
【７月の応援メッセージ】
7月1日 北海道 前回送って頂いたゆめぴりかが美味しかったので、また申し込みました。

神奈川県 北竜町には初めての申込ですがよろしくお願いいたします。

愛知県
北竜町には行った事ないですが、北海道には何度か行った事があり、お米のおいしさに

びっくりしました。今回、ぜひ味わってみたく楽しみにしています。

愛知県
北海道へは何度か良好しました。そのとき、お米がおいしくて。今回楽しみにしていま

す。
愛知県 北竜町のひまわり畑の景色が忘れられません。これからも守って下さい。

7月2日 北海道 ひまわり畑素敵です。これからも続けてください！
東京都 町のご発展をお祈りしています。これからも安全でおいしい農産物を作って下さい！
北海道 数年前の　おぼろづきが　特に大好きでした。 新米　期待しております。
愛知県 日本の自給率向上、日本の農業の発展の為 頑張っていただきたいです。
神奈川県 3年くらい前からゆめぴりかを食べています。すごくおいしくいただいています。
滋賀県 益々のご発展をお祈り申し上げます。
宮城県 特に子育て支援のために寄付金を使っていただきたいです。
大分県 いつもゆめぴりかを食べています。 新米楽しみにしています！！
東京都 初めて寄附します。 ゆめぴりか、楽しみにしています。

兵庫県
よくコマーシャルに出てくる米、一度食べてみたいです。楽しみにしています。子供が三

人でとりあえず四人分です。
北海道 安心、安全なお米、楽しみにしてます。
東京都 ひまわりの育成がんばってください。
埼玉県 再び満開のヒマワリ畑を見に行きたいです。
千葉県 またひまわり畑を見に行くことを楽しみにしています。
岐阜県 ひまわり畑いつか見に行きたいです

7月3日 千葉県 ゆめぴりか、美味しいときいています。 よろしくお願いいたします。 頑張ってください。

北海道
ゆめぴりか、大好きです。岩手で一人暮らししている息子に食べさせてやりたいと思っています。
息子も待っているので、素早い対応、よろしくお願いいたします。北海道米、最高だと思います。

神奈川県 これからもがんばってください。
京都府 北竜町のますますのご発展を心よりお祈りします。
兵庫県 おいしいお米いっぱい作ってください。
愛知県 豊かな自然の保護をお願いします
兵庫県 我が家は北海道のお米が大好きです。今年の新米楽しみにしています。
福岡県 頑張って下さい。
岡山県 おぼろづきを食して５年になります。 これからもおいしいお米を作ってください。

大阪府
旅行で訪れた時ひまわりがとてもきれいで、感動いたしました。 町の方もとても穏やか

で皆さん親切でした。 またいつか訪れたいです。

愛媛県
今年２回目の申し込みです。 最高に美味しいお米でした。 北竜町の地域活性を応援しま

す！
北海道 わずかな金額ではありますが、有意義に使っていただければと思います。
千葉県 北海道お米いただきます(*´ω｀*)

北海道
　道民として、道内産のおいしいお米が食べれることを幸せに思います。 北竜町の農業

を応援しています。
神奈川県 おぼろづき、ななつぼしは食べたことがないので楽しみです。
東京都 ひまわりを見に行きたいです！

7月4日 東京都

北海道の大自然の中で育つ農産物はとても美味しいので、寄付金は農業への利用を希望し

ます。 迷路好きの子どもと一緒にいつかひまわり迷路にも行ってみたいと思っていま

す。

東京都 これからも、応援致します。
福岡県 頑張って下さい。

岩手県

高校生の息子が一昨年、一人旅でヒマワリを見に行きました。地元の人らしい方に写真を

撮って貰ったらしく今でも大事な思い出に窓辺に飾らせて頂いています。  またいつか訪

れたときも美しい風景を見させて下さい。

神奈川県 無農薬のお米も企画して欲しいです。

千葉県
昔友達と訪れました。向日葵が咲き誇っていたのを覚えています。今も向日葵の迷路は続

いているのでしょうか。安心して食べられるお米を作り続けてください。



静岡県 これからも、頑張って下さい！
大阪府 北海道に旅行に行った際にはぜひ立ち寄りたいです。
千葉県 おいしいお米を楽しみにしています。
愛知県 機会があれば、行きたいと思います。
静岡県 これからも、町のためにがんばって下さい
埼玉県 町のために使ってください
大阪府 良い農作物ができるよう期待しています。頑張ってください。

