
【６月の応援メッセージ 】
申込日 住所 町へのメッセージ

神奈川県 がんばってください！
東京都 農業は大変だと思っています。頑張ってください。
東京都 寄附金をご活用いただければ幸いです。

福島県
寄付金を有効に使って素敵な町にして下さい。またいつか遊びにいきます。応援していま

す。
兵庫県 頑張って下さい
東京都 少子化対策をお願いします
大阪府 ヒマワリを見に訪れてみたいと思いました。
神奈川県 町の観光及び物産品案内書を送付を送付してください。

大阪府
いつも北竜町のお米にお世話になっています。少ない金額ですが街の発展に役立てて頂け

ればと存じます。
熊本県 これからも美味しいお米を作ってください
東京都 毎日食べるお米なので減農薬は安心です。食べ比べてみようと思ってます。
東京都 お米、とても満足しています。ありがとうございます。

愛知県
昨年も寄付させていただきました。 お役立て下されば嬉しいです。 今後ますますのご発

展をお祈りしています。
北海道 北竜町を応援しています。
神奈川県 少額ですが、お役立て下さい。
埼玉県 町のお役に立てれば幸いです。
東京都 頑張ってください。

千葉県
メロンがとても美味しそうで、妊娠中の友達に贈りますが、次は自分で食べてみたいで

す。
神奈川県 応援します。
大阪府 いつも美味しいお米をありがとうございます
愛知県 ゆめぴりか、美味しくいただいております。

東京都
去年送られてきたメロンがとても美味しく、今年も寄付させていただきます。楽しみにし

ています！

愛知県
お米はもちろんですが、おかきもとっても美味しくてリピートさせていただきました。楽

しみにしています。
大阪府 子供に夢を
大阪府 これからも応援しています
埼玉県 頑張ってください
埼玉県 メールマガジンが届くのを、楽しみにしています。
愛知県 昨年に続き再納税します。いつか訪れたい町です。
愛知県 いつか行ってみたいと思っています。頑張って下さい。
北海道 北竜町のゆめぴりかは美味しいです。

6月1日

6月2日

6月3日

6月4日



東京都

昨年に引き続きふるさと納税いたします。おぼろづき、おそば、おかき全部とても美味で

すっかりファンになりました。都心にある北海道のアンテナショップで同じものを探しま

したが見つけられず残念です。販路が拡大すれば、ファンになる人はたくさんいそうだな

と思うので、用途も「観光・産業の振興」を選びました。

東京都
知人から、町のことを伺い寄付いたします。北海道は赴任したことがありとても気にいっ

ています。

愛知県
北竜町への寄付、今年で三年目となりました。 いつも美味しいお米、ありがとうござい

ます。
神奈川県 今年も美味しいメロンを期待しています。
千葉県 初めて北竜町にふるさと納税します。美味しいお米を楽しみにしております。
神奈川県 いつもお米を美味しくいただいています。 一度行ってみたいと考えています。

宮城県

以前テレビの情報番組でゆめぴりかのことを見て存在を知り、現在は近くのスーパーでゆ

めぴりかを探して購入しております。 育ち盛りの子供達が「今までのご飯より美味し

い！」と喜んで毎日食べています。 これからも美味しいゆめぴりかを作って頂けると嬉

しいです。
東京都 以前いただいたお米がおいしかったです。
埼玉県 ひまわり、素敵ですね。
兵庫県 いつもおいしいお米をありがとうございます。
神奈川県 いつも美味しいお米をありがとうございます
神奈川県 種類豊富ですごいですね。是非これからも頑張ってください。
福岡県 応援しています！
大阪府 子供のためにつかってください
兵庫県 頑張ってください！
東京都 地方が元気になって欲しいです
埼玉県 是非有効活用してください
埼玉県 3年連続の寄付になります。
兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県

こちらのお米を味わってから継続して利用させて頂いております。この度も宜しくお願い

申し上げます。
北海道 安全な米つくり応援しています
山梨県 いつもお世話になっております。今後も変わらず応援できたらと思います！
東京都 安心安全なお米を作ってくれて、嬉しいです。寄付は子供のために使ってください。
兵庫県 ひまわり畑を活かした観光産業の育成をお願いします。

