
千葉県出身なので、出身地で美味しい農産物がとれるのは嬉しいですし、誇りに思います。ふさこがねを
食べるのを、楽しみにしています。

ずっと応援しています！！

千葉県に住んでいますが、千葉の米は食べたことがありませんので、今回申込をしました。楽しみにして
います。

親戚が長生高校でお世話になりました。応援しています。

同じ千葉県人として頑張って頂きたいです。応援しております。

将来長生村で暮らしたいと家を探していますちょっと早い納税のつもりで寄附をしてみます

長きにわたって人が人らしく生活できる環境を作っていただければと思います。

これからも、がんばってください。

H29年産はとてもきれいでおいしいお米でした。今年もよろしくお願いします。

これからも美味しい海老をよろしくお願いします

ふるさと納税を子供の育成に使っていただき、我が家は返礼のお米で子供を育てています、お互いよい
日本の未来のために子育てに努めましょう。

会社勤務の時、ご当地の方と縁があり御礼にお米をいただき感激した記憶があります。美味しいお米をま
たいただきたくて寄付させていただきます。

美味しいお米楽しみです。これからも美味しいお米を作ってください！

この機会をご縁に出来たらと思っています。

少しですが、福祉にお役立てください。

農家の皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。

自然を生かした産業の育成よろしくお願いいたします。

いつも美味しいお米をありがとうございます。

豊かな自然環境を守って行って欲しいです。頑張って下さい。

貴村のますますの発展に期待しています。

私も千葉県に住んでおりますが、活力ある千葉を目指すためにも、地域発展に頑張ってください。

はじめて寄付致します。村の発展にお役立てください。

育ち盛りの子供がいるので助かります

施設の子供たちに使用してください。よろしくお願いします。

以前お願いした蟹は大変おいしくいただきました。

おいしいお米作り頑張ってください

自然溢れる長生村の環境保全ならびに田畑保全等に利用頂ければ幸いです。長生村の農業・産業・教
育等のご発展を心よりお祈り申し上げます。

両親に美味しいカニを食べさせてあげたくて長生村のカニを選ばせていただきました。
寄附金は有効に活用して頂けたら幸いです。
私は一度も長生村に行った事はありませんが名前は以前から存じ上げておりました。
これを機にいつか両親を連れて行きたいと思います。
応援しています。頑張ってください！

長生村の将来を担う子供たちの健全育成・教育に寄付金を活用して下さい。また房総半島の気候風土を
活かし、安心して食べられる農畜産物の生産を続けて下さる事を期待しております。

新米２０ｋｇ返礼品の受け付けはあまりないので助かります。

時々、千葉に遊びにいきます。千葉で採れる海産物も大好きです。
美味しい海産物がこれからも食べたいので、環境保全にお役立ていただけると嬉しいです。

頑張ってください！日本の農業を応援いたします。

美しい海、美しい人々

遠い昔、父親が千葉で仕事をしていたとの事。お世話になったので発展繁栄を願っています！

美味しいカニ期待してます。

少しでもお役に立てればと思い、初めてのふるさと納税制度利用しました。
地方が活性化される事を期待してますね(^^)



自分は成東出身なので、見知ったところなら安心して納税できると思ったのと、福祉の充実を望みます。

おいしいお米をいつまでも生産してください。

よい町にしてください！

食べ盛りの男の子２人には、お米は大変ありがたいです。
毎日３食唯一たべる食材です、ブランド米でなくとも、出元がきちんとしていて、たくさんいただける点で決
めさせていただきました。大きな袋で届くのを楽しみにしています(笑)

今後も続けてください

長生村の子ども達のスポーツ振興費の一部として使ってください。

長生村の強みを生かして、益々発展されますことを願っています。

美味しい蟹を楽しみにしています。

昨年お礼の品が美味しかったので、今年も寄付させていただきました。ご活用ください。

同じ千葉県民として応援します！

ふるさと納税を通じてはじめて長生村を知りました。
ドライブが好きなので、今度ぜひ家族で訪れてみたいと思います。

教育を充実して魅力ある町づくりをお願いします

小さな村を応援しています。

日本の農業発展のために頑張ってください。応援しています

ホームページを拝見しました。うまいもの決定戦（C1グランプリ）で人気のあったメニューをふるさと納税の
返礼品にしてもらえると嬉しいかも。
些少で恐縮ですが、寄付金は商品開発等、地域産業の活性化に使っていただけると嬉しいです。

海が綺麗でマリンスポーツや海の幸が豊富なイメージです。
この環境保全のために寄付金を役立てていただければと思います。

美しい村の美しい味でした。ありがとうございます。

お年寄りに優しい町つくり応援します。

お米楽しみにしています。天候に恵まれて豊作になりますように。

少子化高齢者対策に

長く生きる村、それが長生村だと思います。
ただ、単純に長く生きるだけでなく、健康で元気に長く生きることが大事だと思います。
わずかではありますが、村政の一助にお使いいただければと思います。

お米の返礼品が一番うれしいです！今年も量が減っていなくて助かります。ふさこがね初めてなので今か
ら新米が楽しみです！

初めて寄付します。素敵な村名にひかれました。頑張ってください。

高齢化が進んでいる中、少しでも福祉が充実し、みんなが暮らしやすい街にしてください。

子供たちが安心して暮らせるための環境づくりに役立ててください。

漁業は大変なお仕事だと思いますが、頑張ってください。

同じ千葉県のため頑張ってください。

四国より応援いたしております。

千葉県は金目鯛が有名と聞いています。とても楽しみにしております。

ふるさと納税で初めて長生村をしりましたこれも何かの縁なので、寄附金を有効に使ってください。（使い
みちは村に一存します。）返礼品届くのが待ち遠しいです。

数回ふるさと納税でカニを美味しく頂いています。
これからも僅かな納税ですが応援したいと思います。これからも宜しくお願いします。

お米楽しみにしております。寄付は村のために有意義にご活用ください。

初めて長生村に寄付させていただきます。大きなはまぐり、楽しみにしています。長生村を応援します。

ガンバレー

おいしいお米をお願いします。おいしいお米や野菜などをこれからもずっと作り続けられるような政策に
使っていただけたらと思います。



長生村、がんばれ。この蟹は、とても美味しくて感激です。ぜひこれからもよろしくお願いします。

これからも、飛躍の村として頑張ってください。

地域が活性するように、魅力的な街づくりに取り組んで頂けたらと思います。車で日本を周っているので、
遊びに行きたいと思います。

ハマグリが取れる素敵な浜を大事にされて下さい

美味しいお米を楽しみにしています。頑張ってください。

天変地異に負けない地域になってください

千葉県の美しい自然が大好きです。自然豊かな長生村も応援しますので、頑張ってください!
美味しいお米楽しみにして待ってまーす!

お米の返礼品は大変ありがたいです

一度行ってみたいです。村に役立て下さい。

千葉県に在住していた頃は長生村によく行っていました。友人も住んでおり、地域活性化になっていただ
きたいです。

私自身子供がいる身として、ふるさと納税を教育振興に役立ててください。

友人の故郷です。地域活性化に少しでも役立てれば幸いです

たまたま見かけた「長生」という名称がついた自治体。母に長生きをしてもらいたくて、寄付することにしま
した。応援していますので、いつまでも骨のある、活力ある自治体を目指してくださいね。

皆様お元気でがんばってください。

生まれも育ちも千葉県内ですので、千葉県内で利用出来ればと思い決めました。  お米が返礼品になっ
ており選びましたが一度は行ってみようと思うきっかけにはなります。機会が有れば伺いたいと思います。

村のホームページも拝見しました。是非地引網など参加してみたいですね。

近くなので親近感が湧きます。がんばって下さい。

千葉で唯一の村、永く頑張って下さい!

