氷見市へふるさと納税でご寄附いただいた皆さまより、たくさんの応援メッセージをいただきました。その一部を紹介させ
ていただきます。
No.

お住まい
の都道府
県
1 北海道
2 岩手県
3 宮城県
4 茨城県
5 群馬県
6 埼玉県
7 千葉県
8 千葉県
9 千葉県

10 千葉県
11 千葉県
12 千葉県

13 東京都

14 東京都
15 東京都
16 東京都
17 東京都
18 東京都
19 東京都
20 東京都
21 東京都
22 東京都
23 東京都
24 東京都
25 東京都
26 東京都
27 東京都

応援メッセージ
大学生になる子どもが春中ハンドでとてもいい思い出を作れたことに感謝しています。これからも長く
続けられるよう応援しています。地元の方の応援、心温かくうれしかったです。
目標としてきた春中ハンドに出場することができ、とても嬉しいです！ハンドボールを愛する子ども達
のためにも、今後も大会が続くことを願っています。
日本海の美味しいお魚を守る活動応援しています。コロナが落ち着いたら旅行に行きます！(美味し
いお魚楽しみにしています)
ぜひ一度氷見市に美味しい海鮮を食べに行きたいと思いつつ、コロナ禍で叶わぬままです。返礼品の
お刺身で氷見市を味わいたいと思います！いつか旅行に行きますので、コロナで大変な中ですが頑
張って下さい！応援しております。
5年前に妻と氷見港の食堂でぶり丼を食べました 世の中にこんなに旨い魚があるとは知りませんでし
た。生魚の嫌いな妻もすっかりぶりファンになりました。毎年、ぶりの季節が楽しみです。日本の素晴ら
しい食文化をいつまでも残して下さい。 いつまでも氷見市を応援しています。
コロナ禍の影響で特に地方はあらゆる産業で大きな影響を受けていると思います。我々もとかく気持
ちが沈みがちになります。しかし氷見市からの美味しそうなお肉で食卓に華を添えられる事を、とても
感謝致します。これからも地方活性を期待しています。
母の実家が氷見でしたので、親しみを感じています。幼少の頃一度訪れたことがありますが、ほとんど
記憶がありませんので、近いうちぜひ訪れたいと思っています。コロナで大変だと思いますが、頑張っ
てください。
父のふるさとであり、子供の頃、夏休みには必ず氷見に遊びに行っていました。親しみのある氷見に
は、いつまでも活気ある、素敵な場所であってもらいたいと思います。
氷見のクリスマスツリーを神戸で見たとき、氷見について非常に魅力を感じました。いつか行きます。
昨年も氷見へのふるさと納税をしてお魚をいただきました。とても美味しかったので今年も申し込むこ
とにしました。落ち着いたら是非氷見市に行ってみたいです。
昨年も寄付させていただき、美味しい返礼品をいただきました。コロナの影響がなくなった際にはぜひ
足を運んで実際に氷見の良さを体験したいです！
以前旅行で貴市に行ったことがあります。自然の美しさとおいしい食べ物を思い出し、寄付することに
しました。これからも頑張ってください。
毎年寒ブリを楽しみに氷見市を訪れており、今年も万全なコロナ感染症対策をしながらうかがいました
が、いつもとは違った静かな世界がひろがっていました。それでも海の景色、寒ブリの美味しさととも
に、氷見のみなさまが変わらぬ優しさでもてなしてくださいました。日々厳しい時期が続いて心が疲れ
ていた自分にとって、とてもありがたい時間を過ごしました。これからも氷見市を応援しております。頑
張ってください。
北陸に住んでいる時は、よく氷見市にいきました。皆さんあたたかくとても大好きでした。ずーっと応援
しています！
富山県には一度旅行で訪れたことがあります。自然豊かで、お料理がどれもおいしくて驚きました。ぜ
ひまた行きたいと思っています。
氷見市で生まれ育ちました。少ないですが、役に立てていただけると幸いです。新型コロナウイルス感
染症の影響で帰省できておりませんが、早く終息するように祈っております。このような帰郷できない
人たち向けに、自治体を応援できるような特産品などを購入できるようなシステムを構築していただけ
ると嬉しいです。ご検討のほど宜しくお願い申し上げます。
氷見の街と食べ物が好きで、たまに自転車で走りに行っています。早くコロナがおさまってまた行ける
日を心待ちにしています。
氷見でお寿司を食べてから大ファンになり、以来、年に数回お邪魔していましたが、昨年から行けない
状況が続き、申し込みに至りました。わずかでも大好きな氷見のお役に立てれば幸いです。
地元が金沢なので毎年お正月には寒ブリを食べていました。今年はコロナの影響で帰省を諦めたの
で、氷見の美味しいお刺身を楽しみにしています。
私の祖母が暮らしています。70歳を超える高齢者です。祖母への直接的な支援にはなりませんが、祖
母のような高齢者が生きやすい環境が整うことを希望いたします。皆さま頑張ってください。
昨年もおいしい刺身の定期便を頂きました。ハンドボールやっていましたので氷見の名前は馴染みが
あります。
今年氷見へ旅行にいき美味し海鮮と沢山の自然に囲まれリラックスして過ごすことが出来ました。これ
からも素敵な街づくりを応援しています。
岐阜出身の東京生活40年。岐阜のお正月は寒ブリ半身を予約してたのが懐かしい。貴市のお役に立
ちますように。
観光できる日を楽しみにしてます。それまで是非頑張ってください。あと、出来ることあれば言ってくだ
さい。
学生時代に氷見によく遊びに行き、地元の海鮮を食べて本当に感動しました。そして氷見の地元の方
にはそれが日常の食生活であることに驚いたことを覚えています。少しでもお役に立てれば幸いで
す。
もう6年前になりますが、仕事で富山・福井・金沢に通っていました。氷見にも2回ほど行きました。この
寄付をみて、富山を思い出し懐かしく思っています。新幹線も開通しましたし、そろそろ北陸へプライ
ベート旅行に行きたい！と思っています！！
コロナ禍の中、皆様大変な思いをして不安な日々を過ごされていると思います。「継続」のための一助
となるとよいのですが。収束したらまた訪問させていただきます。

