
【３月の応援メッセージ 】
大阪府 低農薬でのお米作りは一層大変だと思いますが、感謝していただきたいと思います。
愛知県 ゆめぴりか美味しかったのでリピートです。 引き続き応援します♪
神奈川県 北竜町の発展に少しでも役に立てれば幸いです。
神奈川県 町の発展を祈っています。

兵庫県
美味しいお米なので、またお願いしてしまいました。より魅力ある町づくりが実現されま

すように。

北海道
昨年ゆめぴりかをお礼の品でいただき、大変おいしく今年も申し込みました。　 安全で

クリーンな農業応援したいです。

東京都
昨年１０月にゆめぴりか２０Kgを送ってもらいました。大変美味しかったです。また、お

願いいたします。
東京都 今年のひまわりも楽しみにしています。

東京都
去年食べたお米がおいしかったので 今年も寄付することにしました。 そちらへうかがう

機会があれば 行ってみたいと思っています。

福岡県
健康を意識して玄米にしようと低農薬なのでこちらにしてみました。遠くてなかなか行け

るところではないのですが、少しでもお近づきになれたら〜
東京都 安全な農作物作り頑張ってください。
北海道 今年はひまわり見に行きます
東京都 これからも美味しいお米を作ってください。

東京都
昨年もふるさと納税させていただきましたが、お米が大変おいしかったので今年もふるさ

と納税させていただきます。よろしくお願いいたします。
東京都 自然環境の維持と農業の活性化に期待しています。
東京都 また立ち寄りたいと思います。
北海道 いつも美味しく召し上がっております。
埼玉県 クリーン農業に従事されている方を応援したいです。頑張ってください。

神奈川県
以前送っていただいたゆめぴりかが本当においしかったので、今度は玄米をお願いしまし

た。
東京都 低農薬農業がんばって下さい！
和歌山県 お米おいしいです。今年も良いお米を生産してください。
岡山県 昨年も同じものをいただき大変美味しくいただきました。
北海道 これからも頑張って下さい。
三重県 玄米楽しみにしています！
愛知県 自然を大事にした政策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。
三重県 おいしいお米でしたので、またお願いしました。
神奈川県 昨年頼もうと思いましたが完売でした。今年は楽しみです。
千葉県 日本の食糧需給率向上の為　安全　安心の食糧生産を 頑張って下さい。

大阪府
昨年、北竜町のお米を食べましたが非常に美味しく、今年も食べたくなりました。  美味

しいお米作りを応援致します。
香川県 昨年も美味しいお米をいただきました。 ありがとうございます。
埼玉県 昨年は美味しいお米をありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
神奈川県 より良い町づくりを応援します。
愛知県 ゆめぴりか最高です、これからも美味しいお米を作ってください！！
栃木県 地方の元気を応援しています
鹿児島県 子育て関係にお使いください
大阪府 ひまわりで有名な町ということを知りました。 町の人数が増えればいいですね。
埼玉県 ひまわりライスのホームページ拝見しました。とても良かったです。
愛知県 初めてためるお米の名前です。 楽しみにしています。

東京都

昨年のふるさと納税で始めて北竜町のお米をいただきました。 これまで食べたお米の中

で一番美味しかったです。 北海道を訪れる機会があれば、ぜひ北竜町に行ってみたいと

思っております。
北海道 応援しています。
栃木県 地方の元気を応援しています。

東京都
北海道は、あこがれの場所なので、いつかは住んでみたいです。素晴らしい農業を期待し

ています。
大阪府 去年より北海道に縁ができたので、寄付しました。
神奈川県 ふるさと納税の使い道として、「生態系の保全」を加えることを検討してください。
茨城県 メロン楽しみにしています。いつか遊びに行きたいです
東京都 流行りのゆめぴりか、初めてなので楽しみです。
神奈川県 お米美味しいですね。応援しています。
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兵庫県 毎年美味しくいただいております。よろしくお願い致します。
千葉県 子育て支援策の充実を図ってください

東京都
農家の皆様、美味しいお米、ありがとうございます。 これからも、よろしくお願い致し

ます。
大阪府 いつもお世話になっております。いつもおいしくいただいております。
東京都 頑張ってください!

