
申込日 住所 町へのメッセージ
東京都 ひまわりが大好きなので北竜町に ひまわり畑をみにいきたいです。

静岡県 今後も低農薬のおいしいお米を作り続けてください

神奈川県 応援してます！

東京都 頑張ってください

東京都
安全で安心なお米づくりに魅力を感じました。貴町の農業の一層の発展に微力ながらもお

役に立てれば幸いです。

神奈川県 頑張ってください。

愛知県 お米、楽しみにしてます！

岐阜県 特産物の納税収入を是非、医療や教育にあててください。

大阪府 ユメピリカを楽しみにしています。

東京都 ゆめぴりかの大ファンです！ これからも美味しいお米、作って下さいね！

埼玉県 応援しています。

愛知県 お米、美味しく頂いております。応援しております。

埼玉県 去年ひまわり見に行きました。とてもきれいでした。 これからもがんばってください。

大阪府 いつも美味しいお米をありがとうございます。

千葉県 頑張ってください。

神奈川県 そろそろひまわりの季節ですね。みなさんに美しいひまわりを期待しています。

東京都 おいしいお米の作れる自然を大切にしてください。

千葉県
北竜町を応援しています！貴自治体は、活力にあふれていて、一度、訪れたいところです

ね！

北海道 これからも美味しくて安全なお米づくりを頑張ってください！

兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

東京都 ひまわり畑好きです。がんばってください。

京都府 僅かですが貴市の発展に役立ててください

千葉県
子どもにお米の銘柄と味を覚えて欲しく、選びました。ゆめぴりかを楽しみにしていま

す。

東京都 応援しています。

神奈川県 美味しいお米を有難う。リピーターです。

神奈川県 わずかばかりですが、お役立ていただければ幸いです。

東京都 おいしいお米を、ありがとうございます。

埼玉県 子育て支援の為に活用して欲しい。。

北海道 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、頑張ってください

福島県 応援してます。頑張ってください。

東京都 町の発展のお役にたちますように！

北海道
お米が美味しいし 子どもに食べさせるなら少しでも安全なものをと思ってます。 低農薬

は大変でしょうが頑張ってください できたら無洗米もあると嬉しいです。…

【7月の応援メッセージ 】

7月1日

7月2日

7月3日

7月4日



申込日 住所 町へのメッセージ
大阪府 昨年から始めました。ひまわりの町好きです。

石川県 毎年、おいしいもち米の生産ありがとうございます。

埼玉県
昨年度は美味しい北竜町産米をお届け頂きありがとう御座いました。質の高い農産物の生

産に力を注がれている御町を今後も応援させて頂きたいと思います。

大阪府 いつもおいしくいただいています。

千葉県
前に頼んだお米が美味しかったのと、両親が北海道出身という事から寄付をさせていただ

きました。今後もがんばって下さい！

栃木県 毎回、おいしいお米をありがとうございます。

徳島県 去年、送っていただきましたが、甘くて美味しかったです

宮城県 観光振興を！

東京都 応援してます！

大阪府 おこめがおいしかったです。

東京都 おいしいお米をありがとうございます。 いつも応援しています！

神奈川県 いつも美味しいお米ありがとうございます

東京都 お米もお餅も美味しいです！

京都府 いつもおいしいお米をありがとうございます。大雨が心配です。がんばってください。

北海道

いつからか忘れましたが、家で戴くお米は、北竜町のものだけとなりました。もう何回お

願いしたことかわかりませんが、これからもよろしくお願いします。 ひまわりは、数年

前まで毎年みにいっていました。 子供達が大きくなり、次はお米で北竜を感じている毎

日です。

北海道 ご自由にお使いください

大阪府 この季節　災害が多いですが　頑張りましょう。

北海道 たまに遊びに行ってます　がんばってください

東京都 美味しいお米を作り続けてください

東京都 頑張って下さい。

千葉県 頑張ってください。

神奈川県
いつも美味しくお米を頂いております。  いつものお米が品切れ中のようですので、新し

い種類を試してみます。楽しみにお待ちしております。

神奈川県 減農薬の栽培、応援しています

新潟県 若い人が元気になるまちづくりを応援しています。

千葉県 いつも美味しいお米をありがとうございます。応援しております。頑張ってください。

神奈川県
妹が深川に住んでおり、数年前、北竜町のひまわり畑にいったことが思い出されます。す

ごく良いところと思いますので、観光にも力を入れてください。

和歌山県 北竜町のお米は美味しく評判が良いです。 町の益々のご発展を祈念しております。

北海道 いつも応援しています。今後とも頑張って下さい。

北海道 ひまわりを見に行きました。応援しています。

東京都 これからも美味しいお米作りを応援しております！

7月7日

7月8日

7月4日

7月5日

7月6日



申込日 住所 町へのメッセージ
神奈川県 これからもおいしいお米を育ててください。

