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1 北海道
こどもが春中ハンドでお世話になりました。１チーム１町内会で応援していただき、感動を味わい
ました。子供にとっても親にとっても、良い思い出深い氷見市となりました。今後も春中が存続する
ことを心から願います。

2 北海道
平成28年春の春中ハンドではお世話になりました。地元の方にも応援していただき、ありがたかっ
たです。これからも応援しています。息子は高校でもハンドをしています！

3 北海道 氷見市の更なる発展の一助となりますように。

4 北海道 微力ですが応援しています

5 北海道 氷見市の一層の発展をお祈りしております。

6 北海道 ぶりの美味しい氷見、万歳！

7 北海道 美味しい富山湾の幸を来年も楽しみにしております．

8 北海道 親戚が住んでいる氷見が、これからも輝くよう応援しています。

9 北海道
私は仕事で高齢者が元気に生き活きと生活ができるよう支援を行なっています。氷見市に住む高
齢者の方も1人でも多くそのような生活ができるよう応援しています。

10 北海道
昨年氷見市へ行きましたが、海岸線がきれいでした。氷見うどんもおいしくいただきました。美しい
水と自然を守り続けてください。

11 岩手県
氷見市に住んでいる友人のすすめで昨年申し込み、本年もまた。氷見の食べ物は大変美味しい
です。

12 岩手県 頑張って下さい。

13 岩手県
岩手県矢巾町立矢巾中学校ハンドボール部父母会です。春中ハンドに出場できることを、とても
嬉しく思います。子ども達がハンドボールを頑張る目標となっているこの大会を、ぜひとも続けて
いっていただきたいと思います。お世話になります。よろしくお願いいたします。

14 宮城県 昨年氷見市に伺いました。大変美味しいお魚を頂いてきました。

15 宮城県 氷見の海はとても綺麗な海でした。これからも自然を大切にしてほしいです。

16 宮城県

学生時代、氷見の自然や文化を発信するイベントに関わらせていただきました。氷見市を良くしよ
う！という市民の方々と一緒に活動させていただく中で、これから自分がどういうことをして、社会
に貢献できるのか、したいのか考えることができ、かつ富山、氷見の地域の良さを身をもって感じ
させていただきました。今は富山を離れましたが心から第二の故郷と感じる氷見のために活用い
ただきたい！と思いふるさと納税させていただきます。

17 山形県 行きたい行きたいと思いつつまだ行った事がありませんが、必ず行こうと思います！

18 山形県 これからも魅力的なまちづくりに尽力ください

19 山形県 素晴らしいハンドボールの大会となるよう応援しています。

20 福島県 氷見ぶりを守ってください。応援しています。

21 福島県 長男に続いて二男が出場します。長く続いて、子どもたちの目標になってくれるのを期待します。

22 茨城県 お年寄りが安心して暮らせる街づくりを応援してます。

23 茨城県 海の幸が豊富なところ、一度行ってみたいです。頑張ってください

24 茨城県
２０１７年末の大雪の日に氷見に寄りました。悪天候の為、グルメも観光もあまり楽しめませんでし
たが、また機会があったら、今度は海の幸を堪能したいと思います。多くの人が氷見を訪れますよ
うに。

25 茨城県 初めてのふるさと納税をします。ぶりしゃぶ楽しみにして待っています。

26 茨城県 春中ハンド、応援しています。

27 茨城県 名前がかっこいい

28 茨城県 美味しいお魚がとれる海、湾、港を大切に育ててください。

29 茨城県 今年も応援させて頂きます！頑張ってください！

30 茨城県 ぶりとハンドボールの町を応援します。魚のおいしい町でした。

31 茨城県 地域活性化に向け頑張ってください！

32 茨城県
今年6月に初めて訪れたのですが、景色も食べ物もすばらしかったです。自然を残してほしいと
願っています。

33 茨城県 美味しいブリをありがとうございます！

34 栃木県 がんばってください！

35 栃木県
拝見したきっかけは寒ブリ豊漁のニュースでしたが，寄附の使い道の説明が具体的で、きっと良
いお金の使い方をしていただけると思うことができたので、気持ちばかりですが応援させていただ
きます。



36 栃木県 豊かな自然を守り、未来に繋げる施策にご利用ください。

37 栃木県 特別支援学校の応援をしたいです。障がいのある子どもたちに使ってください。

38 栃木県 がんばれ氷見市

39 栃木県 氷見市のために頑張って下さい。

40 栃木県 少ない寄付金ですが、氷見市の役に立つといいです。

41 栃木県 地域振興について応援しています。

42 群馬県
ホタルイカが好物ですが、こちらでは富山県産があまり流通していません。たまに売っていると買
うのですが、富山県産は美味しさが違います。

43 群馬県 去年も魚をいただきました。新鮮でおいしかったです。

44 群馬県 がんばってください！

45 群馬県 10年前に訪問しました。美しい街で子供たちを元気に育ててください。

46 群馬県 はとむぎ茶を毎日飲んでおります。

47 群馬県 いつも応援しています。

48 群馬県
今年の夏に北陸に旅行へ行き、富山県の持つ魅力に感銘を受けました。わずかばかりですが地
域の子どもたちを応援します。

49 群馬県 これからもがんばってください

50 埼玉県
父の故郷で私の心の故郷です。もうすぐ102歳になる祖母がいます。保健医療福祉の充実、豊か
な海と美しい景観を守ってください。また会いに行きます。

51 埼玉県 豊かな自然、水産資源に魅力があります。いつか訪問したいと思っております。

52 埼玉県 数年前に富山に旅行してから氷見うどんの大ファンです。

53 埼玉県 お魚大好きです。ずっと町が元気でいられますように！

54 埼玉県 氷見市の観光情報を埼玉県でテレビで見られるようにしてもらいたい。

55 埼玉県 氷見市と聞くと、美味しい水や魚が思い浮かびます。美しい環境をこれからも守ってください。

56 埼玉県 少しでもお役に立てれば幸いです。

57 埼玉県 美しい自然と美味しい食を、いつまでも

58 埼玉県 以前観光で氷見に伺い、たくさんの自然と、海を挟んで見えた立山の景色が印象的でした。

59 埼玉県 よい街づくりにお役にたてば幸いです

60 埼玉県 一時期居住しお世話になりました。

61 埼玉県 おいしい魚で有名ですよね。いつかブリを食べに行きたいです。

62 埼玉県 海岸清掃お願いします

63 埼玉県
地球温暖化が進む中、環境について、意識している状況ですのて地方からも少しずつでも意識を
高めていただきたい。

64 埼玉県 地域の観光・産業を活性化して、元気な街をつくってください。

65 埼玉県 毎年応援してます。

66 埼玉県 いつまでも氷見市の豊かな自然を大切に。

67 埼玉県 地方再生、頑張ってください！

68 埼玉県 これからもおいしい魚が取れるよう、海の環境保全などに役立てていただけると嬉しいです。

69 埼玉県
日本橋の繊維卸問屋に４９年ほど勤めている時に社用で何度も氷見市に寄り、その時を思い出し
感謝しております。今後、氷見市の益々の発展をお祈り致します。頑張って下さい。

70 埼玉県 応援しています。

71 埼玉県
氷見が気に入り、毎年訪れています。米の美味しさでは、ずば抜けていますね。この商品の納税
をリピートしています！

72 埼玉県 これからも応援し続けます。

73 埼玉県 父の出身地です。より良い街になりますように。

74 埼玉県 氷見市の水産業の発展を応援いたします。

75 埼玉県
毎年新鮮な魚を食べに年１回の旅行を楽しみに家族で氷見に出かけております。美味しい魚をあ
りがとう！

76 埼玉県 富山へはよく出張で行くので、いつも美味しい海鮮を食べるのが楽しみです。

77 埼玉県 応援してます。

78 埼玉県 ハンドボール優勝おめでとうございます

79 埼玉県 富山県出身です。白えび、寒ブリ楽しみにしています。漁師の皆さん頑張って！

80 埼玉県 昨年も利用させていただきました。機会があれば旅行で訪れたいと思います。

81 埼玉県 今年、旅行で訪れて氷見市が大好きになりました。また遊びに行きたいと思います。

82 埼玉県 氷見が大好きです。応援しています。



83 埼玉県
氷見市の特産品に魅力を感じております。今年は残念ながら氷見市へ旅行に行けなかったので
すが、またいつの日か旅行に行ける日を楽しみにしております。応援しています。

