いします。

2月17日
三重県

素敵なお礼の品を用意していただきありがとうございます。町の発展に少しでもお役に立てれば幸
いです。

大阪府 有意義にお使いいただければ幸いです。

和歌山県
今年は、夏に北竜町のヒマワリを見に行こうと計画をたてています。満開のヒマワリ、楽しみにして
います。

大阪府 もう一度北海道へ行きたいとおもっています。 ひまわりの里もぜひ訪ねてみたいです。
北海道 大好きな町です。頑張ってください。
東京都 いつも美味しいお米を送っていただき、ありがとうございます。
神奈川県 応援しています！

岐阜県
訪れたことはないですが、今年もひまわりキレイに咲かせてください。 低農薬米など、これからも
体によい町づくり頑張ってください。

東京都 安全な食品の取り組みをぜひ続けていただけると嬉しいです。

北海道
昨年も寄付させていただきました。 お米おいしかったので、これからも安全でおいしいお米を作っ
ていただけるよう願って、寄付させていただきます。

神奈川県 昨年申し込んでいただいた「おぼろづき」が、とてもおいしかったです。

兵庫県
とてもおいしそうなメロンに惹かれてしまいました。 皆様のご尽力に少しでもお役に立てればと思
います。

東京都 美味しい低農薬のお米を未来のため作り続けてください。
福岡県 応援しています。

北海道
子供のころ４年間、住んでいました。鉄路の廃止とともに転居しましたが、冬の集団下校等、懐か
しい思い出ばかりです。これからも、美味しく安全な農作物の生産に頑張って下さい。

愛知県 家内が北海道出身です（別の市町ですが）。北海道と貴町のご発展を祈念しております。

山梨県
初めて知る町名でしたが、餅米にひかれて寄付をしました。 北海道に旅行にいく機会があります
ので、その時に町内を通る事が出来たらいいなと思っています。 町内の皆様、役場の皆様の御健
康と御発展をお祈り申し上げます。

神奈川県 北竜町、大好きです！応援しています！
埼玉県 昨年、ゆめぴりかをいただきました。 とてもおいしかったです。 ありがとうございました。
千葉県 北竜町産の美味しいお米楽しみにしています。
神奈川県 北海道が好きな家族です。 いつか遊びに行きたいです。
東京都 日本の食糧自給率を上げていきましょう
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。
神奈川県 昨年も寄付させて頂きました。 美味しいお米をありがとございます。
岡山県 昨年は北海道米のおいしさに感動しました。これからも安全でおいしいお米を作ってください。
愛知県 楽しみにしています。
東京都 去年、ふるさと納税で、初めて、ななつぼしをいただき 好みの食感と味でフアンになりました。

東京都

北竜町のHPにて、初めて”もち米団地”というものの存在を知りました。そこに至るまでの紆余曲
折、農家の方達のご苦労や試行錯誤も。  普段スーパーに置いてあるもち米を、たいてい一種類
しか置いていない物を、あまり品種や産地など気にせずに買っていたことを恥ずかしく思いました。
初めて食べる低農薬の風の子もち、楽しみにしています。

兵庫県 おいしいお米、楽しみです！ これからも、笑顔になれる、お米期待しています。

奈良県
去年も寄付をさせていただき、北竜町の美味しいお米をいただきました。 今後も、美味しいお米づ
くりを頑張って下さい。関西から応援しています。

2月20日

2月21日

2月14日

2月15日

2月16日

2月18日

2月19日



兵庫県 ゆめぴりか、始めて頂きます。楽しみにしています

広島県
ゆめぴりかを探してたどり着きました。 小さい子供がいるので、低農薬栽培米は嬉しいです。 今
後とも安全でクリーンな農業を期待しています。

北海道 貴町の発展を心よりお祈り申し上げます．
兵庫県 これからも自然と共に貴町の益々のご発展を心より祈念致しております。
東京都 地方再生頑張ってください！
兵庫県 これからも自然と共に貴町の益々のご発展を心より祈念致しております。
神奈川県 とても美味しいお米をありがとうございます。
愛知県 お米、とってもおいしいです。 これからも、町を応援しています。 がんばって下さい。

東京都
以前、旭川市に住んでいて、ひまわりの里やサンフラワー北竜にも行ったことがあります。なつか
しさもあって「ふるさと納税」いたします。 少しではありますが、有意義に使ってください。

東京都 北竜町のますますの発展をお祈り申し上げます。 美味しいお米が届くのを楽しみにしています。
千葉県 魅力ある街づくりを応援しています。

北海道
以前にも頼んだことがあります。息子から、おかき美味しかったと連絡が来ていましたので、再度、
申し込みしました。 よろしくお願いします。

神奈川県 頑張ってください
徳島県 美味しいお米、楽しみにしています。
東京都 今日、初めてふるさと納税を申し込んでみました。 玄米を楽しみにしています。
北海道 頑張ってください。
北海道 今年もきれいなひまわり畑つくってください。