東京都
まだ訪れたことがないので機会があれば訪れたいです。応援しています。美味しいお米を

楽しみにしています。
東京都 毎年玄米を美味しくいただいております。ありがとうございます。

6月6日

6月4日

6月5日



山梨県

風の子もち、以前送ってもらい、こんな美味しいもち米は食べたことがありませんでし

た。家族も大満足でした。しかも低農薬なら安心でいうことはありません。低農薬なら手

間もその分かかっていると思います。生産者の方がたの想いも大切に頂きます。
東京都 環境を守って頂きたいです
東京都 北竜町の御発展にお役立ていただければ幸いです。

千葉県

二度目です。、おぼろづきとても美味しく頂きました。 楽しみにしています。 美味しい

お米をもっとPRして下さい。
兵庫県 こちらのお米が一番おいしいです！  いつもありがとうございます！
宮城県 以前も寄付させていただきました。ゆめぴりか、とても美味しかったです！

滋賀県

ななつぼしの玄米を、五分づきに精米して食べています。 特別栽培米なので、安心して

頂いています。とても、美味しいので、またお願いしようと思います。 ありがとうござ

います。
静岡県 やっぱりゆめぴりか最高です。 玄米が選べるともっと良いかも。

大阪府
今年も幻の黄美香メロンよろしくおねがいします。これからも立派な特産品つくりつづけてくださ
い。

埼玉県
ふるさと納税で、美味しいお米を頂けるので家計が助かります。これからも継続して下さ

い。
兵庫県 今回も楽しみに待っています！
東京都 益々のご発展をお祈りしています。
東京都 こちらのお米がとても美味しいので、農業の活性化に役立てばと思って寄付します。
高知県 地方の町興し頑張ってください。
愛知県 応援しています

愛知県
いつも美味しいお米を有難うございます。 すっかり、ファンになりました。 よろしくお

願いします。
愛知県 ゆめぴりか美味しいです!よろしくお願いいたします!
大阪府 楽しみにしています。
東京都 よろしくお願いします。

茨城県
町をあげての減農薬、トレーサビリティの取り組み、簡単にはできないことで素晴らしい

と思います。北海道のお米は近年注目されていますし、産業の発展を願っています。
和歌山県 頑張ってください🙌
神奈川県 いつもおいしいお米楽しみにしています。
静岡県 農業振興をお祈りいたします。
福岡県 住民の皆様が住みやすい町になることを願っています。
香川県 大好きな北海道です。自然を大切に町の発展を希望しています。

宮城県

いつもお世話になっております。 お米がなくなってきたので、 またお世話になりたいと

思います。 おいしいお米なので、減り方が早いのです。 毎回、配送の早さに驚きつつ、

助かっています。 応援しておりますので、今後もよろしくお願い申し上げます。
東京都 頑張ってください！

6月6日

6月7日

6月8日

6月9日

6月10日

6月11日



群馬県 お米本当においしいです。応援しています。
東京都 ゆめぴりかを家族が大好きで食べています。
栃木県 いつかまた北竜町のひまわり畑を見に行きたいと思っています。
兵庫県 これを機会に毎年応援します！
広島県 おいしいお米を有難うございます。
埼玉県 本当においしいです！
茨城県 父が北海道出身です。遠く離れていても応援しています。
神奈川県 子育て支援を応援します。
愛知県 今年の夏にヒマワリを見に行きます。 楽しみにしています。
大阪府 一度訪れてみたいです。
神奈川県 北海道が大好きです。また旅したいです。
山口県 有効に使用してください。
北海道 若いときに北竜町で見たひまわり畑、本当にきれいで今でも よく覚えています。
北海道 いつもゆめぴりかを美味しく戴いています。
北海道 いつも家族でおいしいお米を楽しませてもらっています。
神奈川県 今年も支援します。いろいろ大変でしょうが、困難に負けず頑張ってください。

大阪府
地球温暖化対策に使ってください。ヒートアイランド現象解消のために、駐車場緑化の

ターフパーキングがエコマークを取得していてＣo2削減に寄与します。
山口県 小さな町なのに、すごいですね！！機会があれば、行ってみたいです。

神奈川県

北竜町はひまわりで全国的に有名ですね。 昔雨竜沼湿原には行ったことがあるのです

が、北竜町のひまわりはまだ見たことがありません。いつか行ってみたいと思っていま

す。
大阪府 去年いただいたお米 とても美味しかったです
千葉県 今回は2度目の納税ですが、また機会がありましたら再度利用させていただきます。

埼玉県
お米のパッケージが良いですね。安全でおいしいお米作り、これからもよろしくお願いし

ます。
千葉県 美味しいお米ありがとうございます。
埼玉県 いつもおいしいお米をありがとうございます。
東京都 応援してます。
東京都 いつか訪ねてみたいです。
東京都 楽しみにしています。これからも頑張って下さい。

