
平成30年度ふるさと納税　応援メッセージ

1月30日 寒い中、がんばってください 福岡県

1月28日 ますます元気な町になりますように応援します！ 東京都

1月19日 北海道いつも応援しています! 大阪府

1月13日 北海道は旅先として大好きです。応援しています。N 京都府

1月12日
サロベツ湿原センターに立ち寄ったことがあります。忘れられない美しい
景観のひとつで、次は子供たちも連れて立ち寄りたいと思います

愛知県

1月12日 湯治温泉の維持・発展を応援しております． 広島県

1月11日
ソフトクリームアイス、最高です！ 美味しく頂いています。 ありがとうござ
います❗ 東京都

1月9日
初めて申し込みさせていただきます。とても美味しそうでしたので良けれ
ば次回も申し込みたいです。

大阪府

1月9日

中学まで住んでいました。 とよとみ3.5牛乳を飲んで育ちました。この牛
乳に慣れてしまうと他のが飲めなくなるくらい美味しいですよね！ 温泉も
よく家族で入りに行っていました。同級生とか家業を継いだのかなぁ…？ 
豊富町が最近頑張っているのを見ると嬉しいです。 これからも頑張って
ください。

東京都

1月8日
去年に引き続き豊富町のふるさと納税に寄付します！ いつも美味しいア
イスクリームをありがとうございます！

埼玉県

1月6日 昔、小さいころに温泉に行きました。頑張ってください。 東京都

1月5日 少しですが、お役立てください 東京都

12月31日 地方創生頑張ってください。 東京都

12月31日 応援してます。 千葉県

12月31日 応援しています。頑張ってください。 三重県

12月31日 少子化対策がんばってください。 大阪府

12月31日 応援してます！ 千葉県
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12月31日 頑張って行きましょう。 東京都

12月31日
いつも豊富温泉にはお世話になっています。豊富温泉を応援していま
す！

埼玉県

12月31日 がんばる北海道！ 東京都

12月31日
自然を大切にして、おいしいアイスクリームを作ってください！ 来年３歳
になる娘が毎月の送付をとても楽しみにしています！！

東京都

12月31日 応援してます 富山県

12月31日 頑張って下さい 東京都

12月31日 北海道、大好きな場所です。 頑張って下さい！ 千葉県

12月31日
少額で申し訳ないのですが、ご活用頂ければ幸いです。どうぞよろしくお
願い致します。

東京都

12月31日
以前仕事で一度伺いましたが、あまりゆっくりできなかったので今度は豊
富町の自然を満喫しに行きたいと思います！

神奈川県

12月31日 一度いってみたいです。 宮城県

12月31日 応援しています。頑張ってください。 東京都

12月31日 地域振興に役立ててください 東京都

12月31日 いつも応援しています 大阪府

12月31日
最北にちかい豊富、一度冬の湯治に訪れてみたいです。応援いたしま
す。

愛知県

12月31日
小学校4年生から中学校1年生まで住んでいました。 サロベツ原野や稚
咲内海岸、またいつか訪ねてみたい場所です。 応援しています。

岐阜県

12月31日

大学時代、夏には毎年北海道を訪問し、自転車で各地を野宿で巡りまし
た。なかでも道北の沿岸は非常に美しく、印象に残っています。兜沼公
園のキャンプ場にも伺いました。また、オロロンラインの道道４４４号との交
差点から６キロほど北上したあたりにある稚内・抜海への青看板が、何も
ない草原・海のなかにポツリと立っている様子が非常にノスタルジックで
感動しました。貴町には３度ほど訪問しましたが、なにぶん貧乏旅行でし
たので貴町に落としたお金はごくわずかで、観光産業にはほとんど貢献
できなかったというのが今から思えば少し心残りでした

三重県

12月31日 がんばってください。 千葉県
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12月31日
大阪在住ですが次のリフレッシュ休暇には北海道に行きたいと思ってい
ます。頑張ってください。