東京都
前回送っていただきました「ゆめぴりか」が、家族中からおいしいと大好評で、また、お

願いします。
静岡県 北海道には頑張ってもらいたかったので、その中で選んでました。
愛知県 厳しい時代ですが、頑張ってください

愛知県
昨年、ふるさと納税で美味しいお米を送っていただきました。 とても美味しくて家族親

戚に好評でしたので、今年も寄付させていただきます。
東京都 いつか寄ってみたいと思います！
岡山県 子育て支援に使って下さい

新潟県

新潟のコシヒカリばかり食べていましたが、 他の県のコメも食べてみたくて、、、。 や

はり寒い地方がおいしいのでは？ と北海道東北で検索してこちらに決めました。 楽しみ

にしています。

群馬県
去年寄付をし、美味しい低農薬米に感動致しました。玄米の美味しさも知りました。これ

からも宜しくお願い致します。

京都府
これからも寄付します。 よろしくお願いいたします。 気候変動による農作物の影響を危

惧しておりますが、美味しいお米を作り続けて下さい。
静岡県 ひまわりを見に是非訪れたいです。

東京都
北海道の美味しいもち米を食べられるのはとても嬉しいです。 これからも農業振興のた

め頑張っていただきたいです。
北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県
人口が少ない様ですが，良い所の様に感じます。4年間程ななつぼしを食べています。空

気の良さそうな北竜町のお米は考えてみただけでも美味しそうです。頑張ってください。
愛知県 お役にたてていただけると嬉しいです。

埼玉県

20年前からほぼ毎年バイクで北海道に行っています。 おととしは妻とともにひまわりの

里で遊びました。 まだ子供は小さいですが、今度は三人で遊びに行けるよう、元気な町

にしてください。
福岡県 子育て支援の項目を独立させてください。

愛知県

昨年、北商ロードレースに参加させていただき その際参加賞としていただいた「ゆめぴ

りか」が 大変おいしかったので、今回寄付をさせていただきました。 当地は8月に20km

も走ったら暑さでやられてしまうので 貴重な大会でした。ありがとうございました。 記

録証がいただけると（ネットダウンロードで結構ですので） なお良かったです。
東京都 メロンを楽しみにしております。少ない額ですが、御役立て頂ければ幸いです。
福井県 おいしいお米、楽しみにしています。

大阪府
前回初めて申し込み、とても美味しかったので再度寄付致します。美味しいゆめぴりかが

届くのを楽しみにしています。

大阪府

昨年も北竜町に納税させてもらいました。 魅力的な特産品が多いですが、更なる特産品

の充実に期待します。 個人的には、地ビールや乳製品など北海道って感じの特産品があ

ればうれしく思います

福岡県 九州在住です。 いつか北海道へ行くのが夢なので、 ふるさと納税で先ずは応援します。

東京都

今年もひまわり園を訪ねたいと思っています。 前回特典でもらった「ななつぼし玄米」

がとても美味しかったので、また納税することにしました。 ひまわりメロンのおいしさ

はよく知っています。 今後も特徴ある農産物生産に期待しています。

東京都 札幌に２年間住んでいた際に訪れました。 ひまわり畑が印象に残っています。
東京都 これからも、美味しい、安心の「ゆめぴりか」作って下さい。
愛知県 北竜町の発展に少しでも寄与できればうれしく思います。よろしくお願いします。
兵庫県 これからも美味しいお米作り頑張って下さい。
岡山県 お米が美味しいのでいつも寄付しています。 またよろしくお願いします。

東京都
玄米１５ｋｇは、家族５人いる身としては助かります。 今後とも宜しくお願い致しま

す。

神奈川県
いろいろな特産品を楽しませていただいております。 このような形ですが、引き続き応

援させていただきます。
福岡県 応援してます
長野県 日本の真ん中から応援しています。
北海道 おいしいおコメをありがとうございます　これからもよろしく
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神奈川県
北竜町へ旅行に行った娘が大ファンです。 私も近いうちに行ってみたいと考えていま