東京都
一面に咲くひまわりがとてもキレイですね。町のために少しでもお役に立てれば幸いで

す。
愛知県 お米美味しいです！
神奈川県 北竜町の皆様がお幸せに暮らせるようお役立て下さい。
福岡県 いつも美味しいお米を頼んでいます。頑張ってください。
東京都 頑張って下さい。
神奈川県 がんばってください

6月11日

6月12日

6月13日

6月14日

6月15日



静岡県 以前に食べたゆめぴりかが非常に美味しかったので楽しみです。頑張ってください。
東京都 頑張ってください。応援しています。
大阪府 北海道がんばれ。
福岡県 いつも美味しいゆめぴりかありがとうございます。 これからも応援しています
神奈川県 毎回美味しくいただいております。
東京都 いつか行きたいです。

愛知県
北竜町ゆめぴりか　とても美味しいです。 子供がとても良く食べてくれるので本当に 美

味しいのだと思います。 これからも美味しいお米を作ってください。
宮城県 昨年、いただいたお米がとても美味しかったので、またお願いします
北海道 頑張ってくださいね。
北海道 とてもおいしいお米ですね。 他のは食べられません。

神奈川県

初めて寄付します。メロンはなかなか地元のスーパーでも買うことが無いので、とてもよ

い機会だと感じています。これをきっかけに北竜町のこともいろいろ調べて、いつか訪れ

てみたいと思います。
静岡県 美味しいお米を全国に届けてください。
神奈川県 いつも美味しくいただいています。
東京都 毎年利用させて頂いております。 ありがとうございます。
滋賀県 昨年も申し込みました。美味しかったので今年も申し込みます。
東京都 美味しいお米作りに期待しています。
岐阜県 頑張って下さい。応援しています。
神奈川県 頑張ってください。

東京都

毎年のように北海道に旅行をしていますが，手入れの行き届いたお風呂がとても気持ちよ

く，毎回北竜温泉に立ち寄っています。今年も9月に北海道旅行を計画してますが，その

ときにも寄らせてもらおうと楽しみにしています。よろしくお願いいたします。
神奈川県 お米楽しみにしています！
兵庫県 特産品で初めて知りました。北海道旅行にはよく行くので、観光でも頑張ってください。
神奈川県 頑張ってください！
石川県 ヒマワリがきれいだった事を覚えています。 北竜、雨竜また行きたいです。
神奈川県 すこしですが、お役立て下さい。
京都府 楽しみにしています。

静岡県
昨年、北海道は台風で大変だったとお聞きしています。今も大変なんでしょうか？少しで

も役に立てばと思います。
神奈川県 頑張ってください。

東京都

行ったことはないですが、最初、玄米を探してたどりつきました。お米が頂けるのはとて

も嬉しいです。前回玄米をお願いし、今回は白米をお願いすることにしました。 宜しく

お願い致します。
千葉県 あぐり王国北海道を見ました。お米おいしいです。

6月18日

6月15日

6月16日

6月17日



東京都

北海道に特段ゆかりはありませんが、今回の寄付を機にこんなに色々な農産物を作ってお

られることを知れてうれしかったです。 天候に左右されるお仕事の方々はとても大変だ

と思いますが、私たち消費者はそれをおいしく残さず食べ、ちょっとでも良さを知り、人

にこの場所がいいところだとPRできるようにしたいと思います。
石川県 安全で美味しいお米をこれからも作り続けてください！
千葉県 良い街作りを頑張ってください。

神奈川県
ふるさと納税サイトを通して初めて北竜町を知りました。 これから北竜町を身近に感じ

られるようになると思います。
埼玉県 低減農薬の米作りを支持しています！頑張ってください。
東京都 町の繁栄に役立ててください。
三重県 北竜町のひまわりは圧巻でした。 また訪れたいです。
千葉県 いつかは北竜町へ行ってみたいです
東京都 ゆめぴりかが食べたくて北竜町を選びました。
兵庫県 福祉や子育てに役立ててください。
岡山県 応援してます
東京都 ひまわりがとっても綺麗ですね。夏に訪れてみたいです。
神奈川県 地域活性化を応援します。ゆめぴりかを楽しみにしています。
東京都 いつか家族で遊びに行きたいです！
鹿児島県 お米を去年もいただいたのですがとても美味しかったので今年もお願いしました。
静岡県 親戚が北竜町出身です。ゆめぴりかおいしいですね
東京都 ライダーハウスをぜひ設置してください。
東京都 「きたくりん」を美味しく頂きました。これからも頑張ってください。
神奈川県 毎年おいしいお米とメロンをいただいてます。 これからもがんばってください！
東京都 いつか家族で遊びに行きたいです。