大阪府

12月31日 税金を有効に使ってください 京都府

12月31日 子どもたちの未来のために！ 埼玉県

12月31日 がんばってください！ 兵庫県

12月31日 湯治のための長期滞在の宿泊施設が欲しいです 長崎県

12月31日
地場産業を振興して、若者が地元で活躍できる環境を整備してくださ
い。

大阪府

12月31日 がんばってください！！ 栃木県

12月31日 豊富町の今後の発展を願っています。 北海道

12月30日 応援しています。 東京都

12月30日 応援しています。 福岡県

12月30日
とよとみのヨーグルトが大好きで札幌に行った時は必ず食べています！
これからも美味しいものを作ってください。

東京都

12月30日 工藤町長を応援しています。 東京都

12月30日 がんばれ！ 大阪府

12月30日 これからも町を活性化させてください。 愛知県

12月30日 頑張ってください 兵庫県

12月30日 町の振興にやくだててください。 東京都

12月30日 子供たちの健やかな成長を祈っています。 愛知県

12月30日 厳寒の頃、寒さに負けないで、皆さんお元気で。 兵庫県

12月30日 豊富温泉のファンです！これからも頑張ってください！ 大阪府
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12月30日 今年も寄付させていただきました。 がんばってください。 大阪府

12月30日 是非　自然環境に使用してください 愛知県

12月30日 応援しています！頑張ってください！ 福岡県

12月30日 頑張って下さい。 栃木県

12月30日
会社の後輩が北海道出身です！自然も豊かで美しく、力強い地を応援
しています！

神奈川県

12月30日
牛乳飲んでます。以前レティエさんには通っていました。遠くなったの
で、なかなか行けませんが、このような形で応援できればと思います。

北海道

12月30日 素晴らしい自然を守って下さってありがとうございます。 東京都

12月30日 がんばれ北海道！ 埼玉県

12月30日 美味しいアイス楽しみです！ 東京都

12月30日 おいしいチーズ作り頑張ってください。 東京都

12月30日 素敵な温泉ですね。がんばってください。 東京都

12月29日 北海道の美しい自然が守られますように。 神奈川県

12月29日 少しばかりの寄付ですが応援しています 神奈川県

12月29日 幼児教育の発展を期待します 三重県

12月29日 凄く美味しそうで楽しみにしています。 大阪府

12月29日 毎日サロベツ牛乳飲んでます。また石油温泉に行きたいです。 埼玉県

12月29日 厳しい気候ですが頑張ってくださいね。 熊本県

12月29日 若い人を支援してください。 東京都

12月29日 有効に使ってください。 東京都
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12月29日 少額の寄付ではありますが、豊富町の発展と自然を是非守って下さい。 千葉県

12月29日
豊富の恵みを満喫させていただきます。小さな応援ですがますます元気
に発展されますこと祈念しています。

神奈川県

12月29日 アイスクリームが絶品 京都府

12月29日 高齢者社会、介護、医療に役立てて欲しい。 広島県

12月29日
豊富町には湯治で大変おせわになりました。豊富温泉の発展に活用し
ていただけたら嬉しいです。ジンギスカンやベーコンをいつも懐かしくい
ただいています。

北海道

12月29日 頑張ってください！ 神奈川県

12月28日 楽しみにしております。お役立てください。 神奈川県

12月28日 応援しています。頑張って下さい。 大阪府

12月28日 ご馳走さまです！ 東京都

12月28日 環境負荷の小さい、循環型社会の構築に役立てててください。 北海道

12月28日
今年は同じ道民として特に北海道に寄付したいです。豊富町、応援して
います！

北海道

12月28日 いつも良い物をありがとうございます。 静岡県

12月28日 頑張ってください！ 京都府

12月28日 将来を担う子どもたちの教育に活かしていただければ幸いです。 京都府

12月28日
サロベツ原野、二回しか訪れていませんが、最も好きな北海道の一つ。
昨年もジンギスカン頂きました、とてもおいしく今年も応援させてもらいま
した!

