
平成２８年度ふるさと納税　応援メッセージ

9月29日

先日、孫のアトピー性皮膚炎の為、温泉の物品をお願いしました。 夏休
みに、豊富町に行き湯治しようと計画しましたが、学生は忙しく残念でし
た。　そこで又、お願いします。大変喜んでいます。今度は冬休みの旅行
を楽しみにしています。美味しい食べ物も楽しみにします。

東京都

9月29日
福祉医療にお役立て頂ければ幸いです。 健康に留意し　頑張ってくだ
さい。

宮城県

9月28日
サロベツの素晴らしい自然を守るために、少しでも協力できたら嬉しいで
す。

神奈川県

9月26日
北海道が大好きです。ささやかですが、教育少子化対策などに役立てて
いただければ、幸いです。応援しています。北海道のおいしいアイスク
リーム、楽しみにしています。

長野県

9月26日 今年も寄付いたします。よろしくお願いします。 埼玉県

9月26日
北海道のチーズは、本当に美味しくて好きです。 これからも、チーズ作り
を応援しています。

大阪府

9月25日

北海道に住んでいた頃、コンビニで買う牛乳で豊富町の産業として酪農
が大きいことを知りました。現在は北海道を離れて、そのコンビニで牛乳
を買うことが出来ませんが、今でも実家の母は、そのコンビニで買う豊富
牛乳のアイスを気に入ってます。 これからも安心安全で美味しい乳製品
の生産、頑張ってください。

広島県

9月25日 地方が元気になって子供を増やしてください。 千葉県

9月24日 少子化対策に活用して下さい 北海道

9月24日
札幌から自転車でサロベツ原野まで行きましたが、綺麗なところですね。
またいつか訪れたいです。

東京都

9月24日
娘はチーズが大好きです。北海道の豊かな恵みをありがたくいただきま
す。

東京都

9月24日 おいしく健康的な北海道、応援しています。 岐阜県

9月24日
昔、豊富温泉に行かせてもらいました。 油を含んだ温泉が、とても印象
に残りました。 また機会があれば行かせてもらいたいと思います。

埼玉県

9月24日
昔、札幌に住んでいた時に豊富温泉やサロベツ原野に旅行で行きまし
た。海岸線からの眺めがとても良かったことを思い出します。些少ですが
町政の一助になれば幸甚です。

東京都

9月24日
アイスクリームや湯上りプリンなど美味しい食べ物がたくさんある街です
ね。景色や環境もとても素敵なところで、以前送っていただいたパンフ
レットを見て、一度行ってみたいと思ってます。

大阪府

9月23日 応援しています。 東京都
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9月23日 応援しております！ 東京都

9月22日
今年は台風で大変だったかと思います。 昔、稚内に住んでいた頃には
考えられない感じです。 負けずに頑張ってください。 応援しています。

東京都

9月20日 子供達の為に使用して下さい。 千葉県

9月19日 ぜひ、行ってみたいです！ 静岡県

9月18日 複数回リピートしています。ここのジンギスカンは大変おいしいです 神奈川県

9月18日 子供たちが楽しみにしています。よろしくお願いします。 東京都

9月18日 北海道だいすきです！ 東京都

9月17日

中学生の頃、北海道のファンになった友達から、「豊富町」という町がある
よ。良い地名だね。」と聞き、それから一度行ってみたいと思っていまし
た。 　十数年後、稚内からの帰りに、急行サロベツに乗り、豊富駅で降り
ることはできなかったのですが、沿線の風景の広大さに感動したことを覚
えています。 　近くにはサロベツ原野があり、オロロンラインも近いことか
ら、仕事が落ち着いたら、訪ねたいと思っています。

東京都

9月17日 北海道豊富町の発展を応援します。 神奈川県

9月16日 よろしくお願い致します。 東京都

9月14日
台風の影響は大丈夫でしょうか。 北海道は良い思い出がたくさんありま
す。 広大な自然の中で穏やかな気持ちになれました。

愛知県

9月13日
豊富町は、人も自然もすべてが豊富（ゆたか）な町！ 町の人も牛も風も
空も、みんなが優しく迎えてくれる、大好きな町です。豊富温泉、また行
きますー！

東京都

9月12日 地域活性化に努めてください。 三重県

9月11日 寄付金の有効活用と地域経済の活性化に役立つことを期待します。 愛知県

9月11日 応援しています 神奈川県

9月11日 頑張って下さい。 大阪府

9月11日
礼文島、利尻島の素晴らしい景色、忘れられない！牛乳、アイス、ソフト
クリーム、貝、海鮮、なんでも美味しい！ありがとうございました！

埼玉県
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9月11日
豊富町、何度かうかがいました。。 個性的な温泉にもはいりました。  機
会を見つけてまた伺いたいです。