北海道
この寄付を機に、今年の夏は北竜町に初めて遊びに行ってみようと思います。たくさんお

土産を買います！

埼玉県

前回も北竜町に寄付をさせていただきました。 昔、ひまわり畑を訪れ感動した思い出が

あります。 あのころは一人旅でしたが、現在は子育て中なので落ち着いた頃に家族でま

た行きたいと思います。  私と同じように子育てに頑張っている方々の助けができるよう

に使ってください。
東京都 いつもおいしいお米をありがとうございます。
東京都 町の活性化に役立ててください。
兵庫県 ひまわり生育頑張ってください
東京都 がんばってください。
北海道 美味しいお米はもちろんですが、ひまわりオイルにも期待しています。
埼玉県 産業の発展に期待します！
埼玉県 いつか家族で ヒマワリを見に行きたいです。 元気で活気のある町でいてください。
東京都 子育てしやすい町になると良いなと思っています。

6月18日

6月19日

6月20日

6月21日

6月22日



埼玉県
以前送っていただいたお米がとても美味しかったです。ありがとうございます。再度寄付

させていただきます。
北海道 貴町の益々の発展をご祈念いたします。

大阪府
こちらのお餅は　とても美味しいので　毎年申し込みをさせていただいています。 今年

も美味しいお餅を期待しています！！
愛知県 北海道が大好きです。
大阪府 以前いただいてとても美味しかったです。楽しみにしてます。

大阪府
こちらのもち米は低農薬で安心ですし、とても美味しいので大好きです。楽しみにしてい

ます！
栃木県 美味しいお米をありがとうございます。
神奈川県 北竜町また行きたいです。

東京都

ビックリ！する美味しさの「ひまわりメロン」を今年も楽しみにしておりました。メロン

到着を励みに我が家の小２野球坊主は２本目のヒットを目指してコツコツ素振り頑張りま

す(^▽^)/
神奈川県 ゆめぴりか、美味しいです。 これからも頑張って生産してください。
愛知県 いつもおいしいお米を作っていただいてありがとうございます。
東京都 お役に立てられれば幸いです。
愛知県 ８月にヒマワリを見に行きます。 楽しみにしています。
福岡県 微力ながら応援しています！
埼玉県 いつもおいしくいただいています。

兵庫県
北の壮大な大地を思い起こしていつもおいしく頂いております。 今回も甘えてしまいま

す！
大阪府 ゆめぴりか、美味しいです。
神奈川県 受賞おめでとうございます！
埼玉県 地域振興を応援しております！
東京都 これからも応援しています。
東京都 毎年おいしいお米をいただきありがとうございます。 応援してます。
東京都 一度たずねたいものです。
北海道 一度は訪れてみたいと思っています
東京都 これからも応援しています！！
大阪府 応援しています。
東京都 豊かな自然を大切にしてください

東京都

以前、玄米をいただいたのですが、今まで食べた玄米の中で、一番美味しかったです。作

り手の方に感謝です。 これからも、どうぞ、北竜町のお米つくりを続けて行ってくださ

い。
滋賀県 何かと厳しい折、皆様、お体ご自愛下さい。
大阪府 子育て等の充実にご利用ください

6月22日

6月23日

6月24日



東京都

家内が北海道出身なので、よく遊びに行きます。今度、寄せてもらいます。どんな町か楽

しみにしています。ゆめぴりかを年間を通じて返礼されているのは北竜町だけですね。ぜ

ひ続けて下さい。また、政府の返礼比率制限に負けないで下さい。期待しています。

愛知県
昨年寄付でいただいた「ゆめぴりか」がおいしかったのでリピートします。低農薬米との

ことで安心して食べています。

東京都
昨年も納税しました。北竜町という町を知るいい機会になりました。ゆめぴりかは昨年も

いただき、おいしいかったです。
神奈川県 応援しています！
東京都 今後も魅力ある農産物を作り続けてください。楽しみにしています。
大阪府 北竜町のゆめぴりかは最高に美味しいです。 いつもありがとうございます。
北海道 美味しいお米ありがとうございます。
愛知県 おいしいお米をありがとうございます。 これからも頑張ってください。
和歌山県 リピートします 美味しいお米ありがとうございます^_^

