
平成２９年度ふるさと納税　応援メッセージ

7月31日
寒さに負けず美味しいアイスクリーム作って下さい。楽しみに待っていま
す。

富山県

7月30日

昨年、初めての寄付金でアイスクリームをいただき、とても美味しかった
ので、今年も寄付させていただくことにしました。 このおいしいアイスク
リームができる環境を維持するために、微力ながらお手伝いできれば幸
いです。

東京都

7月30日 本来なら現地に観光に行きたいのですが、ふるさと納税で協力します！ 神奈川県

7月30日 地域発展の為に頑張って下さい。 東京都

7月30日 豊富町のご発展をお祈り申し上げます。 神奈川県

7月30日 温泉に興味深々です。いつか訪れてみたいと思います。 富山県

7月27日

昨年初めてふるさと納税をした際に、悩みに悩んで選んだ納税先の1つ
がとよとみでした。 とても対応が丁寧で、特産品のアイスも驚くほど美味
しく、皆にもおすすめするとともに、今年も選ばせて貰いました！ 心より
応援しています。

大阪府

7月27日
3か月連続で届くということで今からとても楽しみです。これからもよろしく
お願いたします。

茨城県

7月27日 わずかな金額ですが御町のためにお使い下さい。 滋賀県

7月26日
特産品、ポイント制度が魅力的で寄付先に決めました。届くのを楽しみに
しています！

東京都

7月24日 頑張ってください！応援しています 岡山県

7月22日
北海道大好きだけど、まだ豊富町には行けていないので、必ず行きたい
です！ その日まで家で温泉楽しみます☆

大阪府

7月22日
以前稚内から札幌へ行く時に通過したことがあったようです。そのときは
気付きませんでしたが、今になり、地図を確認して、気付きました。

愛知県

7月21日 いつか行ってみたいです。 北海道

7月21日
アトピー性皮膚炎の会で訪れました。旅館の女将さんはお元気でしょう
か。

大阪府

7月17日 豊富町のこれからの益々のご発展をお祈りいたします。 鹿児島県
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7月17日 頑張ってください！ 宮城県

7月17日
豊富町の豊かな自然から作られたソフトクリームを楽しみにしています。 
この夏は北海道でも猛暑のようですね。 酪農、農業など屋外での作業の
方はお体に気をつけてください。

東京都

7月16日 頑張って 愛媛県

7月16日
酪農業は厳しくて大変でしょうが頑張ってください。 食べることで応援し
ます。

北海道

7月16日 頑張ってください。 東京都

7月15日 頑張って下さい 茨城県

7月15日 応援しています。 京都府

7月14日 御発展をお祈り申し上げます。 三重県

7月13日
なかなか北海道に行くのは難しいのですが　ふるさと納税を通じて豊富
町の名産を知ることができました。また、おいしいアイスを作ってください
ね。応援しています

富山県

7月12日
広い北海道、学生のころ、礼文島に行きました。素晴らしい自然の中を
歩きました。 ますますの繁栄を応援しています。

神奈川県

7月11日
以前近くの中川町に住んでいました。豊富牛乳を毎日飲んでいました。
これからも、美味しい牛乳を作ってください。

北海道

7月11日 豊富町の産業が活性化し、若者が集まる町になるよう期待しています。 兵庫県

7月11日
北海道には家内はまだいったことがなく、一度は行ってみたいと言ってい
ます。明るく澄みやすい街づくりを頑張ってください。

神奈川県

7月10日
昨年も王様のジンギスカン頂きました。とても美味しかったので、今年は
寄付を増やしました。頑張ってください。

神奈川県

7月10日 少額ですが豊富町のために役立てて下さい。 愛知県

7月9日 北海道の酪農事業の発展をお祈りします。 東京都

7月9日 少しでも北海道の力になれれば幸いです。 神奈川県

7月8日 微力ではございますが、豊富町の発展を応援します。 東京都
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7月8日
家族が北海道に住むようになり何度か訪れ、まったく縁のなかった北海
道を身近に感じるようになりました。 気候が厳しく大変なこともお有りかと
思いますが今後も頑張って！という気持ちです。

滋賀県

7月8日 サロベツ牛乳で豊富町を知りました。 地域の発展を応援いたします。 広島県

7月7日 田舎が一番 大分県

7月7日 近くの礼文島出身です。近くの町が元気になるよう願います。 大阪府

7月7日

毎年豊富温泉で湯治しています。 湯治客が減っているという話も聞きま
すが、温泉では楽しいイベントがたくさん企画されていて、スタッフさんも
みなさん優しく、いつも訪問するのが楽しみです。 これからもがんばって
ください。

奈良県

7月6日
今年も豊富温泉に行きます！ 湯治客が減っているという話も聞きます
が、楽しいイベントがたくさん開催されていたり、スタッフさんとの距離感
が近くて、いつも滞在が楽しみです。 これからもがんばってください。

奈良県

7月6日 頑張れ豊富町！！ 神奈川県

7月6日 自然を守りながら地域の活性化に頑張ってください。 大阪府

7月6日
北海道には何度か旅行に行きました。 広大で自然豊かでいいですね 
今度は離島の方にも行きたいです。

兵庫県

7月5日 地場産業の益々の発展をお祈り申し上げます。 静岡県

7月4日 ラムネミックス楽しみに待っています よろしくお願いいたします 東京都

7月4日
初めてのふるさと納税なので不手際が多いですが 町の発展に期待して
おります(^ー^)

愛媛県

7月4日 ふるさとチョイスで かなり魅力的に見えたので 届くの楽しみにしてます！ 静岡県

7月2日 頑張ってください！ 神奈川県

7月2日

実家で父が豊富町のふるさと納税で C-1の鹿肉をいただき、我々も帰省
した時に いただきました。 とても綺麗で臭みもなく マタギさんの腕も素晴
らしいと思いました。 少しでも寄付が地元の人たちの活力に なっていた
だければ幸いです。

