
申込日 住所 町へのメッセージ
宮城県 頑張ってください。

東京都 北竜町のゆめぴりかは大変美味しいです。

北海道 応援しております。

千葉県 いつも応援しています。

東京都 美味しいお米ありがとうございました。リピートします。

神奈川県
いつも美味しいお米・農産物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。

東京都 農産業の更なる活性化に向けて頑張ってください！

千葉県 これから、美味しいお米を作り続けて下さい。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます。

兵庫県 農業、がんばってください。

埼玉県 お米がとてもおいしかったです。 リピートです。 有難うございます。

神奈川県 頑張ってください。

東京都 北海道の各市町村反映のために良い使い方をしてください。

兵庫県
いつか北海道へ行ってみたいとあこがれています。魅力的な北海道を維持してもらいたい

です。

東京都 住みよい街作りを応援します。

東京都 微力ながら応援させてください。

北海道

夫婦揃って、花見が好きで、毎年、北竜町のひまわりを楽しみにしています。今年は、大

雨や風の影響がありましたけど、それに負けないようにたくましい姿を見せてくれまし

た。そして、北竜町のひまわりライス。とても艶があり、美味しかったです。今年も、美

味しくいただきたいです。これからも、美味しいお米に、きれいなひまわりをよろしくお

願いいたします。

埼玉県 低農薬でのお米作り、ありがとうございます。

千葉県 今年も楽しみにしています！

埼玉県 いつか訪問しようと思います。

大阪府 より一層の観光振興頑張ってください。

愛知県 いつも美味しいお米をありがとうございます。

東京都
以前住んでいた北海道とてもいいところですね、何度も行った事があります。 町おこし

頑張って下さい。

東京都 美味しいお餅を毎年心待ちにしています。

東京都
又今年も、北竜町の美味しいお餅が頂ける季節が近づいて来て嬉しいです。楽しみに待っ

ています。

東京都 毎年、ゆめぴりかの新米を楽しみにしています。 頑張って下さい。

山口県 毎年、2,3回頼んでいます。

神奈川県 農家さんが大切に育てたお米いただきます。 よりよい街つくりがんばってください。

【９月の応援メッセージ 】

９月１日

９月２日

９月３日



申込日 住所 町へのメッセージ

神奈川県
去年も北竜町ななつぼしを美味しく頂きました。 応援してます。ありがとうございま

す。

兵庫県 ここ数年、このお米以外食べていないくらいファンです。

北海道 安心安全なお米をこれからも生産お願いします

神奈川県 子供の教育費に使ってください！

愛知県
2年前にヒマワリ畑に行きました。とても感動しました。またいつか行けるのを楽しみに

しています。

神奈川県 頑張ってください。

北海道 いつもおいしいお米に感謝しております。

栃木県 毎度美味しいお米をありがとうございます！

福岡県 寄付は有効に使っていただければ幸いです。 返礼品も楽しみにしています。

北海道 応援しています！

北海道 昨年もとっても美味しくいただきました。 送っていただくのが楽しみです。

愛知県 応援しています！

愛知県 これからも美味しい農産物を作ってください。

愛知県 観光で一度訪れたことがあります。 応援しています。

静岡県
いつも美味しいお米をありがとうございます。少しでも子育てに役立てて頂ければと思い

ます。

神奈川県 美味しいお米をありがとうございます。

東京都
昨年に続き２度目の寄付です。これからも美味しいメロンをつくっていけるように農家さ

んへの支援をお願いします。

神奈川県 これからも安全でおいしいお米を作り続けてください。

宮城県 頑張ってください！

愛知県
北海道好きですが、北竜には行ったことがありません。 なので、この機に北竜のことを

知ろうと思います。 がんばれ！

東京都 応援しています。頑張ってください。

大阪府
三度目のふるさと納税になります。 （いつも玄米） 大変助かっています。 今まで、知ら

なかった自治体を知るきっかけになりました（＾－＾）

東京都 頑張ってください

埼玉県

本日未明、北海道で地震がありました。心配です。道民の皆さん、北竜町の皆さんに、お

見舞い申し上げます。 北竜町の低農薬米は、安心で美味しいです。ひまわりもいつか見

に行きたいと思います。

東京都 いつもおいしく頂いています。

京都府 いつも美味しいお米ありがとうございます。

神奈川県 これからも美味しいお米を作ってください

東京都 災害に負けずに頑張って下さい！

愛知県 がんばってください

９月６日

９月３日

９月４日

９月５日



申込日 住所 町へのメッセージ
東京都 北竜町の益々の発展を祈念しております！

神奈川県
昨日の地震は大丈夫だったでしょうか？北海道全域で停電も続いていると聞きます。この

寄付がどうか、原状復帰の一端になりますように…。お米は楽しみにしています。

大阪府

今回の地震大変だと思います。１日でも早く日常が戻りますように。６月に大阪で被災し

た私は地震の怖さを改めて痛感いたしました。少しでも心が休まる時間が増えますように

応援いたします。

東京都 地震は大丈夫ですか？役に立つことに活用して下さい。

神奈川県 教育・子育てにお使いください

千葉県
今年は途中で在庫無しになったようで、別のを探すのが大変でした。来年も宜しくお願い

します。

東京都
北海道地震お見舞い申し上げます。大変だと思いますが、安全安心なお米を作り続けてく

ださい。

東京都 北海道頑張って下さい！

大阪府
地震でのダメージはあったのでしょうか? この寄付が少しでもお役に立てればと思ってお

ります。 頑張ってください。

大阪府
頑張って北海道!早く平穏な日々が来ますように祈ってます! 関西も台風で大変なことに

なってます頑張ります!