長野県

12月28日 美味しいアイス楽しみにしています。 東京都

12月28日 地場産業が発展することを心より祈ってます。 熊本県

12月28日
おいしいチーズを食べたくて寄付します。チーズが大好きです。楽しみ
にしています。

福島県

12月28日 これからも美味しいジンギスカンを提供してください。 沖縄県
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12月28日 以前、北海道に住んでいたので。応援しています。 東京都

12月28日 町民の皆様の幸せをお祈り致します 愛知県

12月28日 頑張って下さい('ω')ノ 神奈川県

12月27日 頑張れ豊富町‼ 静岡県

12月27日
ここのアイスのファンです。温泉もとても良かったです。また旅行に行きま
す！

神奈川県

12月27日
札幌のコンビニでたまたま購入したサロベツ牛乳のおいしさに感動しまし
た。嬉しいことに、最近では神奈川県でもおいてある店があるので、家で
はいつもサロベツ牛乳です！

神奈川県

12月27日 頑張ってください！ 大阪府

12月27日 豊富町の豊かな自然を後世まで残せるようにご尽力下さい 東京都

12月27日
今年は地震など色々と大変でしたが、頑張ってください。一度は訪れた
いと思います。

茨城県

12月27日 チーズ楽しみです！ 東京都

12月27日 美味しいものをたくさん作って北海道を盛り上げてください！ 北海道

12月27日 豊富町の子供達のために役立ててください． 大分県

12月27日
サロベツ原野がいつまでも美しくありますように。 保全管理どうぞよろしく
お願いします。

神奈川県

12月27日 豊富町の更なるご発展をお祈り申し上げます。 神奈川県

12月26日
寄付を子育て支援など、次世代の育成に使っていただけると嬉しいで
す。また、AmazonPayで寄付が簡単ですね。

東京都

12月26日 頑張ってください！ 東京都

12月26日 若者が根付く魅力的な町づくりを応援します 愛知県

12月26日 期待しています。 富山県

12月26日 益々発展されることを祈っております。 北海道
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12月26日
以前も頂きました。王様のジンギスカンが美味しかったので、今回は寄付
額を増やしました。

千葉県

12月26日 元気な牛さんを育てて下さい！ 北海道

12月26日 旅館に泊まったことがあるので寄付してみました。いいお湯でした。 広島県

12月25日 頑張ってください 東京都

12月25日 昨年に引き続き応援させていただきます 東京都

12月25日
豊富町はどんな町なのか分かりませんがアイスクリームがとても美味しそ
うだなーと思ったので選ばさせて頂きました。私の町も田舎ですが少しで
もお役に立てれば幸いです。

青森県

12月25日 豊富町のご発展を微力ですが応援させていただきます。 東京都

12月25日 寒さに負けず頑張れ。 奈良県

12月25日 今後も美味しい乳製品の提供をお願い致します。 福岡県

12月25日 自然がいっぱいですね。大事に守っていきたいです。 神奈川県

12月25日 少しでもお役に立てば幸いです。 千葉県

12月24日 豊かな自然を守ってください。 神奈川県

12月24日
レティエさんをはじめ、川島旅館さん、湯のもりぽっけさんなど、元気な人
の多いまちで、遊びに行くのが大好きです

埼玉県

12月24日
温泉と広大な草地、遙かに望む利尻富士、どれも大好きです！ ここ数年
は足が遠のいてますが、必ず再訪します！！

三重県

12月24日 頑張ってください！心から応援しています！ 神奈川県

12月24日
皮膚疾患を少しでも改善させたかった娘や息子が豊富温泉につかり、滞
在させてもらいお世話になりました。全国の同じ思いの人達の助けになる
よう応援させていただきます。

東京都

12月24日
サロベツ原野の自然の保護を応援しています。野鳥や動物達が幸せに
過ごせることを願っています。

青森県

12月24日 いつか行ってみたいと思っています。応援しています！ 埼玉県
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12月24日
レティエさんをはじめ、川島旅館さん、湯のもりぽっけさんなど、元気な人
の多いまちで、遊びに行くのが大好きです

