
平成２７年度　寄附者からの応援メッセージ

群馬在住なので、今度伺います。

埼玉は叔父が住んでます。頑張ってください、特に医療関係。

少子高齢化が進んでいるとのことで、同じ埼玉県として協力できることはこれくらいしかないの
で、今後もできる限り協力したい。

魅力ある＜お礼の品＞を提供し続けてください。

あまり知らなかったですが、これを機に興味がでてきます。 頑張ってください。

少子化は深刻問題です。ぜひ取り組んでください

羽生市の発展を願います。

日本の文化や歴史を守ってほしいです。 工夫を凝らして頑張ってください。

パーキングエリアの充実を期待します。

関東甲信越で少子高齢化対策に費用を使っていただけるのは未来のために良いと思い賛同いたしま
した。期待しています。

寄付するからにはどんなところなのかを調べたいと思います。

前回も記入しましたが、羽生市のビールは美味しいことと 対応が早いことが何よりです。 また、
利用します。

少ないけど使ってください。

お米が大好きな家族です。 いろいろなお米楽しみにしています。

これを機に、羽生市に訪れてみたいと思いました。  HPも見ましたが、凄く良い印象を持ちました
ので、今後も応援して行きたいと思います。

ご発展を心から願い応援いたします。

羽生市のますますの発展に期待します。

良い米作環境を維持して下さい。

環境にやさしい農業を推進してください。 農業は国土の管理という側面も持っていると考えます。
頑張れ！羽生市！

同じ埼玉県に居住しています、三郷市は最近は市外の方が多く来られて私が小さい頃より街が良く
なったと思います。羽生市には知り合いがいるのでがんばって欲しいです。

地域発展に頑張ってください。

近隣が出身地です。応援しています

魅力的なお礼の内容であれば今後も寄附していきたいです。

さいたま水族館とキヤッセ羽生には時々遊びに行っています。 ムジナモは大変貴重なものだと思い
ますので、なくならないように、ずっと守って欲しいです。



羽生市に行ってみたくなりました。

おいしいお米を頂き、豊かな自然を感じさせて頂きます。

訪れた事は一度もありませんが、何となく住みやすい街だと思ってます。

羽生の熱気球の大会を応援しています。

地価が上がるようにがんばってください。

微力ながら、少子高齢化対策のお役にたてれば幸いです。

地元が羽生市の近くでよく行っていたので選びました 今後も協力はしたいのですが、絶対できるか
はわからないので、その他とさせていただきます

魅力的なお礼の品を今後も期待しています！

いつか訪れたいと思います。

少子高齢化社会の充実、切に願っております。 ほんの少しの寄付ですが、未来を担う子供たちや元
気な自立した高齢者への取り組みにお役立てたら幸いです。

とてもおいしいお米を生産している地域だと思います。 ゆたかな自然と環境をぜひ守り続けてくだ
さい。 応援しています。

出来るだけ農薬の少ない食品には大きな期待をしていますので 市の支援をお願いします。

高齢者福祉の充実をお願いします。

ふるさと納税BOOKから、羽生市のことを知りました。少子高齢化対策頑張ってください。

美味しいお米とお酒を造ってください。

埼玉の米作り、その他野菜・果物などずっと頑張ってほしいと思っています。

自宅から小旅行気分で寄らせていただいています。まだくわしくはないので、見どころとかを調べ
てまた遊びに伺います。

ムジナもんはとてもかわいくて癒されます。 11月にはまた世界キャラクターサミットが開催され
るとのこと ですので、ますます市の知名度があがり、まちが活性化すること を期待します。

今後とも魅力的な「ふるさと納税」をお願いします。

自然豊かな環境を大切に守ってください！

自然あふれる、また活力ある羽生市にしてください。

少子化対策よろしくお願いします

お米がとても美味しかったです。

こぶし花ビールという商品を初めて知りました。 贈り先がビールが大好きなので、評判が良ければ
リピートします。

お米楽しみにしています。

自然が多く、温泉もありいいと思います。



昨年も寄附させていただきました。引き続き応援させていただきます。

本屋＆レンタルショップの大手であるTSUTAYAを誘致してください。 １２２号沿いに。 あと、
ダイソーと、集客力のある飲食店（王将、コメダ珈琲店、ピザ・パスタの店　など）ができればよ
りよい。 交通量も多いのでそれなりに客の入りも見込めると思うのですが。
藤まつりを以前見たことがあります すばらしい藤がずっと美しくありますように

