
平成２９年度ふるさと納税　応援メッセージ

9月29日
アイスが美味しくて2年連続の申し込みです。 豊富町に一度 訪れてみた
いです！

千葉県

9月29日 自然豊かなまちをこれからも大切にしてください 沖縄県

9月28日 子育てに最適な町の為に役立ててください。 大阪府

9月28日 酪農業頑張ってください 千葉県

9月28日 これからもおいしい食べ物を日本中に届けて下さい！！ 埼玉県

9月28日

転勤で札幌にいたときは　セコマ（コンビニ）の牛乳よく買いました。 スッ
キリした飲みやすい牛乳で　新鮮で　しかもいつも安くてお得だったんで
すよね。 転勤族から見た　北海道庶民の一品だと思います。 　 とっても
懐かしくて　またこんな形で味わう事ができるなんて　便利ですね。

大阪府

9月28日
正直、返礼品が魅力的で寄付を決めました。 でもこれが豊富町を知り、
調べるきっかけになりました。自然豊かで住民の暮らしが富むよい町づく
りを応援します。そして魅力的な商品を作る産業の発展を願います。

群馬県

9月27日 より良い街づくりが出来る様願っています。 東京都

9月26日 温泉行ってみたいです。チーズ楽しみにしています！ 東京都

9月25日
特産品がどれもおいしそうで迷ってしまいます。 これからもどうぞ頑張っ
てください。

福岡県

9月24日 今回の寄付金が地場産業振興に微力ながらお役に立てれば幸いです。 千葉県

9月24日 日本のチーズづくりを応援します。 東京都

9月24日
毎年、アトピーフォーラムin豊富、充実していますね。 今後も応援したい
と思います。

千葉県

9月23日 子育て応援しています。 千葉県

9月21日 よりよい街づくりに頑張って下さい。 滋賀県

9月21日 頑張ってください！ 東京都
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9月21日
ふるさと納税で初めて豊富町を知りました。素晴らしい温泉があるそうで
機会があれば行ってみたいです。アイスクリーム楽しみにしています。頑
張ってください。

広島県

9月19日 チーズ楽しみにしてます！ 新潟県

9月19日 一度訪れたい町です 兵庫県

9月18日 少子化のなか、教育の充実を願います 埼玉県

9月18日 これからも頑張ってください‼ 福岡県

9月18日
おいしい牛乳を生産してくれてありがとうございます。楽しみに待ってい
ます。

北海道

9月18日
ふるさとチョイス感謝祭で貴町を知りました。豊かな自然の中で酪農の振
興を図って下さい。

東京都

9月18日
昨年初めてふるさと納税を利用して豊富町に納税し、町のことを知る良
い機会になりました。今年も楽しみにしております。

東京都

9月17日
今回寄付するにあたり、こんなに魅力いっぱいの町があったと初めて知り
ました。北海道に行ったらぜひ豊富町に立ち寄りたいです。応援してい
ます。

香川県

9月17日 実家が近所です。酪農家には、きびしい情勢ですが、応援しています。 千葉県

9月17日
4年連続で行っていた北海道。今年は北海道に行けなかったので来年
は行きます。 大自然と食べ物がおいしいので大好きです。

神奈川県

9月17日

当地数回訪れてます。他には類の無い温泉、いいですねー 自転車でも
数回はしりました、休憩出来る施設や軽く食事の 出来るカフェ等あれば
よいですね、、、、、 ただ、最近訪れていないので出来ているかもしれま
せんね。 この地域 のため頑張ってください。

神奈川県

9月17日 北海道アイス今回3回目です とても美味しいので楽しみにしています 京都府

9月16日 頑張ってください 東京都

9月16日 頑張ってください 三重県

9月15日
豊富のアイスが大好きです。 冷凍庫が寂しくなると申し込んでいます。 
これからも頑張ってください。応援しています。

静岡県

9月14日 頑張ってください！！ 岐阜県
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9月14日
先日豊富町にふるさと納税したばかりなのに カタラーナがとても美味しそ
うなので 再度納税します。 町の振興に役立ててくだされば幸いです。 
微力ですが応援しています。

群馬県

9月13日
おいしいソフトアイスを楽しみにしております。 なかなか北海道へ旅行に
は行けていませんが、ふるさと納税が地域振興の一助になれば幸いで
す。

愛知県

9月12日 豊富町の将来を担う世代へのサポートとしてご活用ください。 愛知県

9月12日
北海道は何度か旅行してますが、豊富町にはお邪魔したことがありませ
ん。いつかお邪魔出来たら嬉しいです。頑張って町を盛り上げて下さ
い！

埼玉県

9月12日
地域のために何かお手伝いできたらと思い、ふるさと納税に協力してみ
ました。どうか地域のために頑張ってください。応援しています。

福井県

9月10日 一度でいいから、行ってみたいです！ 愛知県

9月9日
子育て支援・少子化対策に使用された実績が掲載されていたので、貴町
に寄付をすることを決めました。 わずかな寄付金ですが、必ず親子のた
めに使用していただくようお願いいたします。