北海道
初めてふるさと納税します。 どんなに欧米化が進んでもコメは日本人の主食です。 安全

で、安心して後世に引き継げる農業の発展を期待しています。

愛知県
初めて申込みします｡ ゆめぴりかを以前より食べてみたいと思っておりました｡ 今後もど

うぞよろしくお願いいたします｡
大阪府 おいしいお米を楽しみにしております。

東京都
北海道のお米が美味しくなっていると感じます。 これからも美味しいお米をつくって欲

しいです。
東京都 盛り上げてください
東京都 おいしいお米作りを支援して下さい。
東京都 北海道出身なので、北海道の町を応援します。
神奈川県 がんばってください！！

東京都
ふるさと納税がきっかけで、ひまわりの里が北海道北竜町にあることを知りました。今度

ぜひ咲いた季節に遊びに行きたいと思います。
東京都 子育て応援にぜひ役立ててください。
東京都 よろしくお願い致します！

7月5日 三重県 今後もずっと美味しいお米を作り続けて下さい。
三重県 今後もずっと美味しいお米を作り続けて下さい。
大阪府 これからも素敵な町でいてください。
愛知県 美味しいお米をありがとう！！
福島県 おいしいお米が食べたいです。
北海道 これからも頑張ってください。
千葉県 よろしくお願いします
神奈川県 住みやすい町にして下さい。
静岡県 北海道のお米は震災以降好きで買っています。 安全な商品をこれからも作ってください
千葉県 美味しいお米を作ってください。応援します。

東京都
北海道に住んでいたことがあり、「ひまわり」というワードでふと寄付を思い立ちまし

た。
神奈川県 応援してます
大阪府 安心安全な農産物の生産を応援したいです。
愛知県 よりよいまちづくりにむけてがんばってください

神奈川県
なかなか北海道に行く機会がありませんが、機会があれば、ひまわりの季節に行ってみた

いと思います。 これからも頑張って下さい。
千葉県 少ないですが、ご活用ください。
愛知県 さらなる町の発展に頑張って下さい。
千葉県 北竜町がんばれ！
愛知県 農業の更なる発展を期待しています。
東京都 機会があれば、訪れてみたいです。がんばってください。
東京都 北海道には行ったことがないので、行ってみたいです。頑張ってください。

大阪府
高校卒業まで深川市に住んでいました。深川市や近辺を重点に寄附したいと思っていま

す。またひとつ叶いました。
愛知県 美味しいお米が食べてみたい
埼玉県 寸志ですがご利用ください。応援しております
東京都 いつか行ってみたいです

7月6日 神奈川県 どうぞ宜しく御願い致します。

奈良県
JALの機内食でいただいた「ゆめぴりか」が好きになりました。家族も気に入れば、再申

込させていただこうと思います。

愛知県
ふるさと納税を通じ、貴町について知り、寄付に至りました。 どうぞ町の発展にご使用

ください。応援しています。



神奈川県 よりおいしいお米を作っていただければと思います。
神奈川県 地方活性を応援しています。
岡山県 これからも美味しい特産物を期待しています。頑張ってください。
北海道 またきれいなひまわりを見に行きたいなと思っています。
神奈川県 農業の振興頑張って下さい。