全く知らない街ですが、これも何かの縁です よろしくお願いします

羽生という名前がいいとおもいました。

羽生市がもっと活性化することを期待します。

埼玉県民です。ふるさと納税もやっぱり埼玉の市町村がいいなぁと思い申し込みました。（お礼の
品が魅力的というのもありましたが）こどもが小さいころ羽生の水族館に何度か行きました。懐か
しいです。

子供たちが、のびのび育ちますよう。

埼玉県出身です 応援しています

友人が埼玉県にいて、もっと埼玉県を理解したいと思ってます。 また、機会があれば、ゆっくり羽
生市へ訪れたいです。

昨年に引き続き、ふるさと納税させていただきます。

手作りの米を食べて地域貢献したいです。

同じ埼玉県民です。地産地消でふだんから埼玉のお米をいただいています。今回３種類を食べ比べ
てみます。 幸手や行田のように、観光でいけるような場所があればいいと思います。

同じ埼玉県民として応援しています。羽生市がんばれ！

美味しくて　健康的な　地ビールを全国区で販売してください。  応援しています！！

地域活性化の為に、いろいろと工夫して頑張ってください。

羽生市の発展をお祈り申し上げます。 特に少子高齢化対策に期待しています。

県北のまちづくりをぜひ活性化させてください。

ふるさと納税の雑誌を見て、初めてふるさと納税を行ってみました。 埼玉のお米は食べたことがあ
りませんが、お友達は実家の埼玉からお米を頂いてくると話していましたので、美味しいのかな？
と、今から届くのが楽しみです。
埼玉県に住んでいたこと・羽生市を訪れたことがありますが、ブルーベリーが名産品とは知りませ
んでした。今後も住みやすい町づくりを期待しています。

今年も暑い夏がやってきそうな気がします。 豊作になることを祈っています。  市長が行う個性豊
かなふるさと事業に興味があります。

気に入ったら来年もと考えておりますが、次回といっても、1年に１度の事なので、来年４月に以
降にはがきなどで案内状を出してみるなんて方法は、どうなんでしょうか。

少額ですが羽生市の子供達の為に使っていただけると幸いです。

自然環境保護に力を入れてください。 ムジナモを助けられるのは、羽生市の行政にかかっていま
す。 応援しています。頑張ってください。

今まで羽生市に行ったことはありませんが、 これを機会に近くへ行った時には寄ってみたいです！

オーガニック関係も頑張ってください！



近くの町のお酒を楽しみにしています。 動物園のオオカミを昔 見に行きました思い出がありま
す。

羽生市の医療行政が発展する事を祈ってます。

日本を盛り立ていきましょう。

はじめてのふるさと納税になりますが、地域促進のために活用してもらえたら光栄です。

可能になったら東京と羽生市を生活の拠点としたいと考えています。これからも応援していますの
で、頑張りましょう。

少額ではありますが　住みやすい街に使って下さい

市長さん始め市民の皆さんの市に対する熱い思いに敬服し、心から応援しています。ムジナもん、
いがまんちゃんもかわいいです

良い街になるように期待してます。

埼玉県なら自宅から近いので近くに行く予定などがあったらよってみたいと思いました。

日本の農業を応援します。健康のために農薬をできるだけ使わないでがんばってほしいです。

　羽生駅の西側は以前は賑やかでしたが最近は訪れるたびにだんだんさびしくなっているように思
います。 　何かアイデアを案出して、羽生の魅力を引き出していく方策を期待しています。

行ったことのない土地ですが、今回の寄付で初めて知って興味を持ったのでいつか行ってみたいで
す。

子育て支援よろしくお願いします。

羽生の農家さんがつくったお米が食べてみたいです。おいしいお米が届くのを楽しみにしていま
す。

日本の将来のため、自然の保持を願います

時々、羽生には遊びに行っています。 道の駅でしたか、地ビールをお土産に買って帰ったところ、
とても美味しかったので、今回ビール目当てで寄附させていただきました。 また、遊びに行かせて
いただきます！