埼玉県
いつも2万円の寄付で美味しいお米をいただいておりましたが、今回は半分を被災地寄付

にまわす事にします。

東京都 大地震がありましたが、頑張って下さい。

東京都

このたびの被災のお見舞いを申し上げます。複数回、お米を送って頂いておりますが、い

つもおいしく頂いております。一刻も早く、元の生活に戻られることを祈念しておりま

す。

東京都
今まではゆめぴりかを食していました。 きたくりんは初めて出会うお米です。 安全な美

味しいお米をこれからも沢山作ってください。

神奈川県 少額ですが、お役立てください。

神奈川県 応援しています！

山形県 北海道のためにぜひ利用してください

茨城県 北海道地震で大変かと思いますが，頑張ってください。応援しています。

埼玉県
いつも美味しいお米をお送り下さり、ありがとうございます。地震、停電の影響、お見舞

い申し上げます。

兵庫県 北竜町の発展を願っております。

静岡県 排水処理施設の整備を進め、環境保全に力を入れてほしいです。応援しています。

東京都 毎年、お米を楽しみにしております。今後も頑張ってください。

神奈川県 いつもおいしいお米を楽しみにしています

北海道 頑張って下さい。

９月６日

９月７日

９月８日



申込日 住所 町へのメッセージ

大阪府
大地震に負けず、これからも日本の全国民に為に とっても美味しいお米を作り続けて下

さい。 応援しております。

愛知県
いつもこちらのゆめぴりかを楽しみにしています。 とても甘みがあって美味しくて ほか

のお米が食べられません。 地震で大変ですが、頑張ってください！

大阪府 安全で美味しいをありがとうございます。

東京都 子供たちのために頑張ってください。

千葉県 いつも安全で美味しい玄米を楽しみにしています！

愛知県 災害の影響は大丈夫でしたか？　美味しい米作り、応援しています。

埼玉県
いつも北竜町の美味しいお米を食べています。地震で大変ですが一日も早い日常が戻るこ

とを祈っています。

神奈川県 応援してます。

千葉県 震災、お見舞い申し上げます。負けずに頑張ってください。

千葉県 美味しいお米を楽しみにしています。

静岡県 頑張って下さい

岐阜県

この度の震災で被災された方々には心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復興

をお祈り申し上げます。 返礼品の送付は急ぎません。 寄付金が少しでも町のお役に立て

ればと存じます。

奈良県
２０年前札幌在住時代に、ひまわりを見にお邪魔しました。特色ある良い街づくりをお願

いします。

埼玉県 震災被害もあり大変だと思いますが頑張って下さい。

埼玉県 おいしいお米ありがとうございます。毎回楽しみにしています。

奈良県 北海道に地震がありましたがガンバって下さい。

大阪府 地震からの北海道全体の復興を頑張ってください。

千葉県
地震の被害を心配しています。 北竜町のひまわり畑は、いつか行ってみたい場所の１つ

です。

福島県
毎年ふるさと納税をしています。 以前北竜町を旅行した際にとても親切にしていただき

ました。ありがとうございました。今後も応援します。

神奈川県
素晴らしいお米です。5㌔単位も嬉しいです。 産業の、災害に対応できる準備に使ってく

ださい。

兵庫県  北海道が一刻も早く元の生活に戻れることを、お祈りしています。

東京都 地震で大変でしたが頑張ってください。

埼玉県
今回の地震への影響などを心配しています。私は北海道が大好きなのでこれからもこのよ

うな形で応援していきたいと思っています。

埼玉県 地震で大変な時と思いますが、少しでも早く復興されるよう願っております。

東京都 応援しています。

三重県 頑張ってください！

