
平成２７年度ふるさと納税　応援メッセージ

9月29日 豊富町のご発展をお祈りいたします。 大阪府

9月28日 豊富町の皆さまが幸せでありますように。 京都府

9月27日 児童や福祉全般のために使っていただければと思います 東京都

9月26日
数年前の夏に友人とレンタカーで訪ねたとき、山に囲まれた美味しい
チーズのお店を探し当てました。豊かな自然の中で食べた味が忘れられ
ません。応援しています！

香川県

9月26日 今年も寄附させていただきます。 頑張ってください。 奈良県

9月26日 北海道大好きです。 東京都

9月26日 がんばってください。 埼玉県

9月25日 国の宝である子供のために使ってください。 大阪府

9月25日 貴重な温泉の維持管理に活用されることを望みます。 東京都

9月25日 豊富町頑張れ！ 東京都

9月25日 豊富町の自然が素晴らしいので感動しました。 愛知県

9月25日
私も雪国出身です。 除雪など、冬の対策等につかっていただけると嬉し
いです。

東京都

9月25日

温泉の泉質に感激しました。 もっと温泉の良さを皮膚病等で困っている
人々への周知と、遠方からでも来られるような経済的支援と、皮膚科医療
環境の充実に向け、活動をしたら良いと思います。 効能がある泉質なだ
けに、近くにまともに対応出来る医療機関（皮膚科）がないのは、非常に
残念です。

北海道

9月24日 応援しています！ 東京都

9月24日 今後も自然を守って素敵な町でいてください。 佐賀県

9月23日 お年寄りの住みやすい街作りをお願いします。 神奈川県

9月23日
肌の悩みに困っている方は沢山いらっしゃると思います。 そういった
方々のためにも、貴重な温泉の維持を是非宜しくお願いいたします。

愛知県
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9月23日 ふるさと納税で町を活性化させてください。 愛知県

9月22日
訪れたことはないのですが、昨年、ふるさと納税の制度でご縁がありまし
た。昨年もおいしいプリンを送っていただき、ほんとにおいしくいただきま
した。届くのを楽しみにしています。

兵庫県

9月22日 よりよい街づくりに役立ててください！ 東京都

9月22日 　豊豊町の子供たちの健やかな成長を願います。 広島県

9月22日
こちらではなかなか手に入らないホエー豚、楽しみにしています。豊富町
の更なる発展のため、少額ですがお役にたてれば幸いです。

京都府

9月21日 湯治施設の改善を是非お願いしたい 北海道

9月21日

先日送っていただいた鹿肉のロースステーキ、とてもおいしかったで
す！ 鹿肉を食べたのは初めてだったのですが、全く臭みもなく、さっぱり
とした赤みの肉で、後味も良かったです。どうもありがとうございました。
今度ヒレ肉も新たに特産品に加わったということなので楽しみです。鹿肉
人気がこれからますます高まるといいですね。

千葉県

9月21日
・地域経済の活性化に活用していただければと思います。遠くから豊富
町の繁栄を願っております。

千葉県

9月21日 高品質な日本の酪農を応援します。 兵庫県

9月21日 豊富温泉が皆さんの新しい人生の始まりになりますことを願っています。 広島県

9月21日
毎年北海道に行ってますが、自然が美しく雄大で来年もまた行きたいと
思います。

埼玉県

9月21日 がんばってください。 鹿児島県

9月20日 頑張る地方を応援します。 福井県

9月20日
いつも豊富町の牛乳を飲んでいます。これからもおいしい乳製品を届け
てください。

茨城県

9月19日
中川町の出身です。 近くで応援できる町を探していました。 こちらでも
サロベツ牛乳を飲んでいます。

愛知県

9月19日
貴町の名前は初めて知りましたが、今回の納税を機に興味を持ち応援さ
せて頂きます。

東京都

9月19日
湯治モイスチャークリームは乾鱗に効果あり！！ さすが豊富温泉エキス
が入ってるだけありますね。

北海道

9月18日 豊かな自然を大切にしてください 愛知県
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9月18日
北海道、大好きです。 頑張ってください  初めてで、よくわかりません。
振込依頼書が届くのを待てばよろしいですか？