す。
北海道 頑張ってください
北海道 ひまわり畑いつまでもキレイに残して下さい
北海道 これからも美味しいお米が出来る素晴らしい環境を維持して下さい。

大阪府
北竜町のメロンを食べたことがあり、とても美味しかったのを覚えています。 遠い地で

あるためなかなか行く機会がないですが、応援しています。

福井県
４年前に家族でひまわりの里を訪れました。広大な敷地にたくさんのひまわり、そしてか

わいい動物たちに感動しました。また機会があったら是非訪れてみたいです。

千葉県
ふるさと納税ではじめて北竜町の存在を知りました。 安全でおいしいお米をこれからも

作って下さい。

福岡県
最近の気象状況変化により北海道も荒天が続いてますが、安全、安心な農業を未来まで宜

しくお願い致します。
千葉県 これからも、美味しく安全な農業を続けて下さい。応援します。
千葉県 昨年届いたお米がとても美味しかったのでもう一度お願いしたいと思いました！
東京都 楽しみに待っています！

東京都
去年も寄付させて頂きました。 低農薬米ということで、美味しいお米を安心して食べら

れる喜びを感じております。 今後ともよろしくお願いします。

北海道
２０年程前になりますが、北竜町のひまわりを見に行きました。その美しさは今も心に

残っています。

高知県

北海道の野菜や果物、お米、小麦粉・・・我が家の台所は北海道産のものが非常にたくさ

んあります。安心して食べられる北海道のものが、これからもずっと作られ続けますよ

う、よろしくお願いします。

東京都 ゆめぴりかとてもおいしくいただいております
愛知県 ゆめぴりかが本当に好きなのです。
静岡県 いつか訪れてみたいです。町おこし事業の発展を期待しています。
愛知県 お米、美味しくて、リピートします！

北海道
北竜町はドライブ等で立ち寄ります。より良い町づくりを目指して頑張ってください。

お米は2回に分けて、1ヶ月ごと10kgと15kgに分けて送っていただくことは出来ますか？

大阪府
昨年度納税させていただきました。お米を美味しくいただきました。リピートさせていた

だきます。
神奈川県 未来を担う子供たちのためにお役立てください。 ※高齢者支援は希望いたしません。
北海道 北竜町のゆめぴりかは最高です。いつもありがとうございます。
東京都 減農薬米、毎日おいしくいただいています。

千葉県

北海道でとれるお米を食してみたくて、ページを拝見して迷わず決めさせて頂きました。

低農薬で安心安全なものを栽培しているとのこと。毎日主食として頂くものですから、大

変うれしいです。北海道には何度か旅行しておりますが、次回は、ひまわりの里を見に旅

してみたいと思います。美しい自然はそのままに、今後とも北竜町のご発展を応援してい

ます。
大阪府 応援しております
大阪府 厳しい自然環境ですがこれからも美味しいお米の生産をよろしくお願いします。
神奈川県 北竜町のお米はとても美味しいですね。応援しています。

秋田県
昨年 ふるさと納税で頂いたお米が美味しくて、またお願いしました。 これからも、美味

しいお米作りにがんばってください。
神奈川県 これからも美味しいお米を作って下さいね。
福島県 少額ですが、北隆町の行政にお役立て頂ければ幸いです。
福岡県 妻は北海道生まれ北海道育ちです。 なので北海道大好きです！ 頑張ってください！
神奈川県 いつも美味しいお米、ありがとうございます！
埼玉県 すこしでもお役にたてますように。
北海道 同地域の他市町村と連携強化による観光客誘致を期待します。
奈良県 大切につくられたお米をいただきありがとうございます。

神奈川県
ひまわりの花が大好きなので、里にとても興味を持ちました。 北海道へ旅行をする際に

は、是非、立ち寄らせていただきます。

神奈川県
昨年初めに北竜町のゆめぴりかを頂いて以来、美味しさにすっかりとりこになりました。

今回が3回目です。 地域発展の一助になれば幸いです。

長崎県
減農薬で頑張っておられる農家の皆様を応援しています。大変でしょうが、これからも頑

張ってください。
東京都 ひまわりの里の写真を見て明るい気持ちになります。 宜しくお願い致します。3月13日
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岐阜県
昨年に続き、２度目の応援です。 前回はお米を美味しくいただきました。 メロン楽しみ