９月８日

９月９日

９月１０日



申込日 住所 町へのメッセージ

埼玉県
今回の地震、北竜町は特に被害は無かったのでしょうか。 私の生まれ故郷でもある北海

道の皆様方が、早く元気になりますように。

東京都 これからも頑張って下さい。 応援しています！

埼玉県 いつもおいしいお米をありがとうございます。毎年新米の時期を楽しみにしています。

兵庫県
できるだけ農薬の少ないものを食べたいと思っていて、北竜町のお米が目に留まりまし

た。

東京都
地震お見舞い申し上げます 作物への影響は如何ですか 微力ながらこれからも北竜町を応

援したいと思います

山口県 子育てに力を入れてください

宮崎県 地震で大変だと思いますが 応援しています。

東京都 さらに盛大なひまわりまつりが開催されることをお祈りしております。

神奈川県 震災からの復興頑張って下さい。 ゆめぴりか最高においしい！

長野県 これからも街づくり頑張って下さい。

東京都
余震もあると思うし、誘発地震も起きる可能性もあると思います。 お気を付けてお過ご

しください。

愛知県 魅力ある町に！

東京都 初めて寄付させていただきます 少しですが、ご活用ください

東京都 地震は大丈夫でしたか。頑張ってください。

京都府 応援しています

福岡県 頑張ってください！

神奈川県 北竜町の御発展を祈念します。

山形県
地震で大変なことと思いますが、少しでもはやく日常生活に戻れることを願っておりま

す。

北海道 おぼろづきのファンです。いつも美味しくいただいています。

東京都
被災の状況が心配です。毎年寄付させて頂いているので、今年も寄付します。余震も続い

て大変だと思いますが、一日も早く普段どおりの生活を送れますようお祈りしています。

東京都 停電被害からの復興をお祈りしています。

東京都

震災で大変な状況と思います。今回の寄付は復興のお役立ていただければと思っておりま

す。お役に立てることはほとんどないかもしれませんが、北海道の皆さまのご無事を祈念

しております。

東京都 震災に負けずがんばってください。

京都府

北海道地震において少しでもお役に立てたらと思い、少額ですがさせていただきました。

北海道旅行で何度か訪れたことがあります。また行きたいと思っていますので頑張ってく

ださい。

福島県 少しですがお役立てください

東京都
北竜町のゆめぴりかが美味しくて毎年寄付しています。いつかひまわり畑を見に行きたい

です。

９月１２日

９月１０日

９月１１日



申込日 住所 町へのメッセージ
福岡県 北海道のお米大好きです。楽しみに待っています。

大阪府 一日も早く落ちついた毎日が送れますように、願っています。

愛知県 地域の発展を望みます。

神奈川県 北海道も最近自然災害が多いようですが、頑張ってください。

北海道 未来ある子供達が学ぶために、新しい活動などに役立てば幸いです。

北海道 いつも、ありがとうございます！ 寄付返礼品、美味しく安心して頂いております！

千葉県 地震のお見舞い申し上げます。頑張ってください。

東京都 この度の地震により心からお見舞い申し上げます。

宮城県 食の北海道！　頑張ってください！！

東京都
美味しいお米をいつも頂いています。少額ですが、この寄付が未来あるこどもたちの何か

に繋がっていくことを祈っています。

北海道 今年は天候不順で大変かと思いますが、これからも頑張ってください。

兵庫県 美味しいお米を楽しみにしています。

和歌山県
地震お見舞い申し上げます。停電、電力不足で大変だと思われますが、1日も早く復旧さ

れるようお祈り申し上げます。

東京都 応援してます、頑張ってください。

大阪府 地震の被害から早い復興を応援しています。