千葉県
貴町のゆめぴりかは大変美味しく、いつも楽しみにしております。これからも美味しく安

心できる農産物の生産を続けてください。

神奈川県
ホームページ拝見しました。 長閑で空気もきれいな地域だと思います。 是非、その環境

を守って農業の発展に 寄付を役立てていただければ幸いです。
大阪府 安全でおいしいお米ありがとうございます。 これからも応援しています！

大阪府
ひまわり祭り、凄く綺麗でしょうね～！一度訪れてみたいです。頑張って下さい！応援し

ています。
栃木県 新米待ってます。 頑張ってください。
福岡県 １度、訪れたいと思います！

7月7日 愛知県 これからも応援したいと思います。
福島県 少額ですが、お役立て下さい。

神奈川県
ふるさと納税で北竜町の事をはじめて知りました。 草原が美しくて、見とれてしまいま

した。 いつか、旅行で訪れたいです。

北海道
いつかひまわりを見に行きたいと思いながら、なかなか実現できません。安全な農作物を

作り続けて下さる農家の方をい応援したいと思っています。
静岡県 ゆめぴりか　とても美味しくいただいております。

神奈川県

ひまわり畑に行った時は大雨でしかもまだ早かったようで満開ではなかったのですが、地

元の中学生が案内してくれてとてもいい思い出ができました。 また、ぜひ行きたいで

す。

兵庫県 特産品が魅力的で、楽しみにしています。

東京都
お米の生産は大変でしょうが，機械化などで生産コストを下げ，日本のみならず海外へも

売り出して下さい！
愛知県 農産物の豊富な町なのですね。いつか訪れてみたいです。

京都府
昔々旭川市に住んでいてその頃の道内米は大変不味かった しかし最近は東北米以上の評

価であり懐かしさもあり北海道を応援している　環境の厳しい冬も頑張ってほしい

京都府
お米が魅力的で選ばせていただきました。寄付金は町のためになるためのどうか使用して

ください
岐阜県 できたら子育て支援で使って下さい。
京都府 素晴らしい町でしょうね、一度行ってみたいです。
大阪府 おいしいお米を楽しみにしております。

7月8日 神奈川県 大変おいしいお米をありがとうございました。 また、宜しくお願い致します。
岡山県 「ゆめぴりか」の大ファンです。
北海道 今年もひまわりを見に行きたいと思います。 綺麗な景色を楽しみにしています。
宮城県 住みよいまちづくりに頑張ってください！
静岡県 頑張ってください！
大阪府 昨年美味しくいただきました。 今年も早く食べたいです。

東京都
初めてふるさと納税させていただきました。これを期に北竜町様のことを勉強させていた

だこうと思います。

広島県
北竜町に住んでいたことはありませんが、道産子のため北海道に寄付したいと思い、この

たび申請させていただきました。

群馬県
学生の頃行ったことがあります（通っただけですが）。 今後も縁あれば、よろしくお願

いします。

兵庫県

今年の夏に北海道旅行する予定ですが、ひまわりを見に行きたいと思います。 昨年も寄

付しましたが、美味しいお米を送ってくださりありがとうございました。 また、今年も

よろしくお願いします。

7月9日 熊本県 本年度二回目です。ゆめぴりかとてもおいしかったので、またお願いします。
埼玉県 ゆめぴかり米を初めて食味させていただきます｡
北海道 みのりっち最高です！
群馬県 頑張ってください。



神奈川県 これからも豊かな自然の中で育む農業とひまわりを守り続けてください。

千葉県
少額ではございますが、北竜町の発展に幾何かのお手伝いができればと寄付させて頂きま

す。

7月10日 北海道

ツーリングで訪れました。ひまわりを見に行った事があります。 改めてホームページを

拝見させて頂いたら、お水が綺麗で自然豊かな環境である事が分かり、また改めて訪れた

いと思いました。 応援しております。

東京都
昔見た映画「人間の条件」のロケ地雨竜町の北にあるんですね。一度行ってみたいと思っ

ていましたがなかなか行けません。

東京都

北海道には一度も行った事がありません。いつか旅行してみたいと思っています。以前に

もゆめぴりかを頂きました。とても美味しかったし、対応の早さにビックリしました。

これからも頑張って下さい。

大阪府 これからもおいしいお米を作って下さい！
北海道 応援しています。
佐賀県 お米楽しみにしています。
栃木県 美味しいお米ありがとうございます。

東京都
昨年、「ゆめぴりか」が非常に美味しかったので今年も申し込みます。大学時代を北海道

で過ごしたので、北海道の市町村にはがんばってもらいたいと思っています。

7月11日 長野県 これからもおいしい産物を作り続けて下さい！
東京都 おいしいお米でしたら継続して寄付します。
東京都 北海道大好きです。 毎年ひまわり畑が見れるの楽しみにしています。