84 千葉県
今年で3年目の寄附ですが、毎回氷見漁港からの美味しい魚に家族で舌鼓を打っています。漁師
さん、安全に気を付けながらお仕事頑張ってください。

85 千葉県 僕のルーツがある氷見市を応援させてください。更なる町おこし期待しています！

86 千葉県 有効にお使い頂ければ幸いです。

87 千葉県
氷見は地元です！氷見の子どもが、より沢山の先端技術やグローバルな環境に触れる機会を得
られるように寄付します。

88 千葉県 活気あふれる氷見市になってください。

89 千葉県 富山出身者です。富山県頑張れ

90 千葉県 石川県に負けないよう頑張ってほしい。

91 千葉県
祖父母、親戚が氷見市に以前いて、小さなころから、何度も訪問していました。きれいな景色、お
いしい食べ物に恵まれ、皆さんにやさしくしていただきました。もっと観光で訪れる人が増え、いい
思い出を作って楽しんでもらえればと思います。

92 千葉県 応援してます！

93 千葉県 頑張ってください

94 千葉県 昨年北陸旅行した際、自然の豊さに感動しました。守ってほしいです。

95 千葉県
父の故郷であり、小さい頃は毎年夏休みに氷見へ遊びに行き、海で泳いだり、魚釣りをしたり 楽
しんだ思い出があります。今はなかなか行く機会がなくなりましたが、応援していけたらと思ってい
ます。

96 千葉県 頑張って下さい

97 千葉県
昨年もふるさと納税をしましたが、毎月の返礼品が、本当にワクワクドキドキで楽しかったです。今
回も非常に期待しています。宜しくお願いします。

98 千葉県 美味しい魚と素晴らしい景色の氷見を応援しています！

99 千葉県
一昨年、60年ぶりに両親のふるさとへ行き、すっかり変わった町に浦島太郎の気分でした。それ
にしても、これが俗に言うシャッター通り商店街かと淋しい思いでした。わずかばかりですが、市の
発展を願っています。

100 千葉県
昔 速星中でハンドボールをしていて氷見の中学校に勝てませんでした。今は心から応援していま
す！

101 千葉県 首都圏に積極的に観光PRして頂きたい。

102 千葉県 氷見漁港の活況がこれからも持続するよう心より願っています。

103 千葉県 ハンドボール大会の成功をお祈り申し上げます。

104 千葉県 友人のふるさと氷見を、微力ながら応援させていただきます。

105 千葉県 氷見市がんばれ

106 千葉県 氷見市がますます発展されますよう応援しております。

107 千葉県
自然環境保全を起点に集客力を高め観光資金増が出来れば、対少子化対策も打てるのではな
いかと考えます。

108 千葉県 いわゆる「送球ボーイズ」のコラボだからではありますが、お役立て下さい。

109 千葉県 氷見出身者です。ふるさと氷見が正しい方向へ発展することを心より祈っております。

110 千葉県 富山と言えば蒲鉾。これからも美味しい特産品をいつまでも生産し続けて下さい。

111 千葉県 氷見大好きです。年に1回は遊びにいってます。これからも応援します。

112 千葉県 遠くから応援してます！年に3回は帰省してますよ

113 千葉県 氷見出身で盆正月に帰省するといつも心が安らぎます。これからも故郷を応援していきます。

114 千葉県 いつも応援しています

115 千葉県
祖父母の出身地で縁があります。何度か寄付させていただきましたが、いつもおいしい返礼品を
ありがとうございます。これからも応援しています。

116 千葉県 益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

117 千葉県 ますます住み良い市、食べもの（米、肉、魚、野菜）がおいしい市、空気、自然風景自慢の市

118 千葉県 親戚が住んでいるため応援します。

119 千葉県 天然記念物イタセンパラなどの保護　を目的として寄附しました。

120 千葉県 頑張れ、氷見市！

121 千葉県 有効に使ってください

122 千葉県 氷見市庁舎でプレゼンした縁があり　応援いたします。

123 千葉県 綺麗な環境維持に努力願います。



124 千葉県
初めて氷見市にふるさと納税させていただきます。氷見市の未来あふれる子どもたちのために少
しでも役立てていただけたら嬉しいです。

125 東京都 富山県出身です。美味しい魚を全国に広めて下さい！

126 東京都 この度ご縁あって申請しまいた。微力ながら応援しております！！

127 東京都
氷見、自転車で行きました！美味しいものがたくさん！すごく素敵な街ですね(^^)影ながらです
が、応援します！！

128 東京都 美味しそうなお魚、大好きです。楽しみにしています！

129 東京都
氷見うどんも牛の昆布締めも長い間のファンです。これからもおいしいものを育んでいってくださ
い。

130 東京都 ハンドボールのまち、ますます盛り上げていって下さい。

131 東京都 応援しています。

132 東京都 富山はやはりお魚の印象が強いです。漁業の発展を願います。

133 東京都 美しい環境を維持して、若い世代のサポートをお願いいたします。

134 東京都

氷見うどんが好きで現地を訪れた際あまりに駅前と商店街が寂れているのを見てショックを受け
ました。氷見パスタがあることも知りませんでした。せめて駅前だけでもあるいは海岸沿いに美味
しい氷見うどんやパスタが食べられる素敵な場所を作ってください！少ない額ですが応援してい
ます！

135 東京都 頑張って

136 東京都
漁業関係者の方へ　厳しい自然の中美味しい魚介類を獲ってきて下さってありがとうございます。
感謝していただきます。

137 東京都
美味しいお魚を頂けるのは皆様の苦労のおかげです。今年も美味しくいただきます。ありがとうご
ざいます。

138 東京都 富山県出身者です。病気療養中の友人がいます。医療の充実を願っています。

139 東京都 いつまでも美しい景観を守り続けてください。

140 東京都 夏の花火、また見に行きます！

141 東京都 返礼品楽しみにしています。行政の充実にご活用ください。

142 東京都 応援しています

143 東京都
今年の1月に、寒ブリが食べたくて初めて氷見に訪ねました。とても良い町で、魚も美味しく、もっと
賑やかになったらいいなと思いました。これからも遊びに行きたいです。

144 東京都 子育て支援に利用して下さい

145 東京都
氷見市の未来ある子どもたちの発展に少しでも貢献できれば幸いです。いつか訪れてみたいで
す。

146 東京都
お正月に氷見に宿泊に行き氷見の美味しい魚を食べ感動しました。自然と観光がいつまでも続き
ますように。

147 東京都 ハンドボール大会楽しみですね。

148 東京都
出張で何度か伺ったことがあります。魚がとてもおいしかったことを覚えています。豊かな自然を
残して頂きたいと思い、少しでも助けになればと今回寄付をさせていただきました。