大阪府 いつも美味しくいただいています。 新米とてもたのしみにしています。

埼玉県 地域活性化にお役立てください。

大阪府
いつも安心して食べられる美味しいお米をありがとうございます。 先日の地震の被害は

大丈夫でしたか？ 大好きな北海道の復興を応援しています。

東京都 節電が大変かと思いますが，応援しています。

北海道
昨年もお米を購入し、美味しかったのでリピートしました。 地震や停電で被害があった

かと思いますが、負けずに美味しいお米つくってほしいです。

大阪府 地震の影響あるかと思います。頑張って下さい

滋賀県 ひまわりを見にぜひ行ってみたいです！

京都府
地震で大変な状況だと思います。返礼品は急ぎませんので、くれぐれも無理をなさらぬよ

う、皆さんお体を大事になさってください。

東京都 昨年同じお品をいただき、とても美味しかったです。来年も依頼する予定です。

千葉県 いつも応援しております。美味しいお米をありがとうございます。

大阪府 地震やその後の停電、断水は大丈夫でしたか？ 大阪から応援しております。

福井県
毎年おいしいお米をありがとうございます。微力ですが北海道の力になれればと思いま

す。

東京都 頑張ってください

宮城県 些少ですが御町のお役に立てれば幸いに存じます。

愛知県 頑張ってください。

北海道 頑張ってください

９月１２日

９月１３日



申込日 住所 町へのメッセージ
兵庫県 応援しています！

埼玉県 北海道は大変な地震でしたね。 完全復興をお祈りしております。

宮城県
今回初めて申し込みさせていただきました。これを機会に、注目・応援させたいただきま

す。

神奈川県 いつもおいしくお米をいただいております。

東京都 いつも北竜町のお米を美味しく頂いております。 今年も新米、楽しみにしています！

愛知県 地震の影響を受けていると思います。 1日でも早くいつもの生活ができますよう。

東京都 応援してます。

埼玉県 毎回楽しみにしています。

大阪府 ご発展を祈願します

愛知県
北竜町では先の地震の被害はいかがだったでしょうか？ 町民の皆様のご無事をお祈りし

てあります。 寄付金が少しでも町のお役に立てば幸いです。

東京都 新米を楽しみにしています。

兵庫県 ひまわりの里に行ってみたいです。これからも美しい自然を育んでくださいね！

和歌山県 地震に負けないで頑張って下さい。

青森県 震災に負けずに　今までの生活を取り戻してください！　応援しています❗

東京都 頑張ってください

埼玉県
お米が美味しくて、旦那と毎年寄付しています。でも北竜町へ一度も行った事がありませ

ん。是非、一度は行きたいと思ってます。頑張ってください。

兵庫県
毎年、夏にうかがっています。 わずかですが、よりよい街づくりのお役に立てれば嬉し

いです。

北海道 頑張ってください。

東京都 地震の影響はないのでしょうか。不安もあるかと思いますが、応援しています。

東京都 地震、停電、大丈夫でしたか。頑張ってください。応援いたします。

大阪府 いつもおいしいお米ありがとうございます。

静岡県

地震のあと、役場のHPを見ても町がどのような状態なのかアップされていないので、きっ

と大きな被害はなかったものだと思っています。 まだ余震も続いているので落ち着かな

いと思いますが頑張ってください。

東京都
北海道大地震に被災された皆さまに心よりお見舞い申しあげます。復興を祈念いたしま

す。

神奈川県
こちらのお米を食べてからは北竜町のゆめぴりか一筋です！！いつもおいしいお米をあり

がとうございます。

神奈川県 おいしいお米作り頑張って下さい。

静岡県 頑張ってください。

神奈川県 頑張ってください。

千葉県 これからもおいしいお米を作ってください。

山梨県 自然が厳しいかもしれませんが、頑張って下さい。