埼玉県

12月24日 頑張ってください。 東京都

12月24日
自然豊かな景色が財産だと思います。 これからも環境を守ってほしいで
す。

大阪府

12月24日
北海道独自の豊富な観光資源等を生かした発展を願って微力ながら応
援させていただきます。

愛知県

12月24日
昨年もおいしいアイスクリームをいただきました。いつまでもおいしいアイ
スクリームが作れるよう、北海道の自然環境が守られることを祈ってます。

東京都

12月24日 会社の同僚の実家がそちらにありますので応援したいと思いました！ 神奈川県

12月24日 応援しています！ 北海道

12月24日 アトピーに効く温泉のある豊富町を応援させていただきたいです。 北海道

12月23日 頑張ってください。 愛媛県

12月23日
北海道に3年住んでいたので、北海道の自治体はいつもきになっていま
す。がんばってください。

兵庫県

12月23日 豊富温泉に泊まったことがあります。良い温泉です。 発展応援してます。 東京都

12月23日 自然の保護と町の振興を期待します 神奈川県

12月23日 自然を守り、次世代へつないでいってほしいです。 愛知県

12月23日 一度行ってみたくなりました。応援してます！ 愛知県

12月23日
最北ちかい豊富ですが、いちど訪れてみたいまちです。応援いたしま
す。

愛知県

12月23日 今頃は雪も降り積もり大変かと思います。 町民の皆様ご自愛ください。 大阪府

12月23日
若い頃から10回近く訪問しております。 自然を大事にすることと地域の
活性化を両立してほしいと思います。

神奈川県

12月23日
北海道出身です。現在は故郷から離れた土地で暮らしていますが、故郷
の土地が盛り上げることを祈っております。

栃木県

12月23日
その素晴らしい自然環境を守り引き継いでいってください。 微力ではあり
ますが、応援しています。

東京都
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12月23日
8月の北海道旅行でサロベツファームに行きおいしかったので，今回寄
付させていただきます。

東京都

12月23日 子供たちのためにお役立ていただけたらうれしいです。 東京都

12月23日

広い北海道、観光地はたくさんあるけれども、多くの町は厳しい状況にあ
るでしょう。豊富町は高齢化率が高く、子どもの割合が低いため、未来に
不安がある街のひとつですね。でも、優秀な酪農があるのですから、それ
を武器に頑張ってほしいです。いつか行けたらいいなあ。応援していま
す。

東京都

12月23日 頑張ってください 茨城県

12月23日
豊富牛乳、いつも美味しく飲んでます。これからも安全で美味しいものを
作ってください。

北海道

12月23日 豊かな街づくり応援してます 熊本県

12月22日 これからも豊富温泉の維持にがんばって努めてください！ 兵庫県

12月22日 頑張ってください！ 東京都

12月22日 美味しいアイスクリームありがとうございます。 富山県

12月22日
甥っ子、姪っ子が住んでいます。豊富の教育は子どもの事を想っている
と思います。続けて欲しいです

東京都

12月22日
いつもありがとうございます。 少ない額ですが、お役に立てれば何よりで
す。

東京都

12月22日 これからも頑張ってください。 大阪府

12月21日 いつも美味しい牛乳ありがとうございます！ 北海道

12月21日 遠くから応援しています 北海道

12月21日 大自然を大切に、頑張ってください 神奈川県

12月21日 応援しています。 大阪府

12月21日 元気な街づくりに頑張ってください！ 大阪府

12月21日 豊富町、頑張ってください。 京都府
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12月21日 頑張ってください！！アイスおいしー！ 東京都

12月21日
いつも応援しています。美味しい乳製品をこれからも作ってください。よ
ろしくお願いいたします。

石川県

12月21日
北海道はよく行きますが豊富町はよくわかりません。これを機会にいろい
ろ知りたいと思います。

神奈川県

12月21日 いつもありがとうございます！！ 東京都

12月21日 応援してます！ 神奈川県

12月21日 大自然を活かした町作りがんばれ 東京都

12月20日 未来の子供のために自然を残してください 千葉県

12月20日 応援してます 埼玉県

12月20日 兎にも角にも美味しい味を広めます！ 東京都

12月20日 貴重な自然をしっかり守ってください。 東京都

12月20日
貴重な税金ですので大切に使っていただけますとありがたいです。よろ
しくお願いいたします。

東京都

12月20日 頑張ってください！ 大阪府

12月20日
今年も少しですが寄付をさせて頂きます。 小さい子供がいる我が家で
す。 子供たちのために使ってください。

東京都

12月20日 頑張って下さい 大分県

12月19日 ピエール瀧のしょんないTVで見ました。応援します。 埼玉県

12月19日 素敵な風景がいつまでも続きますように応援しています。 沖縄県

12月19日 後世の人々に素晴らしいOne Sky,One Seaを引き継いでゆきましょう。 静岡県

12月19日
いつまでも変わらぬ自然をと願っております。来年こそ温泉に行きたいで
す。

神奈川県

12月18日 医療介護に役立ててください。 神奈川県
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12月18日 愛する故郷、活性化お願いいたします。 北海道

