
【 ９月の応援メッセージ 】
東京都 少額ですが、ご活用ください
東京都 子育て支援にお使いください
京都府 福祉にお役立ていただければ幸いです。

北海道
私は、当別町出身でして、米農家をしていました。現在はダムで水没いたしました。  農

村地は過疎になりがちですが、美味しいお米を作り町起こしをして下さい。
大阪府 町をあげて、品質のよい食べ物をこれからも作っていって下さい。
静岡県 農業の振興を応援します。
愛知県 学生時代にお世話になった北海道を応援したく寄付させていただきます。

神奈川県 これからもおいしいお米を生産して下さい。

東京都
いつも美味しいお米をいただいています。お電話でお尋ねしても快く教えていただいて

感謝しております。寒さに向かいますので、職員の皆様お体大切になさってください。
愛知県 有効活用していただきましたら幸いです。

宮城県

こんにちは。 この度、初めてふるさと納税に申し込みをさせて頂きました。 北竜町のひ

まわり畑の素晴らしいですね！元気が出ます。 来年の夏は是非ひまわりを見に行ってみ

たいと思います。 北竜町の子供達がひまわりのようにすくすく元気に育ちますように！

広島県
北海道のお米が美味しいと聞きました。楽しみにしています。 北竜町のますますのご発

展をお祈りいたします。

神奈川県
以前訪れたことがあります。またひまわりを見てみたいですね。 少額ですが、町のお役

に立てていただければと思います。
大阪府 ひまわりの美しい自然にあふれた町に役立てください。
滋賀県 美味しいお米を沢山作って輸出して下さい。
三重県 まずは、最低金額からで始めます。
東京都 本当にお米が美味しくてリピートしてしまいました。

神奈川県 素敵なまちづくり応援しています。
福岡県 昨年もふるさと納税をしました。今後も北竜町を応援します。
岐阜県 頑張ってください‼

東京都

旭川出身者ですが、小さな町を応援したいと思い、 北海道の自治体を中心にふるさと納

税をさせて頂いております。 また来年もぜひ寄付金をさせて頂ければと思っておりま

す。

北海道 前回も大変おいしいお米をいただきました。ありがとうございます。
東京都 新米ゆめぴりか楽しみです！
大阪府 少しの金額ですが、お役に立てて頂ければと思います。
兵庫県 ひまわり事業頑張ってください

神奈川県 学生時代、毎年楽しみにひまわりを見に行ってました。また訪れたいです。
神奈川県 北海道を応援します
埼玉県 是非訪れたいと思います！！
北海道 僅かな納税ですが、住民のためにご活用頂けますと幸いです。
大阪府 配達希望日は２０１６年１月下旬が希望です。

9月5日 愛知県 地域の特産品を生かして街の活性化に役立ててください

東京都

昨年、北竜町のゆめぴりかを初めていただきましたが、今まで食べたお米の中で一番おい

しかったです！！ 近所でもゆめぴりかを買うことはできますが、北竜町のゆめぴりかが

ダントツでおいしいです。

東京都 おいしいお米を作ってください。
埼玉県 がんばってください

9月6日 神奈川県 新米が届くのを楽しみにしています。
京都府 おいしいお米をありがとうございます。
東京都 お米とても楽しみにしております。
東京都 美味しい特産品の生産頑張ってください。

京都府
一度食べてみたかった「ゆめぴりか」を探していたところ、北竜町を知るこができまし

た。一度訪れてみたいです。

東京都

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。 昨年、北竜町のゆめぴりかを食べてとても美味でしたので応募させていただきま

した！

9月1日

9月4日

9月3日

9月2日



静岡県 お米楽しみです。
神奈川県 ひまわりの里、来年は是非行ってみたいです。
奈良県 頑張ってください。
大阪府 これからも農薬の少ない美味しいお米を作ってください。