東京都

9月9日 微力ですが、貴町を応援します。 東京都

9月9日
サロベツ湿原の星空素晴らしいですね。 いつか訪れてみたいと思いま
す。 微力ですが応援しています。

群馬県

9月7日 これからもおいしいものを作ってください。 神奈川県

9月7日 応援しています。がんばってください。 愛媛県

9月5日
ソフトクリームがとっても美味しそうで 寄付の協力をさせて頂きました。 地
域活性の為、微々たる寄付ですが有効に使っていただけると 幸いです。 
これからも頑張って下さい。

神奈川県

9月5日 地域発展のため頑張ってください。 山口県

9月4日 地域活性がんばってください！ 東京都

9月4日 サロベツ原野の景色が好きです。 北海道

9月3日
素敵な名前の街で目が止まり調べてみると小さな町ですが最北端の温
泉など応援したくなりました。

千葉県

9月3日 頑張ってください。 宮城県
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9月3日
ビックサイトのふるさとチョイスのイベントで大変おいしいアイスクリームを
頂戴しました。こうした機会がないと、私も豊富町のことがわかりませんで
した。  頑張って下さい

東京都

9月2日 大感謝祭に行きました 東京都

9月2日 知人がいます。応援します。 神奈川県

8月31日

乳製品以外にも、特色ある温泉があるのですね。 家族全員温泉大好き
ですし、アレルギー体質なので、アレルギーに良いとされる温泉に、非常
に興味を持ちました。旅行先の候補で考えています。今後の旅を決める
参考にもなると思い、ふるさと納税先に決めました。アイスクリーム楽しみ
にしてます

埼玉県

8月29日

この夏豊富町を訪れて、とってもいい旅になりました。温泉と大自然もす
ばらしかったですし、カタラーナも牛乳も美味しかった。一番良かったの
は、町の人と、湯治に来られた方々のやさしさに触れられたことです。豊
富町がこれからも素敵な町でありますように。

静岡県

8月28日
北海道が大好きです。豊富町は訪れたことがないのですが、機会があれ
ば、ぜひ訪れたいです。応援しています。

大阪府

8月27日 何度か寄付しています。より良い町づくりに役立ててください！ 東京都

8月27日 北海道応援しています！！ 東京都

8月27日 ささやかですが、応援させていただきます。 大阪府

8月27日 昨年に引き続き応援します。 東京都

8月25日 頑張って！ 大阪府

8月25日 アイスクリーム楽しみにしています！！(^o^)/ 岡山県

8月24日 もっと、盛り上がって欲しいと思います。 北海道

8月22日
日本の最北部、利尻島や礼文島等と合わせて遊びに行きたいと願って
います。

東京都

8月22日
素晴らしい温泉水をこれからもアピールしていかれて、更なる地域の活
性化に役立ててください。

東京都

8月21日 頑張ってください。 東京都

8月20日
自然が豊かで美味しいものがあって、素敵なところですね。 ぜひ近いう
ちに訪れてみたいです＾＾

神奈川県
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8月20日 温泉大好きです。いつか訪問したいです。 東京都

8月19日 応援しています。 広島県

8月19日 少しでも豊富町の事を知ることができたら嬉しいです。 東京都

8月19日
豊かな自然と美味しい農作物を日本中のみならず世界中に広げてくださ
い。

長野県

8月17日
美味しいものは大好きです。 美味しい物を作るのには大変な努力と協力
が必要かと思われます。 これからも頑張って作り続けて下さい。

神奈川県

8月17日 自然豊かな豊富町を応援しています！ 埼玉県

8月15日 がんばれ　アイス楽しみです 北海道

8月15日

稚内空港から豊富温泉までの交通手段を検討ください。 レンタカー以外
では不便です。豊富温泉から飛行便に合わせた共同運行バス等を出す
などの方法を検討してください。 また、豊富温泉から豊富駅までの公共
交通も不便です。 産業振興のためには交通インフラの整備が必要で
す。 豊富温泉のホテル宿泊業者を意見調整を行い、共倒れにならない
ように指導性を発揮することが、行政（豊富町役場）の仕事と考えておりま
す。 よろしくお願いいたします。

東京都

8月13日 がんばってください 東京都

8月12日 地域活性化に応援します。 大阪府

8月11日
　アトピー性皮膚炎に効くとの事で、いずれは訪れてみたいと考えていま
す。

北海道

8月10日 豊富町の障がいのある方たちへの一助となれば幸いです 栃木県

8月9日 日本の発展は地方から、地方の活性化を応援しております！ 千葉県

8月9日 これからも美味しい乳製品を作り続けてください。 東京都

8月8日 頑張って！ 東京都

8月8日 いつか豊富温泉に入ってみたいです！ 東京都

8月6日 はじめての申し込みです。よろしく。 大阪府
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8月6日 ふるさと納税により、多くの人が訪れ、活性化されますように 神奈川県

8月5日 頑張ってください。 愛知県

8月4日 ジビエがもっと一般にも浸透しますよう、 がんばってください 神奈川県

8月4日
初めてのふるさと納税です。 大した額ではありませんが、役立てて頂け
れば幸いです。

東京都

8月1日
サロベツ原野が笹だらけになっていたので、少しでも昔の状態に戻して
もらいたい。

東京都

8月1日 頑張れ日本の酪農業。 東京都

8月1日 ソフトクリーム楽しみにしています。 大阪府
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