
申込日 住所 町へのメッセージ

大阪府
北海道のお米、おいしいと聞いて食べてみたくなりました。お米のイメージでは北海道？

と思いましたがこれを機会に北海道や北竜町が知れたらいいなぁと思います。
群馬県 ゆめぴりか一度食べてみたいと思っていました。楽しみです。
東京都 低農薬ゆめぴりかとてもおいしくいただきました。
北海道 いつもありがとうございます。 引き続きよろしくお願い致します。
茨城県 お米はもちろん美味しいですが、おかきが毎回楽しみです。
東京都 地域活性応援してます！

神奈川県
一昨年頂いたおぼろづきがとてもおいしかったです。今年はゆめぴりかと食べ比べてみま

す。
神奈川県 これからも頑張ってください
神奈川県 これを機会に北海道に行くときは寄ってみたいと思います！！
東京都 もっと美味しいお米をこれからも作ってください
大阪府 美味しいお米を作ってください！
茨城県 美味しい農産物をたくさん作ってください。
東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。
青森県 子供の育成に役立ててください。

神奈川県
ゆめぴりかやはくちょうもち、大変おいしいです。 これからも、おいしいお米を作って

いってください。
北海道 北竜町のおぼろづきが最も美味しいと思います。

茨城県
いつも美味しいお米をありがとうございます。 北海道に行く際は、北竜町まで足を延ば

したいと思います。
千葉県 美味しいです！リピートしてます！！
北海道 ひまわりで有名な北竜町ですね、応援しています
大阪府 北竜町のゆめぴりかは子供も大好きです。
東京都 いつもおいしいお米に感激しています。
東京都 北海道が好きです。地方活性化応援してます。
東京都 北竜町のひまわり畑には一度行ったことがあります。ずっと続いていって欲しいです
北海道 お米おいしいです。がんばってください。
石川県 いつも美味しいお米をありがとう。 行ってみたいです、北竜町！
東京都 応援しています
兵庫県 いつかヒマワリ畑へ行ってみたいです。
群馬県 応援しています！
神奈川県 いつもお米を美味しくいただいています。今後ともよろしくおねがいいたします。
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 貴町のお子さんの健やかな成長に、微力ながらお役立て下さい。
東京都 自然豊かな北竜町のより良いまちづくりのお役に立てましたら幸いです。

6月5日

【6月の応援メッセージ 】

6月1日

6月2日

6月3日

6月4日



広島県 頑張ってください
神奈川県 頑張ってください。
東京都 ひまわりを見に行きます！
埼玉県 いつも美味しいお米をありがとうございます。
兵庫県 おいしいものをいっぱい作ってね
千葉県 いつか向日葵を観に訪れたいと家族と話してます。