自然を守り、安全でおいしい食物をつくり続けてください。

教育や保育園関連にお役立てください

自然環境の保全に役立てていただけば幸いです。

昨年夏の終わりころ、スーパーで購入して食べた千葉県産新米「ふさこがね」は、宮崎県産の早場米コシ
ヒカリよりずっと美味しくて驚きました。梅雨過ぎには前年産のお米の味が落ちるので、宮崎県産の早場
米をいつも買っていました。
これからは、「ふさこがね」にします。今年も美味しいお米ができるよう願っております。

村のパンフレットなどあれば送って頂けたらと思います。
もっと知りたいと思います。

農業の振興に役立ててください。

わずかではありますが、村の教育に役立てて下さい。

ながいきフェスタの成功をお祈りしています。少しですが役立ててください。

今回初めてお米をお願いします。ふさこがねは千葉で作られた品種だそうですが、初めて食べるのでとて
も楽しみです。些少ですが、寄付金は生産者の皆様のために使っていただけると嬉しいです。

海に行く時にいつも通っています。

美味しかったのでリピートです。お出汁も美味しくて家族であったかくなりました。

おめでたい名前の村ですね！名前の通り長生きできるよう頑張って下さい！

少額ですが長生村のために役立ててください。

がんばれ長生村！

美味しいお米作り、頑張れ！

有効につかってください。

他の自治体が1万円の寄付でお米は15kgが限度のところ、20kgまでいただけるのは非常に有難いと思い
ます。今後も続けていただければリピートしたいと思います。

微力ながらお役に立てば幸いです。

長生村のますますの発展を応援しています少しですがお役立てください



いっぱい美味しいお米を作って下さい。家族で海水浴に行くので設備を充実させて下さい。
日帰り温泉が高いです。

子育て支援につながる教育をお願いいたします。

おいしいお米楽しみです。

ふさこがねというお米を初めて知りました。食べるのがとても楽しみです。
どんな村なのかも知りませんでしたが、おいしいお米を作っているということはわかりました。
この寄付をきっかけに村のことをもっと知りたいと思います。
寄付を有効に役立ててください。

今回、この村を初めて知りました。
ホームページよかった。村でもここまで、アピールできる。長生村、がんばれ。

美味しいお米作ってください。

長生村のますますのご発展を祈念いたします

先日はご連絡いただきありがとうございました。
今回は少額でございますが、追加で寄付させてください。
小さい子供たちの生活環境整備などに役立てていただければ幸いです。
返礼品についてですが、私自身、北海道外のお米はあまり食べたことがなく、楽しみにしているところで
す。
2018年は豊作となってほしいですね。

魅力ある街づくりを期待しています！

美味しいお米をありがとうございます。感謝して頂きたいと思います。

今の自然環境を守りつつ、貴自治体のさらなる発展を期待します。

単身赴任で千葉県はお世話になっております。頑張ってください！

北海道札幌より、ささやかながら応援させて頂きます。

世界舞台で活躍する人材を育成してください。

玄米で沢山頂けるのはとても安心感があり、成長期の子供たちにも沢山食べさせてあげられます。母に
も分けたいと思います。これからも美味しいお米を作って頂けたらありがたいです。

今年も引き続き少額ですが応援させていただきます。宜しくお願いします。

よいかにです。ありがとう。

町の持続的な発展のために使って下さい。

おいしいお米づくり、がんばって下さいね！

千葉へは何度も行っておりますが、長生村は存知ておりませんでした。
名前からは温暖な、心落ち着く場所なのかな・・・と感じております（良い場所なので長生き出来るのか
な・・・と）。

初めてのふさこがねです。楽しみにしています。

千葉県出身者の１人として、村の発展を応援します。

楽しみにしています。よろしくお願いします。

長生村がふるさと納税で特産品をＰＲして活性化に頑張って下さい応援しています。

初めての寄付です。おいしければ、翌年も寄付します。

これからも未来ある村づくりを期待しております。

応援しております！

千葉県出身です。ぜひ名前の通り、元気で長生きできる村になりますように。

長生村、いいところですね！主に産業を応援しています！！

少ないですが、施設の子供たちに、又、ご両親がいない子供に使用して下さるとうれしく思います。

村が繁栄しますように！

少しでも高齢農業従事者への支援になればと寄付させていただきます。

長生村の益々の発展を祈念しております。

チーバくん可愛い！玄米で健康的！



お世話になります。
おいしい新米が実りますことを願っております。宜しくお願いします。

千葉県に親族が住んでおります。応援しています。

いつか旅行で訪れたいです。

いつまでも現役で働き続けられる村になって、頂ければと思います。

お送りいただいたお米は大切にいただきます。

農家のみなさん、がんばって美味しいお米をつくってください！

千葉県を応援しています。

村名にあやかりたい。

美味しいお米を沢山作って下さい。

身近にいる子供の貧困。福祉制度では、手が届いていないクラスメイトがたくさんいます。声をあげる術が
ないだけです。
外国人の親、県営住宅、市営住宅の子たちの教育状況の調査費にあててほしいです。目を向けてほしい
です。

少額ですが、福祉、教育等に有効に活用してもらいたい。

ふさこがね楽しみです！これからも頑張ってください！

良い日本を作ってください

今度じっくり訪問したいと思います。

御村ではありませんが、東北の村で育ちましたので、ふるさと納税は全て『村』に絞ってます！頑張って下
さい！

市町村合併で、村が少なくなっている昨今、小さくても、元気な村として頑張ってください。

美味しいお米を楽しみにしています。

子育てに役立ててください

美味しいお米をいただきたい

妻の実家が千葉県にあります！お米大変助かります．

子供たちの為に、僅かばかりですが、役立ててください。

よりよい教育支援をお願いします．

初めて寄付します。楽しみにまっています。

高齢化の中、楽しい生きがいのある街づくりにがんばってください。

毎年、玄米を返礼品にしている市町村へふるさと納税しているので、玄米120kgはインパクト大でした。
今後も期待してますので、頑張ってください。

新鮮な食材提供を継続的にお願いします．

少しでもお役に立てればと思っています。

教育に力を入れてがんばってください。

みなさまが健康に長寿になるような施策に使用をお願いいたします。

活気があり長く住みたい良い街にしてください。

初めて聞く名前のお米です。どんな味のお米か楽しみです。

同じ千葉県民でふ。

昨年に引き続き寄付させていただきました。素敵な街づくりを期待しております。

おいしいお米を作ってください

お米作り応援しています。

千葉のおいしい米どころとして頑張って下さい。

暮らしやすい村作り、頑張って下さい！

里山を大切にがんばってください。

これからも、美味しい米が収穫出来ますように　農業が発展しますように！

千葉は親父の実家です。大好きです。

美味しいお米を作りづづけて下さい。寄付金の有効活用よろしくお願い致します。

おいしいお米楽しみにしています。

障害者福祉に少しでもお役になりますよう願っています。

知人が住まわれているので、応援したく



海に面した自然豊かな長生村を応援応援致します。

寄付金額に対する、お米の返礼品へのレパートリーが多く、驚きました。
農家さんのご苦労により、おいしいお米が出来ることを楽しみにしております。

本年度の新米を楽しみにしています。なるべく早めの発送でお願いいたします。
障害のある方や子供たちのために役立てていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

千葉県在住です。長生村がよりより町になってほしいです。

福祉応援します。

住んでいる千葉県にふるさと納税したいです。

少ないですがお使いください。

よくアクアラインを通って千葉には遊びに行くのですが、貴村にはまだ行ったことがありません。
これを機会に是非一度遊びに行ってみたいと思います。

最高にいい村名ですね！

素敵な村名通りに頑張ってください。

ふさこがねは食べたことが無いので楽しみです。おいしいお米を作ってください。

子育てに役立ててください。

今度遊びに行きます。

自然災害に負けずにがんばれ！！

人口減や高齢化に打ち勝てることを祈っております。

美味しい米づくりで村おこしを！

福祉が行き届いた地域になりますよう、期待しています。

今年も引き続き応援しています。

村の発展と皆様のご多幸をお祈り申し上げます。

地域産業の発展にお役立て頂ければ幸いです。

長生村と言う村名が良いですね。村名にあやかりたいです。

かには量も多くおいしかった。

僅かではありますが、地域振興のお役に立てば幸いです。

健康長寿の村を目指して、頑張って下さい。

長生村を応援しております。未来ある子供達の教育に使用してください。

行ってみたいです。

長生村のますますのご発展をお祈り申し上げます。訪ねてみたいと思っています。

ささやかですが応援させていただきます。

地域の子供たちのためにぜひ使っていただきたいです。

長生きできる村になることを応援しています

村の活性化にお役立てください。

これからも美味しいお米を作ってください。

これをきっかけに今度長生村に遊びに行きます。納税により、より良いまち作りに貢献できれば幸いで
す。

これからもおいしいお米を作っていただきますようお願いいたします。頑張ってください。

ふるさと納税5万円で，玄米120ｋｇ続けてください

大粒米に惹かれて他の市町村から変更しました。楽しみです。

美味しいお米を提供していただける様、今後も期待しています。

長生村の発展を心より応援しております。

初めてふるさと納税させて頂きます。自然環境のために使って頂けたら嬉しいです。

村の広報パンフレット及び参考地図（観光・産業・歴史）を見たいと思います。

これからも子供たちの為に頑張ってください。

昨年も本年も御村の産品に大変お世話になっています。
この素晴らしい地産を将来に向けて益々発展させていただければと思い、ふるさと納税をさせていただき
ました。
今後の御村の益々のご発展を祈念しております。



