
【５月の応援メッセージ】
5月2日 東京都 ゆめぴりか楽しみにしております。 今後とも新鮮でおいしい食材つくり頑張ってください！！
5月3日 神奈川県 北海道全体を応援したいです。なかなか行けませんが。

愛知県 北竜町の今後の発展に期待しております。

5月4日 神奈川県
初めてふるさと納税を行います。この納税を通じて北竜町のことを知りました。いつか訪ねてみた
いと思っています。

神奈川県 仕事で北海道へ行く機会が多いです。 北海道の町をより良くしてください。 応援しています。
長崎県 安心で美味しいなお米を楽しみにしています。 よろしくお願いいたします。

5月5日 神奈川県
妻が北海道への旅行に行ってから北海道の事が大好きになりました。美味しいお米を楽しみにし
ています。応援しています！

愛知県 これからも美味しいお米を期待しています。

大阪府

ちょうど１５年ほど前に一度訪れたことがあります。 当時、ＮＨＫの朝ドラの「すずらん」のオンエア
が終わった後で、留萌に行きたくなり、その途中で、ひまわりやロケ地の観光をした覚えがありま
す。 それ以降、なかなか行く機会がありませんが、これからも、応援しますので、よろしくお願いし
ます。

千葉県
北海道には行ったことがありませんが　町が発展するように祈っています。ぜひ　機会があれば
行きたいと思っています

5月6日 愛知県 夏休みの旅行先の候補地です。
東京都 寄付を通じて地域振興に役立てて頂ければ幸いです。
愛知県 ゆめぴりか、楽しみにしています。

福岡県
今は福岡に引越してしまいましたが北竜町で見たひまわりは迫力があり記憶に残っています。い
つまでも継続してください。

愛知県 町の農業振興にご使用ください。
北海道 素敵なひまわりが大好きです。 これからも素敵なひまわりを毎年咲かせてください。

5月7日 愛知県
北海道はよく訪れますが、北竜町は行ったことがないので行きたいと思います。寄付金が町のた
めに役に立てば幸いです。

奈良県
北海道の食べ物は本当に美味しく、友人から送られてくる特産品に いつも感動しています。 ゆめ
ぴりかも楽しみにしております。

5月8日 兵庫県 頑張ってください。
東京都 よろしくお願い申し上げます。
埼玉県 安全でクリーンな農産品をこれからも作り続けてください。応援しています。
愛媛県 北竜町の地域活性を応援します。

5月9日 神奈川県 お米を楽しみにしています。 頑張ってください！
東京都 頑張ってください

神奈川県 ひまわりを見に行きたいです。
静岡県 米 楽しみです
長野県 地域の振興を祈念申し上げます
愛媛県 来年夏に北海道に行こうと思っています。応援してます。
愛媛県 応援してます。

神奈川県
北竜町とは縁もゆかりもありませんでしたが、これを通じてちょくちょく拝見させていただこうかと思
います。

大阪府 ゆめぴりか食べてみたいです。 宜しくお願いします。
東京都 がんばってください。
東京都 本年度またしますのでよろしくお願いします。
宮城県 宮城県人ですが、ゆめぴかりが大好きです。本当においしいと思います。

神奈川県 日本の農産業を応援してます。豊かで安全な環境で農作物を育ててください。
神奈川県 ひまわり畑がお気に入りです！また行きます！

東京都
幼い頃、札幌に住んでいましたが、当時は北海道の米に対してはあまりいい印象がありませんで
した。それが今や美味しい米の代表的産地です。いい時代になったなと思います。

福岡県
北のものを食べる機会が少ないので、届くのを楽しみにしています。また他の特産物もトライして
みたいと思います。 ふるさと納税での町の活性化、頑張ってください。

埼玉県 おいしい農作物を作り続けていけるよう頑張ってください。
神奈川県 頑張ってください
兵庫県 微力ながら医療福祉の設備充実と発展に貢献できれば幸いです。

5月10日 北海道

4月に内地から札幌に転勤してきました。 将来的には、北海道移住もいいかなと思っております。
北竜町のおすすめ訪問先（観光だけでなくて結構です）の地図やパンフがあれば同封いただけれ
ば幸いです。 また、外部の人間の移住推進支援等の案内（パンフレットのようなもの）もあれば、
こちらも同封いただければ幸いです。 上記いずれも対処可能な場合で結構です。（担当の方の手
間がかかるのであればｈｐ等で確認します。）

