
平成２７年度ふるさと納税　応援メッセージ

11月30日 遠く離れた場所ですが、機会があれば訪れてみたいと思います。 京都府

11月30日 冬の季節がきました。頑張ってください。 千葉県

11月30日
ふるさと納税で貴町について知りました。これをきっかけに一度家族旅行
で訪れてみたいと思います。

東京都

11月29日
サロベツ原野はいつか必ず行ってみたい場所です。はじめてふるさと納
税をさせていただきます。とても楽しみにしています。

神奈川県

11月29日
関東の人間にとっての癒しの場所となってくださっている、貴町の益々の
ご発展を祈念いたします。

埼玉県

11月29日
地区は違いますが北海道出身です なかなか、北海道にはいけませんが
頑張っていただきたいと思います。

千葉県

11月29日 応援してます 是非、地域活性化の為に頑張って下さい 埼玉県

11月29日 町の皆様、子どもたちが元気になりますように！！ 東京都

11月29日
ずっと北海道ファンです。また寒い冬がやってきますが、そのハンデに負
けず頑張ってください！

東京都

11月28日 頑張って下さい。 東京都

11月28日 届くのを楽しみにしています。 滋賀県

11月28日
鹿肉を味見させていただきます。 豊富町まで足を延ばしたくなるような味
を期待して待ってます。

東京都

11月28日 酪農、がんばってください。 北海道

11月28日 地域振興に役立ててください 大阪府

11月28日 豊富町の農業振興を祈念しております。 岩手県

11月28日 豊富町についてもっと知りたいと思います。 埼玉県

11月28日
ジンギスカンを楽しみにしています。  暖かくなれば、アイスクリームを希
望したいです。  これからもふるさと納税を続けてください。

北海道

11月28日 応援しています。がんばってください。楽しみに待ってます。 大阪府
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11月28日 是非行ってみたいです。 東京都

11月27日 何かの役に少しでも立てればと思います。 兵庫県

11月27日 北海道大好きです！！！ 広島県

11月27日 過疎に負けないで、魅力ある豊富町にしてください 岡山県

11月27日 町のますますのご発展をお祈りしています。 愛知県

11月27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

11月27日 自然の恵みを守る活動に期待します！ 兵庫県

11月27日 がんばってください。 福岡県

11月27日
国内でのバター生産は厳しいときいてますがどうか頑張って生き残って
ほしいです。

東京都

11月26日 頑張ってください 三重県

11月26日 乾癬の母が、毎年湯治にいきます。少しでも、街が活性化されますように 愛知県

11月26日
豊富町は何度も訪れています。町の子どもたちの教育に少しでもお役に
立てれば幸いです。

千葉県

11月26日
アトピーで悩んでいる人たちにどんどん豊富温泉の良さを宣伝してくださ
い。

長野県

11月25日 地域振興に役立ててください 神奈川県

11月25日 豊富町に想いをはせながらアイスを頂きたいと思います。 東京都

11月23日

函館生まれです。生まれて４０年間を函館と札幌で暮らしていましたの
で、豊富町の名前はテレビでおなじみでした。今は愛知県にすんでいま
す。北海道の食べ物はおしいですよね。これからも美味しい物を作って
下さい。応援しています。