地域振興に役立ててください。
よろしくお願いいたします。

去年からすみをいただいたのですが、とてもおいしくてびっくりしました。こんなにおいしいからすみが千葉
で作られているなんて、みんなもっと知っていいと思います。

縁起の良い名前ですね、近いのでこれから調べてみようと思います。

村と言う事で小さな自治体だと思いますが、頑張って下さい。

fight

環境保全とかに役立てていただければと思ってます。

「長生村」とは、良い名前ですね。

特産品、ありがとうございます。また応援させて頂きます。

税金の使途：保育園、保育士の待遇の向上

お礼の品、配送スピード感が良いと思います。

いつもおいしい海産物ありがとうございます！
これからも産業頑張って下さい！

初めて寄付をさせていただきました。
地域のためにお役にたてればうれしいです。

2回目の申し込みになります。
前回のお礼の品に大変満足しました！
これからも村の活性化に頑張ってください！

自然や文化を大切に守って欲しいです。

同じ千葉県なので応援しています

障害福祉にお役立てください。

明るく楽しい住みよい町であって欲しいです。

初めて、ふるさと納税させて戴きます。
近いので そちらの方面へは、度々遊びに寄らせていただいて居ります。
これからも、楽しい そして、素晴らしい自然の維持応援しております。

まちづくり頑張ってください。

長生村様子供達の幸福な未来を応援しています。

2回目の納税です。
福祉のお役に立てれば幸いです。

地域活性に頑張ってください

美味しい毛がにをいつまでも！

はじめて長生村にふるさと納税させていただきます。
長生、よい名前ですね。これから応援させてください。

村の発展をお祈りします。
ぜひ行ってみたい場所です。
海がきれいなんでしょうね。

とても良い商品です、これからも村の発展の為より良い商品を安い価格でお願いします。

先日、アイガモオーナーズクラブの放鳥会にお伺いしました。皆さんの温かいおもてなしが嬉しく、大いに
楽しませて頂きました。来年も参加したいです。
ふるさと納税については、昨年も申し込みさせて頂きました。お得すぎる返礼品に驚くばかりです。今年も
よろしくお願いします。

村のために有意義に使用される事を祈っています。

息子が1年間千葉県に住んでいました。
弟の嫁、いとこの嫁が千葉県の出です。
縁のある千葉県を応援しています。

初めて知りましたが、とてもいい名前の村ですね。

千葉県は、木更津までは良く行くのですが、それ以外の場所は未知です。
ぜひ一度訪れたいです。

長生村の障がいのある方たちへの一助となれば幸いです



自然が残っている村を大切にしてください。

より良い村作りが出来るよう頑張ってください！

少しですが、村の福祉にお役に立てば..と思います。

長生高校はいい学校です
村発展しますよう応援します。
若い人増えるといいですね

遠くから応援しています！

毎年応援しています。

我が郡内唯一の村、これからも存続させてください。

母親の故郷なので、より魅力的に発展させていただくことを願います。

真面目に勉強している苦学生に陽があてるような教育現場を実現してください。

長生村の名前がとても好きです。
良い村の良いところをずっと変えないで頑張って下さい。

活性化に少しでも役立てればと思います。

遊びに行きます。
頑張って下さい。

楽しく長生き出来る自治体を目指して頑張って下さい。

自然環境の保全などに役立ててください

昨年も応援させてもらいました。頑張って下さい。

大学時代の友人が長生村に住んでいました。応援します。

千葉県唯一となった「村」長生村。美味しいものが多く、海も山も綺麗で大好きです！これからも頑張って
下さい。期待してますね～♪

長生村は、子供が小さいころ、何度が足を運んだ場所です。また、遊びに行きたいなぁ…長生村がんば
れ！！

住みよいまちづくりに役立ててください。

初めて寄付させて頂きました。
今後も応援させて頂こうと思います！

茂原に勤務しています．応援しています．

おいしいお米を作ってください。

政府の方針に負けず頑張ってください。

地域発展の為頑張ってください

きれいな自然を大切に守って行って下さい

地方を元気に。

初日の出を見に伺ったことがあります。
とてもきれいなところだったのを覚えています。
夏に海水浴にでも行ってみたいなと思います。
きれいなまちづくり頑張ってください。

村の名前が「長生（き）」なんて縁起が良さそうですね。ぜひ、環境を守るために使っていただければと
思っています。

妻のいとこが市役所に勤めていると聞いています。
がんばってほしいなと思って寄付させていただきました。
これからも頑張って下さい。

長生村の活性化にお役立てください。

少ない金額ですが、施設の子供たちに使って下さい。

千葉県というとイケアのイメージが強く、ディズニーもですね。
海産物は有名ですが、お米の生産があるとは全く知りませんでした。全国、米あるところにふるさと納税す
る事としているので、是非ふさこがねを食べてみたいです。お米農家さん応援しています。

少子化ですが、魅力づくりに頑張って下さい。

これからも良い品をよろしくお願いします。

少子化対策に使って頂きたい

「ながいき村」とも読めるので、一度は訪ねてみたい場所です。



次代をになう子ども達の教育関係予算に寄付します。

応援します。
長生村。

先日、地積調査でお世話になり有難うございました。

学生時代はよく通った場所です。
そのうちまた行きたいと思います。

良い名前の村ですね。
村民の皆さんが幸せで長生きできますように

特産品の知名度を高めてください。

環境保護の推進をお願いします。

初めて寄付します。我が家にも小学生2名います。
マンションに住む生徒が95％以上の地域です。自然いっぱいの景色にひかれました。子供達のお役に立
てればと思います。

子供たちに美味しい蟹を食べさせたいです。地域の子供たちのために役立ててください。

昨年亡くなった母の故郷です。
母が生まれ育った村に、親孝行のつもりで、少ない額ですが寄付させていただきます。これからも千葉県
唯一の村として頑張ってください。

地域活性化のため、頑張ってください。

少しでもお役に立てれば幸いです。
みなさん一緒に頑張りましょう！！

最近知人が千葉へ越したので寄付してみました。

釣りに行く際にたまにお伺いしています。

未来をつくる子供たちの教育に使ってください。

ふるさと納税今年も始めました。
私の所はカニが好きなので、みんなで頂きたいと思います。
寄付金の使い道に関しては、あえて、指定をしませんでした。
長生村で、有意義に使って、村の活性化に使って
もらえたら、幸いです。

美味しい　白米　ふさこがね　期待している
初めて　ふるさと納税　します。

郡から町へ、そして市に！
益々の発展を応援します！

少しでもお役に立てたら幸いです。
教育を充実させてほしいですが、状況が不明のため、用途はお任せします。

どの市町村よりも魅力的で暮らしやすい
長生村になることを期待しております。

巷で人気のふさこがねの新米を楽しみです。
長生村の皆さまを応援しています。
頑張ってください。

初めての寄付、初めての品種のお米楽しみにしています。

素敵な村つくりをなさってください。

村の名前が素敵です。
活気ある素敵な村づくりに活用して頂ければ幸いです。
これからも頑張って下さい！

子育て支援など子どもに関わることに使ってください

いつも仕事でお世話になっています。これからもよろしくお願いいたします❗

千葉県出身です。
千葉は多種多様な美味しいものが獲れるところです。
残念ながら他の地域に押されてしまってる印象があるので、もっと多くの人に、近場でも美味しくて質の高
いものがあるということを知っていただきたいです。頑張ってください！！



これからも、長生村の産業振興にご尽力ください。
前年度も同様の返礼品をいただきました。
大変満足のいくものですので、
今後もよろしくお願いします。

初めて寄付させて頂きます。

長生村のみなさん、頑張ってください！

住みよい街を目指してこれからもがんばってください！

陰ながら応援しています！

てんこ盛りのズワイガニに惹かれました
村にお任せしますので、少ないですけど有意義に使ってください

福祉の充実に充ててください

地域の子どもたち教育向上に活用してもらえると幸いです。

私が住んでいるのは政令指定都市なので、良くも悪くも顔が見えません。小規模な自治体ならではの細
やかな施策で、子どもたちから大人までの豊かな教育環境を整えてください。