北海道 町の発展に期待します
大阪府 ななつぼし、一度食べてみたいと思っていました。 北竜町のお米作り、応援しております。



北海道 ひまわりライス楽しみにしています！ 頑張れ我らの北竜町
東京都 地域振興がんばってください。
京都府 これからも美味しいお米を作ってください
北海道 北竜町のお米は北海道民の誇りです。 日本一のお米待ってます。
北海道 頑張ってください

神奈川県 今年の夏、北海道周遊します！
北海道 よろしくお願いします。
千葉県 高齢者福祉・子育て支援事業の子育て支援事業にお使いいただければ幸いです。
兵庫県 北海道は5回.6回旅行しておりますが北竜町はまだですので  一度訪問したいです
東京都 北海道出身のため、寄付させていただきます。お役立てください。

埼玉県
北海道は毎年訪れておりましたが、北竜町はまだ行ったことありません。 ふるさと納税を機に興
味を持ちました。

千葉県
北海道は環境に恵まれいて観光に訪れる度に癒されます。 なので農産物にも恵まれていると思
いますので、是非このままこの自然環境を守っていただきたいです。

埼玉県 福祉支援に役立ててください。
兵庫県 これからも頑張って下さい
北海道 これからも北竜町を盛り上げていって下さい。北海道に住んでいる者として応援しています。
埼玉県 応援しています☆頑張ってください^^

東京都 北海道のお米、ゆめぴりか　家族皆大好きです。 おいしいお米作ってください。 応援しています。

埼玉県 このふるさと納税をきっかけに北竜町を応援したいと思っています。
長野県 お米を楽しみにしております。
東京都 どうぞお役に立てて下さい。 北海道のななつぼしが大好きです、楽しみにしています。

大阪府
北竜町を訪れたのはもう２０年以上前になります。一面のひまわり畑が印象的でした。今もイベン
トが続いていると知り感動しました。

東京都 これも何かのご縁かと存じます。
福岡県 応援してます。
香川県 北海道の頑張りに期待しています！
兵庫県 美味しく、安全で、安心して食べられる、素敵なお米をこれからも期待しています。

5月11日 北海道 住みやすい豊かな町になりますように。
奈良県 安全安心な農業の推進宜しくお願いします。

神奈川県 この度はどうぞ宜しくお願い致します。
埼玉県 ひまわり畑見に行きたいです。 サンゴールドとかバイカラーミックスとか はじめて知りました。
千葉県 がんばってください

岡山県
昨年も寄付させて頂きましたが、非常に美味しいお米（ゆめぴりか）でした。ありがとうございまし
た。寄付金を子育て支援に役立てて頂ければと思います。

東京都
　こんにちは。東京より北に住んだことがなく、北海道は札幌と小樽以外行った事がありません。
北竜町を知ったのも何かの縁かと思います。 　機会があれば、訪れたいと思いました。

5月12日 静岡県
初めてふるさと納税します。 ななつぼしが好きなのですが、色々ためしてみたかったので、こちら
を選び北竜町に寄付させていただきました。

愛知県 寄付金は有効に使って下さい
大分県 これからも頑張ってください。
東京都 頑張る地方を応援します
東京都 これからも安心安全な農作物の生産をお願いします。
千葉県 はじめてのふるさと納税です。 お米を楽しみに、かつ、北竜町に興味がもてそうです。
北海道 ひまわり、頑張ってください。
千葉県 出身が北海道なので北海道米が恋しくなりました。 おいしいお米楽しみにしています。

5月13日 埼玉県 頑張って下さい。
兵庫県 いつまでも、おいしいお米を作ってください。

愛知県
農作物など、なんでも食べ物をを作ることはとても大変だと思います。おいしいものをより安全に
食せるように頑張っていただきたいです。

5月14日 静岡県 北の大地での稲作、頑張ってください！
東京都 北竜町には行ったことありませんが、とても魅力的な印象がPC画面から受けました。
千葉県 集まった資金で何をしたかのアピールも忘れずに
北海道 素敵なひまわり毎年楽しみにしております。

神奈川県
地方の税収が増え、活用されることは良いことだと思います。 納税する側にもメリットがあるのは
嬉しい。 北竜町の特典は良いと思い、今回申し込みました。 良いものであれば、また応募しよう
かと思います。