東京都
父が幼少期を過ごした北海道に寄付をしたいと思い、選ばせていただきました。更なるご

発展を願っております。
東京都 これからも安全な農業への取り組み頑張ってください

北海道
札幌から稚内へ自家用車で帰省する途中、北竜町の雰囲気が大好きで、いつも寄らせてい

ただいています。

熊本県
子育てする身として子供の遊ぶ場所を充実させてあげて下さい。 家では狭くて元気を発

散させるのが難しいので。
神奈川県 新米楽しみにしています。
埼玉県 北海道を応援します。日本の食糧基地として頑張ってほしいです。

愛知県
ひまわり、頑張って毎年咲かせてください。とても素晴らしい光景をありがとうござい

ます。

大阪府
いつもおいしいお米を生産してください。生活基盤がしっかりしたら、若い人たちもが

んばれます。
東京都 これからも美味しくて安全なものを作り続けてください。
兵庫県 おいしくて安全なお米をたくさん作ってください

愛知県
ふるさと納税で初めて町の事を知りました。ひまわりの里いつか伺いたいです。地域の

活性化・クリーンな日本の農作物を作り続けて下さい。微力ながら応援しております。
東京都 農業振興に使って下さい
愛知県 ひまわり畑がとても素敵でした。ぜひまた行きたいと思っています。

埼玉県

昨年「ゆめぴりか」の名前にひかれてふるさと納税をしました。送って頂いた新米はとて

もおいしくて、また特別栽培米ということを知り、ファンになりました。おいしくて安全

なお米を作り続けてください。
9月8日 北海道 いつかひまわりの美しい時期に訪れてみたいと思っています。

北海道 美味しいお米期待しています‼お仕事頑張って下さい‼
新潟県 町民が豊かになるように期待しています
大阪府 ゆめぴりか大変おいしいです。
北海道 ひまわりが大好きです！