９月１３日

９月１４日

９月１５日



申込日 住所 町へのメッセージ
広島県 応援しています。

東京都 美味しいお米をありがとうございます。

東京都 このお米しかたべていません。これからもこの内容で継続してください

東京都
地震の後、節電など大変なことと思います。これから寒い時期を迎えますが、頑張ってく

ださいを応援しております。

滋賀県 いつかひまわりの里を訪ねてみたいです！

滋賀県 毎年おいしいお米をありがとうございます。いつか機会があれば訪れてみたいです。

神奈川県
昨年もいただきましたが、今年は、胆振地震がありましたが、頑張ってください。妻は、

胆振地震の震源地の隣の早来町生まれ、育ちです。是非、町お越し頑張ってください。

神奈川県 自然災害で大変だと思いますが、がんばってください

島根県
地震について心配しています。お見舞い申し上げます。 毎回少額ですが寄附をします。

陰ながら応援しています。

東京都

前回もお米を送っていただきました。とてもおいしかったです。町のホームページも見ま

した！町全体で減農薬に取り組まれていて、本当にきれいな土と水で育まれたお米なんだ

と思います。これからもよろしくお願いします。

神奈川県 胆振地震の影響は大丈夫でしたか？ 今後も美味しい米生産を期待しています。

北海道 僅かながらですが、お力になれればと思います

千葉県
地震の影響もあり北海道全体が大変だと思いますが、力を合わせて頑張ってください。さ

さやながら、ふるさと納税というかたちで力になれればと思います。

福岡県 心配しています。

岐阜県 地震等で大変ですが、頑張ってください

大阪府

この夏、北海道へ行きました。向日葵を見たいと思いましたが、残念ながら、スケジュー

ルの原因で寄りまあせんでした。美しい大地と感じました。またの機会に行きたいと思い

ます。

京都府 とても美味しいお米です^_^

群馬県
節電等大変だと思いますが、早く元気な町に戻れるよう願っております。美味しいお米が

届くのが楽しみです。

石川県 応援しています。

千葉県 復興に使ってください

千葉県 地震後の申し込みで、却って面倒でしたらすいません。いつも応援しています。

東京都 いつかひまわりを見に行ってみたいです！

滋賀県 僅かな額の寄附ですが、少しでもお役に立てれば嬉しく思います。

埼玉県
自然豊かな御町を応援致します。 今回の地震の影響が大変心配ですが、今後とも安心安

全な農作物の生産にご尽力ください。

東京都
ひまわりライスを何度かいただいていますが、とても美味しく家族皆気に入っています。

今回はメロンを申し込みますが、とても期待しています。

９月１５日

９月１６日



申込日 住所 町へのメッセージ

福島県
地震の影響で大変かと思います。 少しでもお役に立てればと思います。 2016にいただい

たもち米とおかきがおいしかったのでよろしくお願いいたします。

北海道
毎年ひまわり畑を見に行くのを楽しみにしています。 来年も楽しみにしていますので、

頑張ってください！

愛知県
毎年寄付してます。 依然見たヒマワリがとても綺麗で印象的でした。 北海道出身なの

で、応援しています。

神奈川県 北海道頑張って下さい

岐阜県 災害から早く普通の生活に戻られるようお祈り申し上げます。

長野県 毎年、美味しいお米をありがとう。

愛知県 ここのお米は最高です

北海道 北竜町、大好きです。 これからもずっと応援し続けます。

兵庫県 北海道大好きです～☺  ️地震がありましたが、頑張ってくださいね😉

茨城県 地震の被害はありましたか？ 皆様がお元気に過ごせるよう、祈っています。

兵庫県
震源地から少し離れていますが、それでも地震の影響は少なからずあったと思います。 