にしています。

静岡県
先日購入したゆめぴりかを初めていただきました。噂通りの美味しいお米でした。ふるさ

とチョイスの紹介で北竜町の低農薬栽培ものを選びました。よろしくお願いします。
神奈川県 いつも美味しいお米有難うございます。日本の農業振興の為に頑張ってください。
千葉県 ひまわりの季節に、一度観光で伺ってみたいと思っています。
兵庫県 ひまわり迷路に行ったことがあります。 頑張って続けてください。
愛知県 機会があれば是非訪れたいと思います。
大阪府 高齢者福祉と子育て支援事業の役にたててください。

東京都
昨年も、10Kg送っていただき、とてもおいしくいただきました。 今年も、届くのを楽し

みにしております。
東京都 おいしいお米をこれからも作って下さい。
北海道 おいしいお米をありがとうございます
神奈川県 美味しいゆめぴりかを作り続けて下さい。
東京都 明るく、健康な町作り。

神奈川県

ずっと気になっていたゆめぴりか、さらに低農薬でいただけるお礼の品の内容にとても惹

かれました。セットになっていた「黒千石ドン」もどんなものなのか想像がつかず、思わ

ずインターネットで検索してしまいましたが、心待ちにしております。

東京都 地場産業の育成に力を入れてください。

東京都
町の歴史・状況などがわかる簡単なパンフ等も入れるとよいのではないでしょうか。 頑

張ってください。
東京都 ふるさと納税させていただきます． これからも美味しいお米をよろしくお願いします．

愛知県
昨年度も寄付させて頂きましたゆめぴりかファンの者です。 これからも御町の農業のご

発展を心よりお祈りしております。
福島県 北海道大好きです いつまでも素敵な町であってください！
千葉県 美味しいお米「ゆめぴりか」ありがとう。
東京都 これからも応援しています
神奈川県 玄米、楽しみです。
愛知県 ゆめぴりかが大好きです
栃木県 北海道に行った際は遊びに行ってみようと思います。
神奈川県 これからもおいしい特産品を紹介してください。
富山県 遊びに行ってみたいと思っています。 よろしくお願いいたします。
東京都 素晴らしい街づくりをこれからも頑張ってください！
神奈川県 ゆめぴりか、以前もいただきましたが、とても美味しかったです♪

熊本県
以前、家族でひまわり畑を見に行きました。そのことを思い出し、寄付しようと思いまし

た。夏が短い北海道ですが、お米を作り続けていただきたいと思います。

愛知県
ふるさと納税で、北竜町どののお米に会う事ができる事を楽しみしています。 ありがと

うございます。
神奈川県 低農薬は大変かも知れませんが、とても良い取り組みですね！

大阪府
引き続き安全なお米作りをお願いします。おかきもお米もとても美味しく、子どもも喜ん

でいました。低農薬で子どもにも安心して食べさせられます。
兵庫県 頑張って下さい❗

埼玉県 前回頂いたお米が本当に美味しかったので、また寄付をしようと思いました。
東京都 自然を守るの頑張ってくださいね。
神奈川県 北海道小樽出身です。 北海道が元気になる為に使っていただければ幸です。

東京都

お世話になります。去年、北竜町産のおぼろづきを初めて食べました。すっかりファンに

なってしまい、お取寄せしては固めに炊いて楽しんでいます。 減農薬栽培をされている

とのことで、消費者にはとてもありがたい存在です。 これからも頑張って素晴らしい農

作物を作ってください。

東京都 お米楽しみにしています。

東京都
ふるさと納税で、農業を大事にしてくれている土地を支援したくて北竜町にさせていただ

きました。今後もよろしくお願いします。
北海道 わずかですが安全でおいしいお米作りに役立ててください
神奈川県 ひまわりには感動しました。 いつまでも維持お願いいたします。

神奈川県
A012黒千石ハンバーグは前回申し込みして美味しかったのでリピートです。お礼の品を通

して北竜町(^-^)応援してます！

神奈川県

A030田からもち、は初めて申し込みします。(^-^)商品の特徴の詳細内容が凄く！イイです

ね！こだわりある1つ1つの良さが、実に分かりやすく美味しいお餅なんだろうなぁと感じ

ます。 楽しみにしています(^-^)