149 東京都 生まれ育った氷見市が大好きです。氷見市の発展、環境保護、観光など応援しております。

150 東京都 観光の発展をお祈りしています。

151 東京都 今年こそ氷見市に行ってぶりを食べたいです

152 東京都 少しですが、お役に立てましたら幸いです。

153 東京都 ぶりが好きなので、寄付します。来年は旅行でも行きたいと思っています。

154 東京都 ハンドボール全国大会の成功をお祈りします。

155 東京都 氷見のお魚も氷見牛も美味しいですね。

156 東京都
氷見はお魚だけでなく、氷見牛もワインも美味しいですね。海山里の自然に恵まれた氷見をまた
訪れたいです。

157 東京都 氷見市の発展をお祈りします。

158 東京都 富山を応援しています。ぶり大好きです。

159 東京都
以前ブリしゃぶを食べに氷見を訪れたとき、豊かな自然と人情に魅了されました。鉄道事故の影
響に巻き込まれた折、氷見の人にお世話になりました。氷見は心の中でとても近しい場所となりま
した。

160 東京都 より魅力溢れる街になるよう、微力ながらお力になれたらと思います！

161 東京都
ほぼ毎年旅行で行きます。新鮮な魚を食べられるので、いつも大満足の旅になります。応援して
おります。



162 東京都 こどもが大きくなったら、家族旅行として、北陸新幹線で行ってみたいです

163 東京都 氷見市出身なのです。氷見市が大好きです。

164 東京都 地方再生なくして日本再生なしだと思います。大したことはできませんが応援しています。

165 東京都
「市長と語る会」で市長の頑張っておられる様子がよく分かりました。益々のご活躍をお祈り致しま
す。

166 東京都 きれいな自然を残して、魅力的な氷見であり続けて欲しいです。

167 東京都
まだ一度しか訪れたことがありませんが、夫婦で見たベルモンタからの風景やレンタサイクルで
走った海岸沿いなど忘れることができない旅になりました。また訪れる日まで、より魅力的な街に
なるよう願っています。がんばってください。

168 東京都 頑張って下さい。

169 東京都
美味しいお米やお魚がいつまでも届けられるように、後継者の育成と自然環境を守って行かれる
ことを願います。

170 東京都 がんばれ、氷見市！

171 東京都 ぜひ子どもの教育に使ってください！！楽しみにしてます！

172 東京都 応援しています。

173 東京都 子どもたちのため活用してください

174 東京都 今回の寄付をきっかけに訪れてみたいです。

175 東京都 楽しみにしております。今後も応援しております。

176 東京都 祖父母のふるさとのために、少しでも力になれるように応援してます。

177 東京都 おいしいものがいっぱいの富山県。応援しています！

178 東京都
家族から富山の水産物が美味しいと聞いています。現地に行けるまでは、こちらの返礼品を楽し
ませて頂こうと思います。

179 東京都 ぶりが好きです。

180 東京都 良い街づくり頑張ってください

181 東京都
わずかですがお役にたてれば幸いです。氷見には10年ほど前に仕事で度々訪れておりました。
交通には難儀しなかったわけではないですが、とても好きな土地でした。また機会を見つけて訪
れたいと思っています。

182 東京都 先日、べるもんたに乗車しました。氷見の景色と車内で食べたお寿司最高でした！

183 東京都 地域復興に少しでもお役にたてると幸いです。

184 東京都 昨年のお魚が大変美味しかったので今年も応援させて頂きます！

185 東京都 応援しています

186 東京都 ハンドボールを頑張っている生徒さんたちを応援します。嬉しいことです。

187 東京都 氷見市を応援します！

188 東京都 富山県に旅行しました。良いところですので、また行きたいと思います。

189 東京都 富山出身です。

190 東京都
今年の２月に富山へ行き、寒かったですが、大変素敵な旅になりました。地元食材のご飯も美味
しく、また訪れたく思います。今度は氷見や雨晴海岸にも行きたいです。

191 東京都 いつも応援しております。

192 東京都 良い自然を残して頑張って下さい。

193 東京都
家族旅行で伺いました。食べ物は美味しく、人も温かで、とても楽しい旅行でした。娘の受験が終
わったら、また家族でお伺いする予定です。

194 東京都 氷見産のお魚が美味で大好きです。益々のご発展をお祈りいたします。

195 東京都
妻の実家がある富山県なのでとても応援しています。寄付金を使っていただき、さらに水産業を盛
り上げていただきたいです！

196 東京都 少額ですが、氷見市のお役に立てれば幸いです。

197 東京都 頑張ってください。

198 東京都
数年前におじゃまし、漁港でお魚をいただきました。ハットリくんがたくさんいたことが印象的でし
た。

199 東京都
氷見といえばブリですが、年によっては漁獲量の変動に悩まされるこもあるでしょうが、ブリで町お
こしを盛り上げてください

200 東京都
富山は海あり山あり田んぼあり！いろいろな自然が楽しめて最高ですね！これから寒い季節に入
りますが頑張って下さい！！



201 東京都
1月に出張で初めて富山を訪れましたがとても海産物が感動的なおいしさで日本の宝だなとおも
いました！

202 東京都 ブリが大好きです

203 東京都 氷見で食べた海の幸が大変美味しかったです。心ばかりの寄付ですがお使いください。

204 東京都 氷見市の魚が好きです。

205 東京都 富山の魚が好きです。

206 東京都 素晴らしい自然を守れるよう、子どもたちと地域の活性化を祈念します。

207 東京都 東京でもおいしいブリが食べられるように頑張って欲しい！

208 東京都 富山湾の水産資源を守ってください。

209 東京都 氷見の町、いいところのようですね。

210 東京都 頑張ってください!

211 東京都 おいしいお刺身をありがとうございます。

212 東京都 金額は少しですが何かのお役にたてればと思います。

213 東京都 私も高校生の時、部活でハンドボールに汗を流していました。全国大会の成功を祈っています！

214 東京都 富山の美味しいお魚を食べに以前訪問しました。今はなかなか行けませんが、応援しています。

215 東京都 頑張ってください。

216 東京都
金沢市に住んでいた頃、氷見の寒ブリは冬場の最高の楽しみでした。ふるさと納税を通じて、氷
見の美味しい特産品を全国の方々にもっと知ってほしいと思います。

217 東京都 益々のご活躍を祈念いたします。

218 東京都 子どもたちを応援します。

219 東京都 地域の発展、お祈りしております。

220 東京都 応援しています！

221 東京都 頑張れ氷見市！

222 東京都 富山で生まれました。昆布〆大好きです。

223 東京都 富山市出身で、毎年県内のどこかに納税しています。お魚楽しみにしています。

224 東京都 氷見市はいつも心のふるさとです。

225 東京都
富山県の民俗芸能が好きでたびたび訪れています。氷見市の芸能目当てにもっと観光客が増
え、地域活性化につながるよう願っております。

226 東京都
今年初めて氷見に旅行で行きました。すばらしい温泉やお酒、食べ物を楽しみました。都内のア
ンテナショップも大好きです。ますます魅力を発信してください。

227 東京都 雨晴海岸から眺める立山連峰が忘れられません！冬の氷見ブリを味わいにまた旅したいです。

228 東京都 引き続き、ふるさと納税に力を入れて、がんばってください！

229 東京都
昔仕事で富山県に住んで以来の富山ファンです。少額ですが、寄附が少しでもお役に立てばうれ
しいです！

230 東京都
氷見の魚は群を抜いて美味しいと思っています。楽しみにしております。今後とも頑張ってくださ
い。

231 東京都 富山を離れて富山の良さを感じるようになりました。これからも遠くから応援しています。

232 東京都 富山出身者としていつも応援しています。氷見のお魚、最高です。

233 東京都 夢に向かって羽ばたける人材を育ててあげて下さい。

234 東京都 旅行で３度行きました。景色も雄大で、素敵なところだと憧れています。

235 東京都
氷見市は今は亡き祖父母の故郷です。何度か訪れたことがありますが素晴らしい風景とおいしい
お魚の味は良い思い出です。素敵な自然が守れるよう利用してください。