愛知県
ひまわり畑に行ったことあります。沢山咲いて綺麗だったので沢山のひまわりを咲かせて

下さい。また行きたいです。

7月12日 愛知県 安心安全なお米を作ってください。
北海道 いつか、ひまわりを見に行きたいです。

大阪府

大阪在住の者です。 北海道へは仕事柄よく出張しておりますが、そこで味わう現地の食

材が、毎回私に喜びを与えてくれます。特にゆめぴりかとの出会いは、その深い味わいか

ら、惣菜との相性がよく（味にメリハリがつくといいましょうか・・）、いつも食べ過ぎ

てしまいます（笑）。新米のゆめぴりかを楽しみにしていたいと思います！よろしくお願

いします。

東京都 はじめて納税します。家族で楽しみにしています。

京都府

北竜町は、減農薬に取り組んでおられるということで寄付することにしました。そのよう

な取り組みをどんどん進めていただいて、無農薬などもやっていただいて、例えば、コメ

のブランド化等も行われたらとてもすてきだと思います。子供たちのためにそういうお米

があればいいなと思います。応援しております。

東京都
今年のお正月に貴町のたからもちセットをいただきました。手作りのそぼくさがあって、

とてもおいしかったです。
大阪府 いつまでも美味しいゆめぴりかをお願いします。
神奈川県 寄付金につき有効活用をお願いします。
千葉県 「ゆめぴりか」とても美味しいお米でした。 北竜町を微力ながら応援しています。

神奈川県

町長殿 　近年、高齢化が進み地方では過疎化も進んでいます。 ふるさと納税を利用し

て、地方の発展の微力になればと思います。 又、特産品をいただければ私共もうれしい

し、北竜町と云う町を知るきっかけになりました。 今後全国に北竜町の名前が広がり、

町が発展されるよう祈念いたします。
千葉県 この寄付金が有意義に使われることを望みます。 米どころのお米楽しみにしています。
大阪府 お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします

神奈川県
「ななつぼし」いつも食べています。つやつやモチモチしていて北海道のお米美味しいの

で、応援してます。

7月13日 愛知県
北竜町は未だ行ったことがないですが、北海道には数年に一度くらいのペースで行ってい

るので、そのうちいける機会があればと思っています。

愛知県
北竜町には未だ行ったことがないですが、北海道へは数年に一度くらいのペースで旅行し

ているので、行く機会があればと思っています。
東京都 これからも安心・安全な美味しいお米を作り続けてください。
東京都 農薬使用量の少ない作物作りを推進してください。
東京都 応援しています。 頑張ってください。



神奈川県 ヒマワリを見に何度か訪れました。 見渡す限りの黄色に感動したのを覚えています。
東京都 美味しく安全な農産物を作り続けてください。

兵庫県
北海道出身者として、応援しています。 日本の農業を北海道がけん引していければいい

なと思ってます。頑張って下さい！
神奈川県 北竜町のゆめぴりかが一番おいしいと思います！

7月14日 福井県 ひまわりの里行ってみたいです！

神奈川県
十年以上前になりますが、ツーリングで訪れた日を思い出しました。またいつか北海道に

行きたく思います。
北海道 いつも近所のお米屋さんで北竜町のお米を買って食べていて、美味しいです。
北海道 とてもおいしいお米をいつもありがとうございます。
北海道 是非活用して役立てていただければ幸いです。

神奈川県
初めての寄付になります。ホームページを拝見し、機会がありましたら是非一度訪れてみ

たいと思いました。よろしくお願いします。
大阪府 美味しいお米を育ててください。
東京都 町おこし、頑張ってください。
東京都 北海道は大好きなので、北竜町にも行ってみたいと思います。
愛知県 北竜町を応援します！