12月18日
北海道出身です。厳しいながらも自然豊かな豊富町の大いなる発展を
心より応援しています。

神奈川県

12月18日
北海道へバイクツーリングに行った際、立ち寄らせていただきました。 温
泉がすごく印象的でした。また行きたいです！

神奈川県

12月17日 応援させていただきます。 神奈川県

12月17日 少しでも役にたてるなら良いかな。って思っています。 京都府

12月17日 豊富盛り上げてください 東京都

12月17日 わずかですが、復興に役立てて下さい。 千葉県

12月17日 いつか行ってみたいです。夏？冬？ 京都府

12月17日 いつか行ってみたいです。 京都府

12月17日
豊富町の自然環境を是非保全して下さい！若い時からの憧れの地で
す。

千葉県

12月17日 御町の発展を祈念しております。 東京都

12月17日
旅で訪れた際にとても素晴らしいところでした。温泉と自然を守ってくださ
い。

東京都

12月16日 寒さに負けず頑張ってください。 茨城県

12月16日
訪れたのは20年以上前になりますが広大なサロベツ原野の風景は今で
も思い出せます。いつか子供にもその風景を見せたいです。

東京都

12月16日 わずかですがお役立て下さい 東京都

12月16日 頑張って下さい。応援します 愛知県

12月16日 初めて豊富町へ寄付します。返礼品が楽しみです。 千葉県

12月16日 応援しています． 北海道

12月16日 豊富町を応援しています。 ささやかですが寄付させていただきます。 三重県
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12月16日
今年に稚内空港から豊富町を訪れました。大自然の豊かさに感動したこ
とと、「トヨトミ」の語感に共感した大阪人です。豊富町の益々のご発展を
お祈りします。

大阪府

12月16日
北海道で食べたジンギスカンの味が忘れられず、ふるさとチョイスのサイ
トを見て、寄付させていただきました。応援しています！

栃木県

12月16日 東北・岩手から地域活性化を応援してます！！ 岩手県

12月16日 地震などありましたが，北海道を応援したくて寄付しました． 愛知県

12月16日 応援してます。少しでも発展に貢献することができれば幸いです。 神奈川県

12月16日 おいしい牛乳でつくるアイスクリームは最高！！ 埼玉県

12月16日
高齢者、障がい者に優しい街づくりをお願いします。 これからも応援して
います。

東京都

12月16日 自然保護に役立ててください。 千葉県

12月16日 以前、旅行に行って親しみがあります。 静岡県

12月16日
豊富の温泉に魅せられ通っています。もっと多くの方々が全国から訪れ
る街となることを期待しています。

東京都

12月16日 初めて寄付します。 ジンギスカンのお肉に魅了されました。 大阪府

12月16日 繁栄をお祈り申し上げます。 神奈川県

12月16日 がんばってください！ 東京都

12月16日
今年も寄付させていただきました！ 色々あった２０１８年でしたが、これか
らも頑張っていきましょう！

北海道

12月15日 少しでもお役に立てればと思い寄付させて頂きます 大阪府

12月15日 良いまちづくりにお役立てください。 京都府

12月15日 役立ててください。 滋賀県

12月15日
孫がアトピー性皮膚炎ですが、豊富温泉水で入浴した後はぐっすり眠れ
ています。これからも温泉施設の充実を応援しています。

北海道

12月15日 地域の方の発展に役立ちますように応援します。 千葉県
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12月14日
30年ほど前に家族旅行で行きました。温泉がよかったです。また行きた
いです。