東京都 この度、北海道は雨が多く、大変だと伺いました。 是非、頑張って下さい。

東京都
雨竜川の一部で氾濫があったようですが、大丈夫でしょうか。少しでも助けになればと思

います。

東京都 今夏、北海道に行きます。道東中心ですが、寄る時間があれば寄ってみたいと思います。

東京都 北竜町のゆめぴりかは何度もリピートしています。

北海道
ひまわりを活用した観光や食品加工に注目しています。町民の皆さんがひまわりのような

笑顔になりますように。

北海道
お礼品のお米、いつもありがとうございます。 安心し美味しく頂け、また発送がとても早く大変助
かっております。

東京都 魅力的なまちづくりを御願いします。

京都府 毎年　訪れております。自然豊かな風土と子供たちを元気にして下さい。

埼玉県 素晴らしい大自然をいつまでも大切に！

大阪府
いつもありがとうございます。 おいしいゆめぴりかをがんばって作ってください。 楽し

みにしています。

東京都 美味しいお米をありがとうございます。 いつか観光で訪問したいです。

京都府 再度応援します！

埼玉県 いつもお世話になっています。

神奈川県
ゆめぴりか大好きです、おいしいお米を作って頂いて感謝しています。ありがとうござい

ます。

神奈川県
ふるさと納税を通じて北竜町を応援したいと思います。いつか訪れてみたいと思っていま

す。

福岡県 少額ですが、有効に役立てていただけたら嬉しいです。 これからも頑張ってください。

神奈川県
結婚して、親戚が増え、主人側の親戚が北海道に数人います。食べ物が美味しいと聞いて

います。更なる繁栄を期待しています。

北海道 頑張ってください。

北海道 去年も寄付させていただきました。お米がおいしく、リピートです。

東京都 安全でおいしいお米を作り続けてください。

埼玉県 北海道は私の地元でもあるので、応援しています！

東京都 応援しています！

石川県 おいしいお米応援してます！

東京都
低農薬かつおいしいお米をまた楽しみにしております。寄付金はぜひ子育て環境の拡充に

お使いいただければ幸甚です。

愛知県 ゆめぴりか美味しいです！

北海道
全国でも有名になった北海道米。これからも、安心して食べられる、美味しいお米を作っ

てください！！！

愛知県 農業の発展に期待します。7月13日

7月8日

7月9日

7月10日

7月11日

7月12日



申込日 住所 町へのメッセージ

千葉県
おいしいお米家族みんなで楽しみにしています。 ゆめぴりかをいただいてから、ご飯の

食べる量が増えました。

兵庫県 低農薬のお米，美味しいです．頑張ってください．

大阪府 美味しいお米をありがとうございます。これからも応援します。

神奈川県 美味しいお米をありがとうございます。子育てを応援します。

東京都 小さな町のお役に立てれば嬉しいです

京都府 子育て応援致します

東京都 おいしいお米、ありがとうございます。

東京都 もうすぐひまわりの季節ですね。これからも応援しています。

神奈川県 北竜町を応援してます！

愛知県 町の発展に期待しています。

神奈川県 公共機関、飲食店の禁煙化に役立ててください。

東京都 応援してます。

愛知県 いつもおいしいお米楽しみにしています。

兵庫県

何度も寄付させて頂いてます。とても美味しいお米です。町を上げて農薬を減らす活動を

少しばかりですが、応援します。 これからも綺麗な環境を保ち、安全で美味しいものを

作って下さいね。

大阪府 前回お米を送って頂いたのですが、とても美味しかったのでまたお願いします！

千葉県 いつも美味しいお返し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。

埼玉県 安心安全なお米作りに感謝しております。

兵庫県 美味しいお米ありがとうございます！

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 がんばってください。

兵庫県 いつもおいしいお米をありがとうございます。

東京都
北竜町のゆめぴりかが大変美味しく、気に入ってます。 これからもおいしいお米を作り

続けて下さい。

北海道 応援します。

東京都

先日の大雨の影響はいかがでしょうか。いつも美味しいお米をいただいているので気に

なっておりました。 全国で災害が多くなっておりますが、どうかお気をつけくださいま

せ。

埼玉県 お米がおいしかったです。

大阪府 いつも美味しいお米ありがとうございます。街の振興にお役立てください。

神奈川県 今回で２回目です。 応援しています。

東京都 何度もリピートしています。とても美味しいです。

兵庫県 微力ながら北竜町を応援いたします

東京都 ひまわり畑を見に行きました。とても素敵な町でした。

7月13日

7月14日

7月15日

7月16日

7月17日

7月18日



申込日 住所 町へのメッセージ
広島県 北の国なのに、大きなひまわり畑があるなんて驚きました。 行ってみたいな。

北海道 応援しています。がんばってください。

長崎県 地域医療の充実にお役立てください

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます！ 感謝しております。