236 東京都 富山の海の幸を堪能しに、いつか訪れたいです！

237 東京都
氷見のお魚、特にぶりが大好きです！今年は夏に海にも行きました。きれいな海でした。素晴らし
い自然とおいしいお魚。とても素敵な氷見市をこれからも応援しています！

238 東京都 富山県出身なので応援しています。

239 東京都 美味しいお魚楽しみにしています。

240 東京都 元ハンドボーラーです！(中学・高校)

241 東京都 日本の漁業を支えてください

242 東京都 ハンドボール頑張ってください

243 東京都 豊かな環境の中で地域の発展に寄与できれば幸いです。

244 東京都 若い人を応援してください。



245 東京都
昨年もおいしい干物をいただきました。いつか氷見市を旅したいと思っています。暑中見舞いのお
葉書ありがとうございました。

246 東京都 母が富山県出身ですので、毎年寄付しております。頑張ってください。

247 東京都 これからも氷見市を応援します。がんばってください。

248 東京都 頑張ってください。

249 東京都
2年前に遊びに行ったことをいまも楽しく思い出します。美しい自然を残せるよう、微力ながら応援
しています。

250 東京都 こどもがブリのバジル味が大好きです

251 東京都
イベントで人を呼ぶのではなく、田舎らしい、美しい景観が人を惹きつける、そんな自治体でいてく
ださい。

252 東京都 豊かな自然に恵まれた氷見の人づくりに期待しています！

253 東京都 未来へつながる子供達への支援お願いします！

254 東京都
富山の美しい海と、そこでとれる新鮮なお魚が大好きです。そのような素晴らしい環境が末永く保
てるよう願っています。

255 東京都 東京のデパ地下で氷見の魚を見ると、ついついいつも買ってしまいます。

256 東京都 子どもたちに未来を自ら選ぶ権利をあげてください！応援しています！

257 東京都 ぶり奨学制度を通じて氷見市が発展することをお祈りいたします。

258 東京都 応援してます！美味しい魚を育てて、活気ある元気な街にしてください！

259 東京都 氷見高校ハンドボール、来年も3連覇を期待しています！

260 東京都
お魚が惜しい氷見。これからも豊かな海を守ってください。ハンドボールの氷見になる日を応援し
ています！！

261 東京都 わが故郷氷見が、今後益々発展することを祈念しています。

262 東京都 我が故郷氷見の今後益々の発展を祈念しています。

263 東京都 氷見へ伺った折に食したお魚はとても美味でしたので、今回楽しみにして居ります。

264 東京都 この夏、遊びに行きます！

265 東京都
富山県出身者です。これからの富山の繁栄と氷見のおいしい特産物が残り続けることを祈ってい
ます！氷見の皆さま、ささやかながら応援しています。

266 東京都 同級生が市役所で頑張ってます！夫婦共々元気です！

267 東京都
ぶり奨学金は面白い試みだと思い応援したいです。番屋街が有名になりましたが、商店街が盛り
上がるようなつながりができると氷見市全体の利益によいと思います。

268 東京都 春中ハンドの継続を強く望みます。

269 東京都 がんばって下さい。

270 東京都
毎年氷見での釣りを楽しんでいます。いつまでもきれいな海の氷見でいられるよう応援していま
す。

271 東京都 毎年氷見での釣りを楽しんでいます。いつまでもきれいな氷見に期待しています。

272 東京都 旅した際に豊かな自然に感銘をうけました。また伺いたい場所です。

273 東京都 北陸地方は大好きです。

274 東京都 ご縁あってふるさと納税させていただきました。益々のご発展をお祈りしております。

275 東京都 元気な地域で頑張ってください！

276 東京都 少額ですがお役にたてばと思います

277 東京都 がんばってください！

278 東京都
年末にブリを食べに旅行に行きました。何を食べても美味しくて感激しました。これからも水産業
頑張ってください！

279 東京都 氷見に関する情報がメディアにもっと出るように期待しています。

280 東京都
一度訪れたことがあります。道の駅で生の魚が貰える抽選会が行われていて非常に活気があっ
たのを覚えています。

281 東京都 キトキトの魚、いつまでも漁をがんばってください。

282 東京都 故郷の発展を祈っています。

283 東京都 氷見がんばれ

284 東京都 また遊びに伺いたいです！  美味しいものがたくさんある市ですよね。

285 東京都
行きつけの飲食店の方が氷見のご出身です。いつも氷見の美味しい食材を調理してくださいま
す。たくさんの美味しいものをありがとう!　これからも頑張ってください



286 東京都
亡くなった父が富山県出身で氷見うどんが好物でした。富山県の豊かな自然の維持と県の発展を
お祈りします。

287 東京都 応援しています。遊びに行きたいです

288 東京都 海の幸また食べに行きます。

289 東京都 富山県応援しています

290 東京都 応援しています

291 東京都 小さい頃からの心の故郷です。これからも応援してます！

292 東京都 氷見寒ブリの大ファンです。期待しています。

293 東京都 また、氷見の寒ブリ食べに行きます

294 東京都
藤子不二雄Ａ先生の「まんが」ワールド、氷見寒ブリ、世界屈指の絶景が満喫できる氷見線で一
層の観光振興を！

295 東京都
氷見の皆様　大好きです！年末年始は寒波で寒いと思いますが、どうぞお気をつけて、良いお年
をお迎えください。今年は鰤も豊漁とのこと、大変嬉しいです。毎年応援してます！

296 東京都 氷見出身です。いつも応援しています。

297 東京都
氷見出身です。東京に出てしまいましたが今でも故郷にはいつでも帰りたいと思います。氷見の
ご発展を今もずっとお祈りしています。

298 東京都 観光に力を入れて、益々のご発展を。

299 東京都 寒ブリで氷見を日本屈指の観光地に！

300 東京都
先日息子が氷見まで足を延ばしました。良い雰囲気の町だったと聞いています。親近感を持ちま
した。

301 東京都 市が良くなるよう頑張ってください。

302 東京都 能登半島への架け橋をもっとアピールしてください！

303 東京都 山間部の山崩れが起きませんように。

304 東京都
毎年夏には家族で民宿に行くのを楽しみにしています。今は父母の亡き故郷ですが益々のご発
展を祈っております。

305 東京都 ファイト富山県!!

