
【4月の応援メッセージ 】
申込日 住所 町へのメッセージ

東京都 ゆめぴりか：とても美味しいです。

東京都 ずっと安全で美味しいお米を全国に届けてください！ 応援してます。

北海道 低農薬なので昨年から利用しています。

大阪府 気候の変化でいろいろと大変でしょうが、頑張ってください。

愛知県 頑張ってください。 お米美味しいです。

神奈川県 これからも地域への発展をお祈りします。

大分県 がんばろう北海道！

京都府 ご飯は好きなので、米農家の方、美味しくいただきます。ありがとう。

東京都 いつも有難うございます。応援しています。

埼玉県 玄米、とっても美味しいです。

北海道 頑張ってください！

北海道 些少ですが，まちづくりにご活用下さい。

北海道 これからもななつぼしを作り続けて下さい。

愛知県 頑張ってください

神奈川県 応援しています！

大阪府
ふるさと納税をきっかけに家で食べるお米はおぼろづきに定着しました。小額ですがお

役立てください。

東京都 応援してます！

静岡県 我が家は北竜町のゆめぴりか一筋です。頑張ってください。

東京都 安心安全なお米づくり、貴町の益々の発展応援しています。

奈良県 応援してます！

東京都
昨年返礼品で頂いたななつぼしを大変おいしく頂いております。いつか北海道に行く機

会がありましたら、北竜町を訪れてみたいと思います。

愛知県 減農薬でとても信頼できるお米をありがとうございます！

東京都 おいしいお米とヒマワリが美しい素敵な街を応援してします。

埼玉県 美味しいお米、これからも楽しみにしています。

愛知県 町の発展に少しでも寄与できればと思います。

愛知県 お米が美味しいです。 また購入します。

千葉県 活き活きとした魅力ある街づくりを期待しています。

東京都 未来ある子どもたちのために使ってください

東京都 毎年美味しいお米をありがとうございます。 もう他のお米は食べられません！

神奈川県 これからも 応援したいです。

千葉県
　昨年、送ってもらった玄米が美味しかったので、 今年もお願いします。 　一昨年の茨

城県のある市のものは良くなかった。

東京都 自然の恵みのエコファ－ムなお育みに感謝 応援します

神奈川県 北海道を応援しています。 北竜町には初めて応援させていただきます。

４月６日

４月７日

４月８日

４月１日

４月２日

４月３日

４月４日

４月５日



東京都
北竜町ではないですが北海道出身です。 なかなか行く機会がないですが、微力ながら応

援しております。

大阪府
いつも美味しいお米をありがとうございます。 これからも、良いものを作っていって下

さい。

北海道 毎年寄付させていただいてます。 ずっと美味しい安全なお米を作ってください。

４月９日 滋賀県
「お礼のお品」は大切に頂いております。みなとてもおいしいです。北竜町の発展をお

祈りします。

滋賀県 やっぱり北竜町のお米は美味しいです！

東京都 北竜町の美しい自然を守るために役立ててください

大阪府 いつも美味しいお米をいただき、家族も喜んでいます。

東京都 これからもふるさと納税を北竜町の活性化に役立ててください。

千葉県 貴町の発展を祈念しております。

東京都 応援しています。

京都府 いつもおいしいお米をありがとうございます。応援しています。

東京都 応援しています。

大阪府 教育者である私たち夫婦の願いは、健全なる青少年の育成です。頑張りましょう。

兵庫県 美味しいお米を作っていただき、農家の方々には心から感謝しています。

千葉県 低農薬の農業を応援したいです。

愛知県 北竜町のおいしいお米が大好きです。 北竜町の繁栄を願っています。

埼玉県 いつも美味しいお米をありがとうございます！！

東京都 子供たちの教育を頑張ってください。

福岡県 応援しています！

奈良県 頑張って下さい。

千葉県 北海道の農業応援しています。

長野県 応援しています。

京都府 子供のために役立ててください。

兵庫県
北海道の大自然に魅せられています。北海道を訪ねた時のゆめぴりかのおいしかったこ

と！ 些少ですが、お役立てください。

東京都 頑張ってください。

福岡県 全国に安心安全の食を届け、元気を発信してください！ ずっと応援します。

福岡県 これからも農業の町が続きますよう応援しています。

千葉県
北竜町のお米、いつも美味しくいただいております。これからも低農薬で安全で美味し

いお米を作ってください。応援しております。

香川県 子供達にとってより良いまちづくりを！ 応援しています。

埼玉県 よろしくお願いします。

神奈川県 いつもおいしくいただいております。

北海道