千葉県

12月14日
夏、北海道に行ってます。 来年は、豊富町のことを気にしながら 行きた
いと思います。

京都府

12月14日 頑張ってください 岐阜県

12月14日 頑張って下さい 東京都

12月14日 教育頑張ってください 大阪府

12月14日 頑張って下さい。 大阪府

12月14日 美味しいものたくさん作ってください 長野県

12月14日 子供たちと子育て世代を応援してます。 埼玉県

12月14日 ２回目の寄付です！応援しています。 兵庫県

12月13日
以前にも豊富町のアイスクリームを頂きました。 いつまでも美味しい乳製
品を作っていけるように 頑張ってください。

神奈川県

12月13日 豊富温泉の発展に寄与できれば幸いです 北海道

12月13日 酪農振興に役立ててください。 兵庫県

12月13日 北海道の地域振興応援しています 大阪府

12月12日
先月、数年ぶりに豊富町を訪ねることができました。以前と変わらない風
景に安心しました。この雄大な風景が次世代以降にも受け継がれていき
ますように！

静岡県

12月12日 毎年納税させていただいています。これからも続けていきたいです。 東京都

12月12日 応援しています！ 岡山県

12月11日 今後も出来るだけ寄付していきたいと思ってます。 神奈川県

12月11日 より一層豊かな町へなりますように。 香川県

12月11日 旅行気分で、食べたいです。 東京都
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12月11日
夏に豊富温泉を訪れました。サロベツ原野の美しい風景がいつまでも見
られるよう微力ながら応援しています。

岐阜県

12月11日 いつか訪れてみたいと思います。 福岡県

12月11日 アイスもチーズも最高です 愛知県

12月11日 いつも牛乳美味しく頂いています。 有り難うございます。 北海道

12月10日 楽しみながら、頑張って下さい！(^^ゞ 大阪府

12月10日 地域の発展を祈っています！ 埼玉県

12月10日
とてもいい温泉があると友人に聞きました。 私もいつか行ってみたいで
す。 応援してます。

兵庫県

12月10日
昨年も申し込んで、とても家族が喜んでます。今年もよろしくお願いしま
す。また、今年は色々大変だったともいますが、頑張ってください。寒さも
増してきましたが、お身体には気を付けてください。

神奈川県

12月9日
自然豊かな北海道が大好きです。 これからも自然を大切にしながら、市
の発展に努めてください。

山梨県

12月9日
豊富温泉に何度か訪れました。 これからも湯治客の施設を維持していた
だけると助かります。

京都府

12月9日 がんばってください。応援しています。 埼玉県

12月9日 地域が盛り上がるよう、応援しています。 長崎県

12月9日 北海道の地域活性化を応援します。 埼玉県

12月9日 子供達に優しい町でありますように。 新潟県

12月9日 アトピー治療に効果があると聞いて、この返礼品を選びました。 東京都

12月9日 応援しています。 頑張ってください。 福岡県

12月8日 これから長い冬が続きますが、応援しています。 東京都

12月8日 温泉の湯治場で町を元気にしてください 東京都

12月8日 美味しい牛乳を生産してください！ 北海道
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12月8日
北海道は定年後に夫婦でゆっくり旅をしたいと考えています。豊富町も
訪れたいと思います。町の益々の発展を願っています。

東京都

12月8日
オートバイで夏の北海道を何回も走りました。北海道の中でもオロロンラ
インは、大好きな道の一つです。サロベツ原野をいつまでも守り続けてほ
しいと思います。

兵庫県

12月8日 酪農を応援してます！ 東京都

12月8日 酪農を応援します 埼玉県

12月7日 応援しています 北海道

12月7日 北海道は親の出身地でもあり今後も応援したいです。 埼玉県

12月6日
昨年のお礼品、子供たちも大変喜んでいました。 北海道震災があって
大変だったと思いますがこれからも頑張ってください！！

栃木県

12月6日 船橋市豊富町に住んでます。 豊富町つながりで応援します！ 千葉県

12月6日
美味しそうなお礼の品にひかれました。 まだ北海道に訪れたことがない
ので いつか豊富町にも行ってみたいです(’-’*)♪

千葉県

12月6日 がんばれッ！豊富 広島県

12月6日 サロベツ原野の野鳥達を宜しくお願いします！ 東京都

12月6日 初めてこちらに寄付させて頂きました。 アイスクリームとても楽しみです。 兵庫県

12月5日 こどもが豊富温泉に世話になった思い出の町 です。 埼玉県

12月5日
北海道のお礼の品で、ソフトクリームは初めてです。 とても楽しみです。 
酪農が盛んな北海道。温暖化や人手不足など難しい問題があると思い
ますが、日本の安心な食のためにも、頑張ってください。