306 東京都 両親が富山県出身です。富山に愛着があるので、今回寄付させていただくことにしました。

307 東京都 がんばれ！

308 東京都 氷見市出身者です。元気な故郷であってほしい。その思いで初めて寄付しました。

309 東京都 親戚がいますので、子どもたちの育成環境の向上に役立ててください。

310 東京都
今は遠方に住んでいますが、帰るたびに元気をもらっています。活気ある街づくりに役立ててもら
えたら嬉しいです。

311 東京都 氷見市の益々の発展をお祈りいたします。

312 東京都 父の生まれ育った町で、私の故郷でもある町に応援をしたいと思います

313 東京都 父の故郷なので、いつも応援しております。

314 東京都 美しい自然環境保全、応援しています。

315 東京都 漁業、がんばってください。

316 東京都 ゆたかな自然を維持してください

317 東京都 大好きです

318 東京都
サイトを拝見したところとても多くの名産品があり楽しみになりました。寄付の使い道については未
来のためになるよう活用してください。

319 東京都 がんばれハンドボーラー

320 東京都
これから冬本番で寒さも厳しくなるでしょうが、漁業の益々の発展を祈っています。以前頂いたお
魚も大変好評でした。

321 東京都 家族で遊びに行きました。海の恵みが魅力です。

322 東京都 氷見のぶり、大好きです。雪の時期は大変ですが頑張ってください。

323 東京都 氷見うどんは、通販でいつも取り寄せています。立山連峰の美しさが忘れられません。

324 東京都 未来の子どもたちに豊かな自然を残してください。

325 東京都 以前氷見の回転寿しによく行きました。ぶり奨学金の趣旨に賛同します。

326 東京都 昨年もおいしくいただきました。今年もよろしくお願いします。

327 東京都 暑中見舞い ご丁寧にありがとうございます。 誰もが 住みよい都市に して下さい。

328 神奈川県 春のハンドボール大会の開催を応援しています。



329 神奈川県 がんばれ氷見！

330 神奈川県
富山県氷見市が持つ資源・資産を最大限に活用し、魅力ある地域のひとつとして国内で存在感を
発揮頂ければ幸いです。

331 神奈川県 実家を離れて早10数年経ちますが、故郷の思いは忘れていません。

332 神奈川県
昨年、干物をふるさと納税制度を利用して取り寄せ、大変おいしくいただきました。今後とも期待い
たします。

333 神奈川県 春中ハンドの継続をお願いします。

334 神奈川県 美しい海を守り続けてください

335 神奈川県 豊かな自然、きれいな海をこれからも守って、美しい氷見市を日本の宝として育んでください。

336 神奈川県
春中ハンドの運営資金として、わずかですが今年も応援させていただきます。大会の成功を心よ
りお祈りしております。

337 神奈川県 高岡市出身です。氷見のお魚を楽しみにしています。

338 神奈川県
美しい景色で、また旅行したいと思っております。きれいな環境を維持していただければ幸いで
す。

339 神奈川県 娘の親友が氷見出身なので、応援したく、寄付させていただきます。

340 神奈川県 観光で訪れました、魚が美味しかったです。美味しい魚をどんどん提供してください。

341 神奈川県 頑張ってください

342 神奈川県 豊かな自然をも守ることになればと願っております。

343 神奈川県 些少ですがお役に立てれば幸いです。

344 神奈川県 街のために役立ててください。

345 神奈川県
小学生の頃、富山に住んでおり、氷見の海に海水浴に行きました。美しく素晴らしい環境を維持
し、後世につなげてほしいと思います。

346 神奈川県
いつまでも豊かな自然を存続させてください。美しい景観と美味しい食材のある富山が自分の
ルーツであることが自慢です。応援しています。

347 神奈川県 自然を愛する子供たちの教育環境整備をお願いします。

348 神奈川県 ふるさとのために微力ですが寄付させていただきます。

349 神奈川県 応援しています！旅行に行くのが楽しみです。

350 神奈川県

春中ハンドに行きます！中学に入学してから氷見に行くことを目標に親子共々チーム一丸となっ
て頑張ってきました。交流戦も組んで頂けるとのこと。とても貴重な体験になると思います。、最終
日まで本戦で戦えるようがんばります！！祖父母も一緒に行きます。とても楽しみにしてくれてい
ます。このような機会が持てたのも春中ハンドのおかげです。準備や運営大変だと思いますが、
開催していただき感謝です。ありがとうございます。

351 神奈川県
息子が来年の春中ハンドに向けてチーム一丸となり勝ち進んでいます！３月みんなで氷見市に
行けるよう応援もがんばっています。開催も応援します！少しでもお役にたてたら幸いです。よろ
しくお願いします。

352 神奈川県 何度か行きました！いいところですよね、応援してます＾＾

353 神奈川県 以前遊びに行きました。お魚が美味しくて景色も良くまた是非訪れたいです。

354 神奈川県 立山連峰が見えるきれいな海を守り続けてください

355 神奈川県 氷見のブリを応援します。

356 神奈川県 住み続けたいと思う町作りに努めてほしい

357 神奈川県 ハンドボール三冠おめでとう!!

358 神奈川県 氷見市がより一層魅力的な場所になることを応援致します。

359 神奈川県
氷見のお魚は、絶品です。また富山湾の先に見る立山連峰の景観、素晴らしいです。毎年、訪ね
ています。

360 神奈川県 貴市のさらなる発展を祈念しておます。

361 神奈川県 頑張ってください。

362 神奈川県
氷見市の出身です。私は地元を離れてしまったのですが、親戚や友人が氷見にたくさん住んでい
ます。少しでも住みよい市にするため、使っていただけると幸いです。

363 神奈川県 鰤で有名な氷見市。伺ったことはありませんが、応援しております。

364 神奈川県 頑張ってください！

365 神奈川県
小さいころ高岡に住んでおり、氷見の美味しい魚を食べておおきくなりました！氷見がますます盛
り上がりますように！

366 神奈川県 80歳過ぎた富山出身の父のリクエストで寄附しました。



367 神奈川県 氷見からお嫁さんが来ます。氷見が末永く安心して暮らせるまちであることを願っています。

368 神奈川県 ご発展を祈ります

369 神奈川県 富山県へはまだ行ったことがありません。これを機会に近しく感じたいと思っています。

370 神奈川県 応援しています

371 神奈川県 昨年も3回ものを寄付しました。おいしかったです。今年もよろしくお願いします。

372 神奈川県 昨年に引き続き、今年も寄付させて頂きます。少しでもお役に立てば幸いです。

373 神奈川県 昆布〆が大好きです。これからも作ってください。

374 神奈川県 応援してます！

375 神奈川県 ハンドボール応援しています

376 神奈川県 美味しいお魚ありがとうございます。

377 神奈川県 日本の誇る漁場がますます発展されるよう願っています。

378 神奈川県
子どもの頃、毎年海水浴をしに、遊びに行きました。最近は、ご無沙汰しております。素敵で活気
のある町づくりをお願い致します。

379 神奈川県 県出身者です。富山県で一番有名な氷見市、ますます魅力を発信し続けてください。

380 神奈川県 以前　能登旅行しています。綺麗な景色と食べ物が美味しかったです。

381 神奈川県 以前観光で伺いました。子どもたちの教育に役立てていただきたいです。

382 神奈川県 子どもたちのために使っていただきたいです。

383 神奈川県 価値ある伝統を守ってください。

384 神奈川県 小さいころ、毎年氷見の海水浴場に行くのが楽しみでした。これからもがんばってください。

385 神奈川県 はじめて寄付します。微力ながら応援させていただきます。

386 神奈川県 旅行してお魚のおいしさを感じました。

387 神奈川県 応援しています。

388 神奈川県 以前遊びに行ったことがあります。自然豊かで美味しいところ。また遊びに行きたいです！

389 神奈川県 応援してます！

390 神奈川県 頑張ってください

391 神奈川県 いつか訪問したいです。

392 神奈川県 貴重な自然の資産をいつもまでも守っていただければと思います。応援しています。

393 神奈川県 氷見市の益々のご発展を祈念します。

394 神奈川県 自然を守ってください。

395 神奈川県 一昨年、昨年と2回氷見に観光に行きました。お魚がおいしいです。応援しています。

396 神奈川県 氷見からハンドボール代表を

397 神奈川県
これからの日本の未来は、地方の豊かな資源をどれだけ有効に活用できるかにかかっていると
思います。頑張ってください。

398 神奈川県
氷見へ旅行に行きました。ぶりのお寿司を食べました。やっぱりぶりは氷見ですね。全然違いまし
た～。あの味が忘れられません。温泉もよかった！また行きたい～。