愛知県 農業振興振興よろしくお願いします。
東京都 楽しみにしています☆

愛知県
３種類のお米を一度に試せる特典の設定、ありがとうございます。期待しています。お米農家さ
ん、いろいろと大変な時代ですが、頑張ってくださいね。



5月15日 大阪府 これからも、おいしく安全なお米を作ってください。
北海道 またひまわりを見に行きたいです！

神奈川県 ゆめぴりかがたいへんおいしくて応援したくなりました！今後もおいしい農作物を作ってください。
5月16日 千葉県 見事なひまわり畑を、これからも続けて下さい。

東京都 北の大地での第一次産業の担い手の皆さまに、頑張って頂いている事に感謝しています。少しで
もお役に立てればと思いました。

東京都 楽しみにお待ちしています！

山梨県
夏のひまわりの里、とても素敵ですね。 もし今度北海道に行くことがあったらぜひ立ち

寄ってみたいです。

東京都 安全・安心でおいしい農産物をつくり続けてください。

東京都
今回ふるさと納税制度で貴町のことを知りました。町のHPとかを拝見させて頂いて、是非訪れたい
なと思いました。夏のひまわりまつりなど子供を連れて行ければと思います。

5月17日 神奈川県 北海道出身です。 これからも、応援しております。 頑張ってください。

北海道 夏場に減農薬ユメピリカは北竜町だけですよ〜‼️

北海道 貴町の維持・発展の一助になれば幸いです。

愛知県 有意義に使ってください。

北海道 がんばってください

大阪府 北竜町の発展を期待しています。

静岡県 いつの日遊びに行きたいと思います。

北海道
たくさんのひまわりが太陽の光をいっぱいに受けて，輝いておりました。今後とも，すば

らしいひまわりの里の景色を維持，発展させてください。陰ながら応援しております。

茨城県 微力ながら、私たちの安全な食生活を支える農業推進事業を応援したいと思います。

岐阜県 少子化対策に力をいれてください。

愛知県 北海道大好きです。大自然を守ってください。

北海道 毎年ヒマワリ畑を楽しませてもらっています。頑張って下さい。

5月18日 神奈川県 まだ行ったことがありませんが、 ひまわり畑にいつか訪れてみたいです。

大阪府 町のみなさんの笑顔のために快適な町作り頑張ってください。

福島県
初めて寄附をさせて頂きます。貴地のより良いご発展に些少なりともお役立て頂ければ幸

いです。

大阪府 応援しています。

東京都 少額ですがお役に立てて頂ければ

東京都 北海道に家族が住んでいるので、いつか訪れてみたいです

東京都 ふるさと納税制度期待してます。未来の子供たちのためにご活用ください。

秋田県 「ゆめぴりか」美味しくて好きです。頑張ってください。

5月19日 愛知県 １万円の寄付で、お礼がゆめぴりかの１０キロというのはそんなにないので嬉しいです。

福岡県 さらなる発展を祈念します

神奈川県 良い町づくりができるよう応援しています。頑張って下さい。

5月20日 東京都 町の活性化に役立てていただけると嬉しいです。

神奈川県 以前　北竜町農協を見学して感銘を受けました。　発展を祈願致します。

東京都 農業者を応援します。

東京都 農業者を応援します。

愛知県 今年もきれいなひまわりを咲かせて感動させてください。

5月21日 東京都

メディアで評判のゆめぴりかが特典ということで興味を持ち、納税させていただきまし

た。 今回のことを機に、娘と一緒に地図で北竜町の場所を確認し、より身近に感じるよ

うになりました。 今回のゆめぴりかの感想も、周囲に口コミで広めたいと思います。 こ

れからもどんどん地域の魅力を発信していってください。 応援しています。

沖縄県 美味しいお米待ってます！

北海道 活気のある町になれますよう応援します。

兵庫県 また行きたいです

大阪府 応援してます！

5月22日 大阪府 母子家庭子育て支援に使って下さい

北海道 雄武町に住んでいます。より良い北海道の為に頑張りましょう。

千葉県
北竜町にはまだ行ったことはありませんが、 おいしいものが多そうで、これからも農業

やその支援等 頑張ってください。

東京都 ２回目の寄付になります。 ゆめぴりかがとても美味しいです。 届くのが楽しみです。

神奈川県 留萌生まれなので、空知地方、応援します！

5月23日 大阪府 北竜町がますます発展するように応援しています。



東京都

北海道には行ったことがないのですが、いつも米やじゃがいも、たまねぎなどの農作物や

酪農製品を供給していただき、都会民として感謝しております。北竜町はひまわりで町お

