
【８月の応援メッセージ 】
申込日 住所 町へのメッセージ

北海道 いつも美味しくゆめぴりかをいただいています。新米も楽しみです。

千葉県 綺麗な街づくりこれからも頑張って下さい。

神奈川県 応援しています。お米続けていただけるとありがたいです。

福島県 いつも美味しくいただいております。

神奈川県 頑張ってください。

東京都 応援しています

奈良県 魅力あるまちづくりを応援しております。

埼玉県
応援しております。　 美味しくて安全な日本のお米を食べ続けていきたいと思っており

ます。

神奈川県 頑張ってください。

大阪府
いつもお世話になっております。 ななつぼし　いつも大変おいしくいただいておりま

す。

大阪府 いつも安心で安全なお米をおいしくいただいております

埼玉県 いつも、おいしいお米ありがとうございます。

愛媛県 これからも美味しいお米を作ってください

福岡県
去年返礼品でお願いしました。　とてもおいしかったので再度お願いしました。些少です

が地域の活性に役立てて下さい。

東京都 多分、初めて寄付します。宜しくお願いします。

三重県
先日北海道を訪れる機会があったのですが、時間の都合でひまわり畑を見に行くことがで

きませんでした。次回はぜひ北竜町のひまわり畑を見に行きたいです

神奈川県 ひまわりのきれいに咲いている時期に訪れたいです。

東京都 応援しています

埼玉県 とても好感の持てる紹介ページでした。

大阪府 自然いっぱいの北海道大好きです

群馬県 以前お願いしたお米が美味しかったので、再度お願いしました。

愛知県
北竜町、応援しています！！！ おいしくて安心なお米、どうぞよろしくお願い致しま

す！

東京都

ゆめぴりかが好きで、毎年隣町２か所にふるさと納税していました。今年、地図を見て初

めて北竜町が同じ地域だと知りました。「ひまわりの町」の言葉がなかったら気付かない

ままだったと思います。ヒマワリに惹かれ、こちらに応募しました。

茨城県 美味しいお米をたくさん作ってください。

東京都
返礼品、大変おいしいお米（ゆめぴりか）でした。家族の評判も良いので、また寄付をさ

せていただきたく存じます。

8月1日

8月2日

8月3日

8月4日

8月5日



申込日 住所 町へのメッセージ

大阪府 とても美味しいお米です。生産者の皆様ありがとうございます。

三重県 頑張ってください。

茨城県 ゆめぴりかが大好きなので、納税先に選ばさせていただきました。

東京都 役にたてて下さい。

福岡県 いつも美味しお米を送っていただきありがとうございます。

北海道 頑張ってください。

愛知県 頑張ってください

福岡県
今年４月ユメピリカ、６月おぼろづき　を送って頂きました。８月はユメピリカにしまし

たので宜しくお願いします。

愛知県 母親（送付先）が北海道出身です。

千葉県

妻が札幌出身です。私も以前仕事の関係で北海道に住んでいて、家族で北海道大好き。

旅行の際に訪れた、ひまわり畑素敵でした。 たくさん観光客を呼び込み、町が潤います

よう頑張って下さい。

東京都 いつも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。

千葉県 安全で美味しい米作りを続けてください。

三重県

低農薬のお米は安心でとてもおいしく食べれます。親類宅へ送ってもとても喜ばれます。

最近は天候不順で作物管理が大変でしょうが頑張ってください。  また、先日は特産物

（メロン）の発送の件でお手数をおかけいたしました。8/6（日）に届きました。丁寧な

対応、ありがとうございました。

神奈川県 ゆめぴりか美味しいです

大阪府 北竜町、万歳！

和歌山県 お米が好評なのでまたまたリピです。  産業の発展にお役に立てれば嬉しいです。

東京都 貴町のご発展を心から祈念申し上げます。

千葉県
前回もこちらでお米を頼ませていただきました。 とてもおいしかったです。 寄付は子育

てに活かせてもらえれば幸いです。

東京都
ななつぼしがとてもおいしいので、特産品をリピートさせてもらっています。これからも

よろしくお願いします。

東京都
いつも美味しくて農薬の少ないお米を食べさせていただいております。 安心できるお米

から取った米ぬかも頂けるようになったら嬉しいです。 これからも頑張ってください。

愛知県

前回、きたくりんをおいしくいただきました。 おぼろづきも非常においしいと聞きまし

たので、楽しみにしています。これからもおいしいお米作り頑張ってください。 そし

て、寄付金は未来の子供たちの為に使っていただけると幸いです。

神奈川県 これからも美味しいお米を育ててください。

8月5日

8月6日

8月7日

8月8日

8月9日



申込日 住所 町へのメッセージ

愛知県
以前も返礼品としてお米をいただき、とても美味しかったので、また寄付させていただき

ました。

北海道 北海道民として北竜町の活性化を応援しています。