399 神奈川県
北陸には、新潟県以外、行ったことありませんが、ぜひ今後に氷見市を訪問させていただきたいと
思います。

400 神奈川県 氷見の刺身、食べたいです。

401 神奈川県 地元氷見が栄えること楽しみに待ってます！

402 神奈川県 昨年お祭りでお世話になりました。また行きたいです。

403 神奈川県
魚介のイメージが強く、それが好きな私としては行ってみたいと思ってます。今ある強みを存分に
活かしてください。

404 神奈川県 これからも豊かな自然を守り続けてください。将来観光で行きたい街です。

405 神奈川県 これからも氷見の名産のブリや昆布〆を楽しみにしております。

406 神奈川県 健康的で元気な若者を育てて下さい

407 山梨県 久々に妻実家でお正月を過ごします。親戚一同で美味しくいただきます。

408 長野県 自然保護と子どもたちの育成にご活用ください。

409 長野県 ハンドボールの発展を願っています。

410 長野県 今後も、自然保護に努めてください。

411 長野県 観光に行きたいです。

412 長野県 寒ブリだけでなく、新しい「氷見」ブランドが生まれることを期待しています。

413 長野県
大学時代にお世話になりました！これからも都合をつけて海鮮、うどんを食べに行きたいと思いま
す。



414 長野県 娘が射水におりますので、いつも魚を買いに氷見まで出かけております。

415 長野県 未来の氷見市をより良くしてください

416 長野県 子どもが富山県で生活していますので、豊かな自然環境を維持していただけたら幸いです。

417 長野県 益々頑張ってください。

418 長野県
氷見市が大好きで、四半期に1度ほど訪れています。素敵な場所であり続けていただくために、寄
付額は多くはありませんが、将来を担う子どもたちの教育にお役立ていただきたく存じます。

419 新潟県 これからも頑張ってください。

420 新潟県 氷見市をずっと応援していきたいです。

421 新潟県 これからもおいしいお魚が沢山とれますように・・・氷見市へまた寄らせて下さいね。

422 富山県 今年は行けませんでしたが、来年は是非氷見市へ行きたいです。

423 富山県 氷見大好きです

424 富山県 いつ訪れても、すてきな街ですね。

425 富山県 ハンドボール応援してます。

426 富山県 頑張って下さい。

427 富山県 氷見のブランド化、期待しています。

428 富山県 お魚の美味しいまちです。魚を育てて漁業資源が絶えないようにお願いします！

429 富山県 氷見を応援しています！

430 富山県 氷見牛と同様に氷見寒ブリも最高と思います。来年こそは、氷見にて寒ブリを食べたいです。

431 富山県
氷見寒ブリなどの氷見ブランド、応援しています。氷見牛カレーを関西の友人にプレゼントしたい
と思います。

432 富山県 観光の振興を願っています．

433 富山県 活気のある町づくりを行ってください

434 富山県 氷見市制頑張ってください。

435 富山県
出身高校が氷見高でしたので縁があり寄付しました。約20年前に先生にめちゃくちゃ怒られたの
が印象的です。

436 富山県 氷見牛の色々な商品を食べてみたくて選びました！

437 富山県
母のふるさとで、祖父母の住む氷見市を誇りに思っております。これからも、豊かで安心して暮ら
せるまちづくりを目指してください。

438 富山県 青少年の育成に頑張って下さい。

439 富山県 特産品がたくさんあり、選ぶのに悩みました。来年も楽しみです

440 富山県
番屋街だけでなく、商店街へも観光客が流れる仕組みを作ってほしいです。氷見市は魅力的な街
だと思います。頑張ってください！！

441 富山県 頑張ってください

442 富山県 母親が利用していた福祉施設には感謝です。ぜひとも福祉関係に使ってください。

443 富山県 春中ハンド応援しています。

444 富山県 起業支援に引き続き力を入れてください。

445 富山県 春中ハンドがんばってください。

446 富山県 美しい自然と豊かな農水産業が継続できますように。

447 富山県 春中ハンドを応援します。

448 富山県 綺麗な海を守ってください！応援しています。

449 富山県 春中ハンド頑張ってください。

450 富山県 氷見市応援しています。

451 富山県 富山湾越しの立山連峰がいつまでも美しくありますように。

452 富山県 氷見にはおいしいものがたくさんあるので、氷見ブランドをもっと広めてください。

453 富山県
氷見市を離れていますが、氷見の実家で父が健在です。子どもたちやお年寄りが生活しやすいま
ちづくりをお願いします。

454 富山県 「氷見」を日本のトップブランドに！

455 富山県
氷見から見る立山連峰のスポットに休憩所やカフェを整備して、そのスポットマップを作成するとよ
いのでは。海岸から見る立山、山の上から見る立山など。様々な氷見から見る立山をみんなに
知ってほしい。

456 富山県 富山湾越しの立山を核とした観光の整備を大いに期待しています。

457 富山県 今年も寄付します。

458 富山県 素晴らしい富山湾の資源を活かそう。

459 富山県 氷見のお魚最高



460 富山県 ハンドボール頑張れ！

461 石川県 素敵な街で応援しています

462 石川県 妻の実家が氷見にあります。大好き氷見！

463 石川県 美しい自然のある氷見市の発展をお祈りしています。

464 石川県 美しい自然自然保護を応援しています。

465 石川県
氷見市の発展を心からお祈りします。老齢化が進みコミュニティバスの利用者が多くなりますの
で、バスの増便をお願いします。

466 石川県 雨晴海岸からの立山連峰の景色が大好きです。いつまでも自然豊かな市でありますように。

467 石川県 氷見南中ハンドボーラーでした！同期で市役所のK君ハンドの町氷見市でがんばって！

468 石川県
ステキな景勝地や、美味しい食べ物がいっぱいの氷見は、魅力がいっぱいだと思います。ぜひ、
観光資源、保全に役立ててほしいです。

469 石川県 応援してます！

470 石川県 頑張ってください

471 福井県 ハンドボール振興のため、がんばってください。

472 福井県 今年はブリが大漁とか。資源確保して続くことを希望。

473 福井県 氷見のうどんは何回たべてもおいしい。

474 岐阜県 氷見市に行き、白エビを食べてとても美味しかったです。また訪れたいです。

475 岐阜県 頑張ってください

476 岐阜県
いつも美味しい鮮魚をありがとうございます。美味しい鮮魚は良い環境の証拠ですね。子どもの
食育にもつながり感謝しております。これからも良い自然環境を保持してください。

477 岐阜県 去年氷見うどんをおいしく頂き、また食べたくなったので氷見うどんを返礼品として選びました。

478 岐阜県
氷見市はうどんが有名ですが、魚も勿論美味しいだろうというイメージです。いつか訪ねてみたい
街です。

479 岐阜県 きときとの海産物を日本全国に届けてください。

480 岐阜県 豊かな自然を守り、漁業を活性化することに貢献できれば幸いです。

481 岐阜県 宿から見えた海の向こうの立山、美しい自然がいつまでも続きますように・・・

482 岐阜県 頑張ってください。

483 岐阜県 漁業は日本の宝です。頑張ってください。

484 岐阜県 水産業を応援しています。

485 岐阜県
氷見市に旅行に行きましたが、とても素晴らしいところで、食べ物もおいしくいただけました。お礼
も込めて寄付させていただきます。

486 岐阜県 子どもたちの未来を明るくしてください。

487 静岡県
私は富山県下新川郡入善町の出身でよく出かけていました。益々のご活躍、ご発展を期待してい
ます。

488 静岡県 海の資源を大切に

489 静岡県 氷見はブリだけではないので、頑張ってください

490 静岡県
静岡に住んでいますが　初めて行った富山県氷見市のお魚が美味しくて忘れられません。年に１
回旅行に行くほどです（笑）これからもキトキトなお魚を楽しみにしています！

491 静岡県 お世話になります。一度観光をかねて旅行にいってみたいと思っております。

492 静岡県 これからも子どもたちが住みやすい町づくり頑張って下さい。

493 静岡県 返礼品はいりません。３冠おめでとう（春中ハンド支援）

494 愛知県 氷見うどんや海産物、氷見牛と美味しいものが多い氷見?これからも期待しています?