これからも美味しいものを作ってください。

神奈川県 ｶﾞﾝﾊﾞｯﾃｸﾀﾞｻｲ

埼玉県
いつも美味しいお米をありがとうございます。 地震の影響で大変だと思いますが、今年

も新米の季節 美味しいお米が届くのを楽しみにしております。

兵庫県 これからも応援させていただきます。

埼玉県 頑張ってください

福岡県
今回の北海道地震には胸が痛みます。何度か訪れたことがある北海道各地の情報が気なっ

ています。一日でも早く復興し皆様の日常が戻りますように祈っています。

東京都
今回の地震での影響は如何でしたでしょうか。 災害もさることながら、暑さ寒さにも負

けないでください。

東京都 頑張って下さい！

三重県 震災に負けずに頑張ってください。

東京都 応援しています、がんばってください

兵庫県 北海道全体での震災復興を祈念致します。

神奈川県 老人医療などにご活用下さい。

神奈川県
地震の影響はどうですか。いつも美味しいお米を送って下さる北竜町を遠方より応援して

います。

兵庫県 これからも頑張ってください。

埼玉県 地震からの復興を応援しています。

東京都 住みよい街づくり、頑張ってください！

兵庫県 地名初めて聞きましたが、メロン楽しみにしてます。

東京都 地震の被害は大丈夫でしたでしょうか。 少しですがお役に立てて下さい。

９月１６日

９月１７日



申込日 住所 町へのメッセージ

愛知県
今年は地震等色々と大変かと思います。これから寒くなりますが、皆様お体にはお気をつ

けて頑張って下さい。

大阪府 応援しています。頑張ってください。

長野県 頑張って下さい。

神奈川県 いつもおいしいお米ありがとうございます。

広島県 がんばってください

千葉県 震災時に北海道に居ました。これから寒くなりますが頑張って下さい。

愛知県 災害復興に役立ててください。

東京都 応援しています！

北海道 北竜町を応援しています。

東京都 町のますますの発展を応援します。

北海道 北竜町のみなさん応援しています。

神奈川県

今回初めて北竜町を知りましたが、ひまわりが素敵な町ですね。もうすぐ離乳食が始まる

娘に少しでも体に優しいお米を、、と探していました。こんなところでのびのび育児がで

きたら、と心から思います。ぜひ子どものために使用いただけますと幸いです。

神奈川県 また、ひまわりを見に行きたいです！

東京都 益々の発展を願っています。

東京都 災害からの1日も早い復興を陰ながらおうえんしています。

北海道
我が家のお米を北竜町にしてから3年目。我が家みんな大満足しています。これからも農

業をはじめとして町民の皆さんの暮らしがより豊かになりますことを願っております。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます。 これからも頑張ってください。

北海道
美味しいお米を毎年ありがとうございます。今年は台風や地震で大変な状況が続きます

が、頑張ってください。

東京都 がんばってください

東京都 いつも美味しくお米を頂いています。応援しています！

大阪府 地震、大変でしたね。早い復興を祈っています。

東京都 新米のこの時期になると・・・北竜町を考えます。

東京都
災害の影響は大丈夫でしょうか。 お世話になっているので、地震が起きた時にはすぐ心

配に なりました。

静岡県 地震に負けないで頑張ってください。

北海道 頑張って下さい。

北海道 これからも頑張ってください。

東京都 北海道頑張って下さい！応援しています。

東京都 美味しいお米をありがとうございます。 これからも頑張ってください。

東京都 地震や停電は落ち着きましたか？頑張ってください。

福岡県 北海道の地震復興を応援いたします。みなさん、頑張って下さい!