三重県 いつもおいしいお米をありがとうございます。

福岡県 北海道大好きです。

埼玉県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

愛知県 いつもありがとうございます。

北海道 いつもおいしいお米を楽しみにしています。

北海道 2度目のふるさと納税です。北竜町、いい所ですね。少しですが、お役立てください。

福岡県 応援しています。

千葉県 北海道が大好きです。北竜町を応援しています。

北海道 町の発展を祈念しております。

栃木県 北海道が好きで、よく訪れています。子育て支援に使って下さい。

岐阜県 いつもおいしいお米を頂いています。 一度、ひまわり畑を訪れてみたいです。

愛知県 いい街をつくってください！

埼玉県 頑張ってください

埼玉県 美しいまちづくりに役立ててください

兵庫県 北竜町の発展を陰ながらお祈りしています。

埼玉県
おかげさまで一年中北竜町の美味しい、減農薬栽培の体に優しいお米をいただいておりま

す。今回はもうすぐ新米ができるのを考えて５㎏にさせて頂きます。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます．

栃木県 毎度、美味しいお米をありがとうございます。

奈良県
いつも、北竜町の美味しいお米をいただいています。 今後も北竜町の発展を期待してい

ます。

東京都 これからも応援しています。頑張って下さい。

埼玉県 地域活性のために頑張ってください

千葉県 おいしいお米ありがとうございます。これからもがんばってください。

愛知県 応援しています

千葉県 おいしいお米楽しみにしています。

兵庫県
毎年美味しいお米、ありがとうございます。減薬農法に取り組んでいるとのことで、安心

して食べることができます。しかもめっちゃ美味しい！

東京都 おいしいお米をつくりつづけてください。

千葉県
他のお米は食べられないほど、毎回美味しくいただいております。些少ですが寄付させて

いただきます。

北海道
北竜町のひまわり畑は本州のものに比べると、スケールが大きくてきれいでした。今年も

道内外からのお客さんでたくさん賑わい、多くの人に感動を届けてください。
7月24日

7月19日

7月20日

7月21日

7月22日

7月23日

7月18日



申込日 住所 町へのメッセージ
愛知県 微力ながら応援しています

北海道 昨年に引き続きの寄付です。また足を運ぶのを楽しみにしています。

東京都 北竜町頑張ってください。ゆめぴりか美味しいです。

東京都 これからもおいしいものを作ってください。

東京都 いつもおいしいお米・もち米の栽培に感謝。応援しています。

東京都
祖母が北竜町で生活しています。 小さい頃は私もよくあそんでました。 町の発展を応援

しています。

北海道 これからも、お米作り頑張って下さい。

埼玉県 北竜町のゆめぴりかが美味しくて、何年も食べてます。

神奈川県
５年ほど前ひまわり畑を家族で見に行きました。とても素敵な町なのでお役にたてればと

思います。

神奈川県

昨年観光したひまわり畑が忘れられません。今年は行けませんが、またいつか見に行きた

いと思います。それまでどうかこの素晴らしい祭りが末永く続きますよう、応援いたして

おります。

東京都 ひまわりメロン届きました。 今年もありがとうございます。

東京都
素晴らしいひまわり畑、一度訪れてみたいです。 これからも大切に守って頂きたいで

す。

神奈川県 町の人のためにご活用ください

大阪府
先日新婚旅行で北海道に行き、北海道が大好きになりました。これからも応援していま

す。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます．

東京都 ゆめぴりか大好きです。

愛知県 北竜町応援します。

北海道 ひまわり以外の何か地元物が知りたいです

愛知県 街の発展活用ください

千葉県 これからも安心して食べられる美味しいゆめぴりかの生産を期待してます

東京都 ひまわりの季節ですね。 これからも応援しています！

大阪府 いつも美味しいお米を作っていただきありがとうございます。

兵庫県 昨年申し込んだひまわりメロンがとても美味しかったです！

東京都 いつもおいしくいただいています！

東京都 これからも美味しいお米をお願い致します。

千葉県
「ゆめぴりか」とても美味しく頂いています。これからもおいしいお米をたくさん作って

みんなを幸せにして下さい。

三重県
お米もスイカもなんでもおいしい。北海道に親戚が出来たみたいでうれしい。今後ともよ

ろしくお願いいたします。

広島県 頑張ってください

東京都 お米おいしくいただいています。町の活性化にお役に立てればうれしいです。

7月30日

7月24日

7月25日

7月26日

7月27日

7月28日

7月29日



申込日 住所 町へのメッセージ
東京都 北竜町のゆめぴりかは 本当に美味しいです。

愛知県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県 いつか訪れてみたいです
7月31日