神奈川県

9月18日
ホエー豚、とても美味しかったので　今回もお願いしました。　　今後も美
味しいお肉作り　応援しています。

神奈川県

9月18日 北海道の農林水畜産業、がんばってください！ 大阪府

9月18日
海岸沿いの花畑と豊富温泉が好きで毎年遊びにいっています。これから
も守り続けて下さい。

千葉県

9月18日 北海道の農林畜産業、がんばってください！ 大阪府

9月17日 地域振興に頑張って下さい。 東京都

9月16日 地方再生のために此れからも孤軍奮闘をお願いいたします。 東京都

9月16日 これからも様々な情報の発信をお願いします。 千葉県

9月16日 豊富町のますますのご発展をお祈りしております。 東京都

9月15日 子供が大きくなったら遊びに行きたいです。 東京都

9月15日 ソフトクリームに感謝。この縁大切にします。 大阪府

9月15日 自然を大切にしつつ、地域発展を希望します。 東京都

9月14日

昨年、初めて豊富温泉を訪問しました。素晴らしい温泉に夫婦で感激し
ました。今年は残念ながら再訪する事が出来ませんでしたが、また是非
訪問させて頂きたいと考えており豊富町の益々の地域振興を祈って寄付
させていただきます。

東京都

9月13日
すばらしい企画だと思います。もういちどサロベツにツーリングでいきたい
です。

東京都

9月13日 一度行きたい場所です。 東京都

9月13日
初めて寄付させていただきます。少しでも豊富町のお役に立てれれば幸
いです。

愛知県

9月12日 綺麗な自然を！ 宮城県

9月12日 頑張ってください、 愛知県
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9月12日
大学在学時、夏休みにサロベツのビジターセンターで働きました。その
時は町職員の方や住民の方には大変お世話になりました。サロベツ原
野の美しい自然を後世に残していくために役立ててください。

愛知県

9月12日 少しですがお役にたてられれば幸いです。 兵庫県

9月11日
子連れで来年の夏休みに行きたいと思い、道北方面の現在調査中で
す。

東京都

9月10日

夫の転勤で、１９８２年から１９９７年まで１５年ほど住んでいました。子供た
ち二人も豊富町で生まれ育ち、在住中は皆さんにあたたかく接して頂き
ました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。現在豊富町も人口が４千
人台にまで減少したとか・・・。少子化と離農者の増加でしょうか？ 暗い
事ばかりでもありませんよね。豊富温泉の事が新聞に掲載されている事
もあり（切り抜き、スクラップしています）とても嬉しくなります。いつか夫と
訪れたいと思っています。

北海道

9月9日

今年３月まで札幌に約４年おりました。北海道は第２の故郷にしたいくら
いの素晴らしい所でした。豊富町は利尻に行く際にサロベツ原野を訪れ
た程度ですが、オロロンラインから見た原野、ビジターセンターから見た
辺り一面の原野は今でも脳裡に焼き付いています。微力ではありますが
応援します。

愛知県

9月8日
僕は大自然の北海道が大好きです。スポーツ振興を通じて盛り上げてく
ださることを願い、微力ながらその一助となれば幸いです。北海道豊富
町を心より応援します。

愛知県

9月8日 地域の活性化につなげてください。 大分県

9月7日 サロベツの温泉がすごく良かったので、自宅で楽しめるのは嬉しいです。 千葉県

9月7日 がんばってください！ 応援します。 東京都

9月7日
北海道で息子が大学生活を送っているので北海道に納税をすることに
いたしました。

東京都

9月6日
以前、キャンプした際にサロベツファームさんでソーセージ作りを体験さ
せていただきました。温泉の中の食堂で食べたジンギスカンもとても美味
しかったです。また、食べられると思うと楽しみです。

兵庫県

9月6日 頑張ってください。 愛知県

9月6日
自治体のご支援により、豊富町の地場産業がますます活発になっていく
ことを、心より応援しております。

神奈川県

9月6日 地域の活力である産業の振興を頑張ってください。 栃木県

9月6日 地方が少しでも豊かになることを望んでいます。 東京都

9月5日 豊富町の地域産業の発展にお使いください。 東京都

9月5日
北海道は大学時代を過ごした場所ですので、第2の故郷だと思っていま
す。 いつか子供を連れて遊びに行きたいです。 応援しています！！

岡山県
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9月5日
ふるさと納税をきっかけに豊富町を知りました。 わずかな寄付金ですが
地域活性にお役立てください。 いつか家族で豊富町を訪れたいと思い
ます！