兵庫県 地震がありましたが、頑張ってください～☺️

９月１８日

９月１９日

９月２０日

９月１７日



申込日 住所 町へのメッセージ

神奈川県
身体にいいと聞いたのでこちらの玄米をいただいて、本当においしくてリピーターになり

ました！ これからも美味しいお米をよろしくお願いします！

広島県
地震は大丈夫ですか？ 北竜町のお米が大好きです。 これからも安全で美味しいお米を

作ってください！

愛知県 地震で大変かと思いますが復興に少しでもご協力できますように、頑張って下さい。

東京都 応援しています、頑張ってください。

沖縄県 これからも応援しています ！

東京都 感謝。応援しています。

兵庫県 この度の地震では大変なことでした。遠くからお見舞い申し上げます。

大阪府 少しですが、町のお役に立てればと思ってます。

兵庫県 地震による被害の有無はわかりませんが北海道全体でも助け合ってください

千葉県 いつか行ってみたいです。

東京都 震災の影響はありましたか？ 一日も早く生活の正常化を祈念しております。

東京都 頑張って下さい。

東京都 ひまわりの町作りを応援します。

東京都
地震は大丈夫でしたでしょうか？　影響がいかほどだったのかわかりかねておりますが、

皆様の暮らしがはやく元通りに戻るよう願っております。

北海道
低農薬米との事なのでふるさと納税をすることに決めました。１００００円でゆめぴりか

１０㎏は魅力的な商品です。これからも良い物を作って下さい。

北海道
初めて依頼するので届くのが楽しみです。 いつまでも健康につながる美味しいお米を

作って下さい。

兵庫県 頑張って下さい。

大阪府 おいしいお米を楽しみにしています☆

東京都 復興進みますように。

静岡県 応援しています。

東京都 美味しいお米をこれからも作ってください。安全なお米を届けてください。

東京都 微力ながらお役に立てればと思います

愛知県 北海道のひまわりは背丈が小さく、まるで菜の花畑のように可愛いですね。

北海道 いつも美味しいお米ありがとうございます。

北海道 札幌から応援します

神奈川県 このようなことでしか力になれませんが、これからも応援しています。

岡山県 がんばってください。

兵庫県 この時期に申し込むのは心苦しかったのですが、よろしくお願い致します。

大阪府 いつも美味しいお米を有難うございます。これからも楽しみにしています。

茨城県
地震のお見舞い申し上げます。 実りの秋を期待しています。 書類、お礼の品とも急ぎま

せん。

神奈川県 美味しいお米頑張って作ってください

９月２３日

９月２４日

９月２０日

９月２１日

９月２２日



申込日 住所 町へのメッセージ

北海道
こちらのお米の美味しさにすっかり惹かれました。 今後もおいしいお米を楽しみにして

おります。

島根県 自然災害に負けずに頑張ってください。

東京都
北海道は震災の影響で、まだまだ大変だと思います。 皆で助け合って、乗り切りましょ

う。

東京都 いつも応援しております！

埼玉県 災害に負けず頑張ってください

北海道
北竜といえば向日葵ですが、そのほかにも私が知らない産業があると思います。それらに

少しでもお役に立てればと思います。

京都府
北竜町のゆめぴりかは本当に美味しいです。 これからも美味しいお米を作り続けてくだ

さい。

神奈川県 美味しいお米を作って下さい。

東京都
地震の影響は大丈夫ですか？少ない寄付ですが、これからの町のご発展をお祈りしており

ます。

大阪府
子育てしやすく、医療や福祉も充実した、いろんな世代が住みやすい町になってもらえた

らと思います。

東京都 災害に負けないで頑張ってほしいです

福島県 皆さんの健康を願っています。

兵庫県 観光復興に頑張ってください。

埼玉県 頑張ってください

大阪府 美味しいお米作り！頑張ってください

埼玉県

ゆめぴりかのファンになりました。これまでに食べた中で、北竜町のゆめぴりかが最も美

味しいと感じています。これからもおいしいお米作りに励んで頂けたらと思います。応援

しています。

大阪府 いつもありがとうございます。 応援しています。

京都府
今年は北海道にとってとても大変な年になりましたが、少しばかりですが応援させていた

だきます。

東京都 災害に負けない街づくりを応援しています

東京都
北海道新ひだか町の出身です。北竜町のひまわり祭りに子どもの頃に遊びに行った思い出

があります。帰省の際にまたいつか遊びに行きたいと思っています。

埼玉県
以前送っていただいたお米も美味しかったです。これからも美味しいお米を作ってくださ

い。

東京都 頑張ってください

福岡県 いつも美味しく頂かかせてもらっています。

神奈川県 頑張ってください！

東京都
地震の被害はいかがでしょうか。またいつもの生活が一日も早く訪れます様にお祈りいた

します。

９月２４日