長生村のお名前、ふるさと納税で初めて知りました。
長生きするような良い名前ですね。
ウニを頼みました、楽しみです。

将来ある子供たちの教育にご活用ください。

農業も大変でしょうが、れぐれもお身体に気をつけて頑張って下さい。お米が届くのを楽しみに待っていま
す。

同じ千葉県ですので頑張ってください。

同じ千葉県民としてご活躍を期待しています。

とても助かります。ありがたく食させていただきます。

千葉県の環境保全を頑張ってください。

友人の出身地です。がんばれ長生。

今後も返礼品の充実を期待します。

村なのに人口も多くてなんだかいきいきした地域の雰囲気がします。北海道とは大違い…
住んでいる方皆さんが気持ちよく住める街づくりをしていってください。

村おこし頑張って下さい。

子供たちの明るい未来を築いてください。

活気ある街づくりに少しでも役立てば。

千葉県に住んでました。頑張って盛り上げてください。

いつか行ってみたいです

千葉県館山市に親戚が暮らしております。長生村はとても素晴らしい村だとお伺いしました。環境保全の
活動にお役に立てればと思います。これからも頑張ってください。

魅力ある街づくりを期待しています。

応援してます！
I　love　長生！

良い村のお名前ですね。
お米が届くのを楽しみしています。

お米作りと海の幸が豊富な所なんですね。アイガモ農法は農薬なしで良いですね。アイガモ親子の散歩
みてみたいです。

返礼品で選ばせて頂きましたが、がんばってください。
美味しかったらまた寄付させていただきます。

千葉県の仕事で何度も行っています、良いところといつも思っていました。

がんばれ！村長！
福祉のさらなる充実を望みます。

海産物は大好きなので今後も寄付をしたいです！

自然豊かなふるさと創生に役立てて下さいませ

村のみなさんが毎日笑顔になりますように。



前回頂きましたぼたんえびは大変おいしかったです。
些少で恐縮ですが、寄附金は漁業関係の皆様のためにお使いいただけると嬉しいです。

私の住む町では売られていない品種です。ぜひ一度食べてみたいです。美味しいお米作りのために寄付
金が活用されて、たくさんの地域で販売されるよう願っています

環境を活かした街づくり期待してます

千葉県産のものは初めてです。
よろしくお願いします。

良い物をこれからも！

長生村のお役にたてたらうれしいです。
機会があれば訪れたいです。

防災にも役立ててもらえるとうれしい

千葉に住んでおり、訪れたことがあります。
美味しいお米も頂いています。

お世話になります。
記念品を期待しております。
益々のご発展をお祈り申し上げます。

同じ千葉県民として応援します。

首都圏での農業、応援しております。

長生村の発展を期待してます。

応援しています、地方を盛り上げていってください！

村のお役に少しでも立てればと思います。
今後もおいしいお米が頂けるようにご配慮をお願いします。
御礼品のが届くのを楽しみにしています。

千葉県の富津や館山、鴨川等は子供の頃夏休みに遊びに行きました。そのため千葉県は懐かしい土地
でもあります。今後も応援していきたいと思います。発展を期待します。

長生村のますますの発展を祈念いたします

先日、九十九里に行きました。そちら方面は個人的にとても気に入っております。内にかお役にたてれば
と思います。

子育て事業を頑張ってください。

子育て支援して下さい

１微力ながら、応援させてください。

以前も寄付させて頂き生うにのおいしさが忘れられないと子ども達にお願いされるのでまた、寄付させて
頂きます。
甘く粒のしっかりしているうには北海道にも負けないものだと思います。長生村これからも応援していま
す。

環境保全に関心があり寄付をさせて頂きました。
宜しくお願いします。

長生村の皆さん頑張って下さい。

ぜひ役立ててください

また観光にも伺いたいです。

一層の地域活性化を願っています。

美味しいお米作り、頑張ってください。

次世代を担う子どもたちの教育のために

返礼品を楽しみにしております。

松戸市民です。農業は一番大切な産業だと思ってます。これからもよろしくお願いします。

美味しいものありがとうございます。
村の名前気に入っています。家では、ながいき村とあえて言っています。場所がどこにあるかも覚えまし
た。

わずかですが村の発展にお役立てください

魅力的な特産品が多いので今後も寄付します！

まだまだ寄付します！！



初めて寄付します。
村のために役立ててください。

祖父の実家が近く、幼い頃に訪れた記憶があり懐かしく感じました。少しでも役立てていただけたら嬉しい
です。応援しております。

なんと良い名前なんでしょう！　あやかりたいです。

千葉県大好きです

これからも応援しますので、頑張って下さい。

同じ千葉の住人、頑張りましょう。

地方活性化のため次世代の教育に活用してください。

魅力的な特産品ありがとうございます。

特産品すばらしいです。

未来を背負う子どもたちの育成に役立ててください。

村の名前がとてもすてきだと思いました。
健康で長生きできる村のお米として作ってください。
こちらも家族でお米をおいしくいただきたいと思います。

長生村の活性化に役立てて頂きたく些少ながら寄付させて戴きます。

海水浴でお邪魔したことが何度かあります。美味しい海産物がまた食べたいです。頑張ってください！

長生村を訪ねたことはまだありませんが、隣県に住んでおりますので、きっといつかうかがう機会があるこ
とと思います。今回は「長生村」の響きと「ふさこがね」の名前に惹かれてふるさと納税してみることにしま
した。少ないですが有効に使っていただければ幸いです。

子供に優しい町作りに
役立てて下さい。

暑いですね。
お体を大切に。

以前も寄付し、数の子をいただき大変美味しかったので、また寄付させていただきました。
益々のご発展、期待しています。頑張ってください。

いつも大変お世話になっております。益々のご発展をお祈り申し上げます。

これからも地域振興のために頑張ってください。

素敵なところですね。
いつか、訪れたいと思います。
頑張ってください。

長生村の皆様の益々のご活躍を祈念いたします。

長生村は将来移住したいと考えている場所の一つです。
この返礼品は日本一だと思います。

ふるさと納税を通じて初めて長生村の豊かな恵みを知りました。リピートです！

旧友が終の棲家とした村、ますますの発展を祈ります。

高齢化の進む村の福祉に役立てて下さい。

とても良い名前です。名前の通りよい村にしてください。

少しばかりですが、寄付させていただきます。

千葉県出身者です。
貴村の益々のご発展をご祈念申し上げます。

ふるさと納税のサイトで初めて長生村を知りました。長生きの村っていいですね！
九十九里浜をはじめ、きれいな環境のために使って頂ければと思っています。

わずかなお金ですが大切に使ってください。

高齢者に対するより良い環境作りを期待しています。

特産品を送って頂きありがとうございます。いつも美味しく頂いております。暑さや台風などなど心配なこ
の頃ですが、長生村の皆さん、くれぐれもお体ご自愛ください。

職場の同僚が長生村出身で、海がきれいなことや夜空がきれいなことをよく聞かされています。
正直、返礼品目当てなところもありますが、この寄付金がお役にたてていただけるなら幸いです。

自治体も大変な時代ですね。知恵を出して頑張りましょう。



ふるさと納税をきっかけにして長生村を知りました。
これからも応援しますので、頑張って下さい。
（長生村さんはお礼の品もとても美味しいものばかりで、且つ早く商品が到着するので、寄付しがいがあり
ます。以前、取扱業者さんへ問い合わせしたときも丁寧に対応して下さって、また寄付したいと思いまし
た。）

若い頃、一度だけ九十九里浜に行ったことがあります。

ふるさとチョイスのサイトで初めて長生村を知りました。
長生き村。素敵な地名ですね。
きっと、素敵な村なんだろうなと想像しています。
寄付金は有効に活用してください。

今や希少価値となった「村」の力を発揮して下さい。自然豊かな村を作って下さい。応援しています。

住みやすい街づくりをしてください。

ささやかですが寄付をさせて頂きますのでご活用ください。

昨年に 引き続き ふるさと納税応援させていただきます。

少額ですが、お役に立てたらうれしいです。

子供達の未来である教育に力を入れて頂きたいです。
何卒よろしくお願い致します。

初めて知った市町村です。がんばってください

街づくりに使ってください

子供達の健やかな成長を願っています

今後も素晴らしい返礼品を期待しています。

自然豊かな村を守りつつ、益々の発展を期待しております。

ウニがとても美味しかったので、
こちらに再度寄付し、実家の母にも送付することにしました。
どうぞ宜しくお願い致します。

これからも美味しいお米作り続けてください。応援しています。

活気のある村づくりをお願いします。

長生村出身です。
応援してます！

村の活性化にむけて頑張ってください。

学生時代夏休みに太陽の里に2回泊まりに行きました。思い出の場所です。
長生村の益々の繁栄をお祈りしております。

少しですがお役にたてれば幸いです。

前回、村長様自らお電話いただきありがとうございました。
あいにく、仕事ででられませんでしたが、素晴らしい村だと思いました。
応援しております

初めまして。
楽しみにしております。

千葉県長生村の皆様が、明るく元気で幸せな生活が送れるようにお祈りしています。

長生村には友人が住んでおり、年に２～３回程遊びに行きます。
友人には子供さんがいて教育の話をする事が多いです。
応援しています。

以前千葉に住んでおりましたが、長生村には行ったことがありませんでした。
これを機に訪れてみたいと思います。

将来ある子供たちの為にお役立て頂けたら幸いです。

種類は少なくてもよいものを頂けるのがありがたいです。両親が暮らしているので、応援しています。一松
海岸の回復もお祈りしています。

地方都市同士支え合って頑張りましょう。

いい名前ですね。老人福祉、ケア付き介護住宅など充実した設備を整えて余生を楽しみたい方々が集う
街にするのも面白そうですね。

今年も寄付させて頂きます。
がんばれ長生村！！



貴村のふるさと納税で以前ボタンエビ、蟹のしゃぶしゃぶをいただきました。とてもボリュームがあって、し
かも美味しくて大ファンです。今回の雲丹もとても楽しみです。これからも応援させてください。