こしをやっておられることで有名ですね。過疎化などいろいろ大変なことがあるかと思い

ますが、応援いたしたくふるさと納税をさせていただきます。郵便局の納付書をよろしく

お願いいたします。

神奈川県 昨年も大変美味しいお米戴きました。 今年もよろしくお願いします！

北海道 ひまわりで有名ですが、  これからは、介護、子育てに力を注いて下さい。

広島県 よい街を作ってください

広島県
以前、旭川に住んでいて、素晴らしいひまわり畑、楽しみにしていました。また近くの雨

竜沼湿原やバラ園の帰りに寄らせてもらいました。またぜひ訪れたいです。

埼玉県 北海道は好きですので今度車で行ったときには北竜町に寄ってみたいです。

北海道
GWに初めて訪れて楽しかったです。今年のひまわり時期にもう一度遊びに行く予定で

す。楽しみにしています

5月24日 神奈川県 いつも応援しています！

栃木県
北海道に行った際には、見てひまわりの里を訪れたいと思います。また、北海道米を食べ

たことがないので、食べ比べセットを楽しみに待っています。

千葉県
以前、北海道に住んでいた際、北竜町のお米を食べていました。美味しいお米だったの

で、今回はじめて申し込んでみます。

神奈川県 子供達と、子育て世帯のために是非寄付金を使ってください。

東京都

払込票送っていただきましたが、こちらの方が便利なので、 こちらで申し込みさせてい

ただきます。  お米が美味しかったら、また寄附するつもりです。  よろしくお願いしま

す。

岡山県 3品種とも食べたことなく、家族で楽しみにしています。

愛知県 北竜町を応援します！ 明るい未来のために頑張ってください。

群馬県 安全でおいしい農産物の生産に励んでください

東京都 応援しております。

埼玉県 北海道米のファンです。 美味しいお米待ってます。 いつか遊びに行きたいです。

東京都
ふるさと納税のおかげで、北竜町を知りました。機会があれば、ぜひ行ってみたいと思い

ます。応援します。

東京都 CMを見て、ゆめぴりかを食べてみたいと思っていました。楽しみに待っています。

5月25日 神奈川県

特産品目当ての少額に寄付で恐縮です。 黒千石事業協同組合のネットショッピングでは

注文できないようだったので、こちらから失礼します。 まずは様々な商品を試してみ

て、購入できるようになったらお茶等購入します！ 少しでも農業、ひいては町の活性化

につながればと思っています。

神奈川県 いつか北竜町を訪ねてみたいです。

大阪府 応援してます！！少額ですがお役にたてば幸いです。

埼玉県 ゆめぴりかが大好きなので寄付させて頂きました。 これからも頑張って下さい。

東京都 良いお米を作ってください

5月26日 神奈川県
高齢化や人口減少などで大変かと思いますが、子供達が安心して住める町になればと思い

微力ながら協力させていただきます。

北海道 同じ北海道に住むものとして応援しています。素敵な町づくりがんばってください！

神奈川県 地方創生頑張ってください。 ゆめぴりかは初めてなので楽しみです。

神奈川県 ゆめぴりか大好きです。これからもおいしいお米をずっと作り続けてください！

東京都
ネットで見たのですが、ひまわり畑が綺麗ですね。 一度見に行ってみたいと思いまし

た。

5月27日 静岡県 今後の町の発展に期待しています。

埼玉県 頑張ってください

東京都 これからも素敵なひまわりの里のために頑張って下さい！！

東京都 がんばってください。応援しています。

東京都 機会があれば行ってみたいです

5月28日 神奈川県 頑張ってください。

北海道 ひまわりの季節にはぜひ訪れてみたいです。これからも町の発展にご尽力ください。

東京都 10年以上前に北竜町を訪れた時の、ひまわり畑が我が家の良い思い出です

東京都

寒い気候の中での作業、本当に頭が下がります。 北海道へ遊びに行く私たちには真冬の

厳しさなど想像を絶するものだと思いますが北海道の風土は素晴らしい限りです。 何度

訪れても又再び行きたく成ります。老いの住処も考え中です。 今度そちらにも立ち寄り

たいです。

5月29日 東京都 おぼろずきのお米のファンです。 毎日おいしく食べています。



5月30日 高知県 人にやさしいまちづくり、これからも頑張って下さい。

5月31日 東京都
北竜町の場所も知らないのですが特典に惹かれてふるさと納税をさせて頂くことにしまし

た。ますますのご発展を祈念しております。

東京都 いつ行っても気持ちの良い北海道は大好きです。いつか北竜町へも行ってみたいです。