地名を初めて知りました。お米どころのようで、お酒も試してみたいです。

今回初めてふるさと納税を申し込みましたが、一番目を引きました。 今後も、皆様が一生懸命作ら
れた商品に対して寄付していきたいです。 頑張ってください。

頑張ってください。親しみやすい町のようですね。ソフトクリームが気に入りました。

住みやすい街になるため、頑張ってください。

少ない寄付金ですがお役に立てたらと思います。

良い街づくりを期待しています。

去年もお米をいただきました、大変美味しく皆で喜んでいただきました。

有効に活用してください！応援してます。

同じ埼玉県民です。 羽生頑張れ！！

少子化対策頑張ってください



久喜市に住む父親が羽生市内の日帰り温泉を大変気に入っており、帰省するたびに連れていってい
ます。自然と住環境のバランスが取れた地域だと思いますので、自然と農業を大切にしたまちづく
りを続けてください。

勤務先が羽生市内です。 豊かな自然を守り、観光にも力を入れてください。

農家の発展を応援します、頑張ってください。

お米楽しみにしています

お金は本当に使うべきところへ有効に使ってください。

埼玉県でお米がとれるイメージが無かったのですが、羽生市は自然豊かなところなのですね。稲穂
の香りに包まれて、子どもたちが健やかに育つ環境作りを応援したいと思います。

子供にとって生活、教育環境の良い町づくりをお願いします。

おなじ埼玉なのでかんばってください

明るく元気な街を目指してこれからも市政に取り組んでください。

美味しいお米と美しい自然が大好きです‼︎

妻の旧姓が羽生なので、親近感があります。

羽生市大好きです。応援しています。

初めてのふるさと納税に選ばせて頂きました。遠方に居ながらその地域の特産品を食せるなんて
とっても楽しみです。これからも頑張って下さい。

商品の拡張をお願いします。

少しでもお役にたてれば幸いです。

羽生市には伺ったことは、今まで一度もありませんが、 このような形で貴市を知ることとになった
のは、何かの縁と考え、機会があれば立ち寄ってみたいと思いました。

同じ埼玉県民として応援しています。がんばれ羽生！！

応援させていただきます 来年も寄付したいと思いますの宜しくお願い致します

安心安全、健康第一。

良い街づくり応援しています。

正直商品で選んでしまいましたが、少しでもお役に立つことができるのならば幸いです。

いつも私は彩のかがやきを食べていて気に入っています。 お米、両親が喜んでくれると嬉しいで
す！別送できるのでとても助かります。宜しくお願いします。

2回目の申し込みです！両親にこのお米を食べてもらいたくて寄付します。

　１１月の　”世界キャラクターさみっとｉｎ羽生”　が　楽しみです。

私の生まれ故郷の近く（同じ埼玉県）なので今度訪れてみたいと思います。

今は就職、結婚をして羽生市を離れてしまいましたが、ふるさとの発展を願っています。心ばかり
の寄付ですが、少しでもお役に立てれば幸いです。



市長さんに期待しております。

たくさんの自治体が実施ていますが、がんばってください。 玄米は今後も選べるように続けてくだ
さい。 出来るだけ早く送ってください。 ご多忙とは思いますがよろしくお願いいたします。

いつも買い物で羽生市を訪れています。ますます元気な市になってください。

農家の方頑張って下さい！

減農薬米の栽培を応援しています。

父親の出身地である羽生市の発展をお祈りしています。

友達がいてよく羽生市を訪れます。緑多い閑静な住宅地また、肥沃に満ちた力強い大地とても好ま
しい環境と思います。少子高齢化の世の中ですが、農地を大切に発展できる市（まち）つくりに頑
張ってください。