7月15日 東京都
とても見やすいホームページをよく見させていただいております。 また、私は、ヒマワ

リがとても好きです。これからも、北竜町の繁栄を心より願っております。
東京都 がんばれ！

神奈川県
北竜町は行ったことがありませんが、これを機会に訪れてみたいと思います。街のこれか

らの発展のお祈りしております。美味しいお米楽しみしています。
埼玉県 町発展のため、頑張ってください。 応援致します。
東京都 ゆめぴりかのお米が大好きです。
神奈川県 前回、お米を頂きどれもおいしかったです。 今回もよろしくお願いします。
千葉県 お役に立てれば幸いです。
岐阜県 ひまわりの里の維持に役立てて下さい。

東京都

正直なところ、貴町の名前は今回初めて知りました。 「ゆめぴりか」を探していて行き

当たりました。 　最近、北海道産のお米がたくさん出てきて 且つ、おいしいお米が多い

ですね。 これからも頑張って欲しいと思います。

7月16日 東京都 頑張って下さい。
愛知県 お年寄りの住みやすい街づくりをお願い致します。

大阪府
以前、沢山のひまわりが咲いている景色に、子供と共にビックリした覚えがあります。あ

の景色をいつもでも残していただきたい。
滋賀県 ゆめぴりか と ななつぼし 楽しみにしています。
神奈川県 今年3度目です。よろしくお願いします！

兵庫県

北海道は子供の頃に遊びに行き、 楽しい思い出たくさんです。 今は子育て中で遊びには

行けませんが、少しでもお役に立てれば、と思います。 子供に美味しいお米も食べさせ

てあげたいと思います。

7月17日 東京都 子育て事業に使ってください
兵庫県 ひまわりの里をぜひ訪れてみたいと思います。
兵庫県 発展を応援します。
兵庫県 美味しいお米待ってます
兵庫県 魅力ある北海道の町にして頂ければ、幸いです。

愛知県
日本のお米が大好きなので、日本の農業を応援したいと思っています。北竜町の農家の方

に役立つ寄付になれば嬉しいです。  北海道の美味しいお米を楽しみにしています。
東京都 北海道には以前住んでいたこともあり、今回寄付をさせて頂きました。

7月18日 京都府 ゆめぴりかが美味しいと聞きました。楽しみにしてます。
千葉県 寄付金はこどもやお年寄りのために役立てて頂けると嬉しいです。
東京都 応援しています！
大阪府 頑張れ北竜町！

東京都
町の勝らの発展のため、子育て等に活用していただければと思います。頑張ってくださ

い。
東京都 安全で持続可能な農業に期待しています。
埼玉県 お忙しいところお手数ですが、よろしくお願い致します。



千葉県 ２０１４年に訪れました。ひまわりの里で頂いたひまわりを育てています。
東京都 今後ますますの発展に期待しております。

千葉県
少子高齢化が進み、人口が減少する中でと共に介護を支える側の人材が不足すると思われ

ます。ささやかな寄付金ではございますが、お役にたてていて頂ければと思います。

7月19日 滋賀県
お米で探していると見つかりました。 北海道米の食べ比べと黒千石豆（初めて知りまし

た）。 なかなか食する事が無い特産品は魅力的です。

神奈川県

北竜町ではありませんが、北海道出身です。最近、北海道のお米の評価が高く、とても嬉

しく思います。北竜町は米どころのイメージがあり、好きな町です。町の発展をお祈りし

ています。

東京都
昔、ひまわり畑に訪れ感動したのを覚えています。それを多くの人に味わってもらえるよ

うお役立てください。
千葉県 良質な農業を推進しておられる貴町を応援しています。
大阪府 ふるさ納税ほか町の情報発信を続けてください
埼玉県 今後も美味しいお米を作り続けてください。
愛知県 ありがとうございます。 何かのご縁ですから、頑張ってください。
神奈川県 新米の食べ比べ楽しみにしています。
東京都 益々の発展をお祈り申し上げます。
愛知県 出荷予定のメール連絡があるとありがたいです。
東京都 息子が寄付金の使い道を見て決めました。 町の発展をお祈り申し上げます。
千葉県 応援しています。
東京都 たのしみにしています
北海道 小学生の息子が北竜門お気に入りです。 今年はひまわり迷路に行く予定です。
兵庫県 頑張ってください
兵庫県 頑張ってください