495 愛知県 美しい環境の保全、よろしくお願いいたします。

496 愛知県 ふっくらとした果肉、とても楽しみです

497 愛知県
旅行に伺ったとき、皆さん温かくいい思い出ができました。寄付金を有効に使っていただけたら嬉
しく思います。

498 愛知県 おいしい富山のブリを楽しみにしています。

499 愛知県 氷見にもぜひ行きたいです。

500 愛知県 ハンドボールの発展に注力していただきたく思います。

501 愛知県 父方の祖父母が氷見の出身です。自然の恵みがありがたいです。

502 愛知県 ハンドボールの知名度向上に役立ててください。

503 愛知県
4年前、営業で富山を担当しており、何度も行きました。懐かしいです。これからも頑張ってくださ
い！



504 愛知県 また氷見に行きたいな。

505 愛知県 これからも、美味しい梅干しを作って下さい。

506 愛知県 美味しい梅干しが出来上がるのを楽しみにしています。

507 愛知県 ハンドボールを全国に発信してください。

508 愛知県
さらに素敵な街づくりを目指して頑張って下さい。応援してるいます。ぜひ家族で観光旅行に行き
たいです。

509 愛知県 美味しい梅干しをありがとうございます。

510 愛知県 日本海の干物たのしみです。寒い中漁業がんばってください。

511 愛知県 これからもずっと応援しています。

512 愛知県 氷見市のこと、これからもがんばってください

513 愛知県
私のふるさとが金沢です。たまに、富山の海の幸を食べるとその美味しいこと！！雨晴海岸、立
山、美しく忘れられません。北陸！！！応援しています！

514 愛知県 数年前の旅行の際、良いイメージがありました。

515 愛知県 いつも美味しいおさかなありがとうございます。

516 愛知県 応援しています

517 愛知県 氷見のブリ大好きです！また観光でも行かせていただきます！

518 愛知県 氷見の新鮮な魚介類を直接味わいに行きたいです！

519 愛知県 氷見うどんののど越しの良さが好きです！

520 愛知県 ぶり奨学、素敵なアイデアだと思います。少しでもお役立ていただければと思います。

521 愛知県 頑張って下さい

522 愛知県
親友の実家があり何度か遊びに行きましたが、魚が美味しく本当に素晴らしいところです。氷見う
どんの大ファンです！

523 愛知県 頑張ってください！

524 愛知県 空家対策がんばって下さい！

525 愛知県 初めて寄附しました。期待しています！

526 愛知県 氷見の魚市場最高！

527 愛知県 地方を盛り上げてください

528 愛知県
以前富山に旅行へ行ったときに氷見のお米を食べました。すごく美味しくて一度ふるさと納税で頼
みました。やっぱり氷見のお米は美味しいですね！また食べたいと思いました。これからもおいし
いお米楽しみにしています！

529 愛知県 数年前、氷見へ旅行に行きました。そこで食べたお米が忘れられないくらい美味しかったです。

530 愛知県 応援してます!

531 愛知県 今年の夏に訪問しました。とても良いところでした。応援しています。

532 愛知県 いつまでも綺麗な海を残す

533 愛知県
母の実家が富山なので、よく氷見へ遊びに行きます。魚も美味しく、特に寒ブリが好きです。これ
からも氷見を応援したいので、少ないですが地域の活性化へ繋げてほしく、寄附します。

534 愛知県 漁業の振興、頑張ってほしい。

535 愛知県
富山には仕事でよく伺っていて、美味しいお魚を頂いています。これからも美味しいお魚を食べら
れるようにしてもらえると嬉しいです。

536 愛知県 子どもたちにやさしい街づくりをお願いします。

537 愛知県 一度、氷見市へ旅行したいです。

538 愛知県 子育てのしやすいまちづくりをお願いいたします

539 愛知県
日本海の美味しい魚介類を楽しみにしております。また、ハンドボールの振興にも尽力頂き、あり
がとうございます。引き続き、ハンドボールの町「氷見」の認知度向上に向け、頑張って下さい。応
援しております。

540 愛知県 白えび楽しみにしてます！！

541 愛知県 いつも氷見の美味しいお魚を頂いております

542 愛知県
子どもたちの学力向上のため、授業で使う補助教材（テストやドリル等）の購入に活用をお願いし
ます。

543 愛知県
なかなか訪問はできないけれど素晴らしい自然景観と活力ある街づくりをお願いします。　ふらり
行きたくなる魅力ある氷見！

544 愛知県 活力ある氷見　魅力ある氷見　応援してます！！

545 三重県 頑張ってください！



546 三重県
富山市で生まれで7才まで過ごしました。富山を離れ50年が経ちますが、心のふるさととして富山
を応援しています。氷見のぶりは最高です！

547 三重県 魚美味しいです

548 三重県 少子化対策に注力して下さい。

549 三重県 自然・食材の魅力が溢れる氷見市！これからも応援しています！！

550 滋賀県 魚介類や釣りを楽しませていただくので、環境保全に役立てていただければと思っています

551 滋賀県
お魚が美味しいから、絶対訪れるべきよ。と、旅好きの知り合いから勧められました。いつか行っ
てみたい場所です。

552 滋賀県 以前富山市に住んでいて、富山のお魚が大好きです。

553 滋賀県 氷見のこどもたちの健やかな成長を願っています。

554 滋賀県 自然豊かな氷見を維持する活動を続けてください

555 滋賀県 地域振興に頑張ってください。

556 京都府 頑張れ美味しい鰤の町

557 京都府 いつまでも、豊かな海の幸の宝庫であってください。

558 京都府 頑張ってください

559 京都府 応援しています！

560 京都府
両親が富山県出身です。結婚が決まった年のお歳暮に、「出世魚だから」と、夫の実家へ氷見の
ブリ一本を送ってくれたことを懐かしく思い出します。

561 京都府 これからもおいしい海産物が捕れる豊かな漁場を守ってください。また鰤を食べに行きたいです。

562 京都府
今年子どもが春中に出場しました。地元の方々の温かい応援に感謝して今年も寄付させていただ
きます。

563 京都府 春中ハンドいつまでも開催してください♪

564 京都府 町おこしにお使い下さい。

565 京都府 春中ハンドの開催、頑張ってください！

566 京都府 いつまでも自然豊かな町でありますように

567 京都府 氷見市の発展、応援しております。

568 京都府 これからの日本の為にも、子どもが沢山増えるまちづくりをお願いします！

569 京都府 冬のブリ、大好きです

570 大阪府
一度旅行で訪れました。自然豊かなところが気に入り、人のあたたかさにも感動しました。少しで
もお力になればと思います。

571 大阪府 微力ながらお役に立てれば幸いです。

572 大阪府
数年前に富山に住んでました。ぶりしゃぶが美味しかったので、また食べたいと思いました。応援
しています！頑張ってください！

573 大阪府 毎年旅行に来てます

574 大阪府 ハンドボール頑張って下さい！

575 大阪府 実家が高岡市なのでお隣の氷見市も応援しています！

576 大阪府 ハンドボール大好きです?息子が出たときも応援行きました！氷見とても良かったです!!