北海道
時間ができましたら、またあのきれいなヒマワリを見に行きたいと思っております。暑い時期に大
変でしょうがお世話を頑張ってください。

福岡県 北竜町のお米が美味しいと評判なので、北海道を応援したいです。
岐阜県 少子化対策に力をいれてください。

2月24日 東京都 がんばって、よりよい街づくりをしてください！
愛知県 いつもおいしいお米を有難うございます。 今回もよろしくお願いいたします。
大阪府 夏にひまわりを見に行く予定です。
京都府 頑張って下さい。
埼玉県 夏のひまわりを見に行きたいと思っております。 きれいな花を咲かせ続けて下さい。
神奈川県 安全で美味しいお米、楽しみです。

埼玉県
安全でおいしいお米を頂いてありがとうございます。 これからも安全安心なお米作りをよろしくお
願いします。

東京都 可能であれば、子育て支援にお使い下さい。
北海道 特典にお米に加えてヒマワリのお菓子をつけてほしいです。
東京都 美味しいゆめぴりかが届くのを楽しみにしています。
神奈川県 自然を守ってください。

北海道
北海道に住みながらまだ北竜町へ行ったことがありません。 これを機会にぜひ家族で遊びに伺わ
せていただこうと思います。 ななつぼしが大好きなので、また利用させていただきます。

東京都
家族揃って昨年から｢ゆめぴりか｣の大ファンになりました。 これからも美味しいお米作り続けて下
さい。

東京都 子育て支援にご活用願います。
福岡県 頑張ってください！ ふるさと納税したらいつか訪れてみたいなって思いました。
岐阜県 ぜひ子育て支援に使ってください
山梨県 寄付金は、将来を担う人材の育成に使用されることを希望いたします。
東京都 昨年寄付をした際、北竜町のお米の美味しさに家族みんなで感激しました。
千葉県 寄付金を子育て支援事業に使っていただけるとうれしいです。
東京都 ゆめぴりか、大好きです！
東京都 貴町の益々のご発展をお祈り申し上げます。
静岡県 おいしいお米、いつもありがとうございます。
大阪府 素敵な町になるよう応援しています。
福岡県 地域復興頑張ってください。

千葉県
昨年ふるさと納税を申し込み、いただいたお米がとても美味しかったので今年もまた申し込みま
す。応援していますので頑張って下さい。

大阪府 これからもすてきな街づくりを目指してがんばってください。応援しています。
北海道 いつもお世話になっております。今年も一年、よろしくお願いします。
東京都 北竜町のお米のファンです。これからも、安心な、おいしいお米を作って下さい。
福岡県 これからもおいしいお米をつくってください。

神奈川県
北海道が好きで年に1回は行っています。北竜町はひまわり畑がとても素敵でした。今度は温泉と
ホテルも利用してみたいと考えています。

東京都 安全な食糧生産をお願いします！
東京都 これからもおいしいお米を作ってください。

岐阜県
もち米で探したら北竜町に出会いました。楽しみにしています。来年以降もリピーターになれれば
と思っています。

2月27日

2月28日

2月21日

2月22日

2月23日

2月25日

2月26日



神奈川県 私はいつもななつぼしを食べてます。今回このような形で貢献できて幸いです。

三重県
ゆめぴりかは2～3年前から大変おいしくいただいております。 北竜町産は初めてですが楽しみで
す。

東京都 子供は国の宝です。 老人福祉よりも、子育て制度の拡充に使ってください。
埼玉県 多くの人が訪れたくなる町づくりを進めてください。
高知県 子育て支援へ活用ください。
群馬県 北竜町産のお米はとても美味しいです。
東京都 応援してます。がんばってください。

愛知県
昨年度も玄米をいただき、とてもおいしかったです。小さい子供がいるので、減農薬栽培のお米は
うれしいです。 これからも、安全で美味しいモノづくり支援よろしくお願いします。

北海道 ３回目の寄付になります。本当においしいお米だと思います。
兵庫県 今年も応援します
大阪府 農業振興にお役立てください

東京都

そちらから送っていただいておりますゆめぴりか、毎日おいしく頂いております。 何度か問い合わ
せさせて頂いた際に、電話での対応がとても気持ちのよいものでしたので、それ以降ふるさと納税
は必ずこちらで、と決めております。 いつかそちらに旅行でも行けたらよいなと思っております。 こ
れからも楽しみにしております。

千葉県 お米は、毎月、北竜町・ゆめぴりかに決めました。 今後ともよろしくお願いいたします。

2月28日

2月29日