東京都
北海道に行ったことがありません。 今度是非行ってみたいと思います。 これからも美味

しお米を作って下さい。

東京都
前回に続き、寄附させていただきました。とても親しみを感じ、機会があったら訪れてみ

たいです。本当に細やかですが遠くから応援させていただけたらと思っています。

北海道 毎年ひまわりを見に行くのを楽しみにしています。

神奈川県 通ったことはあります！ いつか行きます！

東京都 いつもお米大変美味しくいただいてます。 ありがとうございます。

東京都 よろしくお願いします。

埼玉県 これからも美味しいお米を作り続けて下さい。

東京都 地方財政は厳しいと思います。少しでも貴町の医療福祉に貢献できればと思っています。

東京都 いつもありがとうございます。

東京都 応援しています。

東京都 がんばってください。

大阪府 町の振興にお役立てください

東京都 頑張ってください！

埼玉県
いつも美味しいゆめぴりかをありがとうございます、これまで3~4回申し込みました。こ

れからもよろしくお願い申し上げます。

東京都 年に数回寄付させていただき、特典をいただいています。 玄米はとてもおいしいです。

東京都 頑張ってください。応援しています！

東京都 ふるさと納税で地方の美味しい物が身近になっています。楽しませて頂きます。

北海道

北竜町の農家の奥さんが開催した料理教室に参加しました。黒千石大豆を使ったエビかつ

とクレープを作り美味しくいただきました。料理教室に参加する以前から北竜町にふるさ

と納税をしていたのですが、これを機にますます北竜町に親近感が沸き、また納税しよう

と思い今にいたります。

東京都
親が新潟がふるさとのものですが、 北海道のお米はおいしと思います。 これからも、お

いしいお米をつくって頂けると 嬉しいです。

東京都 出身は北海道です、よろしくお願致します。

愛知県 心も体も健康で暮らし続けられる町づくりに役立ててください。

愛知県 子育て環境を充実させてください

福岡県 北海道行ってみたいです。

8月12日

8月9日

8月10日

8月11日

8月13日

8月14日

8月15日



申込日 住所 町へのメッセージ

千葉県
これからも美味しい農作物を作って下さい。そして世界を見据えた農業輸出を期待してま

す

千葉県 いつかひまわりを見に行きたいと思います

千葉県 いつもお米楽しみにしております。 町予算にご活用して頂ければと思います。

北海道
お米は北竜町のゆめぴりかが一番美味しいと思います。 いつも大切にいただいていま

す。ありがとうございます！

愛知県 電話で問い合わせた際にご丁寧に対応いただき、ありがとうございました。

東京都 美味しいゆめぴりか作り続けてください。

茨城県 今後も美味しいお米をたくさん作って下さい

群馬県 がんばってください！

千葉県 美味しいお米ありがとうございます。

神奈川県 お米楽しみにしています。　お米つくり頑張ってください。

東京都 いつも安全でおいしいお米をいただいてます

埼玉県
お米もお蕎麦もおかきも全部美味しいので、何度も申し込んでいます。今回も宜しくお願

い致します。

和歌山県
減農薬の安心なお米とのことで、期待しています。大変だと思いますが、今後も減農薬、

頑張ってください！

静岡県 応援しています。いつか行ってみたいと思います。

秋田県 頑張ってください

東京都 初めてのゆめぴりかに期待しています♪ おいしいお米作りがんばってください

東京都 頑張ってください。

東京都 いつも美味しいお米をありがとうございます。家族も大変喜んでおります。

神奈川県 美味しいお米をずっと作り続けてください

東京都 おいしいお米、ありがとうございます。

千葉県

この間ひまわりを見に、北竜町にお邪魔致しました。ひまわりの数には驚きました。いく

つかひまわり畑を見ましたが、一番心に残るものでした。いつまでも残して欲しいと思い

ます。

神奈川県 北竜町のゆめぴりか美味しいです。

東京都 北海道の食材が大好きです。応援しています。

東京都
高齢で食欲がない親も、ゆめぴりかなら、美味しいと喜んで、しっかりとご飯を食べてく

れます。ありがとうございます。おいしいお米を作り続けてください！応援しています。

福島県 先日ひまわりを見に行きました。 応援しています。

埼玉県
前回いただいたお米、とても美味しかったです。少しの寄付ですが、何かお役に立ててく

ださい。

8月15日

8月16日

8月17日

8月18日

8月19日

8月20日



申込日 住所 町へのメッセージ

東京都 主人が近隣の旭川出身です。頑張ってください。

北海道 北竜町のお米が大好きです。ひまわりも大好きです。

兵庫県 ゆめぴりか、楽しみです！

愛知県 応援しています

兵庫県 いつもおいしいお米ありがとうございます

東京都 お米楽しみにしております(＾ー＾)