577 大阪府 知人が住んでいます。遊びに行きたいです。

578 大阪府 頑張ってください！

579 大阪府 旅行に行かせていただいてとても楽しかった思い出があります。

580 大阪府
氷見は一度訪れた美しいまちです。その自然の中で子どもたちがすくすく成長してくれることを
祈っています。

581 大阪府 氷見の道の駅で買った白えびがとても美味しかったのでまた遊びに行きます。

582 大阪府 父が富山県出身です。

583 大阪府 わずかではありますが、地域医療などにお役に立てていただければ、幸いです。

584 大阪府 氷見のブリを初めて食べた時の衝撃は忘れられません！

585 大阪府
知り合いが氷見出身で親近感があり、毎年寄附させてもらっています。地域活性化のため役立て
てください。

586 大阪府 少額ですが役立ててください。

587 大阪府 氷見市がんばれ！！

588 大阪府 先日旅行で伺い、美味しい寒ブリ頂きました。また来年もうかがいたいと思います。



589 大阪府
大阪在住の４人家族です。昨年の夏、家族旅行で富山に行きました。氷見の魚はおいしいと噂で
は聞いてましたが、本当においしかったです。あの味が忘れられず（笑）、今回初めてふるさと納
税させていただきました。これからも氷見市がますます発展していくこと心よりお祈りいたします。

590 大阪府 応援しています。

591 大阪府
子どもが減ることは、市の、県の、国の存続にも繋がります。地方から、地方だからこそ、手厚い
子育て支援を応援しています。

592 大阪府
昨年まで富山市に住んでいました。氷見には、よく足を運んでいたので懐かしいです。今は遠くに
なってしまいましたが、益々の発展を祈っています。また、美味しい魚を食べに、ぜひ訪れたいで
す。

593 大阪府 少額ですが、氷見市の子どもたちのために役立てて下さい。

594 大阪府 より良い町を作ってください

595 大阪府 がんばれ！

596 大阪府
二人の息子がハンドボールをしています。二人とも春中を目指した結果、高校で全国デビューで
きました。マイナーなハンドボールをメジャーにするべくがんばってください。

597 大阪府
仕事で氷見に行きましたが魚が美味しくてよかったです。昨年もふるさと納税でお刺身をいただき
ましたが、両親に好評だったので今年もふるさと納税します。

598 大阪府 がんばれ

599 大阪府 応援しています。

600 大阪府 微力ながらよい街づくりにご活用ください。

601 大阪府 以前にぶりを食べに行きました、美味しかったです。

602 大阪府 富山県を訪れた時にいつも氷見うどんを購入しています。また氷見市にも遊びにいきます。

603 大阪府 いつも、氷見市の干物を送って頂いています。また、楽しみにしています。

604 大阪府 頑張ってください

605 大阪府 過疎化に負けずがんばってください。

606 大阪府 海越しに見える立山連峰は有数の美しい景色です。大切にして下さい。

607 大阪府 自然を生かしたまちづくりを目指してください。

608 大阪府 一度訪れたことがあります。微力ながら応援しています。

609 大阪府
氷見のワイナリーを訪れました。自然が美しく、海の幸を楽しみました。いつまでも、自然が美しい
氷見であって下さい。

610 大阪府 これからも美味しいものをよろしくお願いします！

611 大阪府 これからも氷見市を応援します。

612 大阪府 美味しい魚のため、自然を守ってほしいです。

613 大阪府 富山県応援してます。魚もおいしいけど、やっぱ氷見牛最高！

614 大阪府 頑張って下さい。

615 大阪府 いつも美味しいお魚をありがとうございます。

616 大阪府 がんばれハンドボーラー！

617 大阪府 有効に活用下さい。

618 大阪府 応援してます

619 大阪府 風光明媚ですてきです

620 大阪府 初めてのふるさと納税です！頑張ってください！

621 大阪府 ふるさと活性化頑張ってください。

622 兵庫県 美しい自然を守って下さい。

623 兵庫県 豊かな自然を守って、人情・ふるさとの良さを後世に伝えてください。

624 兵庫県 若人の活動支援よろしく!!

625 兵庫県
豊かな自然と、新鮮な魚介類やお野菜などをフルに活用して、観光で貴自治体を活性化してくだ
さい。温かいおもてなしのエッセンスを加えて・・・・。

626 兵庫県 富山県氷見市の豊かな自然の恵みを拡げて頑張って下さい。

627 兵庫県 荒々しい冬の季節は大変だと思いますが、氷見の皆様は健康に過ごされますように。

628 兵庫県 特徴ある、魅力ある地方都市として頑張ってさい。

629 兵庫県
子どもの頃、氷見市の母親の実家で、夏休みになると一月程いました。私にとって第二の故郷で
す。叔父が氷見高ハンドボール部OBです。応援してます！



630 兵庫県
以前に訪れた時に、お魚の美味しさと豊かな自然に感激しました。これからも益々発展されますよ
うに。

631 兵庫県 貴重な自然・観光資産をいつまでも守り続けてください。

632 兵庫県 両親が桜の木を寄付しています。景観の保全をお願いします。

633 兵庫県 子どもたちがすくすくと育ち、故郷の力になりますように。

634 兵庫県 氷見市のますますのご発展をお祈りしております。

635 兵庫県 益々の御発展を御祈り申し上げます。

636 兵庫県 ふるさとの活性化に利用していただければ幸いです。

637 兵庫県 これからも美味しい特産物を応援しています。

638 兵庫県
友人家族に会いに年に一度氷見市を訪れます。少しでもお力になれればと思い寄付させていた
だきました。

639 兵庫県 応援しています。

640 兵庫県
富山のかまぼこは祖母祖父と毎年お正月に集まってワイワイ食べるのが恒例でした。これからも
美味しいかまぼこを作り続けて下さいね！

641 兵庫県 応援しています。

642 兵庫県 スポーツを通した次世代育成に期待したい。

643 兵庫県 今回が２回目ですが、返礼品にはなじめません、あしからず。

644 兵庫県 妻が氷見市出身です。応援しています。

645 兵庫県 ハンドボール大会頑張って下さい。

646 兵庫県 頑張ってください！

647 奈良県
立山を臨む景色のファンです。海の幸も同じぐらい好きですし。関西からは遠いですが季節のい
い時期に寄らせてもらいます。

648 奈良県 氷見の寒ブリが大好きです。これからももっともっと氷見ぶりをメジャーにして下さい。

649 奈良県
数年に一度、氷見を訪問しています。大好きな所だけに、もっと観光スポットが充実してたらといつ
も思います。

650 奈良県 いつまでも綺麗な環境でありますように願っています。

651 奈良県 氷見市潮風ギャラリー、すごく楽しく過ごせました！映像コーナー、すごく良かったです。

652 奈良県
以前に旅行で訪れました。のんびりとさせてもらって、日々の疲れが取れました。ありがとうござい
ます。

653 和歌山県
前回送って頂いたお魚は　食べたことのない種類が多く楽しませてもらいました。　すべての魚が
とても美味しかったので　是非もう一度！と思い申し込ませて頂きます。

654 島根県 父の出身地です。

655 岡山県 夏は帰省時の海水浴でお世話になっていますが、冬の楽しみが何か欲しいです。

656 岡山県 きときとウオークでお世話になりました。

657 岡山県 大学時代に富山で過ごしました！今でも友達が沢山生活しています。お世話になりました！

658 広島県 魅力的な街ですね。

659 広島県 がんばってください。

660 広島県 自然を守り、子どもが生き生き育つ街にしてください！

661 山口県 若い頃旅行していい思い出があります。またいつか遊びに行きたいです。

662 香川県 頑張れ　氷見

663 愛媛県 仕事で高岡に来ています。休みの日は氷見散策です。

664 愛媛県 仕事で隣の高岡市に来ています。休みの日には富山の自然を満喫しています。

665 高知県 のどぐろ楽しみです。応援します。

666 福岡県 地元の活性化を期待しています。

667 福岡県
これからも美味しい魚や牛の生産・供給を頑張っていただき、それが市のさらなる発展に繋がるこ
とを期待しています。

668 福岡県 応援しています。

669 福岡県
ハンドボールのマンガで氷見市がハンドボール盛んな地域と知りました。氷見から日本のハンド
ボールを盛り上げてください。

670 福岡県 大切に使って下さい

671 福岡県 頑張ってください。

672 福岡県 これからも新鮮な魚介類がたくさん取れますように

673 鹿児島県 春中ハンドの開催、期待してます。



674 鹿児島県 これから雪で大変になるかもしれませんが、雪に負けず頑張ってください。

675 沖縄県 氷見高校ハンドボール3冠 おめでとうございます。ますますの発展を願っております。

676 沖縄県 氷見の寒ブリの魅力をこれからも発信してください！

677 沖縄県 初めて氷見市に寄付します。がんばってください！