愛知県

11月23日 名のとおり　富が豊かな町になれ～！とても行きたい町。 北海道

11月23日
食べ物がとても美味しそうなので応援したくなりました。 いつか直接行っ
て食べたいです！！

長崎県
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11月23日 牛乳飲んでます！ 茨城県

11月23日 子どもたちのために是非がんばってください。 愛知県

11月23日 小額ですが地域の子育て支援になれば幸いです。 北海道

11月22日 応援してます 北海道

11月22日 北海道にマイカーで旅行に行った時に、立ち寄らせていただきました！ 神奈川県

11月22日
動物を可愛がるだけでなく、増えすぎて生態系を壊す、家畜に悪影響が
出るなどして駆除となった個体を食べる…というスタンスには共感します。

愛知県

11月22日
温泉に関心があり、ぜひ試してみたいと思いました！ 楽しみにしていま
す。 応援しております！！

東京都

11月21日
地域に貢献しながら、美味しく頂けることに二倍の喜びです。 感謝しま
す！ よろしくお願い申し上げます。

東京都

11月20日 昔行きましたが良いところでした。またいつか行きたいと思います。 東京都

11月20日 　安全で美味しい食品を作り続けてほしいです。 兵庫県

11月20日
おいしそうな特産品ばかりで楽しめました。いつか，家族旅行に行きたい
です。

岐阜県

11月20日 地場産業頑張ってください。 東京都

11月20日 放牧場が想像されます。さぞかしおいしいことと思います。 秋田県

11月20日
今年3回目の豊富町ジンギスカンです。柔らかくて美味しく、すっかりファ
ンになりました。

東京都

11月20日
頑張っている地域が好きです！ これからも地域の特産品を広めて下さ
い。

沖縄県

11月20日 地域の発展を応援しております 東京都

11月19日 将来を担う子供たちのために役立ててください。 応援しています。 千葉県

11月19日 未来を担う子どもたちを育ててください。 東京都

11月18日 地域振興に頑張って下さい。 東京都
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11月18日 がんばってください 東京都

11月18日 出生率を増やし、未来の発展につなげていただけたらと思います。 東京都

11月18日
HPを拝見したら素晴らしい自然と動植物、美味しい食べ物に囲まれた素
敵な町だということが分かりました。東京からツアーがあったら是非訪れた
いと思います。（車の運転ができないのでツアーでないと行けません）

東京都

11月18日
北海道は毎年夏にバイクで訪れます。 豊富町の兜沼キャンプ場をよく利
用しております。 整備され、静かなキャンプ場に、毎回心地良く時を過ご
せます。 今度は豊富温泉も利用してみたいです。

愛知県

11月17日
豊かな自然、美しい景色と空気、美肌の温泉と、魅力がいっぱいな豊富
町に、ぜひ行ってみたいです。

福岡県

11月17日
子供が乾燥肌で悩んでて、豊富温泉を使ってみたら、治りました。まだ、
完全に治ってないので、また申し込みました。

千葉県

11月17日 がんばってくださいね。 大阪府

11月17日 応援しています。 兵庫県

11月16日
北海道の乳製品が食べたくてフレーバーバターを選びました。どんな味
が楽しみです。

千葉県

11月16日
特産品目当てではありますが、私も北海道出身です！おいしくいただき
ながら、豊富町の繁栄を祈念いたします！！

千葉県

11月16日 豊富温泉は素晴らしいの一言に尽きます。 愛知県

11月16日
次世代の子供たちが安心して暮らせるまちづくりのお役にたてればと思
います。

東京都

11月16日
以前、皮膚疾患で豊富温泉には何回もお世話になりました。 どこの温泉
よりも効き目がありました。 ふるさと納税で少しでも豊富町に恩返しでき
れば・・と思いました。

埼玉県

11月16日
何度も旅行で訪れていますが、雄大でとても素敵なところです。豊富温
泉の効能には驚きました、肌がすべすべになります。

東京都

11月15日 美味しく安全な食べものを今後も期待しています。 滋賀県

11月15日 地方創生に向け、地域資源のフル活用を期待しております 北海道

11月15日
札幌で育ち 北海道大好きです。  雪かきなどの冬の生活の助けになれ
ばとおもいます。

東京都

11月15日 頑張ってください。 東京都

11月15日

暖冬予想が出ているとはいえ、これから寒くなります。 皆様に雪害があり
ませんように！  豊富町のお子様がすくすく元気に育ちますように！  私
も高齢者ですが町の高齢者の皆様、お互いに発展の為にがんばりましょ
う！

大阪府
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11月14日 いつかサロベツを訪れたいと思います。 東京都

11月14日
牛乳は本当においしいと思います。 TPP締結後も品質、価格とも競争力
をつけてほしいです。

埼玉県

11月14日 地域活性化に役立ててください。 徳島県

11月14日
豊富町は足を運んだことはないのですが、正直アイスクリームが美味しそ
うだったので申し込ませていただきました。「豊富町」って素敵な名前で
すね。豊かな環境づくりに少しでも貢献できれば嬉しいです。

長野県

11月14日
サロベツ原野の自然が大好きです。子供たちが大きくなったときにも美し
いサロベツの自然を見ることができるようにして頂きたいです。

茨城県

11月14日
北海道では酪農が地域を支える柱です。 酪農を巡る環境は厳しくなる
かもしれませんが、酪農家の皆さんのひたむきな努力が経営と生活の安
定につながるような政策対応が必要だと思います。

千葉県

11月13日 これからの季節大変ですが、頑張ってください。 愛知県

11月13日
東京の北海道アンテナショップでバターを購入しました。 三代目？の熱
意が街も活性化すると期待して寄付します

東京都

11月13日 自然との共存共栄を応援しています。 京都府

11月13日
北海道に一度行きました。とても広くて雄大な景色に感動しました。今度
は、豊富町の方も行ってみたいです。これから寒くなりますが、寒さに負
けず頑張ってください。