東京都
お米が、減農薬で美味しくて、リピートで寄付をさせていただいております。 農家の皆

さん、町役場の皆さん、頑張ってください。

三重県
北海道で生まれたので、北海道は大好きな所です！美味しいものをたくさん作ってくれて

ありがとうございます!
北海道 お米がとても美味しいので毎年お願いしています。
神奈川県 頑張って下さい
東京都 おいしいお米を、ありがとうございます。
北海道 ひまわり畑にまたいきたいです。
千葉県 ますますのご発展を祈念致します！
宮城県 前回に引き続き寄付させていただきます。機会があれば行ってみたいと思います。
愛知県 おいしいお米でリピートです。
岡山県 北海道は素晴らしいところですね。昨年観光で行きました。これからも頑張って下さい。
千葉県 今月もよろしくお願いいたします。
神奈川県 美味しいお米でしたのでまたお願いします。 低農薬で安心です。
北海道 お米おいしいです！！！！ また申込みします！！！！
兵庫県 北海道出身です。いつも食べていた北海道米楽しみにしています。
埼玉県 応援しています！
兵庫県 美味しい食材づくりを応援します。
北海道 美味しい北海道米つくって下さい
神奈川県 自然豊かな北竜町の発展のために、微力ながら応援させて頂きます。
埼玉県 僅かな寄付になりますが、お役に立てていただければ幸いです。
埼玉県 頑張れ！北竜町～！美味しいお米待ってます！
兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。
神奈川県 町の発展を祈念いたします。

6月24日

6月25日

6月26日

6月27日



埼玉県
いつも美味しいお米をありがとうございます。 微力ながら子供達の役に立てたらと存じ

ます。
埼玉県 以前、ひまわりをみて感動しました。貴町の発展に頑張って下さい。

神奈川県
いつも美味しいお米をありがとうございます。 もう別の産地のお米は考えられません。

これからも美味しいお米をお願いします。
和歌山県 お米とても美味しいです。  安全、安心な農業の継続をお願いします。
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。
福岡県 応援しています。

滋賀県
北海道は美味しいもの美しい自然がたくさんで大好きです。遠いのでなかなか行けません

がいつか北竜町にも足を運んでみたいです。
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 「ゆめぴりか」を、初めて食べてみます。楽しみです。
東京都 貴町の益々のご発展をお祈り申し上げます。
京都府 頑張ってください。

兵庫県
北海道へ何度かスキーで訪れました。  北海道そして北竜町の観光や産業を応援いたしま

す。
千葉県 お米美味しいです。また寄付します。
沖縄県 昨年もふるさと納税で、ゆめぴりかいただきました。
神奈川県 昨年もお米をいただきました。 とてもおいしかったです。
東京都 子育て支援に役立てて下さい
北海道 北竜町のお米、とても美味しいです！ 寄付を住民の皆さんのために役立ててください。

東京都

北竜町のゆめぴりかがとてもおいしいです！ ゆめぴりかのおかげで、お米のおいしさに

気づき、炊飯器も良いものに買い替えたところ、ますますおいしくなりました。 楽しみ

にしています。
愛知県 頑張れ
東京都 北竜町の一層のご発展をお祈りします。
愛知県 いつか訪れてみたいです。
栃木県 地方の元気を応援しています。

東京都

以前にもゆめぴりかをいただきました。 北海道のお米が美味しくて、ゆめぴりかとなな

つぼしばかりですが、今回初めての品種をいただきたく存じます。 天候や手間など、農

作は本当に大変なお仕事と存じます。 私はいただくばかりですが、作られる方にはどう

ぞご自愛くださいませ。
大阪府 子供たちがのびのびと成長してくれることを願っています

愛知県
いつもゆめぴりかを美味しくいただいております。 お米を作っている農家の方に感謝で

す。

東京都

６月前半に寄付をしたつもりでしたが、決済されていなかったようで慌てて寄付をしま

す。 こちらの玄米があまりにもおいしくて、他のお米じゃ満足できなくなったため、残

り１袋を切ったので危機的状況！ これからも美味しいお米を作ってください。

6月30日

6月27日

6月28日

6月29日



大阪府 医療従事者です。医療、福祉に少額ですが役立てていただければ幸いです。
三重県 子育てに住み良いまちづくり頑張ってください。

6月30日