東京都

7月2日 豊富町の振興を祈念してます。 東京都

7月1日
今年も寄附する事としました。素朴で良い生活環境、及び子育てに役立
てて下さい。

三重県
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7月1日 楽しみにしてます。 岡山県

6月29日 昨年知人に頂いたメロンアイスが美味しかったので今年は自分でも！ 大阪府

6月28日
昨年も温泉水をいただきました。 とても柔らかい温泉で気に入っていま
す。 少額の寄付ですが、お役立てください。

静岡県

6月28日 頑張って下さい 茨城県

6月27日 アイスクリーム楽しみにしてます！ 東京都

6月27日
学生時代、豊富町には合宿で大変お世話になりました。地域の発展に
少しでも貢献できればと思います。

北海道

6月27日 毎年ふるさと納税させてもらってます。アイスが本当においしいです！ 大阪府

6月27日
皆様、どうぞお身体にお気をつけてお過ごしください。 温泉にはまだ訪
れたことがないので、ぜひ足を運びたいと思っております。

神奈川県

6月27日 北海道は自然が沢山あり綺麗な場所と思います。 頑張って下さい。 東京都

6月27日 少子化対策、教育関連費用にお役立ていただければ嬉しいです。 埼玉県

6月26日
昨年から2年連続です！すっかりファンになりました。今後とも応援してお
ります。

東京都

6月26日 豊富温泉１回しか行ったことがありませんがもう一度行きたいです 埼玉県

6月25日 豊富温泉を応援します。 滋賀県

6月25日 まだ行った事はないですが、いつか行ってみたいです！ 愛知県

6月24日 豊富町がより全国の人たちに知られるように祈念しています。 東京都

6月24日
セイコーマートの豊富牛乳を飲んでいたので寄付をしました。 頑張って
ください。

北海道

6月23日

子供が卵アレルギー（乳も少しありますが）があるので、卵の入ってない
アイスは嬉しいです。ゴールデンウィークに北海道に行ったのですが、そ
の時のソフトがおいしかったようで、子供がこのソフトを食べて「もしかし
て、北海道のソフト？」と言っていました。よほでおいしかったようです。

石川県

6月23日
祖父母ゆかりの土地で、大変愛着があります。美しい景色が大好きで
す。

北海道
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6月22日
北海道はあこがれの地です。いつか行きたいと思いつつ、多分行けそう
にないので残念です。 自然を大切にしつつ発展することを祈っていま
す。

大阪府

6月22日 北海道の地域振興に頑張って下さい 愛知県

6月21日 少しでも地域の役に立てれば幸いです。応援しています。 愛知県

6月21日 住みやすい町つくりの為に頑張って下さい。 応援しています。 東京都

6月21日
ひどい乾癬で悩んでいた身内が、濃縮温泉水で、肌がつるつるになった
と絶賛していました。これからもよろしくお願いいたします。

東京都

6月20日
貴重な自然を維持し、大地の恵みに感謝する日々の暮らしが、日本人の
お手本になりますように。霊的に優れたアイヌ文化の維持・尊重も応援し
ます！

東京都

6月20日
地元の方の鹿害の負担が減る、しかも美味しく！障壁がたくさんあるで
しょうが、これがもっと一般的に、スーパーなどで買えるような流通システ
ムになることを願ってやみません。応援しております！

広島県

6月20日 自然豊かな北海道の大地。酪農と観光資源の活用に役立てて下さい。 北海道

6月19日
北海道は大好きです。できれば、移住したいくらいです。豊富町の皆さ
んを陰ながら応援してます。これからも、自然を守って皆さんなりの人生
を歩んでください。

神奈川県

6月19日 一度は訪れてみたいです。 長崎県

6月18日
初めて寄付をさせて頂きます。 多少なりとも豊富町のお役に立てればと
思います。

東京都

6月18日
素晴らしい取り組みをされてます豊富温泉が、もっと全国的に周知されま
すことを願っております。

徳島県

6月18日
寒い地方での生活は大変でしょううが、少しでも役に立てば思い参加さ
せて頂きます。

神奈川県

6月15日
前回はアトピー皮膚炎の子どものために豊富温泉の温泉水を戴きまし
た。とても良かったです。豊富町の温泉にもぜひ連れていきたいです。

東京都

6月15日 豊富町ガンバ！ 神奈川県

6月13日 これから暑くなりますので、気をつけてお過ごし下さい。 埼玉県

6月13日 豊富町の発展を心よりお祈りしています。 福岡県

6月13日 おいしいアイス期待してます(^^♪ 徳島県
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6月12日 住み心地良い地域創りを期待します 埼玉県

6月12日 自然を大切にして守り続けてください。 千葉県

6月12日 自然を大切にしてほしいです。 千葉県

6月11日 頑張ってください 栃木県

6月11日 皮膚の病気になやんでいます。豊富温泉水が効きますように。 東京都

6月10日 これからも豊かな自然を育んで美味しい製品を作ってください。 大阪府

6月10日 とよとみガンバレ！ 神奈川県

6月10日 地域の活性化に期待します。 宮城県

6月3日 未来ある子供たちのために使っていただけたらと思います。 広島県

6月2日 さらなるご発展を願っております． 北海道

6月1日 大切に役立ててください。 静岡県

6月1日
酪農は休みもなく本当に大変だと思いますが、皆さんが頑張ってくれて
いるおかげで私達は新鮮で美味しい大地と牛達からの恵みを口にするこ
とが出来ます。 これからも頑張ってください。 応援しています。

茨城県
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