東京都
何回かいただきましたが北海道の大地で育ったゆめぴりかは非常に美味です。低農薬も有

り難いです。

大阪府 毎年毎月美味しいお米をありがとうございます！

静岡県 ゆめぴりかしか食べられなくなってしまいました。

東京都 今後の益々の発展を祈念しております。

東京都 北海道は毎年行ってる程大好きです。 少しでもお役に立てれば幸いです。

大阪府 北竜町の発展のために頑張ってください

兵庫県 街を上げて農薬節減されてる取り組みを応援したいです。これからも頑張って下さいね。

北海道 ひまわりを楽しみにしています。

北海道 いつも安全で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！！

北海道 ひまわり見に行きます。

大阪府 以前にお米を選ばせてもらい満足でした。

愛知県
お米は日本人の大切な食糧です。 これからもおいしいお米を全国の方へ食べてもらえる

よう応援します。 頑張ってください。

愛知県
北海道を訪れる計画をしています。そちらにもいくことができればと思います。観光案内

パンフが手にはいると幸いです。

東京都 美味しくて安全なお米づくりこれからもよろしくお願いいたします。

北海道 今後のご活躍応援しています。

北海道 とても美味しいお米を毎回楽しんでいます。これからも頑張ってください。

京都府 こちらのゆめぴりか、美味しいです。これからもおいしいお米を作り続けてください。

兵庫県 おいしいお米をこれからも作り続けて下さい！

北海道
いつも美味しいお米をありがとうございます。今年もひまわりを見に行けたらいいなと

思っています。

兵庫県 いつも応援しています

兵庫県 微力ながら応援申し上げます

大阪府 いつも美味しいお米ありがとうございます。

埼玉県 少額ですが、お役に立てればうれしいです。

栃木県

いつも安全安心の美味しいお米を送って頂き、感謝申し上げます。 これから暑くなる季

節になり、農作業も大変なご苦労がおありだと思いますがどうぞお体に気を付けて、町民

の皆さまがお幸せでありますようお祈りいたします！！

北海道 いつもおいしいお米をありがとうございます。

神奈川県 いつもお米をおいしくいただいています。

6月5日

6月7日

6月8日

6月9日

6月10日

6月11日

6月12日



愛知県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

大阪府 ひまわり畑に感動しました。 今年も期待しています。

神奈川県
米袋のひまわりを見て、今年は、我が家もひまわりを植え、花芽がつきはじめました。ひ

まわりで元気いっぱいになりましょう。

東京都 毎年おいしくいただいています！

北海道
これからも減農薬で、安心して食べられるお米を作り続けられる事を願っています。

ずっと応援しています！

東京都 美味しいお米を作り続けてください。応援しています。

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

愛知県
毎年頼んでます。とてもおいしいです。愛知県ではあまり流通してないのが残念です。愛

知でも売ってください。

北海道 いつもおいしくお米をいただいています。よろしくお願いします。

東京都 北竜町のゆめぴりかは大変美味しいです。

大阪府 美味しいお米、楽しみです。

埼玉県 小さな町なのに頑張っていらっしゃいますね　応援しています！

鹿児島県 北竜町の発展を楽しみにしております。

埼玉県 以前にもお米をいただきました。とても美味しかったので、またお願いします。

千葉県
先月、初めて北竜町のお米（ゆめぴりか）を食べました。とてもおいしかったです。低農

薬米ということで、安心して食べられる点もうれしいです。

神奈川県 頑張ってください。

東京都 おいしいお米、ありがとうございます。

秋田県 いつも、美味しいお米をありがとうございます。

東京都 貴町の益々のご発展をお祈り申し上げます。

千葉県

田から餅の大ファンになり、毎年納税させていただいております。 ふるさと納税の取り

組みがなければ、このような美味しいお餅を提供している北竜町のことを知らないままで

した。 今後も北竜町の農産業をいかしたますますの発展を願っております。

和歌山県 いつも美味しいお米を有難うございます。 益々の発展にお役に立てれば嬉しいです。

北海道
ひまわりで有名ですね。遊びに行きました。使いみちは決めないのでご自由にお使いくだ

さい。

静岡県 美味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。

福岡県 応援しています。

東京都 活性化、応援しています。

新潟県
地方がおもしろいと、私は思います。オリジナルな町に住むプライドをもって私も生きて

いきたいと思います。

東京都 町をあげての低農薬米栽培、応援しております！

神奈川県 頑張ってください！

沖縄県 いつも返礼品の「ゆめぴりか」美味しく頂いております。

6月18日

6月13日

6月14日

6月15日

6月16日

6月17日



東京都

３年前にひまわりの町、北竜町を知ってから毎年応援させていただいています。 子ども

がもう少し大きくなったら、実際に足を運んでみようと思います。 それまで、皆さんの

ご活躍を楽しみにしています。

千葉県 美味しい「ゆめぴりか」の生産を頑張ってください。

東京都 自然の恵みをお育み下さり有難うございます。 応援します。

大阪府 以前に北竜町のお米を食べましたが、美味しかったです。今回も楽しみにしております。

兵庫県 ひまわり、綺麗ですよね！メロン楽しみにしてまーす。

大阪府

以前寄付をさせていただき、ななつぼしをいただいて美味しくいただきました。北竜町の

お米が美味しく、寄付金が少しでもお役になればと思い寄付させていただきました。応援

していますのでご活用下さい。

神奈川県 主人が北海道出身です。応援しています。頑張ってください！

千葉県 いつもひまわりライス、美味しくいただいています。

東京都
北海道には毎年旅行に行くのですが、北竜町にはまだ行ったことがないので、有名なひま

わりを見に行ってみたいです。

埼玉県 北竜町のゆめぴりかが一番美味しくて、毎月のふるさと納税を楽しみにしてます！

宮城県

いつもお世話になっております。 また家のお米が底をついて参りました。 いつも迅速に

送って頂き感謝しております。 今回も早く到着することを期待しております。 よろしく

お願い申し上げます。

神奈川県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

大阪府 これからも、美味しいお米、作ってください

東京都 これからも応援します。

埼玉県 今年もよろしくお願いします。

北海道 応援しています。

兵庫県 美味しいお米が気に入っています！今後も寄付させていただきます！

東京都 いつもありがとうございます。

東京都 いつもいつも応援しています。

千葉県 いつも美味しくて感動しております。

滋賀県 ここのお米は本当においしいです。いつのまにかリピーターです。

東京都
いつも美味しいお米をありがとうございます。 これからお忙しい季節となりますが、お

身体に気を付けて下さい。

東京都 農業がんばってください。応援しています。

千葉県 低農薬栽培頑張ってください。

新潟県 がんばってください。

東京都 いつもおいしく頂いています。他のお米では満足しないと家族全員言っています。

大阪府 充実した町にしてください

愛知県
「おぼろづき」とても美味しかったのです。これからも美味しいお米作り頑張ってくださ

い。

愛媛県 お米美味しい！

6月18日

6月19日

6月20日

6月21日

6月22日



東京都 少額ですがお役立てて頂けたら嬉しいです。

福岡県 毎年応援させていただいております。 100万本のひまわり印象てきでした。

岡山県 ゆめぴりか大好きです。 北竜町応援します!!