支援が必要な子供達の為に頑張って下さい！

少額ではありますが、長生村のお役にたてれると幸いです。

ゴルフで何度も行かせていただき、親近感がありますのでこれからも応援します。

お世話になります。
先週いただいて美味しかったので、もう一度お願いします。

農業、漁業のさらなる発展のために使ってください！！

まちづくり頑張って

少しですが、村のために使ってください。
応援してます。

とっても楽しみにしています！

本当にとてもウニがおいしかったです！ありがとうございます！頑張ってください！！

村、いつまでも！

ピーナッツで長生き！

ふるさと納税ではじめて知りました。教育など未来のお子さんたちに役立ててください。

海の美化活動に役立てていただければ幸いです。
がんばってください。

小額ですが素敵なまちづくりに役立てて下さい！

来年も寄付したいので、頑張って下さい。

学生の頃、ちょくちょく九十九里浜に行きました❗
人口増加の村。
頑張って下さい❗

私の地元も、アクセスの不便さからなかなか発展に苦慮しています。でもそれ以上の魅力を見つけられれ
ば人の心は得られると思います。頑張ってください！

以前寄付した際の返礼品「ズワイガニ」がとても美味しかったです。

前回おいしくいただきました
リピートさせていただきます

学生時代の仲の良かった後輩の出身がこちらでしたので応援させていただこうと思いました！

新たな教育制度に期待します！

去年もやりました！応援しています！！

豊かな自然環境を大切にしてください。

いつも横浜から釣りに行くときに通ります、さらに活性化してほしく応援してます。

長生村、村名が気に入った。

こちらのキンメダイ、ほんとうにおいしいですね
漁業のさらなる飛躍を応援しております。

いつもおいしいものをありがとうございます！

今年もカニの出品ありがとうございます！
楽しみにしてます！

少しで申し訳ございませんが、有効活用していただければ幸いです。

九十九里の自然や環境を、いつまでも大切にしてください。

水産業、頑張って下さい。

長生村の知名度アップと発展を願っております。

村の活動のお役に少しでも立てればと思っております。

良い街づくりを頑張ってください。

同じ千葉県民として、ささやかながら応援しています。

これからも地域の特産守ってください

良い町づくりと美味しい毛ガニをお願いします。

昨年も同じカニ2kを頂き、とても美味しかったので今年は4kにしてみました。
届くのを楽しみにしています。



この村がますます住みよい村になりますように！

一度訪ねてみたいと思います。海があってうらやましいです。

行ってみたくなりました

少額ですが、村のお役に立てればと思います。

昨年はおいしいズワイガニをありがとうございました。
おいしいカニをいっぱいいただけました。
今年は昨年の倍をお願いする事にしました。
良いものをありがとうございます。
カニが届く日を家族で心待ちしています。
よろしくお願いいたします。

住んでいる方が、幸せになる使い道をしてください。

毎週波乗りで行っています。
街の整備に使用してください

名前が気に入りました。名の通り長寿村になって下さい。私も寄付をすることにより、村民のひとりになり、
地域発展に貢献したいです。

村の活性化に活用願います

リピートです。
頑張ってください。

縁起が良い名前の自治体なので応援させていただきました．あやかりたいです．

農林水産業の育成に役立てて下さい。

おいしい蛤でお役に立てるならこれに越したことはありません。少額ですがお役に立てればと思います。

災害が頻発してますので対策をお願いします。

最初、なぜ千葉の村が北海道産のカニを？と思いましたが、説明を見て納得しました。私は高校卒業まで
成田空港の傍らで育った後北海道で17年仕事をしていましたが、北海道の田舎は仕事がなくて大変だと
いう印象を持っています。私の寄付は僅かなものですが、貴村の発展および北海道工場で働く方々の生
活の安定に少しでも役立てば幸いです。

教育に支援します。

地域のますますのご発展をお祈りいたします。

子供に優しい町にして下さい

日本を盛り上げましょう！

長生村についてはこれまで知りませんでしたが、今回の寄付をきっかけにどんなところでどんな特産があ
るのか知れてよかったです。

初めて長生村を知りました。機会があれば尋ねて見たいと思います。よろしくお願いします。

村の活性化の一助になればと思います。
頑張って下さい！

子供達への教育や支援にご活用ください

長生村の発展のために応援します。

美味しかったです。

初めてカニ注文しました(*^^*)
家族みんながカニ大好きでこちらのサイトに目が止まりました＼(^o^)／
是非これから先もご縁が続くよう頑張って下さい。
楽しみにしてます。

長生村と書いて「ながいきむら」と読んでいました。
縁起の良い名前ですね（＾＾）
素晴らしい海の幸の特産品を活かして、村の発展をお祈りしています。

ふるさと納税を通じて発展に少しでも貢献できればと存じます

2回目です。
また来年も楽しみにしています。

今度旅行で行きたいです。頑張ってください

去年ボタンエビの美味しさに驚き、今度はぜひ両親にたべさせてあげたいと思い申し込みました。
美味しい海産物を楽しめるのではと、今まで行ったことがありませんでしたが、そちらへの旅行も検討して
います。



少子高齢化で地方はどこも大変です。東京は人口が多いので税収には困らないでしょうが、地方があれ
これ工夫して軌道に乗ってきたふるさと納税に対して、東京は特産品がないから不公平だと文句を言った
り設定額を操作しようとするのはおかしいと思います。
これからも魅力のある地域へ納税していこうと思います。

日本全国が平和でありますようにお互い頑張りましょう！

元気に長生き出来ます様、応援させていただきます。

千葉の海には行ったことがないので近いうちに行きたいと思います。その時は長生村にも寄りたいと思っ
ています。

学生の頃、合宿でよく伺いました。

太陽の里、何度か利用させていただいています。ながいきむら、これからも頑張れっ。

将来に向けて、環境保全に役立ててほしい。

毎年色々な地域のカニをお礼にいただいております。
初めての生本ズワイ、とても楽しみにしております。
貴村が益々発展いたしますよう願っております。

しゃぶしゃぶ楽しみ

いつも美味しいものをありがとうございます。

ガンバレ長生村！

美味しいカニ、長生村を想いながらいただきます！

高齢者、子供にやさしい村に！

茂原に住んでいたことがあります。
観光に力を入れて若者を呼んでください。

はじめて寄付しました。カニたのしみです、よろしくおねがいします。

未来へつなぐ健康で平和な村、非常に理想的な素敵な取り組みだと思います。
是非魅力的なまちづくりを実現されて下さい。

昨年度もお願いしました。
数の子美味しかったです。

安全な農産物を生産してください

村として存続できるよう頑張ってください！

よく千葉県に行きます！
千葉県に行った際には、『ながいきブランド』の名産品を購入してみたいと思います！

ふるさと納税で誰でも住みよい明るい街づくりをしてください。

長生村、縁起のいい名前ですね。関われた私どもまであやかれそうで嬉しくなります。こちらで初めて知り
ましたが、どうぞ地域振興頑張って下さいね。こちらからでもまた訪れたいと思います。

