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平成２８年度ふるさと納税　応援メッセージ

3月31日

若かりし頃、鉄道旅行で観光しました。 豊富温泉は今でも忘れられない
温泉のトップですし、夏の青空の下散策したサロベツの広大さはとても思
い出深いものです。 宗谷本線が末永く存続し、豊富町が発展することを
祈念しております。

滋賀県

3月31日 豊富町の振興の一助となれば幸甚です。 神奈川県

3月30日

去年からふるさと納税を始めました。主婦なのでついついお得なものをと
探してしまうのですが(笑)ＨＰを見て初めて知る事柄も多く、息子と何にし
ようかなどと話す機会も増え嬉しく思っています。僅かですが、この寄付
金がお役にたてると更に嬉しいです。

大阪府

3月30日
アトピー，乾癬患者の最後の砦である豊富温泉と同地域の維持・発展を
期待しています．

広島県

3月30日 福祉に役立ててください 東京都

3月30日 豊富町の発展をお祈りします。 東京都

3月30日  まちづくり　地域活性　がんばってください！ 大阪府

3月30日 いつか観光で訪れたいと思っています。頑張って下さい！ 千葉県

3月29日 いつも応援しています！ 茨城県

3月29日
昨年はじめて納税させてもらいましたが、丁寧な対応で、書類にも気配り
が感じられたので、今年も納税させてもらいました。

千葉県

3月29日 高齢者に優しい街づくりを応援します 神奈川県

3月29日 がんばってください！ 大阪府

3月29日  日本を元気にしたいです。 東京都

3月29日 応援してます 神奈川県

3月28日 御発展をお祈り申し上げます。 三重県

3月28日 がんばってください 京都府

3月28日 頑張れ、北海道！ 埼玉県
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3月27日 寄付金を有効に活用してください。 静岡県

3月27日
この春から娘が北海道に渡ります。 娘にとっても我が家にとっても北海
道が第二の故郷になります。 美味しいものがたくさんあり、自然も豊かな
北海道。 これからも応援し続けます。

千葉県

3月26日 応援しています。 千葉県

3月26日 毎回おいしく頂いております。 茨城県

3月26日 自然を大事に 東京都

3月25日 今度北海道訪れた際は豊富町に行きたいです。応援しています！ 東京都

3月25日 今年も応援します 大阪府

3月24日 地域活性化になればと微力ながら応援しております。 神奈川県

3月24日
北海道が大好きです。豊富町はまだ行ったことがありませんが応援して
います。

大阪府

3月24日 応援しております。 香川県

3月24日 なかなか温泉に行けないので楽しみです。 兵庫県

3月23日 少子化を防いで欲しい。 三重県

3月20日 応援しています！ 千葉県

3月20日 今後の発展を期待しています。 秋田県

3月20日 地場産業頑張ってください。応援します。 兵庫県

3月20日 北海道の北の果てから熊本へのエール、心温まります。 秋田県

3月19日 地場産業を大事にしてください。応援します。 兵庫県

3月19日 地場産業を大切にして下さい。応援しています。 兵庫県

3月19日
地場産業の発展を応援しています！！ これからも素晴らしい商品を作り
続けてください！！

三重県
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3月19日
2年前にも寄付をしました。定年したら、是非北海道一周で行きたいと
思っています。頑張ってください。

奈良県

3月18日 豊富町を応援します。 兵庫県

3月18日 去年アイスをいただき美味しかったです。 東京都

3月17日
豊富温泉の効能は最高ですね。伊勢丹の北海道展をＴＶで拝見しまし
た。

千葉県

3月17日 豊富町がんばれ。 北海道

3月16日 とても遠い場所ですが、是非豊富町へ遊びに行きたいです！ 愛知県

3月16日 少子化を止めないと田舎が潰れます。少子化を止めて欲しいです。 三重県

3月15日 若い人たちが夢を持って働ける街になることを希望しています。 愛知県

3月14日 応援しております。 東京都

3月14日 少額ですが送らせて頂きます。頑張ってください。 山梨県

3月14日
鹿児島からはなかなか遠くていけないので、このような形で応援させてく
ださい。

鹿児島県

3月14日
鹿肉が大好物であり、去年は白糠町のものを頂き、大変おいしかったで
す。以前に、「秘境駅」の取材で宗谷本線の駅にも伺いましたが、ぜひ、
廃駅にせずに維持して頂けると観光地にもなるかと思われます。