3月13日

3月14日

3月15日

3月16日

3月17日



東京都
昨年頼んだ新米とても美味しかったです。  ひまわりの里、ステキな所ですよね。シーズ

ンの時にまた行ってみたいです。

東京都
昨年度一度お米を送っていただきまして、とてもおいしかったです。札幌からそんなに遠

くないのですね、一度行ってみたいと思います！
兵庫県 北海道出身です。昨年ゆめぴりか、すごく美味しかったです。 頑張って下さい。
大阪府 低農薬ゆめぴりか、前回もお礼の品で選びました。とても美味しかったです。
東京都 おいしい安全なお米を作って下さい。
富山県 北竜町の発展を願います
京都府 少額ですがお役立て頂ければ幸いです。
長崎県 ゆめぴりか、美味しくいただきました リピさせていただきます
大阪府 母親が子育てしやすい町づくりに使用してください。
長野県 これからも頑張ってください。
神奈川県 いつも美味しく頂いております。
奈良県 低農薬のお米を探していたので、楽しみです。
千葉県 おいしいお米をこれからもお願いします。
静岡県 応援しています。頑張ってください。
奈良県  これからも安全なお米を作ってください！

埼玉県

函館出身で今埼玉に住んでいます。 お米は今までスーパーでななつぼしを購入していま

した。 玄米を選ばせていただきました。精米していただきたいと思います。 これからも

美味しいお米づくりよろしくお願いします。
神奈川県 昨年に引き続き、今年も応援します。大変でしょうが頑張ってください。

宮城県
初めてのふるさと納税で、初めて寄付させて頂きます。 数ある花の中で最も好きなのが

ひまわりです。ひまわりの里にいつか行ってみたいと思います。
愛知県 ゆめぴりかのおいしさとひまわりの美しさに共感をしました。
埼玉県 少しでも農業の応援になればと思います。
静岡県 寄付金は少ないですが、頑張ってください。
千葉県 北竜町のゆめぴりかが美味しかったので、また納税します。
神奈川県 ２年連続の納税です。北竜町がちょっと身近になった気がします。

埼玉県
バイクツーリングで、サンフラワー北竜に宿泊し、ひまわりの里を訪問しました。 とて

も素敵な場所でしたので、ちょっぴりですが協力させていただきます。
大阪府 ヒマワリは何度か見に行きました。美しい景観を守ってください。
千葉県 安心していただける美味しいお米をこれからも生産してください

神奈川県

ふるさと納税を通して初めてひまわりの里を知りました。町のHPも拝見させて頂き、ひま

わりの里の写真や100歳おめでとう、など暖かい町の雰囲気が伝わってきました。これか

らも町民皆様のご多幸と益々のご発展をお祈り申し上げます。

滋賀県 ゆめぴりかがとてもおいしいので今年も寄付させていただきます。
大阪府 本当の地方創生は重要です。これからも頑張ってください。

東京都
以前いただいたゆめぴりかが美味しくてリピートしてしまいました！楽しみにしていま

す！
神奈川県 北海道の自然は日本の宝ですね
北海道 些少ではありますが町政にお役立ていただければ幸いと存じます。

大阪府
安全安心で美味しい農作物を作ってくれる地域には、いつも感謝しております。 今後も

よろしくお願いいたします。
神奈川県 去年、ゆめぴりかたいへんおいしかったです。今年も申し込みました。
東京都 お米期待しています！
神奈川県 子育て支援がんばってください。

埼玉県
北海道はまだまだ寒さが厳しいと思いますが、頑張ってください。また機会があれば、寄

付させていただきたいと思います。

神奈川県
昨年、友人から頂いたメロンがとても美味しかったので、この作物を大切に育成してくだ

さい。
大阪府 北海道に行く機会があれば、一度ひまわりの里に遊びに行きたいです。
東京都 応援しています！

神奈川県
となり町の妹背牛出身で高校まで妹背牛に住んでました。サンフラーパークは家族でたく

さん行きました。応援しています。
静岡県 おいしいお米がとれるふるさとを大切にお願いします。
神奈川県 先日、冬の北海道を旅行しました。大好きです!!今度は花の季節に!!
埼玉県 美味しい玄米を楽しみにしています。