初めての利用です。楽しみにしております！

毎年ありがとうございます。

昨年同様わずかではありますが、地域の環境保全にお使いください。

豊かな村になりますように。

昨年も同じお礼の品を頂き、寄付しました。
美味しいカニをありがとうございます。

千葉県で毛ガニを取り扱うということで少し驚きましたが、村内の業者が北海道に加工工場を持つという
ことで納得しました。寄付が村の活性化のお役に立てればと思います。

長生村には初めてのふるさと納税です。少額ですが地場産業発展にお役立て戴ければ幸いです。今後と
もよろしくお願いします。

冬の厳しい富山と違って、長生村は温暖な気候と、周辺が緑と海に囲まれたとても過ごしやすい所だと聞
いております。一度、遊びに行ってみたいです。

同じ県内なので、日帰りで出かけることがあります。
自然が満喫でき、日々の喧騒を忘れることができるので、大変有難いと思っています。

父が千葉県に単身赴任しているので千葉のどこかに寄付してみようと思いました。

静岡に長く住んでいましたので、応援したいと思いました。

長生村という名前が縁起が良くていいですね。

長生村のお礼品は内容が良く楽しみです。



経済回復策が色々とりあげられていますが、地方が元気にならなければ、日本全体の経済発展はありえ
ません。
長生村のこれからの発展を期待しています。

いつまでも綺麗なまちが存続できますように。がんばってください。

このまま良いふるさと納税をつづけてください。

次世代を担う人材育成をよろしくお願いいたします。

笑顔いっぱいのまちづくりを期待しています。

千葉生まれなので応援してます

一度遊びに行ってみたいです。頑張ってください。

長生村とのこれからのつながりを大切にしていきたいです。島根から応援しています。

活気ある村に頑張ってください。

お礼の品最高においしいです。
これからもがんばってください。

今年も孫たちが住んでいる長生村に少しでもお役にたてばと思いふるさと納税いたします。

お互い長生きしたいものです

返礼品もおいしくいただき３回目となります。少額ですが役立てれば幸いです。

はじめて応募しました。楽しみです。

同じ千葉県なのでよくドライブで通ります。
頑張ってください。

美味しいからすみに惹かれ、再度寄付させていただきました。村の発展をお祈りいたします。

初めて寄付させていただきます。
ゴルフや海水浴に行く時に通っていると思います。
町の環境作りのお手伝いになれば幸いです。

妻が千葉県出身で千葉にはよく行っています。
頑張ってください。

長生村各地域の活性化を期待します。

賛否両論あれど私はこの制度が好きです。
少しですがお役立て頂ければ幸いです。

村民の為に頑張って下さい。

高齢者への対応に使って欲しい。

子供への教育支援、応援しています！

昨年も同じ返礼品を頂きました。
大変美味しかったです。
返礼品の配送も丁寧な対応で感謝しています。
これからも継続して頑張って下さい。

今回、ふるさと納税先を検討していて長生村を初めて知りました。これからも魅力ある商品のラインナップ
を期待しています。頑張ってください。

美味しくて食べやすかったのでリピートです

とても魅力的な返礼品が揃っており、素敵な村なんだと感じます。今後の更なるご発展をお祈りしていま
す。

貧困で1日の食事にすらありつけない子供に手を差し伸べてほしいです。

村の名前に惹かれました．元気で長生きしてください．

返礼品がおいしくリピートしています。少額ですがお役に立てれば幸いです。

昨年も寄付させていただきました。お礼の品は皆で美味しくいただきました。ありがとうございました。貴村
の発展を心より祈念しています。

ふるさと納税にて貴村を知りましたが、これもなにかの縁かと思います。遠方ではございますが、貴村の
ますますの発展をお祈りいたします。

同じ千葉県で暮らしていますが、恥ずかしながら貴村のお米のことはよく知りませんでした。ふるさと納税
を機に長生村のお米のことが広まれば良いと思います。

埼玉から千葉は交通も良く、旅行によく行きます。
これからも環境を大切にして子供の教育環境を保護してください。

キレイな自然の保全をお願いします

どんな村なのでしょうか。一度行ってみたいと思います。



活気のある街づくりを応援します。

昔住んでいたことがあるのを思い出しました。
これからも過しやすい街づくりを期待しています。

前回のお礼品が素敵でした
みんなに広めたいと思います

なんて素敵な村名でしょう。
応援したくなりますね。

一度は伺ってみたいと思っています。

地域創生、がんばってください。

一人一人の顔が見える長生村の特徴を生かして、学校教育だけでなく、生涯学習も含んだ教育で「ひと」
の力をたくわえてください。でもやはり、子どもたちが中心でありますように。

いつも美味しいものをありがとうございます。

美味しいお魚やカニをいつもありがとうございます。これからも楽しみにしています。

初めて寄付させていただきます。
どこの自治体も大変とは存じますが、ふるさと納税で地方産業や加工屋さんを活性化させるような村の企
画で知恵を絞って頑張ってください。

隣県に住んでおります。なかなかうかがう機会がない場所ですが、これからも美味しい海産物を供給して
いただけますよう、環境保護にお遣いいただければと思い寄付致します。

あいがも農業を応援しています。

他に依存しなくても、仮に村がひとつの国になったとしても楽しく・平和に文化的な生活ができる村になれ
ばいいと思います！

長生ねぎ良く買います♪お互い長生きしましょう

子育て世代への支援を！
各世帯が子供をもう一人増やせる環境をお願いします！

長生村 すごくいい名前ですね。
一度行って見たいです。

以前頂いた、カニと数の子がとても美味しかったので、再度寄付させて頂きます。
今後も頑張って下さい。

魅力的な返礼品、楽しみです！

福祉は負担も大きく課題も多いと思いますが、応援しています。

長生村は良い名前ですね。
お年寄りの方々に
お元気でお過ごしくださいとお伝えください。
自分もすぐにお仲間になりますが、よい人生を過ごしたいと思っています。

新鮮カニ　よろしくお願い申し上げます

おいしそうなカニ、楽しみにしています。

今回はじめての、ふるさと納税です。こちらに見習って
自分の町も活性化させていきたいと思います.

いつも特産品を送って頂きありがとうございます。寒くなってまいりました。長生村の皆さん、お体をご自愛
下さい。

送っていただいたお米、とても美味しかったです。
これからも頑張ってください！！応援しています！！
自然環境を守りつつ、住んでいるひとが心地よいまちづくりを期待します。

昨年に引き続き、応援します！！

祖母が数の子が大好きかつ、貴村のように長生て欲しいなと思い、納税させて頂きました。

カニ楽しみにしています。

森林を間伐し、光の差す里山に！

これからも素敵な特産品を日本中に届けられるよう、頑張ってください。

魅力的な返礼品が多いです
頑張ってください

今年も美味しい蟹をありがとうございます。

自然を大事にして、長生村を活気あふれる村にがんばってください。



昨年１万円のボタンエビをいただきました。今年は２万円で２品のボタンエビを希望します。自分用と娘家
庭用にします。大きくて美味しく頂き満足しています。

応援してます！
手元に届くのは来年９月ですが、おいしいお米、楽しみです！

以前、叔母が別荘地域住んでいたてめに数十回訪問しました。周辺の一宮町や白子町に比べて知名度
が低いです。叔母も長生村を離れていますし、村おこしが気になるところです。閑静でいい所ですので、工
夫次第で良くなると思います

高齢者福祉・障がい者福祉のためにお役立てください。

おいしいカニを楽しみにしております。

昨年も数の子をお願いして、今年のお正月に両親及び家族で思いっきり味わうことができました。来年の
お正月にまた家族そろって味わうことを楽しみにしております。少額ですが、長生村のために利用してくだ
さい。

ふるさと納税の商品で申し込みましたが、寄付金を少しでも有効に使って頂ければと思います。おいしい
ボタンエビ楽しみにしてます。
また、ふるさと納税をさせて頂きたいと思いますので、長生村様の発展を期待してます。

家族で遊びに行くのでより良い環境を期待しています！

村人の知恵を合わせて頑張ってください！応援しています。

私用で伺ったことがありますが、のどかで良いところでした。よろしくお願いします！

美しい自然をいつまでも守ってください。

最近は何かというと『若い人への補助』だの『保育の無料化』だのと、若い人向けの聞き応えのいい事しか
言わないけれど、お年寄りや中高年で働きたくても仕事が見つからない人への政策をお願いします。

長生で産まれました！

どぶろく先行で長生村を知り、ホームページを拝見しました。載せられているお写真の皆さんの笑顔が素
敵でした。頑張ってください。

寄付金を地域振興に役立ててください。

頑張ってください！！
子供達が健やかにそして長生きできる政策に使ってください。

お年寄りや子供の住みやすい町づくりを目指してください

長生きしそうないい名前の村ですね。いつか行ってみたい。

長生き村とはいい名前です。カニと数の子お願いしました。美味しかったらまた来年もよろしく。

ふるさと創生がんばってください。

九十九里浜が綺麗なままでありますように。

昨年も数の子をいただきました。美味しかったです
長生村には行ったことがありませんが、これがご縁で
いつか訪れてみたいと思っています。

去年もお世話になりました。ますますの御発展をお祈りしております。

頑張ってください、昔にドライブでお邪魔しました。

昨年もお願いしました。とてもおいしくいただきました。今年もがんばってください。

茂原出身ですので、今度食べに行きます！

長生村、という名前が素敵です。
父親への贈り物にしたいと思って今回初めて申し込みました。
毛ガニが2キロも…、と大変楽しみにしております。
寒い毎日が続いておりますが、皆様もお体にお気をつけてお過ごしください。年末に帰省したときに、父親
と一緒に食べられるといいなと思っています。

昨年もふるさと納税でおいしい海産物の返礼品を頂きました。毎年楽しみにしています。

昨年も申込みました。
今年もよろしくお願いします。

応援してます
いつも返礼品ありがとうございます

機会があればお伺いしたいです。



こんにちは。
毎年応援しています。
長生村発展のためお役立てください。

初めて寄附させて頂きます。
今回申し込ませて頂きました数の子のほか、エビなど美味しそうなお品がたくさんあり、いつも気になって
おりました。
今回は実家の両親にお正月のお品と思って選ばせて頂きました。
寒い中での作業でできたお品、有難く頂戴します。