宮城県

9月5日
初めてふるさと納税します。 がんばれー！！！！ いつか北海道移住に
憧れています。 みなさまお身体に気を付けてがんばってください。

青森県

9月5日 全国のアトピー患者のために頑張ってください 愛知県

9月5日 頑張っておいしい豊富町を維持してください。 静岡県

9月4日 豊富町の1ファンです。 宮城県

9月4日
一度また行ってみたいです。 広いってことは、人がいなくて、福祉を含め
て大変だと思います。 少しでもお力になれたなら幸せです。 皆さん、頑
張ってください。

兵庫県

9月4日
子供が希望を持てる街、お年寄りが安心に暮らせる街、そんな街であっ
てほしいです。

沖縄県

9月4日
昔、稚内に弟が住んでいたとき、母が豊富の温泉に行ってきたと話してく
れました。一度行ってみたいです。稚内観光の時に泊まれるような魅力
を本州の人にもアピールしてくださいね。

兵庫県

9月4日 自然豊かな豊富町の発展を期待しています！ 福岡県

9月4日
小さいときに釧路湿原で鶴を見たことを思い出して、ふるさと納税をする
ことに決めました。環境保護は大変だと思いますが、陰ながら応援してい
ます。

東京都

9月4日
一度レティエさんのアイスを返礼品に受け取ったら、 あまりにも美味しく
て感激しました。 是非チーズも食べてみたいと思った次第で 僅かな額
ですがリピートの寄付をさせていただきます。

長野県

9月4日 スポーツ選手の育成に、特に応援しています。 埼玉県

9月4日 楽しみにしています！よろしくお願いします。 千葉県

9月3日

娘のアトピーが子供の頃から完治しないまま、３０年近くになります。ふる
さとチョイスをあれこれ見ていて、豊富温泉水のことを初めて知りました。
世界に２つ、日本で唯一の温泉とか。 豊富町は貴重な宝に恵まれた町
ですね！  ふるさと納税をきっかけに温泉のことを知り、またこのお礼の
品によってアトピーから救われる人が増えますように。素晴らしいお礼の
品を掲載して下さってありがとうございます。  僅かな寄付ですが、豊富
町のお役に立てれば幸いです。

兵庫県

9月3日
豊富町がとても良いところとはじめて知りました。自然を生かした町の発
展をお祈りします。

大阪府

9月2日 頑張ってください。 神奈川県

9月2日 町名を初めて知りました。ジンギスカン楽しみにしています。 神奈川県

9月2日 自然と人と大好きな町です。変わらず豊かになってほしいと思います。 千葉県
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8月31日
北海道の味覚を楽しみたいです。自然豊かな北海道のみのり、農薬や
化学肥料を使用しない自然栽培も促進していただければと思います。

兵庫県

8月31日
以前稚内を訪れた際、ホテルの朝食バイキングであった、豊富町の牛乳
がすごく美味しかったのが印象的でした。 この次は、温泉入浴も兼ねて
旅行したいと思います。

福岡県

8月30日
実はまだお伺いした事がありません。町の名前すら知らなかったので観
光案内など頂けると、興味が出ると思います。

福井県

8月29日 子供の肌が荒れているので、試してみたいと思います。 奈良県

8月29日
子供がアトピー性皮膚炎なので、いつか豊富温泉に連れて行ってあげた
いです。

神奈川県

8月28日
昨年に続き、今年も寄付させて頂きます。今でも豊富町営のレストランで
食べたジンギスカンと牛乳の味を覚えています。

埼玉県

8月28日 美しい自然を守ってください。 東京都

8月27日 いつか行ってみたい町です！待っててね！ 茨城県

8月27日
酪農家さんへ 休みのない仕事に頭が下がります。 どうかお体を大切に
してください。  美味しいプリンを楽しみにしております。

北海道

8月26日
今も毎年、数回帰省した際は定住支援センターで子どもを遊ばせても
らっています。 これからも帰省者にもあたたかく、やさしい街作りをお願
いします。 牛乳は毎回、もちろんセイコーマートで購入しています。