大阪府

12月5日

今年9月に夫と10日程　北海道旅行をしました。 夫は毎年行っているの
で、観光地ではない 自然豊かな所を案内してくれました。 一部、観光化
されている所をみてがっかりしていました。 北海道、豊な自然が一番。 
素晴らし景色を守ってください。

埼玉県

12月5日 豊富町の発展をお祈りいたしております。 東京都

12月5日
毎年6月・9月に北海道自転車旅行で稚咲内で休憩しています。ありがと
うございます。

愛知県
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12月5日
横浜で、町の星空を観ました。 町の取組み等の情報発信がされていて、
地産品の豊かさに、町の活力を感じます。 応援しています。

東京都

12月4日 子育て支援に力を入れて下さい。子供は国の宝です。 埼玉県

12月4日
子どものころから豊富町の美味しい牛乳、大好きでした！今度は子ども
たちと美味しいアイスを食べたいと思います！

北海道

12月4日 今年もよろしく 東京都

12月4日 頑張ってください。 北海道

12月4日
このプリンの味をもう一度堪能したくて、再度応募してみます。今年は２歳
になった娘にも食べてもらいたいです。

神奈川県

12月3日
豊富町に少しでも貢献できれば幸いです(´ω`) 来年、北海道を周る旅を
する予定です。豊富温泉利用させていただきます(´ω`)！

大阪府

12月3日
2年前に豊富～稚内を旅行して以来、その景観と牛乳の美味しさに取り
つかれ、埼玉では数少ないセイコーマートまで出向いて牛乳やアイスを
購入しています！

埼玉県

12月3日 アトピー治癒の為、素晴らしい開発を願っております。 東京都

12月2日 教育は未来への投資だと思います。関わる方が元気になりますように。 大阪府

12月2日
ささやかな金額ですが、豊富町の子どもたちのために使っていただけれ
ばと思います。

東京都

12月2日 地方の魅力を最大限に発揮して、盛り上げてください。 愛知県

12月2日
豊富は牛乳と温泉とサロベツ原野が本当にいいですよね～。 これからも
応援してます！

東京都

12月2日 千葉から応援しています。 千葉県

12月2日 美味しいもの、大自然の町、全て応援しています！ 福岡県

12月2日 アトピー性皮膚炎治療に対する貢献を拝見しました。 北海道

12月1日
昨年もいただきました。すばらしい鹿肉でした。生産者の方が誠実にが
んばっていらっしゃる様子が伝わりました。引き続き応援させていただき
ます。

東京都

12月1日 応援してます！ 千葉県

12月1日
豊富町には二度目の寄付です。日本が元気になるには，絶対に地方が
元気にならなくてはと思っています。みんなで日本を元気にしましょう。

兵庫県
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12月1日 特産品で、地方を元気ッ 東京都

12月1日
北海道で食べて美味しかったので、また食べたいと思い、ふるさと納税さ
せてもらいます。

大阪府

12月1日
豊富町大好きです。なかなか遠いので行けませんが。。。温泉また行きた
いです。

東京都

12月1日
昨年、エゾシカのステーキを頂きました。 これからもエゾシカの有効利用
をお願いします。

青森県

12月1日 これからも美味しいチーズ作りで皆様が益々繁栄されることを願います。 岡山県

12月1日 図書館、図書室の蔵書購入に役立てていただければ幸いです。 神奈川県

12月1日 未来ある子供のためにお役立てください。 愛知県

12月1日 北海道の乳製品の大ファンです。 これからも頑張って下さい。 兵庫県

12月1日 酪農を応援してます！ 東京都

12月1日 美味しそうなチーズがとても楽しみです。 神奈川県

12月1日
夏にしか訪れませんが、大変良い田園風景と温泉がいい街ですね。もっ
と若い人が増えればいいのにと思います。

北海道
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