美しい景色ですね。この景色を守っていってください。

長生村から地方を活性化することを期待して、応援しています！

次回も対象検討いたします。応援しています

子育て世帯として、子供達の教育環境の充実の為の費用の一部に使って頂ければと思います。

日本一の長生き村目指して、がんばってください

去年もお願いしましたが、すごくおいしかったです！

大阪では村は１つしかありません。
村の存続頑張ってください。
「長生」っていい名前ですね。

自治体の名前が気に入りました。元気に長生き！大切にしたいです。

昨年もお願いして、とても美味しかったです。
今年もよろしくお願いします。

昔、バイクでツーリングに行きました。とても魅力的なところだですね。応援しています！

東京方面に行く時はぜひ寄りたいと思います。全国的に道の駅などドライブで立ち寄る所が多いといいの
かなと思います。

昨年、母がこれと同じものをいただいており美味しかったので今年は私が頼みます。

昨年も同じ者をふるさと納税しました。家族に大変好評でしたので、今年もお願いします。

房総半島九十九里の温暖な気候であり、村のキャッチフレーズのとおりに未来へつなぐ健康で平和な村
を目指して頑張ってください。

千葉県随一の村とお聞きしました。温暖な気候で白砂清松の九十九里浜、機会が有りましたら訪れたい
と思い、ふるさと納税をさせていただきました。

元気な日本男子を育てて下さい。

毎年応援してます！頑張ってください

未来に繋がるよう使ってください。

長生村は何度か行った事があります。緑豊かな村で素敵な所ですね。頑張って下さい。

おいしいお米を育てて下さい。

これかも魅力的な特産品をお願いします。

遠くの地より応援しています。頑張って下さい！

まだ訪れたことはありませんが、いつか行ってみたい場所です。名前がとてもいいですね。これからも頑
張って村をもり立てて下さい。

ナイスチョイスです。応援してます。

１２０ｋｇのお米はとてもありがたいです。
返礼品への圧力もあるかと思いますが是非続けてもらいたいです。

千葉には良く行くので今回はこちらに決めました。
何時も綺麗な環境をありがとうございます

正直、お礼に惹かれての寄付ですが、
いつか行ってみたいと思っています。

あいがもオーナー楽しませて頂きました。ふるさと納税も充実していて満足です。来年もよろしくお願いし
ます。

去年も食べて最高でした！頑張ってください！

波乗りで一松海岸にお邪魔してますが、砂がなくなり年々寂しい海岸風景になってますので昔の姿に戻る
よう環境工事に期待しています。

いつもいただいている長生村のお米。ご縁を感じて、ふるさと納税でも一助になればと思いました。発送
は少し先ですが、新米を楽しみにお待ちしています。



今回初めて知った自治体です。（ながいき村とお呼びしていました！）自然豊かで海産物が美味しそうで
すね。今後とも応援していますのでよろしくお願いします！！

はじめてのふるさと納税を長生村さんに決めました。返礼品目当てではありますが、これを機に長生村さ
んを応援していきたいと思います。

村の名前がとてもいいですよね！返礼品を受け取って元気がもらえましたので、再度こちらを選びまし
た。活気あふれる村作り、がんばってください！

出張で千葉には度々行ってますが、長生村は知りませんでした。
今回、知りましたので出張の際には立ち寄ってみたいと思います。

両親が長生村に住んでいますので、微力ながら応援したいと思いました。

お正月用に数の子を探していて偶然見つけました。これも何かの縁。長生村のご発展をお祈りします！

初め、ながいきむらとお読みするのかと思いました。(笑)長寿の方が多いのでしょうか。ご縁がありまして
光栄です。

おばさんが住んでいますので、寄付させていただきました。
長生（ながいき）村でよい名前ですね。

子供達への教育に使ってください、子供こそ未来の礎とです。

応援しています。
2年続けて寄付させていただきます。

今回初めてのふるさと納税にあたり、村の場所も知りました。役場の書類対応も早そうで好感持てます。
返礼品のカニ、期待しています。

以前も蟹を返礼品として頂きました。
遠い場所からですが、地域活性となりますように、応援しております！

からすみに続き数の子も申し込みました。
ふるさと納税でしか知ることのできなかった長生村
素敵な町であることを想像します

夏に訪れました。自然が一杯で、すごく素敵な所です。
人間だけではなく動植物も合わせて良い環境が続いて欲しいです。
また、時間を作って訪れたい場所です！

カニで迷ってこちらにしました！期待してます！

千葉県に住み始めて10年になり、房総半島、九十九里浜には何度か行きましたが、この度初めて長生村
の位置を知りました。
九十九里の温暖な気候を活かして、これからも産業が発展していきますように。

子供達の未来に夢と希望を与える教育を！

はじめて利用します。特産品を全国色々試しています。家族が喜んだら来年もお願いします。

老人が住みやすい村つくりを引き続きお願いします。

美味しそうなので、家族で楽しみにしてます

千葉県在住です！生まれも育ちも千葉県！ファイトオー！！

村。なかなかもうない！頑張れ

長生村ならではの、事業を立ち上げて下さい。

遠く大阪から応援させていただきます

初めて寄附させていただきます。
千葉県で唯一の村のようですが、これを機会に長生村のことを少し勉強してみたいと思います。

おいしそうな海老楽しみにしてまーす☆

電話での問い合わせにとても丁寧に応対してくださって好感を持ちました。ありがとうございます。

去年もかずのこを頂きました。小分けになっているので長く保存ができ、いつまでもおいしく食べれてとて
も良かったです♪
長生村の名前をみんなが知ってみんなが幸せに長生き出来るような町にして下さい（＾▽＾）

私は13年間、愛知県の山間部の村でへき地派遣教員として、家族で住んでいました。娘たちは同級生が
二人というような環境でのびのび育ちました。
なので、村というと親近感を非常に感じております。
どうぞ良い村にしていってくださいね。

ながいき、素晴らしいことです。いつかお邪魔したいです。

以前より訪問したいと思っていました。

おいしい返礼品ありがとうございます



とても美味しそうなので、返礼品楽しみにしております。

微力ではございますが、今回初めて寄附させていただきます。
お役に立てれば嬉しいです。

仲良しの友人が住んでいて、たまに遊びに行きます。住みやすい素敵な場所であって欲しいです！

長生村、名前が気に入りました。
機会があればお伺いしたいと思います。それでは返礼品を楽しみにしてます。よろしくお願いします。

長生村行った事ありませんが少しでも お役に立てればと思います

おいしくて大きくて、量も多くて嬉しいです。
これからもがんばって海の特産物はじめ、たくさんおいしい名産品を作ってください。

昨年もハマグリを頂いて美味しかったので、今年も寄付させて頂きます。

千葉の活性応援しています

これから益々寒くなり、海での漁業は大変だと思いますが　頑張って下さい。

村があるところは、全国的に珍しいと思い、納税いたしました。自然豊かな良いところだと思いますので、
子供を連れてぜひ一度行ってみたいです。

次世代のために有効活用されてください

千葉県大好きです。
がんばって下さい！！！

魅力的な返礼品の品ぞろえをありがとうございます。
村の活性化、頑張って下さいね！

昨年いただいたカニがおいしかったので今年も寄付いたします。

幼児保育の環境整備のためお使いください。

海なし県から応援してます。

綺麗な海や川などの自然保護、ゴミ対策に関心があるのでそのような用途に使っていただけると嬉しいで
す。

生活の質が高くて良い自治体となるように頑張って下さい

福祉（特に障害児）のかたへ役立ててほしいです。
いろいろと大変かとは思いますが、頑張ってください

昔、東京にいる頃、茂原のゴルフ場によく通ったり、海が見たくなったとき、ふらっと九十九里浜へドライブ
したものです。産品を見ると御村が目につきました。懐かしく感じましたので申し込ませていただきました。
東京に近く、温暖な千葉は魅力ある地域です。頑張ってください。

千葉県に村があったとは、正直、存じませんでした。この記念品を通じて知りました。ご発展、祈念申し上
げます。

緑を残すために寄付します。

私のふるさと三重県の島ヶ原村は伊賀市になってしまいましたが、まだ村で頑張っておられる長生村に少
しですが寄付させて頂きます。産業振興に役立てて下さい。

今後、一大観光地として発展することを願っています。

お礼の品が魅力的であり、今後も魅力的なまちづくりを進めてください。

農業体験、カルガモ農法などの取り組みは大変いいことだと思います。

地方のよさを残してください

昨年もカニを頂きました。今年も楽しみです。

子供が村内施設で毎年合宿しています頑張ってください

ながいき村とお読みするのかと思っていました。
すみません。
今まで注目したことがありませんでしたが、これを機に応援していきたいと思います。

今度千葉に遊びに行くので、行った際には立ち寄らせて頂きたいと思います。

お得なカニセットありがとうございます！

昨年も寄付させていただきました。
お礼の品が大変良かったので、再度寄付させていただきました。
いつまでもきれいな海や自然が保全されるといいと思います。

長生村。一度耳にしたら二度と忘れない村名ですね。
その名の通り、きっと魅力的な場所と想像しております。
近いうちに訪れて、景色や海産物を堪能してみようと思います。

農業、漁業を応援します。頑張って下さい。

茂原市と仲良くしてください



名前が気に入りました。応援してます。

昨年もカニ、エビ美味しく頂きありがとうございました。

家族ですが村出身者です。中学生のときに「村」存続のアンケートがあり、皆で存続希望の回答をした記
憶があります。あれから数十年、県内唯一の「村」は自慢です。これからも緩やかな発展を望みます。