東京都

3月11日 まだ行けてないけどいつかは行きたい豊臣町ガンバレ。 東京都

3月10日
　今年は厳冬で大変でしたが、今後の発展にこのふるさと納税を有効に
お使いください。

大阪府

3月5日 豊富町の地場産業を応援します！ 東京都

3月1日
北海道を旅行した時に食べたジンギンスカンがあまりに美味しくて初めて
申し込みさせていただきます。よろしくお願いします。

兵庫県

2月28日
昨年夏に温泉の訪問計画しましたが、残念。今年は楽しみにしていま
す。

東京都

2月27日
豊富町、応援しています！！ 素敵な街になりますように。 ふるさと納税、
少ないですが寄付いたします。

千葉県

2月27日
こんな希少価値の高いものを道産子として知りませんでした。 この温泉
水をもっともっと世の中に知らしめてアトピー撲滅に繋げていきましょ
う！！

東京都
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2月26日 こどもがのびのびと育てる町にしてください。 愛知県

2月26日 頑張ってください 東京都

2月25日 自治体の発展に少しですが、お役立て下さい。 東京都

2月23日 宜しくお願い致します。 東京都

2月22日
利尻島、礼文島は２０代ごろからの一度は行ってみたいところですが未だ
に行けていません。少しでもお役に立てればと思います。

愛知県

2月21日
昔道北に住んでいました。シカ肉は身近でしたが札幌ではあまり手に入
りません。嬉しいです。

北海道

2月21日
子供がアトピーで今回初めて、豊富温泉を知りました。北海道には簡単
には行けませんが、入浴剤で少しでも温泉の効能があればと思います。

石川県

2月20日 子育て支援に役立てていただけると嬉しいです。 三重県

2月19日 自然を保護し、守り続けてください。 千葉県

2月18日 湯治の環境整備に使ってください！ 東京都

2月18日
北海道が好きです。何度行っても食べ物がおいしい。何度でも行きたい
です。でもそんなには行けないのでふるさと納税で行ったつもりになりま
す。

兵庫県

2月18日 酪農業のさらなる発展を期待します。 神奈川県

2月18日
豊富町へはまだ行ったことがないのですが、最北端の温泉やきれいな星
空、豊かな自然に惹かれました。

東京都

2月16日

今年2/1～15（昨日）まで、大学生の息子が湯治に行っていました。 昨年
は、２月まるまる１か月豊富温泉にて湯治。。  脱ステ後のひどい皮膚の
状態が、本当にきれいになって帰ってきました。 大阪に帰ってくると徐々
に悪い状態に戻ってきますが、豊富に行くとリセットできてきれいになるこ
とが心の支えとなっています。 今年８月も、来年２月にもまた湯治に行か
せます。 豊富温泉万歳！本当に有難うございます。

大阪府

2月11日 必ず、平日午前中の指定配達 東京都

2月9日
いつもおいしい牛乳を頂いています。 貴町がますます発展されますよ
う、お祈りしています。

北海道

2月6日
北海道に行くたびにラムをたくさん食べます。今回も楽しみです。 豊富
町のご発展をお祈り申し上げます。

大阪府

2月6日 九州から応援しています！ 福岡県
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2月5日
大阪の緑のほとんどない地域に暮らしているので いつか豊富町にいっ
てみたいです。  町が自然を維持できるようにお願いします。

大阪府

2月5日 役立てて下さい。 岡山県

2月5日 今以上に素敵な街になるようねがっています。 佐賀県

2月5日 豊富温泉が好きで、今年も行きます！ 東京都

2月4日
いつかは湯治に訪れたいと思っています。効果を試してみたかったので
温泉水が頂けるのはうれしいです。

愛知県
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