京都府

11月12日
前に豊富町からいただいたソフトクリームは、最高においしかったです。
ありがとうございました。少しばかりの寄付ですが、お役にたててくださ
い。

神奈川県

11月12日 些少ですが、少子化対策などにお役立ていただければ幸甚です。 埼玉県

11月11日 今年9月に道東を旅行しました。今度は道北にも行ってみたいです。 神奈川県

11月11日
豊富町が大好きで、何回も旅行に行っています。 いつまでも自然あふれ
る町であってほしいです。

神奈川県

11月10日
毎年夏にツーリングで立ち寄る町です。 この機会にますます身近に感じ
る町になりました。

埼玉県

11月9日
今年のシルバーウィークに、初めてバイクで豊富町のサロベツ原野を走
り、自然の雄大さに感動しました。 今後も変わらず同じ景色に出会えるよ
う、寄付をさせていただきます。 頑張って下さい。

福岡県

11月9日
兵庫県姫路市豊富町から、同町名のヨシミとして、応援します。  いず
れ、利尻礼文方面に旅行したいと思っています。

兵庫県

11月9日
初めての利用です。 ジビエに関心があり、貴町の鹿肉は種類が豊富で
是非食べてみたいと思い申し込みました。 北海道は遠いですが、訪れ
てみたいものです。

奈良県

11月9日 サロベツ原野の保全とワイズユーズの進展を祈念します。 神奈川県

5 / 10 ページ



11月8日 豊富町の豊かな自然を守っていってください。 岐阜県

11月8日
北海道の北のほうはまだ訪れたことがないのですが、温泉もあるとのこと
ですし、ぜひ一度訪ねてみたいです。

愛知県

11月8日
食べたことが無いものを探していたところ豊富町になりました。 温泉も魅
力的なので一度家族で訪れたいです。

大阪府

11月8日

高校生の頃に初めての北海道旅行でサロベツ湿原を訪ねました。８月
だったので花の季節は終わりかかっていましたが、木道の途中で１ヶ所
だけエゾカンゾウが咲いていたのを今でも覚えています。 今は当時に比
べて観光施設もだいぶ充実したことと思いますが、いつか機会があれば
一面にエゾカンゾウが咲き乱れる姿を見たいと思います。 その気持ちを
込めて、使途を自然環境の保全とさせていただきました。 また、鹿肉はこ
れから有望な商品ではないかと思います。都市部ではまだまだ市民権を
得たとは言えませんが、私は好きです。気長に続けて下さい。

神奈川県

11月7日
４年前にキャンプ旅行で兜沼を訪れました。 また美しい夕日を見たいで
す。 町の発展を期待しています。

千葉県

11月7日 おいしそうな無添加アイスクリームとても楽しみにしています！ 東京都

11月7日
ふるさと納税で豊富町を知りました。 地場産業活性化に向けて頑張って
ください！ 応援してます！

東京都

11月7日

今年のシルバーウィークに、主人と初めてバイクで豊富町(106号線)を走
りました。 雄大なサロベツ原野と海の向こうに見えた利尻富士の景色は
一生の宝物です。 厳しい自然の土地柄とは思いますが、今後も同じ風
景と出会える様、頑張って下さい。

福岡県

11月6日
温泉、サロベツ原野と魅力がいっぱいの町ですね。いつかまた訪れたい
と思います。

北海道

11月6日 ミルク好きとして、北海道の牛さんを応援しています！！ 東京都

11月6日
家族全員が鹿肉大好きです。埼玉ではなかなか手に入りませんので楽し
みにしております。 お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いしま
す。

埼玉県

11月6日
昨年度に続いて寄付させていただきます。 これからもがんばって地域振
興してください！ 応援してます！

京都府

11月6日 有効に活用していただければ幸いです。 青森県

11月5日 がんばってください 京都府

11月5日 未来の子供たちの為にお使いください！ 神奈川県

11月3日
素敵なホームページから申し込ませていただきます。豊富町のますます
のご発展を心からお祈り申し上げます。乾癬、アトピーで悩まれる方たち
へのなおいっそうのご支援のほど、なにとぞ宜しくお願い申し上げます。

北海道

11月3日 少ないですが有効に使ってください 兵庫県
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11月3日 バイクでよく行きます。 東京都