もっと魅力ある品をそろえて下さい

母親の故郷なので寄付させていただきます。 これからも素晴らしい街づくりをがんばってくださ
い。

地域経済発展のためにこそ、地域の歴史・文化・伝統を継承していくことが大事だと考えます。応
援しています。

今回、初めて応援寄附します。 宜しくお願いします。

少子高齢化になり弱い方々を守って下さい

ふるさと納税で納付した税金を是非有効に使って下さい。

お米を楽しみにしてます。 少子高齢化対策のために寄付します。 関東在住ですので、近く遊びに
もいけそうです。 もっと羽生市について知りたいと思います。

みんなで、町興し頑張りましょう。

埼玉のお米どころだそうですね！日本のお米を応援しています！

埼玉は妻のふるさとです 元気な羽生市であり続けてください

このホームページを見るまで、埼玉に羽生市があるとは知りませんでした。 今後のご発展を応援し
ています

初めて寄付します。 これを機会に、羽生市に興味を持っていこうと思います。

初めてふるさと納税というシステムに参加させていただきました。 初めてなので、素敵なお礼に引
かれて寄付を決めたのですが(笑)今後、羽生市のことは気になるだろうな。。とは思います。自分
が少しでもお役に立てているかも！という気持ちは新鮮でいいですね。応援しております！

羽生市で収穫したお米楽しみにしています。

ぐんまちゃんに負けないように頑張ってください！

良い街つくりを応援します

地域振興のため頑張ってください。

誰もが住みよい街づくりを目指して下さい



お米がおいしそうだったので、納税させて頂きました。 減農薬栽培と書かれていたので、大変と思
います。 大切においしく頂きたいと思います。

羽生市ではないですが埼玉出身です！

寄付金の有効活用を、お願致します。

羽生は、自然豊でいい米がとれるのでこれからも、この風景を残してくださいね。

おいしいお米を作っている地域だと思います。 キャラクターもとてもいいと思います。 これから
も頑張ってください。

行った事はないですが、これを機会にいつか行ってみたいです。応援しています。

市長がんばれ！

お米がおいしかったら来年も寄付します！

勤務地が埼玉（大宮）なので、親近感が沸きます。 これからも応援します。

自然環境を維持してほしいです。

少子高齢化対策は大変だと思いますが、がんばってください！

関東に住んでいながら行ったことはありませんが、名前は知っていました。全国に知名度をあげる
べく頑張ってください！

少額ですが、羽生市の活性化に役立ててください。

このような制度をきっかけにこれまで接点の無かった自治体に関心が向かうことは縁だと思いま
す。少しでも寄付がお役に立つことを期待します。

羽生サービスエリアの鬼平施設の他にも観光施設等、期待しております。頑張ってください！

紐皮うどんなど有名で月一度程度、営業で訪問しますので親しみがあります。

有意義にお使い下さい

自然保護に期待しています。

お礼の品がとても魅力的だったので寄付させていただきました。食べさせてもらって気に入れば現
地でも是非食べに行ってみたいなぁと感じます。

魅力的なお礼をありがとうございます。 お礼の品以上に魅力的な地域になることを期待していま
す。

ゆたかな自然。日本人の原点と思います。がんばってください。

まちづくりに頑張って下さい。

スケート選手の羽生君も引き続き応援してください。

以前暮らしていた時から、暮らしやすい町であることに気づいていました。

地方活性化に少しでも貢献したく寄付することにしました。

羽生に祖父母が住んでいます。少しでも祖父母の住む町のお役に立てれば幸いです。 ま

子育てに力を入れてください。 頑張ってください。



自然と調和した街づくりをよろしくお願いします。

豊かな自然を維持してください。

自然の恵みに感謝をこめて、自然を大切にしてください。

ムジナもんをコバトン、ふっかちゃんに次ぐ人気キャラクターになるように応援しています！

動物保護や自然保護に寄付金をぜひ役立ててもらいたいと思います。

羽生市には親戚が多数住んでおり、小さな頃から何度も訪れている愛着ある場所です。小さなお子
さんからお年寄りまでが安心して住める街づくりにお役立て頂ければ幸いです。