7月20日 千葉県

「安心、安全な農作物」は、消費者がその農作物を選ぶ上で重要な判断要因になると思い

ます。今後も消費者に優しい安心、安全な農作物を作っていってください。  新米楽しみ

にしております。

東京都 応援してます。頑張って下さい‼️

大分県
ささやかな寄付ですが、少しでも町のお役に立てれば光栄です。さらなる貴町の発展を祈

念致します。
北海道 より良い街づくりを期待しています
大阪府 高齢者福祉、子育て支援を充実推進してください。

愛知県
ゆめぴりかは、とっても美味しいお米なので 大好きです。一面のひまわりを今年こそ観に行きたい
です。

愛知県 美味しいお米の生産をこれからもよろしくおねがいします
北海道 ひまわり　いつか見に行きたいです。
神奈川県 地方が元気でいられるように応援しています。

大阪府
以前、北海道旅行に行った時に観たひまわり畑に感動しました。 維持管理に役立ててい

ただけたらと思います。
兵庫県 北海道は不案内ですが、北海道のお米は大好きです。この度はよろしくお願い致します。
東京都 農業推進に役立てて下さい
東京都 また、一面のひまわり畑を見に行きます。
神奈川県 詳しくは知りませんがお米を食べてから調べます。
東京都 ひまわりの迷路、素晴らしかったです。

7月21日 千葉県 皆様のご発展を祈ります。
北海道 応援してます。
東京都 貴町の益々のご発展をお祈り申し上げます。

7月22日 滋賀県 今秋色々なお米を味わえるのを楽しみにしています。 よろしくお願いします。

神奈川県
北海道を訪れた時には北竜町ののどかな風景に心癒されました。お米楽しみにしていま

す。
北海道 ひまわりの里大好きです

東京都
二度目の寄附になります。  前回いただいた「ゆめぴりか」が、 とても美味しかったで

す。  今回もよろしくお願いします。
愛知県 いつもおいしいお米をありがとうございます。
大阪府 ゆめぴりかは評判でした。新米の時期も寄付する予定です。



7月23日 大阪府
小額ですが、有用にお使いください。 ゆめぴりかは大好きなので、楽しみにしていま

す。
三重県 子供を持つ親や家族が子育てしやすい町づくりをしてほしいと思います。
大阪府 おいしいお米を期待しています！
東京都 ありがとうございます。

7月24日 兵庫県 応援しています。
東京都 数年前にひまわりの里を訪れました。規模も大きくとても楽しかったです。

滋賀県
景品につられて、寄付しました。私も自治体職員ですが、うちの市は、景品がしょぼいで

す！
埼玉県 北竜町の発展を願っています。

7月25日 神奈川県 地域産業振興の為役立ててください
神奈川県 安心安全な農業の推進を応援します。頑張ってください。
大阪府 いつもおいしいお米をありがとうございました。

兵庫県
お米を頂き、僅かな寄付金だが、クリーンで安全な農業推進に少しでも協力できればと思

う。
静岡県 リピーターです！
東京都 前回お米大変おいしかったです。 また食べたくなりました。 新米たのしみです

神奈川県
以前食べた北海道産のゆめぴりかがとても美味しくて、今回申し込みました。10月を楽し

みにしています。
東京都 いい米を生産してください。

7月26日 大阪府 よろしくお願いします。

奈良県
機会があれば、旅行で訪れたいと思います。 北海道のお米はとてもおいしいですので、

届くのをとても楽しみにしています。よろしくお願いします。
大阪府 よろしくお願いします。
大阪府 よろしくお願いします。
埼玉県 町の発展に役立てて頂ければ幸いです。