28 東京都
29 東京都
30 東京都
31 神奈川県
32 神奈川県
33 神奈川県
34 神奈川県
35 神奈川県
36 神奈川県
37 神奈川県
38 神奈川県
39 神奈川県
40 神奈川県
41 神奈川県
42 神奈川県
43 山梨県
44 長野県
45 富山県
46 富山県
47 石川県
48 静岡県
49 愛知県
50 愛知県
51 愛知県
52 三重県
53 滋賀県
54 京都府
55 京都府
56 大阪府
57 大阪府
58 大阪府

ここ数年、毎年一度は氷見を訪問している氷見ファンですが、今年はコロナウィルスを都心から運ぶこ
とを恐れ控えております。応援の意味も込めて、寄付させて頂きます。
お料理教室で大将に教わって以来、氷見ぶり、氷見米の大ファンです。これからも美味しい物を守って
いってください。コロナが落ち着いたら、現地で堪能する日を夢見ています。
Kis-My-Ft2のシングル「Luv Bias」の特典映像で氷見市の「ハンぎょボール」を知り、すごく興味を持ち
ました！いつか氷見市にお邪魔して体験してみたいですが、今はまだ訪れることはできないので、ふ
るさと納税させてください。 落ち着いたら絶対に氷見市に伺って、ぶりや氷見うどんを頂きたいです！
母が氷見市の出身です。私も氷見市の病院で生まれました。小さい頃は、夏休みに氷見海岸によく遊
びに行きました。またいつの日か訪問したいです。氷見市のご発展を陰ながら応援しております。
富山県氷見市の海鮮は全国各地通用する地域ブランドだと思います。厳しい状況ではありますが、素
晴らしい魚介、資源を守ってください。
氷見市は、母のふるさとになります。私が子供のころには、よく遊びにおじゃましました。いつも楽しみ
していました。氷見市のますますのご発展をお祈り申し上げます。
氷見市に行ってみたいですが今は旅行ができませんね。自宅で氷見のおいしさを味わえるのを楽しみ
にしています。
美味しいものは宝です。美味しいんのを育むのは、大変なことと思います。これからも、自然を守り、美
味しいものをお願いします。楽しみにしています。
自然豊かな環境はとても大切で、一度でも壊してしまえば再生には長い年月がかかってしまいます。
人間だけの便利さなんてのはこれ以上増えても無駄であり横着な人間を増やすだけです。少額です
が自然保護等に活用していただければと思っています。
昨年息子が交流事業でお世話になった縁で、この品を頼みました。美味しさに驚き、継続で寄付させ
ていただきます。年末に伺う予定なので、どうかコロナが収束しますように。
今年、コロナで海外や長期の旅行ができない中、1泊2日で新婚旅行と銘打って富山県に遊びに行か
せて頂きました。氷見市へは時間の都合上遊びに行けなかったのですが、どうしても氷見のぶりを食
べたい！と思いこのような形で応援させて頂きます。
観光で訪れ宿泊しました。海産物がとてもおいしかったです。今度是非ブリの旬の冬に訪問したいと思
います。
以前氷見市を訪れた際に寒ぶりの美味しさに感動しました。これからも美味しいぶりを食べさせていた
だきたいと思い、ふるさと納税させていただきます。
以前仕事で３年ほど富山に住んでいました。 トップクラスにおいしい牛肉と思っていますので 品質を
維持して頑張ってください。 ※氷見の肉うどんは最高ですからもっとPRしましょう。
2年ほど前に氷見へ海水浴に行き、この冬は鰤しゃぶを食べに出かけたいと考えていました。Go toト
ラベルなど政府の策もありますが昨今の状況を考えますと今年は控えるのが筋と思い、わずかですが
寄付をさせていただきます。
冬の立山とても素晴らしかったです。氷見への観光楽しみにしていましたが、今年は残念ながら断念
しました。落ち着いたらまた行きたいと思っています。
2013年に初めてのうかがって以来、毎年訪ねさせていただいており、本当に魅力的な土地で、個人的
に第二の故郷だと思っております。これからも応援しています。
氷見は、度々ドライブで、訪れます。自然に溢れていつも心を癒されます。イキイキ街づくりを応援致し
ます。
結婚により氷見市から離れて約30年近いのですが、氷見産のこしひかり・氷見牛は、美味しくてこれか
らも、ずっとずっと購入し続けたいと思っています。頑張ってください。
ハンドボールのニュースや話題を見ると、ふるさとの氷見市を思い出します。寄附金が、若いハンド
ボーラーのために、有効に使われるよう、お願いします。
仲の良い友人が氷見出身で、いつも美味しいお土産を頂いたり、帰省のたびにふるさと自慢を聞いて
おります。彼女の誇りである氷見へいつか出掛けたいと願いつつ、微力ではございますが応援させて
いただきます。
息子が富大医学生なので昨年は氷見のおいしいおさかな食べに行きました。しばらくはいけないので
せめてこちらで支援できればと思います。
若い頃、単身赴任で富山市に4年程住んでいたので、その間に美味しい食べ物・素晴らしい景色を・・
その後何度も旅行に行きました、大好きな県です。今年はちょつと自粛？来年は必ず、のんびりと遊
びに行きます。
TV等で氷見市の様子が出てくると懐かしく思います。氷見と聞くと、魚が美味しい処だね、と言われる
のが嬉しいです。これからも応援しています♪
毎年冬景色と寒ブリを楽しみに氷見市を訪れています。今年はコロナで断念しましたが来年こそは行
きたいと思っています。氷見市を応援しています。
昨年末に氷見を訪れました。食事がとても美味しくて、出会った人はみなさん太っ腹な素敵な方ばかり
でした。また行きたいです。
友人からこちらの返礼品をおすすめされ、今回寄付させて頂きます。冬の日本海は美味しいものが沢
山あるので、また旅行出来るようになったらぜひ現地を訪れてみたいです。
今年はコロナウイルスでいろいろいろ大変とは思いますが、氷見市は、父の故郷なので、このふるさと
納税が少しでも援助になれば幸いです。
氷見のぶりを初めて食べた時に、そのおいしさに感動した事を覚えています。 コロナに負けず頑張っ
てください。 私達も頑張ります！
新型コロナウイルスの感染拡大防止にご尽力いただいている皆さまに心より感謝申し上げます。この
ような状況の中で旅行もままなりませんがコロナ収束の暁には、ぜひ貴市を訪問し観光と新鮮な食材
を堪能したいと思っております。一日も早い終息を願い、みんなで協力してこの難局を乗り切りましょ
う。
初めてふるさと納税を利用します。これがきっかけで氷見市を知るきっかけとなりました。氷見市の発
展を心から祈っております。