北海道

以前農薬をあまり使っていない北竜町のお米を購入したことがあるというのが、寄付の

きっかけです。 小さな子どももいるので、これからも安心して食べられる農作物を作っ

てほしいです。

3月19日

3月20日

3月21日

3月22日

3月23日

3月18日



東京都 今年２回目です。よろしくお願いします。
神奈川県 ゆめぴりか、美味しいお米です。 今年もよろしくお願いします。
大阪府 お役に立てれば幸いです。
千葉県 クリーンな農業頑張ってください。
静岡県 ゆめぴりか大好きです。うちのお米は北竜町に決めています。
神奈川県 安心、安全な農業の推進を願っています。
東京都 いつもお米をおいしくいただいています。 今後もリピートさせていただきます。
兵庫県 いつもおいしいお米をありがとうございます！
福岡県 応援しています。
福岡県 北海道が好きです。これからもがんばってください！
千葉県 日本国内の農業生産力が上がるように応援しております。

兵庫県
昨年初めて北竜町の夢ピリカ新米を食べて美味しくてリピーターになりました。また新米も秋に予
約します。

三重県 北竜町の皆さまを応援しています。 頑張ってください。
愛知県 北竜町の明るい未来とご発展をお祈りしています。

兵庫県
北海道には毎年、訪問しています。いつか北竜町にも行ってみたいと思います。 応援し

ています。
大阪府 安全、安心、美味しい農産物をこれからも作り続けて頂けるよう応援してます。
兵庫県 子どもたちの教育事業に役立てていただきたいと存じます。
神奈川県 有効に使ってください。

熊本県
昨年、ゆめぴりかをいただき、大変おいしくいただきました。 また、ゆめぴりかが届く

のを楽しみにしています。
神奈川県 日本人の憧れる北海道をいつまでも維持してください
東京都 応援しております！！
埼玉県 おいしいメロン待ってます。 嫁と娘がメロン大好きなもので・・・。
岡山県 応援します。
東京都 前回「田からもち」を頂いたのですが、とても美味しかったです。
東京都 昨年に続き、今年もリピートします。 子育て支援に役立てて下さい。
滋賀県 お米作り、頑張って下さい。楽しみです。
愛知県 自然豊かな町をいつまでも大切にして下さい

千葉県
輸入農産物が増えていますが、出来ればいつまでも国産のものを安心して食べていきたい

です。わずかですが、農業の振興のお役に立てればうれしいです。
東京都 よろしくお願いします。
北海道 少額ですが役立てください。道民として応援します。
東京都 頑張ってください
東京都 少しでもお役に立てることを願い寄付させていただきます
神奈川県 素晴らしいひまわり畑また伺います。
兵庫県 街の発展にお使いください
神奈川県 低農薬、無農薬の米を安価で提供できるよう推進してください。

千葉県
北海道新幹線開通おめでとうございます！北海道の自然や魅力がこれからも続き、益々発

展されることをお祈りしています。

北海道
昨年いただいたゆめぴりかがとてもおいしくて、また食べたくなりました。これからもお

いしいお米を期待しています。

神奈川県
前回同じ特産品をお返しの品として頂き、大変満足いたしました。 これからも引き続き

利用させて頂きたいと思っています。 何卒宜しくお願いいたします。

滋賀県
北海道へ一度行ってみたいと思っておりますが働いていると中々難しいです。 メロン楽

しみに待っております。
千葉県 第二のふるさとと思って応援します。
大阪府 日本一おいしいお米をつくってください！
愛知県 ひまわりと温泉、よかったです。
大阪府 綺麗な自然を残してください！

千葉県
いつも、貴町の美味しいお米を頂いています。今回も楽しみにしています。今後も、安全

で美味しいお米作りを宜しくお願いします。
東京都 　雄大な北海道の地で、美味しい農産物を育ててください。
東京都 　雄大な北海道の地で、美味しい農産物を育ててください。
福岡県 ゆめぴりかは家族が代絶賛です 5000円の寄付で何度も頂けるので助かります
東京都 昨年も納税させていただきました。応援しています！
東京都 応援してます！