京都府

もともと札幌に住んでおりましたが、数年前に家族でひまわりを見に行ったことがありま

す。 とても綺麗で、元気いっぱいに太陽に向かって笑いかけるひまわりの姿に圧倒され

ました。印象深い思い出になりました。この風景を後世に残すため、ぜひ北竜町の皆さん

のために少しでも役立てていただけたらと思っています。 また遊びに行きますね！

大阪府
いろんな種類のお米を作っておられるので，いろいろ食べてみて，お気に入りを見つけた

いです。
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。
東京都 よろしくお願いいたします！
北海道 北竜のお米はおいしいです。おいしいお米をこれからも作ってください。
神奈川県 新米の到着を楽しみにしています。よろしくお願いいたします。
愛知県 美味しく安心して食べれる農産物を作り続けてください。 届くのを楽しみにしてます。
愛知県 　高齢者対策に力を入れて　おいしい　お米を作ってください。
愛媛県 これからも美味しいお米や野菜を作ってください
北海道 北海道の地方を応援しています。
愛知県 特典が魅力的です。 農業への取り組みに期待しています。

北海道
以前、同じお米を送っていただきました。とてもおいしかったのでまたお願いします。

ひまわりを観にまた行きたいです。
三重県 これからもおいしいお米をお願いします

滋賀県
前回ゆめぴりかがとてもおいしかったので２回目です。これからもおいしいお米を作って

ください。

7月27日 東京都 昨年もおいしいお米をありがとうございました。
愛知県 これからもぜひ美味しいお米を作ってください。 期待しています。
愛媛県 遠く四国の地より応援しています。

東京都

前回ふるさと納税をした際にいただいたゆめぴりかがとても美味しかったので、再度寄付

させていただきたいと思います。 僅かな額ではありますた、農業の更なる発展にお使い

いただければと思います。

埼玉県 応援しています。
7月28日 滋賀県 頑張って美味しいお米を作ってください

神奈川県 繁栄お祈り致します。



静岡県 ゆめぴりかなど北海道のお米を初めて食べるので楽しみです。

愛知県
ゆめぴりかを知って、他のお米を食べたくなくなって困っています😃  これからも美味し

いお米を期待しています。
東京都 安心できる農業、美しい環境整備をよろしくお願いいたします。
東京都 いいお米を作ってください

7月29日 愛知県
初めてふるさと納税をさせて頂きます。 ゆめぴりかはいつもおいしく頂いているお米

で、届くのを楽しみにしております。
京都府 ひまわりの季節に訪れることを夢にします。 取り組み頑張ってください。

埼玉県
何年か前に北海道を旅行しました。そのときに、記憶が曖昧なのですが「ひまわり」がき

れいだったのが印象に残っています。
埼玉県 農業振興の助けとなれば、良いと思い、選びました。

7月30日 北海道
毎年ひまわりの里を訪れて感動しています。今後も末永くひまわりが見れるように祈って

います。
兵庫県 お世話になります　北海道を応援したいと思っています　お互い頑張りましょう！

北海道
北竜町の新米を食べ比べしたくて寄附を致しました、楽しみに待ってます。　また、一度

はひまわりの里にも行ってみたいです。
千葉県 北竜町のお米は届くのが早くて重宝しています！北竜町頑張れ！
神奈川県 がんばってください！
茨城県 これからも宜しくお願いします。
愛知県 わずかな金額ですが、どうぞご活用ください。

大阪府
TPPの推進が叫ばれている昨今、価格、質ともに世界に負けないお米作りを期待いたして

おります。

7月31日 岐阜県
ひまわりの里一度は見てみたいです。 きれいなひまわりを咲かせ続けてくたさい。 宜し

くおねがいします。

宮城県
いつかひまわり畑へ行ってみたいです。 ひまわりが大好きで、長女の名前も「向日葵」

です！

栃木県
北竜町民の皆さんが、安全で安心に、より幸福に暮らしていける環境であるよう応援いた

します。
東京都 がんばってください。
東京都 北海道の減農薬米を応援しています

茨城県
北海道のお米「ゆめぴりか」大好きです！ お米はもちろん、食べ物はなんでも美味しい

ので、応援します。
静岡県 いつも美味しくいただいています。