９月２５日

９月２６日



申込日 住所 町へのメッセージ
兵庫県 いつも美味しいお米をありがとうございます。 これからも応援しています！

静岡県 北竜町の益々の発展を祈ってます。

静岡県 がんばれ、北竜町！

長野県 医療環境の整備を頑張って下さい！

山口県 お役にたてるとうれしいです。 がんばってください。

秋田県 被害は、大丈夫でしたか

愛知県 毎年、北竜町のおいしいお米を楽しみにしてます。

千葉県 役立ててください

神奈川県 頑張ってください。

沖縄県 沖縄から応援しています。

東京都 北海道は、いろいろ大変でしたね。遠くからですが、応援しています。

茨城県

旭川までは、７月に旅行に行ったんですけど、北竜町まで足を延ばした事はありません。

地震は大丈夫だったのでしょうか？地震や豪雨など災害が後を絶ちませんが、防災に留意

して、益々の発展をお祈りいたします。

愛知県 北海道の地震の復興に少しでもお役立ていただけたら幸いです。

東京都 今年は、大変な年だと思いますが、応援させて頂きますので、頑張ってください！

神奈川県
毎年、もち米をお願いしています とても美味しいので、他は考えられないくらいです お

米がこれだけ美味しいからお水もキレイな所なんでしょうね いつか行ってみたいです

東京都 毎年おいしいお米を楽しみにしてます。

埼玉県 頑張ってください。毎年応援しています。

大阪府 災害で大変だと思いますが、頑張って下さい！

埼玉県 毎年おいしいお米をありがとうございます。たのしみにしています

大阪府 北海道地震のお見舞い申し上げます。

福岡県 遠い福岡から、ふるさと納税を通して町の特産等が知れた事、大変うれしく思います。

北海道 美味しいお米をいつもありがとう。

千葉県
地震の被害状況が気になっておりましたが、新米が収穫できるようで少しほっとしていま

す。北海道全体が元気になれるよう陰ながら応援させていただきます。

神奈川県
健康を考えて低農薬の農作物を作るという考えは素晴らしいと思います。手間暇かけて

作った農作物は美味しいに決まっています。頑張って下さい。

兵庫県 毎年楽しみにしています。がんばってください。

北海道 応援しています。

東京都 毎年、納税で応援しています。

三重県
今年実家に帰った際にひまわりを見に行きました。とても良い思い出になりました。素敵

なひまわりを咲かせ続けてください！

東京都 地震災害大変ですが頑張ってください

東京都 毎年美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県 子どもたちの教育発展を応援しています。

９月２９日

９月３０日

９月２６日

９月２７日

９月２８日



申込日 住所 町へのメッセージ
愛知県 北竜町のひまわりを見に行きたいです。

北海道
北竜のお米をいつも美味しくいただいてます。 今年は不作のようですが、これからも応

援しております。

東京都 美味しいお米とお餅を毎年楽しみにしています。

埼玉県 頑張って

兵庫県

いつも美味しいお米をお送りいただきまして、ありがとうございます。特別栽培なので安

心していただいてます。地震や台風の影響があるかと思いますので、ふるさと納税が何か

のお役に立てれば幸いです。

兵庫県
地震の直前に札幌に訪問していました。北竜町へは立ち寄っていませんが、北海道の復興

を心から願っています。

兵庫県 応援してます

福岡県 がんばれ

北海道 北竜町のヒマワリ大好きです。

愛知県 昨年に続き、お米をお願いします。 美味しいですね。

大阪府 いつも安心で美味しいお米をありがとうございます。

神奈川県 頑張ってください

栃木県 北海道ファイト！！

千葉県
何度もリピしています。 おぼろづき、美味しいお米ですね。しかも、低農薬で安心で

す。今後とも、頑張ってください。

北海道 いつも美味しいお米をありがとうございます．

神奈川県

今年も新米の時期ですね！我が家は、初めてこちらのゆめぴりかを食べて以来、北竜町の

ゆめぴりか一筋！他のご飯は食べていません。家族で北竜町のお米のファンです。農家の

皆様、自治体の皆様に感謝です。

神奈川県 北海道全体が今大変な時ですが頑張ってください。

東京都 美しい自然との共生を、これからも続けて頂きたいと思います。

東京都 天災などあり大変だと思いますが、応援しています

北海道 これからも応援します。

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。

東京都 北海道を応援しています。

大阪府 今年も応援させて頂きます。 美味しいお米有り難うございます。

兵庫県 がんばってください

東京都 北竜町のゆめぴりかは最高に美味しいです。

神奈川県 北海道に住んでいた身として応援してます

愛知県 町民に耳を傾けてご活用下さい 遠くから応援しております

９月３０日