東京都
美味しいお米を楽しみにしています。北海道を訪れた際には是非立ち寄りたいと思いま

す。

東京都

本年度三度目の寄付になります。 10月1日から１６日まで留守しますのでその期間にお礼

の品の発送がないように調整願います。 7月22日に申し込みのゆめぴりか5kg×2に関して

も、１６日以降の配送を願います。

茨城県 ひまわり、是非見に行きたいと思います。

東京都
今は離れていますが、北海道出身です。北竜町の美しい風景ときれいな空気、思い出しま

す。次の世代にも末永く保っていただきたいです。応援しています。
9月10日

沖縄県
遠い北海道の地で頑張ってる人たちがいることを思うと、自分も頑張ろうと思います。

今後も末永く、おいしいお米はじめ地域の副産物を楽しみにしております。
北海道 できれば高齢者ではなく、子育て支援事業に使ってください。

北海道

前回頂いた「おぼろづき」は26年度産なのに、みずみずしくまるで新米のようでした。保

存技術が優れているんですね。 今回、お願いする27年度産ゆめぴりかに期待が膨らみま

す。

東京都 盛り上げてください

神奈川県
北海道にスキーに行ってゆめぴりかが大好きになりました。買うお米は殆どゆめぴりかで

す。
愛知県 今後も安全で美味しいお米を作ってください

東京都

ゆえぴりかがもらえる自治体を探していて、たまたま貴町のことを知りました。北海道

の夏といえば、富良野のラベンダーが有名ですが、 貴町にもひまわりが咲いているので

すね。 小さな自治体にとっては、今後の行政運営が増々大変になる時代です。 がんばっ

てください。 そして、安全で安心な農作物の育成に期待しています。
9月11日 埼玉県 ひまわりの維持お願いします。

9月9日

9月7日



青森県 ゆめぴりかのお米は本当に美味しいですよね。楽しみにしております。

神奈川県
北竜町には行ったことがありませんが、北海道は大好きなのでいつか訪れてみたいと思い

ます。 これからの北竜町のご発展を心よりお祈り申し上げます。
愛知県 誇れる日本の農業頑張ってください！応援しています！

神奈川県 北海道のゆめぴりか大好きです！おいしいお米作りがんばってください！！

東京都
ゆめぴりかを食べてみたいと応募しました。これからも美味しいお米を作って下さい。来

月北海道に旅行に行きます。
埼玉県 ひまわりを見に行きたいです！
千葉県 いつもお世話になっております。  地域振興・教育・伝統継承のため  活用お願いします。

福井県
以前納税した時のゆめぴりかのお米、とっても美味しかったです☆ ありがとうございま

す☆

北海道
友達の家族が住んでいます。毎年バイクで遊びに行ってますが、ひまわりが綺麗で感動

してます。  少しの寄付ですが、町民の為に使ってください。

千葉県
仕事の出張で、毎月北海道にお邪魔しております。ご当地の食べ物はいつも本当に美味

しくて感激しています。
大阪府 これからも、すばらしい町でありますように頑張ってください。
三重県 これからも安全・安心なお米を作ってください。
東京都 頑張ってください。
宮城県 頑張って下さい
東京都 子供たちの未来のため，頑張ってください！

9月13日 愛知県 美味しいお米をいつまでもお願い致します

神奈川県
初めまして、栗家と申します。 北竜町にはお邪魔した事は無いのですが、今回の納税で安全で安

心な 農作物を作っていただきたいと思っています！
愛知県 応援します。頑張ってください。
東京都 26年産をいただき、美味しかったので、新米も楽しみにしています。

埼玉県
前からゆめぴりかを食べたいと思っていましたが、他の米と比べて高級感があったため食べそび
れていました。北竜町という地名は ふるさとチョイスで初めて知りました。 来年も利用しようと思い
ます。

東京都 ゆめぴりかとメロン楽しみにしています。ひまわりも一度見に行ってみたいです。

広島県
今年もおいしいお米を楽しみにしています。ふるさと納税に興味を持って初めて北竜町

のことを知りました。少額ですが有効活用してください。
北海道 お米、楽しみにしています。
千葉県 ひまわりがとてもキレイで素敵な町なので応援しています！
東京都 町の発展のため有意義に活用してください。特産品楽しみにしています。

大阪府
先月（8月）に送ってもらったメロンがとても美味しく家族からも好評だったので又、来

年にも期待して寄付しました。
9月15日

大阪府

一昨年のふるさと納税でのお礼の品が今年届きました。 忘れておりましたので、届いた

ときはびっくり！ 箱を開けてさらにびっくり！ 大きなひまわりメロンが３玉入っており

ました。 本当に美味しかったです。食べ終わった時来年も食べたいと思い ＨＰを見ると

受付終了と書かれていました。がっかりしていたのですが、やったあ！！受付復活(^^♪
即申し込みました。来年は一人暮らしの娘の所にも１箱お願いしました。来年も忘れて頃

に、やってくるプレゼント楽しみにしております。ありがとうございます。

北海道 ひまわりの里の名前にぴったりな大規模なひまわり迷路素晴らしかったです
東京都 応援しています
福岡県 安全でおいしいお米，農作物を作り続けて下さい。よろしくお願いします。