11月2日 これから寒さ厳しくなりますが、がんばってください！ 埼玉県

11月1日
以前より訪れたいと思っていましたが、なかなか機会がありません。わず
かではありますが、寄附が何かのお役にたてればと思います。

東京都

11月1日

鹿肉こちらのお礼の品で初めていただきました。他のどの肉より美味しい
です。野生だからなのか、変な癖も無く、一口食べただけで体に力がみ
なぎってくるような感じがしました。自治体様におかれましては、この自然
を活かした地域の活性にますますご尽力されますことを切に希望いたし
ます。

神奈川県

10月31日
一度観光で行く予定でしたが悪天候で断念したことがあり、ずっと行きた
かったところです。 いつか行ける日を夢見て、、、。。これからも応援して
おります。

兵庫県

10月31日
豊富町は、以前、利尻礼文を訪れる途中、観光で行きました 冬の寒さは
厳しいでしょうが、豊かな自然を大切に、頑張ってください。カタラーナ楽
しみです。

福岡県

10月31日 サロベツ原野を守って下さい。「あしたの城」も繁盛してるといいけど。 兵庫県

10月30日 豊富町がんばれ! 北海道

10月29日 がんばってください！ 愛知県

10月29日
お恥ずかしい話、ジンギスカンに釣られて貴市の存在を知りました。最北
の温泉があるということ、いつか言ってみたい先の一つになりました。 こ
れからも、頑張ってください！！

東京都

10月28日 宜しくお願い致します。 長野県

10月28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

10月27日
ふるさと納税チョイスのサイトでアトピーに効能がある温泉があると初めて
知りました。アトピーで辛い思いをしている人に教えてあげたいです。

神奈川県

10月26日 豊富町のご発展を祈念します。 大阪府

10月26日
愛知県からです。北海道は遠いですが、以前テレビで紹介されたとき、
取り組みがいいなあと思い、決めました。頑張ってください。

愛知県

10月26日
いつも近所のスーパーで購入するサロベツ牛乳をおいしく飲んでいます
（結構人気です）。遠いところから届いているんだな～と思っていました
が、このたびわずかながら寄付させていただくことにいたしました。

奈良県

10月26日 頑張ってください。 北海道

10月25日
夫が北海道出身ということもあり、とても身近に感じています。地域の振
興にお役立てください。

愛知県
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10月25日 おいしい農産物を期待しています 北海道

10月24日
今回のふるさと納税の商品選びで、初めてこの温泉の事を知りました。ア
トピーなので、効果を期待しています。効果があったら、いつか一度行っ
てみたいと思います。

兵庫県

10月24日

元道産子です。 北海道内を出張で回っていた時、ホテル豊富に泊った
ことがあります。 ご飯もおいしかったのもありましたが、やっぱり温泉で
す。 各地の温泉を色々回りましたが、他とは全然違う泉質に感銘を受け
ました。 これから季節としては厳しい時期にはなりますが、頑張ってくだ
さい

神奈川県

10月24日
まったく聞いた事もない町を知ることが、できて、見聞が、ひろめられて、
うれしいです。

佐賀県

10月24日 小学校や学童関連に寄付をつかってください。 京都府

10月23日 町おこし頑張ってください。 東京都

10月22日
豊富町、サロベツ原野には、利尻富士の登山とあわせて伺ってみたいで
す。  5年以上先になってしまうかもしれませんが、楽しみにしています。
鹿肉楽しみにしています。

埼玉県

10月22日
先回このアイスクリームがとても美味しかったので又、お願いします。 とて
も素敵なパンフレットを見てとてもいいところだなと思っています。ありがと
うございます。

愛知県

10月22日 地方創生を推進して、豊富町の特性を世界に輝いてください。 岡山県

10月20日 前回頂いたジンギスカンもチーズも美味しかったです。 愛知県

10月20日 町の発展を祈念いたします。 兵庫県

10月20日
今年に道北に旅行をし、豊富町のふれあいセンターでジンギスカンを食
べ、感動しました。

和歌山県

10月20日 わずかですがお役立てください 愛知県

10月19日
セイコーマートで買う牛乳がおいしくて、知っていました。酪農の振興に
役立ててください。息子がアトピーで困っているので、いつか温泉にも
行ってみたいです。