静岡県
以前、北竜町のゆめぴりかを頂き、非常に美味しかったので、再度申し込ませていただき

ます。楽しみにしております。

静岡県 お米がおいしいです。

北海道
2年続けて同じ「お米」にさせていただき、とても満足しています。 3年目になる今年

も、お願い致します。

神奈川県 活力ある街作りに期待しています

東京都 いつも美味しいお米楽しみにしています。頑張ってください。

東京都
前回、ゆめぴりかを食べて美味しかったので、再度お願いしました。 楽しみにしていま

す。

東京都 ふるさと納税をいつも行っております。 ひまわりの里に何回か伺っております。

東京都 いつも美味しくいただいています。 教育や子育て支援にお役立てください

愛知県 美味しいお米をいつもありがとうございます。

東京都 これからも自然に配慮した農業を応援してます！

北海道
１万円のふるさと納税で12㎏のお米のお礼、とても嬉しいです。これからも応援していま

す。

大阪府 まだ北海道に行ったことがありませんが、北竜町を見てみたくなりました。

愛知県
前回お米を頂いたとき、どの品種もとても美味しかったのでリピートです。ささやかです

が子育て振興にお役立ていただければ幸いです。

岐阜県
8月14日にひまわりの里に行きました。 たくさんのひまわりと皆さんの熱意に感激しまし

た。 来年は我が家でもひまわりを育てます。

長崎県 頑張ってください！

東京都
以前も同じものを頂きましたがとっても美味しかったの再度お願いしたいと思いました。

子育ての充実のために寄付金を有効に使用していただければと思います。

東京都 北海道を応援しています。 お米楽しみにしています。

京都府 この寄付をご縁に一度訪れたいと思います。

神奈川県 頑張ってください。

神奈川県 北竜町、これからも応援します。

埼玉県 北竜町の子供の育成・教育に役立ててください。

8月20日

8月21日

8月22日

8月23日



申込日 住所 町へのメッセージ

大阪府
２年連続で青肉メロンが美味しかったので、この度赤肉メロンを初めて申し込みます。北

竜町の発展を願っています。

北海道 少額ですがお役立てください。

神奈川県 頑張ってください。

福岡県 頑張ってください。

東京都 いつも美味しいお米をいただいております。 ありがとうございます。

東京都 また、ひまわりを観に訪れたいと思っています。 町おこし頑張ってください。

東京都 いつもありがとうございます。

神奈川県
夏休みにひまわりの里に行きました。素晴らしかったです。お礼にといってはなんです

が、ふるさと納税させていただきます。

東京都 いつもおいしく頂いています。

愛知県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

愛知県
バイク旅行で訪れた時はお世話になりました。 いつまでも旅人に優しい町であることを

祈っています。

北海道
昨年ふるさと納税をし、お米をいただきました。とてもおいしかったので、再度納税をき

めました。

東京都 がんばってください

千葉県
ひまわりが、きれいとのこと。仕事で近くまでは行ったことがあるのですが、まだ行けて

ません。一度は訪れてみたいと思います。

沖縄県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

東京都