愛知県
お米を始め、子や孫にも安心して食べさせることができる農産物の生産に力を入れておら

れる貴町に取り組みに賛同します。
大阪府 お米楽しみにしています。

愛知県
初めて寄附させて頂きます。北海道は今まで一度だけ訪れたことがあります。これを機

会にもっと知れたらと思います。
神奈川県 北海道出身なので応援しています。

北海道
北竜のななつぼしのファンです。これからもおいしいお米をお願いいたします。（メッ

セージを公開してもかまいませんが、匿名希望です）

9月16日

9月14日

9月12日



沖縄県

美味しい農作物の多い北海道に寄付したいと思い、今後寒くなる北竜町に頑張ってほしく

て寄付したいなと思いました。ゆめぴりかの大ファンです。今後の活躍にも期待していま

す♪

東京都 これからもおいしいお米を作ってください。
愛知県 がんばってください。前回頂いたゆめぴりかがとても美味しかったです。

9月17日

東京都

妻の実家のお墓が雨竜にあり、毎年墓参りの後は北竜町のひまわり畑に寄っていたそうで

す。美しいひまわり畑がこれからも維持されますように願っています。 そしてこの夏、

北海道に帰省した際に妻の実家で北竜町のお米を初めて頂き、その美味しさに感動しまし

た。 ひまわりもお米も世界に誇れる特産品だと思います。これからも北竜町の発展を願

い、是非寄付をさせていただきます。
大阪府 今後の発展をお祈り致します。
大阪府 お米の食べ比べ、楽しみにしています。
兵庫県 特産品を楽しみにしています！

北海道

米農家出身でもあり、米農家の皆さんに頑張っていただきたい。  また、ゆめぴりかなど全国に出し

てもひけを取らない、とても美味  しいお米が生産されとてもうれしいです。  これからも美味しいお

米を沢山生産して下さい。若い人達が町に残り農業の後継者になる魅力のある町つくり、環境  を
作って下さい。

大阪府 地域から日本を活性化していきましょう！！

大阪府
ひまわりまつりに行ったことがあります。自然豊かな村に感動しました。 また訪れたい

ところです。
東京都 寄附３度目ですが、田からもちは初めてです。期待してます。
東京都 これからも美味しいお米の生産を続けてほしいと願っています。
大阪府 町が発展しますように
大阪府 がんばってください

東京都
北海道は家族皆大好きで、ここ数年毎年訪れています。北竜町にも是非行ってみたいで

す。
愛知県 新米のゆめぴりか、楽しみにしております。
北海道 ひまわり、とても綺麗でした。

9月19日
東京都

将来を担うこどもたちのため、また町に役立つことだけでなく、日本のためになることに

使っていただきたいと思います。
東京都  北海道への寄付は初めてになりますが、今後も気に留めておきたいと思います。

神奈川県 美味しいゆめぴりかが出来るような町の農業を守って下さい。
東京都 今回初めて申し込みをいたします。よろしくおお願いいたします。
東京都 人口が減っているようですが、是非、町興しに頑張って下さい。

千葉県
問い合わせに関して、親切にご対応いただきましてありがとうございました。寄付金は少

額ですが有効にお使い下さい。
千葉県 地域振興に頑張ってください。
北海道 美味しいお米楽しみにしています
千葉県 北竜町のひまわり畑に以前行き、感動しました。今度は家族を連れて行きたいです！
埼玉県 是非、町の魅力を発信していってください！
愛知県 町の発展に貢献したいと思います。頑張ってください。
愛知県 北竜町の発展を祈念しております。頑張ってください。
愛知県 少額ですが、より良い町づくりにお役立てください。

兵庫県
20年程前新婚旅行の際一度立ち寄らせて頂いたことがあります。元気な町にして下さるよ

う願ってます。
東京都 日本の農業のため頑張ってください。

神奈川県 これから寒くなりますが頑張ってください
神奈川県 いつかひまわりを見に行きたいです！
大阪府 これからもずっと美味しいお米を作ってください。

愛知県
北海道出身です。 おぼろづきが好きなのですが、愛知県ではなかなか入手できないの

で、うれしい特典です。子育て支援に活用頂けると幸いです。
東京都 町のお役にたてればよいです。
千葉県 応援しています！
東京都 北海道出身です。美味しいお米、これからも作ってください。
東京都 子育て支援と高齢者支援に寄付金を使ってもらえればと思います