3月25日

3月26日

3月27日

3月23日

3月24日



福岡県

北海道苫小牧在勤中（５年）２度１００万本のひまわりに癒しとなんとも言い知れぬ感慨

をいただきました。退職後故郷の福岡に居住していますが、毎年家内と北海道自然満喫の

旅行を冬と秋に行っています。特に家内は北海道をこよなく愛しています。機会をつくっ

て北竜町を訪れたいとおもいます。頑張ってください。

神奈川県 美味しいお米をありがとうございます。
大阪府 ひまわりまつりを楽しみにしています。

静岡県

こんにちは。 昨年送っていただいたお米がとてもおいしかったので、今年もお願いした

いと思いました。 いつかお伺いすることがあればいいな、と思っています。 豊かな町づ

くり、がんばってください！

東京都 貴町のご発展のためにお役立てください。
愛知県 やっぱり北竜町のゆめぴりかが一番おいしいです。
福岡県 楽しみにしています。
大阪府 いつか北竜町にひまわりを見に行きたいと思っています。
東京都 これからも頑張ってください。 メロン、楽しみにしています。
千葉県 おいしいお米楽しみにしています。地域活性化、応援しています！
東京都 応援しております。

東京都

姪っ子の好きなメロンを探していたところ、ひまわりメロンという名前に目が止まり、北

竜町という場所を知りました。ひまわりのきれいな町ですね。姪っ子はひまわりも大好き

なので、いつか一緒に訪ねられたら良いなと思いました。素敵な町作りに少しでも貢献で

きればと思います。頑張ってください。

愛知県 お米が本当に美味しいです。 生活の基本です。
東京都 北竜町の発展をお祈りいたします。
東京都 皆さんの努力で、甘く、香りのよいメロンでありますように期待。
神奈川県 これからも頑張って下さい！
愛知県 5000円の寄付ですがお役に立てればうれしいです。
千葉県 引き続き、美味しいお米を宜しくお願いします。
新潟県 美味しくて安全なお米作りを頑張ってください！

静岡県
ゆめぴりかは色々頼みましたが北竜町のものが一番おいしかったです！これからもおいし

いお米作ってください！
東京都 おいしいお米待ってます。
東京都 美しい街を守り続けて下さい
滋賀県 Ｈ28.3.29　郵便振込みしました

宮城県

私の生まれた山形県の町も、ひまわりの町です。北竜町には行ったこともないのですが、

夏にはひまわりがきれいに咲くんだろうなと思うと、すごく親しみがわきます。少しばか

りですが、ひまわりの里の維持に寄付をさせて頂きます。

東京都 応援してます。
神奈川県 農薬の少ないお米、評判がよいので楽しみにしています。
静岡県 いつも北竜町のゆめぴりかを美味しくいただいております。
東京都 北竜町では、低農薬農法に取り組んでいることを知りました。 応援します。
東京都 北竜町応援しております。頑張ってください。 ひまわりメロン楽しみにしてます。
大阪府 美味しく安全なお米をこれからも作ってください。

大阪府
昨年初めてふるさと納税をさせていただきました。丁寧なお手紙をいただきありがとうご

ざいました。
神奈川県 食の基本は農業。ぜひ頑張って下さい
大阪府 高齢者、子育て支援頑張って下さい！
愛知県 おいしいメロンをお願いします。
東京都 今後も食の安全を守ってください。
東京都 応援しております！
北海道 ひまわり畑で撮った娘の写真が宝物です。 益々のご発展をお祈り申し上げます。

神奈川県

高齢者福祉・子育て支援が1項目でしたので、特に子育て支援事業への使途を希望しま

す。  お米検索で初めて北竜町を知りました。お米を通じて、北竜町の良さを確認したい

と思います。

兵庫県
一度行ってみたいです。 北海道の豊かな自然の中で、美味しい安全な産物を沢山作って

ください。

埼玉県

この度はお世話になります。 北竜町に住んだことはありませんが、道産子（赤平）なの

で、 なるべく北海道に還元したいと思い、応募しました。 どうぞ宜しくお願い致しま

す。
東京都 北竜町は行ったことがありませんが、これを機に知っていきたいと思っています。

3月31日

3月27日

3月28日

3月29日

3月30日



東京都 去年からおいしいお米を家族4人でいただいています。
和歌山県 おいしいお米を待っています。
愛知県 これからも北竜町発展に頑張って下さい。
東京都 貴市の、益々のご発展をお祈り申し上げます。
千葉県 今月もよろしくお願いいたします。
東京都 毎年ななつぼしを美味しく頂いています。妻のお気に入りです。

3月31日