北海道

10月19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

10月19日
知人の紹介で寄付を思い立ちましたが、いつか道北を旅行したいと考え
ています。

神奈川県

10月19日 おいしいお肉をありがとうございます。 埼玉県

10月18日
北海道は、旅行で何度か訪れて大好きです。 特に子どもたちが、元気
にのびのびと育ってほしいと思っていますので、役場の皆さん頑張ってく
ださいね。

奈良県
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10月16日
ソフトクリームアイスとても楽しみにしています！よろしくお願い致しま
す！

千葉県

10月16日 応援しています！ 大阪府

10月16日
豊富町には以前旅行で宿泊させていただきました。 大自然を守ってい
ただきたいと思います！

東京都

10月16日

北海道牛乳のふるさとを訪ねてみようツアーに参加で初めて豊富町を訪
ねました。搾乳体験などを通し酪農の現場を見せていただき大変勉強に
なりました。 以来子供達は毎日牛乳を飲んでいます 。 ありがとうござい
ました。 このふるさと納税を通じ、豊富町の振興のお役に立てれば幸い
です。

北海道

10月14日
先日の北海道旅行で初ジンギスカンを経験、とてもおいしくいただきまし
た。楽しみにしています。

大阪府

10月14日 地場産業振興に貢献できますように！ 埼玉県

10月14日

北海道屈斜路湖で１年間仕事で行ったことがあります。夏タイヤで行きそ
のまま冬を過ごし地元の人に夏タイヤといわれ始めて、夏タイヤと言う言
葉を知りました。豊富町、地図で確認しましたらまだまだ北、夏の終わり
頃お邪魔したいですね、　冬は屈斜路湖で堪えました。　寒い季節に入
ります。　　御身大切に。励んでください。。。。

埼玉県

10月13日 頑張って下さい。 東京都

10月13日 全く知らない町ですが、これを機会に応援したいです。 栃木県

10月13日 これからも頑張って下さい！ 応援しています！！ 茨城県

10月13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

10月12日 北海道には頑張って欲しい 東京都

10月12日
学生の時に北海道旅行にはまり、宗谷岬に向かう時に訪れました。広大
な景色、夕日、そして温泉、とても満足した旅行でした。有難うございまし
た。今では、鉄道も不便になり、なかなか訪れることができませんが・・

神奈川県

10月11日

過去25年、毎年夏を中心に北海道を訪れています。今年は、5回目の道
北旅行で、豊富町にも宿泊しました。ホッキチャウダーが始まった年に訪
れて依頼でしたが、今年は2店舗のみの提供となっており、少し、がっか
りしました。是非、町興しのツールとして活性化の応援をお願いします。
湿原散策は、観光資源として非常に価値が高いと思います。温泉、湿
原、グルメを結びつけたイベントがあると良いと思います。

神奈川県

10月11日 未来を担う子供たちのために活用していただければ幸いです。 千葉県

10月11日 わずかな金額ですが、町の発展に貢献できればと思います。 兵庫県
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10月9日 いつか北海道に行ってみたいです 岐阜県

10月9日 豊富町の牛乳をいつも飲んでいます 茨城県

10月9日 応援しています！！！ 北海道大好きです。 神奈川県

10月7日 チーズがおいしいと聞いています。頑張ってつくってくださいね。 富山県

10月7日 日本の未来は地場産業の活性化だと思います。 頑張ってください！ 愛知県

10月6日
豊富温泉の油の力、サロベツ原野の広々とした力、豊富の人々の暖かい
力に、わずかながらですが私の力を役立ててください。

北海道

10月6日
豊富温泉の油の力、サロベツ原野の広々とした力、そして豊富町の皆様
の暖かい力に、わずかながらの私の力を役立ててください。

北海道

10月6日 これからも自然豊かな豊富町で！ 兵庫県

10月5日
北海道の食べ物、雄大な自然が大好きです。 北海道でも北の方の豊富
町、ふるさと納税がなければ知ることはなかったと思います。 家族がアト
ピーなので、北海道旅行の際には、立ち寄ってみたいものです。

愛知県

10月5日
北海道は地域の特産品が多いので、それにかかる地域振興に力を入れ
て是非全国に特産品を届けて下さい。

沖縄県

10月4日
地域の活性化と発展に役立てて頂けたらと思います。 頑張ってくださ
い。

神奈川県

10月4日 人がいない地域なので色々と苦労が多そうですが頑張ってください。 長野県

10月3日
北海道にはいろいろ思い出があります。新幹線が開通したらまた一度い
きたいと思っております。

愛知県

10月2日 道北も厳しい状況でしょうが　頑張ってください 北海道

10月2日 これからも頑張ってください！ 東京都
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