神奈川県

9月11日 チーズを楽しみにしています。 東京都

9月11日 以前温泉に行きました また伺いたいです 神奈川県

9月11日 サロベツ原野をきっちり守って、しっかり稼いで下さい。 神奈川県

9月8日 夏の旅の思い出を胸に今年も応援しています。 香川県

9月7日 利尻富士が綺麗ですね。 東京都

9月6日 温泉、温泉周辺の維持・発展を切にお願いします。 広島県

9月6日 美味しいアイスクリーム作り、有り難うございます！ 大阪府

9月6日 石油臭い温泉に入りに行きたい。 神奈川県

9月5日 宜しくお願いします。 神奈川県

9月5日 道産子です。 丸勝亭のカツ丼食べたいデス。 東京都

9月5日 今年も応援しています 茨城県

9月4日 これからも頑張って盛り上げてください。 静岡県

9月3日
以前仕事で訪問していましたが、転勤で今は秋田にいます。 懐かしく寄
付を決めました。

秋田県

9月2日 ご発展をお祈りしております。楽しみにしています。 東京都

8月31日 これからも、おいしいアイスクリームをつくり続けてください。 千葉県

8月31日 応援しています。 東京都

8月31日
前年度もこちらに寄付させていただき、アイスがとても美味しかったので、
今年も寄付させていただきます。お手紙なども嬉しかったです。

大阪府

8月30日
素敵な温泉と、おいしい牛乳を求めて早く訪れたいです。 今年も応援さ
せてください。

広島県
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8月29日
少しですが、災害からの復興を支援するため寄付させていただきます。
皆さま頑張ってください。

東京都

8月29日 初めてのふるさと納税です。 子育て支援に活用頂ければ幸いです。 宮城県

8月29日
数年前からふるさと納税で応援しています。子どもの笑顔あふれる町づく
りに役立ててください。

東京都

8月28日 ご活用ください 神奈川県

8月28日 地域振興のため、がんばってください！ 東京都

8月27日
昨年おいしかったのでまたさせていただきます。来年の夏には行ってみ
たいです。

埼玉県

8月24日 美味しそうで魅力ある特産品に興味を持ちました。楽しみにしています。 千葉県

8月23日

北海道大好きです。 毎年1度は遊びに行きたいくらい。 広大な土地とき
れいな空気がうらやましいです。 豊富町は訪れたことはありませんが、ア
トピーに良い温泉があるんですね。 温泉に入るためだけと思うと遠いの
で、トライアスロンのレースもかねて遊びに行きたいです。 是非、スポー
ツの振興に役立てて下さい。

神奈川県

8月23日 地域の活性化に期待します。 宮城県

8月22日 そのうちに家族と旅行で訪れたいと思います。 東京都

8月22日 いつか行ってみたいと思います。 岡山県

8月21日 がんばってください！ 東京都

8月19日 サロベツの美しい自然がこの先もずっと続きますよう！！ 東京都

8月19日 いつか訪れてみたいです 神奈川県

8月19日
いつも人気のある「チーズ店長select」 ですが、やっと応募が出来まし
た。 自然豊かな豊富町に是非、訪れたい と思っております。

大阪府

8月19日 元気で賢い子供たちを育ててください。 東京都

8月18日 いつも美味しい乳製品ありがとうございます！ 愛知県
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8月16日
サロベツ温泉のことは雑誌で知りました。一度、入浴したいと思っていま
すが、遠方ですので、源泉の素で楽しみます。 寄付金は町の発展にお
役立てください。

静岡県

8月15日 地域振興頑張って下さい！ 東京都

8月15日 北海道がんばれ！　豊富町がんばれ！ 北海道

8月14日 頑張って下さい。 福井県

8月14日

アトピー性皮膚炎のひどい高校生の孫を連れて行きたいのですがその
時間が取れないのでお試しで取り寄せることにしました。これが豊富町の
発展の一助になれば幸いです。豊富温泉のことは新聞記事で知りまし
た。

東京都

8月13日 おいしいソフトクリームを楽しみにしております。 神奈川県

8月13日 初！ふるさと納税です！　大自然のアイスクリームが目にとまりました～ 山口県

8月13日 地場産業の発展と雇用の創出 滋賀県

8月13日 地域活性化のお役に立てれば幸いです 群馬県

8月13日 頑張って下さい！応援してます 愛知県

8月12日 豊富町を応援しています。 東京都

8月11日 応援してます。 東京都

8月7日
東京にいてホッキ貝が生で食べられるなんて最高です。これからも応援
していますのでがんばってください。

東京都

8月7日
乳製品は大好きですがそちらの商品はまだ食べたことがありません。 と
ても楽しみです。 頑張ってください

長野県

8月6日
湯治で何回も伺いました。とてもゆっくり過ごさせていただいたことに感謝
しています。

広島県

8月5日 自然を大切にしつつ過ごせる街の活性化に役立てて下さい。 大阪府

8月4日 頑張れ 応援してるよ 神奈川県

8月3日

先日、豊富町へ初めて行きました。 豊富温泉の衝撃は忘れられません。
日本で唯一と言っていい特徴のある温泉。 とてもすばらしい地域資源だ
と思います。 多くの人が豊富町目指して全国からやってくるような町に
なってください。 応援しております。

神奈川県
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8月2日 税金を有効に使ってください。 大阪府

8月2日

この度2回目の寄付となります。 豊富町は本当に大好きなので、今後の
さらなる発展を期待しております。 鹿肉ソーセージはいろいろな種類を
食べましたが、やはりこちらのものがピカイチでした。 また、よろしくお願
い致します。

北海道

8月1日
広大な景色に美肌温泉、心温かい町の方々に美味しい牛乳。豊富町に
行って、心も身体もとっても癒されました。 また必ず行きたいと思える素
敵な町でした。ずっと応援しています！

千葉県

8月1日
北海道出身です。身内が道北におりますが、豊富町には行ったことがあ
りません。アトピーにいい温泉があることを初めて知りました。ぜひ行って
みたいです。

東京都
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