栃木県 米作りファイト！

愛知県 これからひまわりの季節ですね。 楽しみにしています。

宮城県 少しですが町の皆様のお役にたてれば幸甚です。

山梨県 いつも美味しいお米ありがとうございます！

東京都 力を合わせて頑張って下さい！

千葉県 頑張ってください。 応援します。

北海道 頑張って下さい

北海道 がんばってください

兵庫県
北竜町は、ひまわりを見に行ったことがあります。 とても、自然の美しい町でした。 こ

れからも、頑張ってください。

神奈川県 美味しいお米毎年ありがとうございます。

大阪府 いつも返礼品楽しみにしています！

愛知県 農業は大事な産業だと思います。いつも美味しいもち米をありがとうございます。

東京都 昨年も納税させていただきました。道産子として応援しております。

福岡県 子供たちが明るく楽しく元気に過ごせるまちづくりをお願いします！

滋賀県 産業の発展に期待しています。

東京都
お米が切れそうなので，直ぐに送ってくださるとありがたいです。前回，頼んでみて美味

しかったのでとても気に入りました。

東京都 北竜町の発展を願っています。

神奈川県 わずかではありますが、施策にご活用ください。

東京都 微力ではありますが子どもたちのために役立てていただければ幸いです。

愛知県 おいしい物、豊かな自然を 応援してます。

東京都 前回頂いたゆめぴりか、大変美味しかったです。引き続き、選ばせて頂きました。

北海道 みなさんで、おいしいお米をこれからも作ってください。

北海道 いつもおいしいお米を楽しみにしています。

東京都 更なる町の発展を応援しております

京都府 活力ある町づくりを目指してください。

愛知県 毎年おいしくいただいています

東京都 応援しています、頑張ってください。

埼玉県
毎年寄付させていただいています。 今年もおいしいお米をいただき、夏休みにひまわり

畑に行けたらと思っています。

埼玉県
いつもお世話になっております。 美味しいお米をありがとうございます！ 貴町のご発展

をお祈り申し上げます。

東京都 低農薬栽培は応援します。

6月22日

6月23日

6月24日

6月25日



兵庫県
北竜町産ゆめぴりかのおいしさにはまり、3回目のふるさと納税です。これからもおいし

いお米を楽しみにしています。

愛知県 これからも魅力的なお礼の品をお願い致します。

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。応援しています。

神奈川県 安全でおいしいお米を作って下さい

東京都 少しですがお役に立てれば幸いです。 頑張ってください。

東京都

３年前にひまわりの町、北竜町を知ってから毎年応援させていただいています。 子ども

がもう少し大きくなったら、実際に足を運んでみようと思います。 それまで、皆さんの

ご活躍を楽しみにしています。

大阪府 前回も同じお米の特典をいただき、美味しさに感動しました。

東京都 地方はいろいろと大変なこともあるかと思いますが、頑張ってください！

東京都 いいお米を作ってください。

広島県

低農薬でのお米作りを応援したくなりました！病害虫予防で手間暇かかると思いますが自

然環境の保全や食べ物の安心安全を考えるとなるべくなら使わずに生産してほしいなと思

います。

神奈川県 今年３月にいただき、おいしかったので、また注文します。

北海道
リピーターです　ふるさと納税　低農薬美味しいお米楽しみにしてます　生産頑張ってく

ださい

北海道
応援しています。 益々の発展を願います。 お年寄り　子供がのびのび過ごせる町にして

ください。

東京都 ひまわり楽しみにしています。

神奈川県
昨年初めて青玉メロンをいただきました。人生最高のメロンでしたので、今年も申し込み

ました。税金の使い道も気になりますので、是非メールで状況をお知らせください。

島根県 頑張ってください

北海道 いつもお米を美味しく頂いており、ありがとうございます

埼玉県 頑張ってください

群馬県 これからも美味しい物を作って下さい。

岡山県 お米美味しいです！

埼玉県 美味しいお米を作り続けてください

京都府 いつも楽しみにしています！

愛知県 頑張ってください！

東京都 農薬に敏感な母とおいしく減農薬のゆめぴりかをいただいています。

岐阜県 教育に携わった一員として、教育の充実が図られることを期待します。

神奈川県
とてもおいしいお米ですね！お米はいつも北竜町のゆめぴりかと決めてます！これからも

よろしくお願いします。

愛知県 自然豊かで素敵な町をいつまでも

北海道
定期的にふるさと納税を通してお米を頂いています。 おいしいお米を作ってくださり、

ありがとうございます。

6月30日

6月25日

6月26日

6月27日

6月28日

6月29日



大阪府 とてもおいしいお米をありがとうございます

東京都 北竜町の皆さんが元気で健康であることに少しでもお役に立てたらうれしいです。

神奈川県
いつも美味しいお米を作っていただいて、ありがとうございます。これからも頑張ってく

ださい。

神奈川県 子供が元気に、のびのびと育つように願います。

6月30日