前回ゆめぴりかを頂きましたが大変おいしかったです。 今後も貴町の発展をご祈念いた

します。

４月１３日

４月１４日

４月１５日

４月１６日

４月８日

４月１０日

４月１１日

４月１２日



北海道
美味しい、減農薬のお米をいつも送っていただいてます。 これからも応援していきます

ので頑張ってください。

静岡県 以前、ゆめぴりかを頂いて美味しかったので今回はおぼろつきをお願いします。

東京都 お米とても美味しかったです。 豊かな自然を守って下さい！

神奈川県 いつも美味しいお米をありがとうございます。 今年も楽しみにしています。

埼玉県 子供達の未来のためにお役立てください

岐阜県 少子化対策に力をいれてください。

福島県 農業発展に役立て下さい。

東京都 美味しいお米のファンになりました。応援しております！！

三重県 今年も美味しいお米を頑張って作ってください。

東京都 頑張って続けてください。

神奈川県
いつもゆめぴりかを食べていましたが、色々なお米を試してみたくて応募しました。 以

前お願いしたお米も大変美味しかったです！

茨城県 応援しております

兵庫県 昨年度に引き続き、応援いたします。

東京都 頑張ってください

東京都 はじめて寄付させて頂きます。貴町の一層のご振興にお役立て頂ければ幸いです。

大阪府 また北海道に行く時は北竜町へ足を運びたいです。

東京都 低農薬に惹かれました。初めて寄付します。どうぞ頑張って下さい。

東京都 北海道のお米美味しいですね。応援しております。

愛知県 毎年寄付させて頂いています。 いつか自分が寄付した街に旅行に行きたいです。

千葉県 毎回美味しいお米を楽しみにしています。

東京都
昨年のお礼の品、大変おいしくおいただきました。寄付で街が少しでも豊かになればと

思います。

香川県 毎回楽しみにしています。地域活性に役立って頂ければ幸いです。

愛媛県
父の故郷である北海道を応援したいと思い、前回に引き続き寄付をさせていただきまし

た。 美味しいお米に毎日元気をもらっています。

鹿児島県 北竜町の発展を楽しみにしております。

大阪府 いつもおいしいお米をありがとうございます。

大阪府

ゆめぴりかの無洗米かつ低農薬は、なかなかないのでありがたいです。 味も良いため、

３回目の寄付をさせていただきました。 減農薬は農家の方も大変な労力かと思います

が、がんばってほしいので、町のサポートも是非よろしくお願いします。

北海道 いつも美味しいお米をいただいてます。これからもいいものを作っていってください。

福岡県 今回初めて北竜町のことを知りました！ 今後注目していきます。

青森県 貴町の医療・福祉の充実にお役立てください。

東京都 有効に活用してください。

和歌山県 益々魅力ある街づくりにお役立てください。

愛知県 昨年も美味しいお米を頂きました。これからも美味しいお米の生産に頑張ってくださ

４月１９日

４月２０日

４月２１日

４月２２日

４月２３日

４月１６日

４月１７日

４月１８日



神奈川県 低農薬のお米は美味しいです。 大変でしょうが、作り続けてください。

大阪府 農産業の発展を祈念しております

神奈川県 いつも美味しいお米有難うございます。

愛知県
美味しいお米、お餅ありがとうございます 毎回、誠実な早い対応で助かります これから

も応援してます

神奈川県 美味しいお米を作ってください。

青森県
北竜町のお米　とても美味しいです。 これからも美味しいお米作りに頑張ってくださ

い！

４月２６日 兵庫県 美味しい農産物を作って下さい。海外に負けるな！

４月２７日 愛知県 ゆめぴりか美味しいです。

東京都 安心・安全でおいしい農産物をつくり続けてください。

愛知県 いつも美味しいお米をいただいています。 少しですが寄付させていただきます。

神奈川県 北竜町のゆめぴりかが一番美味しいです。

４月２９日 千葉県 美味しいお米待ってます🎵

東京都

昨年玄米を送ったところ大変喜んでいました。 今年は低農薬の玄米が出てきましたので

子・孫に送ることにしました。 私も北海道出身ですのでこれからもおいしいお米を作っ

てください。  。

長野県 美味しいお米をありがとうございます。

東京都

北海道に行くと必ず道の駅サンフラワー北竜で数泊車中泊して温泉に入りコインランド

リーで洗濯 レストラン風車でお昼と時々夕食も頂いています 北海道で一番好きな場所で

す

神奈川県 農家のみなさん、台風とか天候に泣かされることも多いと思いますが、応援していま

三重県 一助になれば幸いです。

４月２５日

４月２８日

４月３０日

４月２３日

４月２４日