59 大阪府
60 大阪府
61 大阪府
62 大阪府
63 兵庫県
64 広島県
65 広島県
66 福岡県
67 福岡県

昨年、息子が氷見市に長期出張していた時に夫婦で訪問いたしました。海もきれいで海産物も美味し
くいただきました。これからも特産品を大々的に広めていただければと思います。
以前に市役所にお伺いしたときに素敵な対応をしてもらえたので、微力ながら寄付させていただきま
す。氷見の魅力が多くの人に伝わるといいなと思っています。
氷見きときとファンクラブに入っています。関西からはちょっと交通の便が悪く遠いのであまり行けませ
んが、また行きたいと思います。
お世話になります。元々父が富山出身で富山に愛着があります。父は既に他界しましたが母に富山の
味を食べさせてあげたいです。氷見の素晴らしい自然の恵みを、受け継いでくれる若者が多く出てくる
ことを望んでおります。
先日初めて訪れて、素晴らしい景色やお魚、お野菜を楽しみました。こんな中ですが、氷見の魅力が
多くの人の知るところになりますように。
富山県は女房の実家がある縁で、第2の故郷のような気がしています。2月には氷見を訪れ、雨晴海
岸からの絶景に感動！キトキトの海の幸も堪能できて満足でした。
また訪れたいと思いますので、コロナに負けず頑張ってください。
氷見うどん、氷見の寒ブリはよく頂いています！旅行に行くことは難しいので、ふるさと納税で少しでも
協力できたらと思います。頑張って下さい！！
氷見市には学生の頃1度だけ伺いましたが、美味しいご飯・素敵な街並みを非常に印象深く覚えてお
ります。コロナ等で大変かと存じますが、素敵な氷見へまた伺いますのでお互い頑張りましょう！
海産物やその加工品が素晴らしく美味しく、氷見市のファンです。数回目の寄附になりますが、いつも
ありがとうございます！