近隣の市町村に住むものとして羽生市は魅力があり、もっとすてきな市になっていただきたいと思
います。

羽生のむじなもん大好きです。 お世話になった人のゆかりの地です。 是非、寄付をお役立てくだ
さい。

いい美味しいお米を提供して下さい

埼玉県に10年ほど住んでおりましたので、羽生市にも親しみを覚えます。羽生市の益々のご発展
を祈念いたします。

より良い環境を築いてください。

こちらのホームページを見て羽生市に行ってみたくなりました。 美味しいお米を楽しみにしていま
す。

いい産業を発展させて、ふるさと納税のお礼の品ますます充実させて頑張ってください

羽生の運動施設にはいつもお世話になっています ありがとうございます

大都市ばかりじゃなく、地方が活性化するよう頑張ってほしいです

失礼ながら羽生市の事を存じ上げていませんでしたが、ふるさと納税を機に知る事が出来ました。
これからも応援しています。
埼玉用水路、幼少時代に利根大堰に見学をした覚えがあります。ここから利根川から各地域に水を
供給してくださっているのですね。埼玉のパイブラインです。それに関わっている方や働いている
方に感謝します。
妹が羽生市に住んでいます。これからもゆるキャラ楽しみにしています。

活気のある町づくりに努力して

先月末か今月上旬に一度申込みをしているのですが、振込用紙が届きません。  至急送って頂けま
すか？

南陽酒造さんのファンです。

実家があります。これからも応援します。

父母がまだ上新郷に済んでおりますが、公共交通機関がなく、車を運転できなくなると身動きが取
れなそうです。 羽生市を出て初めてバスがあまりに少ないことを知りました。 昔からの小さな店
も少なくなっているので心配しています。 大きなお店の一極集中にならないように、なんとか良い
施策をお願いします。

このサイトを見てどんな市なのかイメージがしづらかったので、もっと個性のある街づくりに取り
組まれることを期待しています。

羽生市で働いています。 ここ最近いろいろな店ができて便利になりましたね。 伝統工芸はもっと
宣伝していいと思います。 のどかできれいな景色がいつまでも続いてほしいです。



貴市のご発展をお祈りします！ 今は非常に多忙ですが、いつの日か、宿泊しつつゆっくり遊びに行
きたいです。

羽生市出身者として地元を応援させていただきます

ベルギーとの交流を続けていただけたら、幸いです。

バスが不便です。もっと使いやすくしてください。

地方自律社会ができるようにふるさと納税を有効利用してください。

羽生市を存じ上げませんでしたが、「羽生」というだけで、スケーターの羽生くんの良いイメージ
が重なり、勝手に親近感を覚えております。 「羽生の米」をいただけば、子供達もおこぼれにあず
かり、今やらねばならないことを一生懸命にやってくれるのではないか、、なんて、勝手な願いを
込めて申し込ませていただきました。

この機会に知りました。いいところですね。微力ですが、今後も応援させて頂きます。

羽生市のますますの発展をお祈り致します。

家族でさいたま水族館のリピーターです。

埼玉に転勤で5年ほど住んでた事がありました。 とても住みやすく良いところだと思いました。
これからも頑張って下さい。

羽生選手とともに応援します！！

昨年も寄付させて頂き、お米がとても美味しく、年末になってしまいましたが今年も宜しくお願い
します。

去年もお米を頂き美味しかったです

少子化 どうにかしてくださいね！

出身の埼玉県からたどり着きました。少子化対策お願いします。

県北の主要都市として一層の発展を期待しています。

これを機に、羽生市に興味を持てました。 よろしくお願いします。

よりよい町になりますように！

羽生大好き。

羽生市のお米楽しみにしています。 これからもすてきな街づくりに頑張ってください。

羽生市で育ちました。これからも時々行くので、町が活発になることを願っています。

キャラサミット期待してます

ご発展をお祈りします

お米作り頑張って下さい。届くまで楽しみにしています。

これからも美味しいお米を作って下さい

とてもおいしいお米だと思います。これからもおいしいお米作りを進めてください。



羽生の温泉が好きです。 ゆるキャラさみっともいいですよね。

ふるさと活性に活かしてください。

お米美味しいです。

羽生市のよりよい活性化を希望します

過ごしやすい環境に少しでも貢献できれば幸いです。

前に羽生の近くに住んでいたことがあるので、親近感があります！地域活性化、頑張って下さ
い！！

地域振興に活用ください

職場の同僚に羽生の方がいて親しくしているので此方に寄付をすることにしました お米が15kgな
のが一番のポイントですが 他の自治体でも15kgの処は複数ありますので 知人の出身地という縁
は大きいです。

今年に入り2回目の寄付です。 毎日の食生活にお米は欠かせず、子供たちのために減農薬のお米を
探しました。