先日送っていただいたお礼の品の黄美香を大変おいしくいただきました。今年は天候不順

で農家の皆様は大変かと思いますが、これからもおいしいメロンを作ってください。楽し

みにしています。

北海道
昨年度もふるさと納税で「ゆめぴりか」を申し込み、家族の評判が良かったので、今年も

再度申し込みます。今後の北竜町の産業発展に少しでも役に立つなら幸いです。

兵庫県

北竜町、北竜ひまわりライス生産組合の益々のご発展を応援しております。 安全で美味

しい日本のお米を頂けること、本当にありがたく感謝しております。 これからも応援さ

せて頂きますので、みなさんがんばってください。

静岡県
ゆめぴりかが美味しかったので、今回はななつぼしにしてみました。 これからも頑張っ

て下さい。

福岡県 相変わらず応援してます

神奈川県

定期的に繰り返し利用させて頂いてます。先日『ゆめぴりか』が『こしひかり』を抜いて

日本一高価なお米となったという記事を新聞で拝見しました。品質がよいので納得してい

ます。更なる『ゆめぴりか』の発展を祈念しています。

8月24日

8月23日

8月25日

8月26日

8月27日



申込日 住所 町へのメッセージ

静岡県 有効にご活用お願いいたします。

愛知県 寄付を使っていただけると嬉しいです。

長野県 町の振興をこれからも頑張って下さい。

大阪府 素敵なひまわり畑に感動しました。

神奈川県 よろしくお願いします。

千葉県 北竜町のゆめぴりかの大ファンです！！

神奈川県 町の御発展を祈念します。

島根県 赤肉メロン最高！甥が気に入ってます。

東京都 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す。 北竜町の丁寧で誠実なお米作りを応援

しています！

北海道

一面にたくさんのひまわりが咲き誇っている姿に魅了されて、一昨年にひまわりまつりに

行って以来、今では必ず夫婦で訪れる町の一つになりました。また、北竜町でいただきま

したお米がとても美味しかったです。これからも、ひまわりまつりが継続して開催され

て、北竜町の観光や農業産業が活性化することを期待しております。

兵庫県
この夏にニセコで食べた黒千石納豆は納豆が苦手な私が 初めて美味しいと思っていただ

いた納豆です 楽しみにさせていただきます。 わずかですが町のためにお使いください

和歌山県 毎度おいしいお米ありがとうございます。 おいしいお米 応援します。

北海道

キャンプでホタルの里の帰りに北竜の道の駅でお米を買い、とても美味しかったです！

ふるさと納税でもまた北竜の美味しいお米が買えて、寄付ができて嬉しいです。 楽しみ

にしています！

栃木県
毎年メロンとお米を申し込んでいます。 いつも美味しくて、今年も新米楽しみにしてい

ます。

東京都 これからも応援しています。

山梨県 北海道振興の為、がんばってください

東京都 がんばってください！豊かな地方を応援しています！

福島県 毎年、美味しいお米を頂いています。 農家の皆さんに感謝です。

東京都
初めて寄付をします。 親戚から、美味しいお米だよ！と聞いたので…。  楽しみに新米を

待ってます。

大阪府 頑張って下さい。

神奈川県 北海道出身です。両親がひまわり畑を訪れていたそうです。頑張ってください。

北海道 応援しています

8月31日

8月27日

8月28日

8月29日

8月30日