9月21日

9月20日

9月18日



埼玉県 おいしいお米が届くのを心待ちにしております。
茨城県 自然豊かな町をいつまでも維持して下さい。
北海道 安全でおいしいお米を頑張って作ってください。

北海道
ひまわりの里は毎年訪れてます。子供たちも迷路やトラクターに乗るのを楽しみにしてい

ます。
神奈川県 また北海道に旅行行った時は、ぜひ訪れたいと思っています。
長野県 これからも、安全安心の農作物の生産を応援しております。

栃木県

大変な手間暇をかけて頑張っておられると思いますが、これからも「北竜ひまわりライ

ス」のような安全・安心で、本当に美味しいお米作りを、町民の皆さまにぜひお願いいた

します。
千葉県 これからも魅力的な町づくりを続けてください。

山梨県
北海道にも北竜町にも住んだことはありませんが、すこしでもお役に立てればうれしいで

す。
神奈川県 美味しいメロン 楽しみにしています。

大阪府

北海道は何度も旅行したことがあるのですが北竜町の存在はふるさと納税で初めて知り

ました。 ひまわりの里、見てみたいですが何分北海道旅行の メインにするには少しイン

パクトが弱いと思います。  例えば同じ時期にマラソンなどを行い各地から招いて 自然を

感じてもらうなんてのはどうでしょうか？  丹波篠山マラソンみたいに温かい街が伝わる

かもしれませんよ
神奈川県 発展を祈念いたします。

神奈川県
納豆好きなので、届くのを楽しみにしております。合わせてお願いしたゆめぴりかと一

緒に食べたいです
北海道 たくさんの観光客が訪れる魅力的な町にしてください。
東京都 町の発展をお祈りしております。

愛知県

北海道、いつか遊びに行きたいのですが子供が小さいため断念しております。せめて、お

いしい北海道産を食べて、旅行気分を楽しみたいと思います！！楽しみにしておりま

す！！
大阪府 写真のメロンが美味しそうだったので申し込みました。
東京都 ゆめぴりか大好きです！

千葉県

ひまわり畑の迷路に行ってから１０年位経つと思います。子供達も大きくなりましたが、

楽しい思い出として残っていると思います。いつまでも、ひまわり畑がいつまでも楽しい

場所で有って欲しいです。その為にも、町が元気でなげれば。
北海道 ひまわり毎年楽しみにしてます

9月22日 愛知県 男の子4兄弟の我が家、白米大好き！安心で、おいしいお米を楽しみにしています。
北海道 現在は親戚はいませんが、子供の頃、夏休みには必ず行っていました。応援しています。
大阪府 大阪から応援しています。
愛知県 応援しています。頑張ってください。
埼玉県 おいしい農産物をどんどん作ってアピールしてください。

東京都
北竜町は一度車で通った事があります。ふるさと納税したお金が、子育てに役に立てば嬉

しいです。
東京都 メロン作り頑張って！

埼玉県
ゆめぴりかを毎日食卓にて食べております。町が発展して、美味しい食材が全国に発信さ

れ続ける事を祈っております。
神奈川県 農業の発展を期待します。
東京都 わずかですが、お役にたてればと思います。少子化対策には、少なすぎますね。
千葉県 有意義に活用ください。

兵庫県
ホームページを拝見いたしました。とても紹介上手で楽しいと感じました。それなのに、わざわざ見
に行かないと見れないというのはもったいない気がします。もっと全国的にアピールしてたとえば
「ひまわり」などと検索したら上位で出てくるようになれば、と思いました。

9月23日 埼玉県 おいしいお米をこれからもお願いします。
東京都 おいしいお米を作ってください。
静岡県 北海道は自然豊かで大変好きな地域です。頑張ってください
東京都 農業推進がんばってください
福岡県 よいコメを作ってください
東京都 農業の活性化と自然の維持に尽力してください。



9月24日

京都府

生まれ育った北海道を、遠くから応援しています。北竜町には、大学生の時にひまわりを

見に訪れました。食の安全に力を入れた農業を推進していると知り、ぜひ継続してほしい

との願いを込めて寄付を決めました。道産子の身内びいきかもしれませんが、ゆめぴりか

は日本一おいしいお米だと思っています。これからもがんばってください！
東京都 特産品宜しくお願いします。
大阪府 北海道北竜町の福祉・子育て支援事業を応援します。
静岡県 ぜひ頑張って下さい。

神奈川県 去年も田から餅をいただきました。 とてもおいしかったので、今年も応援させていただきます。
京都府 頑張ってください
東京都 北海道の発展を願っております。

大阪府
日本は食に対する安心・安全が薄れています。おいしく安心して食べられる農産物を作っ

てください。
愛知県 応援してます。
大阪府 応援しています！頑張って下さい。

神奈川県 いつか、訪れてみたいと思います。
大阪府 応援しています。頑張って下さい！

神奈川県 美味しいお米をこれからも生産願います。
愛知県 お米おいしいです
埼玉県 すごく好きな北海道を住みやすい街にしてください。
北海道 　いつまでも、優しい人の居る町であってください。
東京都 北竜町応援しています！
熊本県 北海道の市町村を応援しています。今後とも宜しくお願い致します。

神奈川県 子育て支援事業に役立ててください。
愛知県 少しでもお役に立てればと思います。
兵庫県 応援しています！
東京都 ひまわり畑がすばらしかった。大変でしょうが、この景観を保って下さい。