北海道

8月26日
北海道の牛乳・乳製品は最高です。どうかいつまでも美味しい牛乳を
作っていただけますよう、微力ながら応援しています。

長崎県

8月26日 北海道、大好きです。サロベツにも是非、行ってみたいです！ 兵庫県

8月25日
帰省の折に道の駅に寄らせていただいています。 美味しいものがたくさ
んありますね。 これからも美味しいものをたくさん生産して欲しいです！

静岡県

8月25日
特産品も魅力です。 これからも応援したいと思います。 頑張ってくださ
い。

千葉県

8月23日
アトピーで悩み、ウェブサイトで温泉のことを知り、行きたいと思っていま
した。 まずは試してみたいと思います。良い機会をありがとうございます。

福井県

8月23日 有用に活用いただきたく思います 宮城県

8月22日 豊富町が一層元気になってくれればと思います！頑張って下さい！！ 神奈川県

8月21日
以前北海道に住んでいて、サロベツ牛乳をよく飲みました。とても美味し
かったです。 いまでもスーパーにあると選んで買っています。 応援して
います。

静岡県

8月21日 がんばってください 愛知県
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8月21日 些少ではございますが、地域活性化のためにお役立てください。 福岡県

8月21日 豊富町出身者です。良いふるさと作りをお願いいたします。 北海道

8月20日
アトピーのひどい子供が居るのですが、こういう温泉があるのははじめて
知りました。 どんどん地域振興を深めて、いってください

神奈川県

8月17日

豊富温泉の医療費控除施設、多くのアトピー患者さんが望んでいるの
で、是非よろしくお願いします。 毎年行われているアトピーフォーラムin
豊富（アトピーフリーコム共催）を楽しみにしております。 多くの患者さん
が温泉で癒されることを願っています。 豊富町の皆様のご健康とご多幸
をお祈りします。

千葉県

8月17日
豊富温泉でアトピーを治してもらいました。豊富のますますの発展を願い
ます。

大阪府

8月17日
北海道は旅行で訪れた時もすごく楽しく大好きな場所です。頑張ってく
ださい。

東京都

8月16日

少し前に、稚内へ旅行中にサロベツ公園へ立ち寄りました。もの凄く、雄
大な自然に心打たれたのを今でも覚えております。自然環境保全など、
並大抵の大変さではないと思いますが、頑張ってください。僅かな金子
で申し訳ありませんが、少しでもお役にたてて頂ければ幸いであり、ま
た、他の全国の方々にあの景色を堪能頂ければと思います。

大阪府

8月16日 御町のご発展を祈念しています。 鳥取県

8月15日 15年前と28年前に行きました。また行きたいです。 愛知県

8月15日 北海道の大自然に憧れています。いつか行ってみたいです。 神奈川県

8月15日
１度伺いたいところです。時間が取れるようになったらゆっくり伺います。
楽しみにしています。

東京都

8月15日
50年以上前に、住んでいた稚内から、小学校の遠足で行きました。酪農
の社会科見学も兼ねていたとよく覚えています。北の皆さん頑張って。横
浜市在住。

神奈川県

8月14日 酪農の町として色々な美味しい乳製品を提供してください。 東京都

8月13日
大学が北海道でした、とても充実したかけがえのない4年間でした。北海
道大好きです！！

東京都

8月13日

前回はアイスクリームをいただきましたが、すごく濃厚でおいしかったで
す。今回、ソフトクリームが追加されたとのことで、期待しています！豊富
町の乳製品は本当においしいと思うので、これからも魅力ある街づくりを
頑張ってください！

埼玉県

8月12日 有効にお使いいただければ幸いです。 千葉県

8月10日
大学が北海道でしたので、応援しています。北海道のアイス大好きで
す。 これからも頑張ってください。

滋賀県
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8月9日
２０年前、大学の時に、サロベツ原野へ行って以来、またいつか行きたい
ところの一つになっています。広大な緑の原野、きれいな星空をどうぞ大
切に守ってください。

兵庫県

8月8日
北海道の美味しさをいただけるなんて、幸せです。北海道には何度か行
きましたが、そちらにも行ってみたいです。

大阪府

8月8日 北海道をさらに元気にしてください！ 福岡県

8月8日 豊富温泉は最高の温泉です！ 北海道

8月7日 応援します 愛媛県

8月7日
先月、夏休みで豊富温泉に行きました。乳製品がどれも美味しく、ファン
になりました。

神奈川県

8月7日 畜産業、応援しています！ 東京都

8月7日 頑張れ！豊富町 埼玉県

8月7日 はじめて北海道に納税します！楽しみです！ 東京都

8月7日 頑張ってください。 北海道

8月4日 若者の力、知恵を活かし、魅力的な街づくりをして下さい。 東京都
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