神奈川県 ひまわりの里、一度行ってみたいです！
北海道 前回頂いたお米美味しく頂戴しました。
東京都 貴町の、ますますのご発展を、お祈り致します。
愛知県 場所を調べてみました。いつか観光してみたいです。
北海道 ひまわりきれいでした。
長野県 この寄付が北竜町の皆様のお役に立てる事を切に願っております。

神奈川県 大自然の中での安心安全な農業を支援します。
大阪府 美味しそうなメロンやお米。一度訪れたいです。
大阪府 初めて寄附させていただきます。ささやかですが有意義に使って頂ければ幸いです。
東京都 ２回目です。お米とても美味しいです。

東京都

北海道は一度行っただけですが、おいしい野菜や果物をたくさんいただいた思い出があり

ます。 北海道でこれからもおいしくて安全な食品を作ってください。メロン、楽しみに

しています。

兵庫県
以前ひまわり畑を訪れたことがあり、とてもすがすがしい気持ちになりました。またぜひ

訪れたいと思います。北海道の土地の恵みを堪能できるのが楽しみです。
東京都 低農薬で安全安心な農作物の生産をこれからも推進して下さい。 伊藤＠町田

9月27日 北海道 地方の活性化は重要。そのための一助になれば良い。
神奈川県 日本の安全な農業の発展を応援したいと思って寄付しようと思いました。

北海道
北海道の美味しくて安全な農産物を購入することが生活の楽しみです。今後も安全な作物

を提供して欲しいです。宜しくお願いします。
岐阜県 これからも、おいしいお米を作ってください。

神奈川県
有名処のお米数種と食べ比べましたが、北竜町のお米が我が家では人気No.1でした。これ

からも美味しいお米を作り続けてください。
東京都 ゆめぴりかおいしいお米と思いますので今後も続けて下さい。
静岡県 来年、北海道旅行を予定しておりひまわりの里も訪れてみたいと思います。
東京都 来年は北竜町のひまわり畑を見に行くことを楽しみにしています。
大阪府 美味しいお米をいつまでもお願い致します

9月25日

9月26日



宮城県

PCで北竜町を拝見していただきました。とても緑が一杯の町という印象でした。こんなす

てきな所のお米を食べたくなり応募させて頂きました。とても楽しみです。 寄付金は町

長様にお任せいたします。町の困っている所に使って頂ければ幸いです。

東京都

担当者様  はじめまして。町のホームページがかわいかったのでここに寄付しようと思い

ました。 農業振興に使っていただきたいと希望しましたが農業後継者育成をお願いした

いので子供の育成のために使っていただきたくお願いいたします。 微力ですが応援して

おります。  原島

北海道
毎年向日葵を見に行っています。より良い北竜町の発展を期待してします。  メッセージ

は名前が非公表ならＯＫです。

北海道
何度かひまわりを見に行った事があります。とても素晴らしいひまわりだと思いますの

で、今後も維持してほしいと思います。
愛知県 自然を守ってください
東京都 お米作り頑張ってください！
千葉県 これからも自然に恵まれた風景とおいしいものを大切にしてください。
北海道 ひまわりをまたきれいに咲かせてください

9月29日 大阪府 金額が少ないのでごめんなさい。
福岡県 これからも日本の農業と高齢者を守ってください！がんばってください！
千葉県 北海道のお米食べてみたかったです。
東京都 これからも町の魅力を発信し続けてください。

9月30日 和歌山県 自然豊かな町をどうぞ大切にしてください。
千葉県 初めての「ふるさと納税」です。・・・今後ともよろしくお願い 致します。
東京都 いつか訪れたいです。それまで素敵な町を想像して楽しみにしています。
京都府 これからも本物志向のこだわりの物産品を作ってください。
岡山県 初めてのおぼろづきを楽しみにしています。
東京都 北海道が大好きです。少額ではありますが、町の為にお役立ていただけると幸いです。

愛知県
ふるさと納税も初めてです。これから北竜町も関心が持てると思います。頑張ってくださ

い。

9月28日