今回初めて寄付します。頑張って下さい。

お疲れ様です。年末の忙しい時期ですが、お体に気をつけてお仕事なさってください。

昨年に引き続いてです。海老がとても美味しかったです。
頑張ってください！

子供がのびのび成長できる街づくりをしてもらえたら嬉しいです。

大学時代にテニス部の合宿で毎年お世話になりました。
ふるさと納税でお世話になるのは初めてです。良いご縁になりますように。

昨年も寄付させて頂きました。返礼品を楽しみにしています。
町の発展に役立ててください。

ボタンエビは神

頑張ってください。今後も魅力的な品物をよろしくお願いいたします。

これからもおいしいお米期待してます。

美味しいお米楽しみです。
皆さんのご健康を。

また、長生き村にいきたいと思います。みなさん頑張って下さい。

長生村の発展に役立てていただけると幸いです。

人が集まる活気ある街作りを期待しています。

ささやかですが、長生村の活性化の一助となれば幸いです。

隣の茨城県出身です。親近感を感じて寄付をすることにしました。
ご活用ください！

これからも自然を守って豊かな街づくりができるよう応援しています。

今回が初めてのふるさと納税になります。千葉県が好きで好きで納税を決めました。今後の長生の発展と
ご活躍を期待しています。

美しい九十九里浜をいつまでも大切にして下さい。

村を良くするよう、頑張ってください。

千葉県在住です。長生村の方々が少しでも豊かで楽しく生活できる村になってほしいです。

美味しいカニを今年も頂きたいと思います。

みなさんが生き生き暮らせる村でありますように！

千葉県は水産業が盛んな印象があります。
旨味が閉じ込められた美味しいカニを食することを家族皆でとても楽しみにしています。
寄付金はさらなる水産業の発展にお役立てください。

より良い環境で美味しいお米を作ってください

「ながいきブランド」の益々の知名度アップを期待いたします。

特色のある一次産業の振興に、これからも頑張ってください。

村にとって一番良い使い道で活用していただければ嬉しいです。

昨年に続き二回目です。これからも頑張ってください。

今年、初めて町名を知りました。
返礼品が目的ではありますが、これも何かの縁ですので、長生村の発展を応援いたします。
頑張ってください。

3月に初めて千葉県に行きます。楽しみにしてます。

合併等で村が減少する中、沢山の魅力あふれる長生村。村名のように長生きできる村作りに期待してお
ります。

千葉にも村があるんだとびっくりしました。
名前も縁起が良さそうな長生村。
関東とはいえ地方は過疎化が進み大変だと思います。
長生村には行ったことがありませんが返礼品で寄付をさせて頂きます。
がんばって下さい。



長生村リピーターです

いつかのんびり訪れたいものですね。

初めてのふるさと納税なので、是非有効活用してください。

これからも頑張って下さい！
また遊びに行きます。

少しですが寄付させていただきます。有効に使って下さい。

千葉県はディズニーランド以外も、観光がいろいろとできそうですね。
ゆっくりと行ってみたいと思っています。

応援しています。長生村の益々のご発展を期待します。

村のご発展を期待しております。

発展を期待しています。

地方創生のため、頑張ってください！！

仕事や趣味でよく九十九里浜に行きます。美しい海岸がいつまでも残るように、私たちも支えられたらと思
います。

長生村…とても縁起の良い村名に惹かれました。少しですが村の環境保全にお役立て下さい。

地方でも元気に

長生村の益々のご発展を祈念しております。

応援してます。頑張りましょう。

何かのお役にたてれば幸いです。

魅力的な村を作ってください。

宜しくお願いします。
応援してますよ~~

少ないですが、お役に立ればと思っています。

九十九里によく行きます。海水浴設備に力を入れてくれると嬉しいです。

千葉県内に在住していたこともあり、村の活性化に期待しております！

ステキな返礼品をありがとうございます。
長生村を応援しています。
頑張ってください。
╰(*´︶`*)╯♡

カニのしゃぶしゃぶを探している中、長生村のが一番魅力を感じました。宜しくお願い致します。

少額ですか有効活用願います。

おばあちゃんが住んでいます！福祉施設などの充実を図ってもらいたいです！よろしくお願いします！！

魅力的な街ですね。
いずれは遊びに行ってみたいです。
これからもがんばって下さい。

長生村という名前に惹かれました。
村の活性化につながる事を祈ってます。

同じ千葉県に住んでます。千葉を元気にしていきましょう。

福祉や教育が充実した住みやすい村でありますように

去年もかにをもらいました。味をしめて、また申し込みました。この寄付が貴村の発展につながることを希
望します。

ふるさと納税で長生村を初めて知りました。
機会があれば行ってみたいと思います。
観光で訪れた場合も印象に残るような、特徴ある個性的な街づくりを目指して、頑張ってください。

よりよい村にしてください

頑張って下さい。応援しています。

寄付金を有効にご活用下さい！

長生村のお役に立てば幸いです。

長生村、益々長生き、イキイキ元気な村になっていってください！

お礼の品がとても良いですね。



いいまちづくりをしてください

がんばれ長生!

地域活性化、応援してます。

少しですがお力になれればと思い、応援しています！

少しですみません。何かの足しになればうれしいです。

寄付金で優秀な人材を育ててください。

頑張ってください。　また、寄付します。

自然豊かな魅力ある町作りを応援しています。

村の活気作りにお役に立てれば嬉しいです。

環境のため利用お願いします。

リピーターです。
良いお品を有難うございます。
頑張って下さい。

村ということで余計に応援したくなりました。
ぜひいい寄付金の使い方をしてください

縁起の良いお名前の村にあやかりたいと思います。千葉県には、成田空港とディズニーランドしか訪れた
ことがありませんが、どんなところなのか、興味がわきました。

台風や大雨で、川が増水して、氾濫しないように、、夜も安全に車走行できるように街灯を整えるなど、
安心して住めるように、環境を整備して、発展するようになるといいなと思います

千葉県には、過去に２度住んでいましたが、残年ながら長生村さんを存じ上げませんでした。次回、千葉
にご縁があった際は、ぜひ、長生村さんを訪問してみたいと思います。

少額ですが、長生村のためにお役立てください。

元千葉県民として応援しております

長生村の皆さんが元気に毎日楽しく過ごせるように、ふるさと納税で支援させてください。

名前が素敵！
あかちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しく長生きできるような村であり続けられるよう、がん
ばってください！

ハッピーな村になりますように！！

村をもっと元気にしてください。応援しています。

年末でお忙しいところお手数をお掛けします
特大数の子とっても楽しみにしております

かにおいしい

ニッポン放送の朝ラジで長生村でのお米栽培のことを聞いて存じておりました。長生きにつながると思い、
カニが大好きな高齢の両親宅に届けたいと思いました。いつまでも美味しい海産物や農産物を全国に届
けて下さい。応援していまーす！！

千葉県唯一の村
がんばれ長生村

何度か小旅行で立ち寄っています。
若者が定住できる町づくりを願っています。

農林水産業に役立てて下さい。

村の発展をお祈りします！

子ども達の未来を応援しています。

町おこしの一助となればと微力ながら寄付させていただきました。

少しですがお役にたてば幸いです。

村民の皆様に喜んでいただけるよう、寄付金を使っていただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げま
す。

楽しみにしています。頑張ってください。

美味しいものたくさん生産ありがとうございます

町の発展のためにみんなで力を合わせて頑張ってください。

友人のご実家があるので年に数回行っています！縁のある自治体ですので今回ふるさと納税させていた
だきました！

海でいつもお世話になっております。



より良い村づくりの手助けになれば、うれしく思います。

美味しいカニ楽しみです！

素敵な街づくりに生かしてください！

美味しそうなボタンエビ、楽しみにしています！
頑張ってください。

カニ楽しみにしてます！！

少しの寄付ですが、地方が発展し、日本が元気になることを望みます。応援しています。

はじめて寄付します。頑張ってください

返礼品を通じて長生村を知りました。この機会に今度はぜひ訪れたいと思います。

長生村の皆さん、地域の良さを大切によりよい村に。

素敵な名前の自治体さんなので、長く発展してほしいです

長生村をふるさと納税制度で初めて知りました。
財政的にもたないと市町村合併で私の住む町も12年前に今の市に合併しましたが、唯一の村ということ
で、規模的に大変なこともあるかと思いますが、頑張って行政を進めていってください。

今回のふるさと納税をきっかけに初め長生村という場所をを知りました。
これからも美味しい魅力ある特産品が沢山できるよう頑張ってください！

応援しています！ぜひ、未来輝く子供達のお力になってください！

長生村の益々の繁栄を応援しています。

より良い町作り応援しています。

子ども達の教育充実に使って下さい

わずかな金額で申し訳無いのですが、村民の皆さんが喜ぶ事業に使って下さい。

村が活性化されますように

今度遊びにいきます！

お役に立てればうれしいです、子供たちの教育に使ってください

美しい自然を守っていってほしいです。

はじめて寄付させていただきます
これからも応援します

九十九里浜、また行きます。

みんなが幸せな街になりますように！

村の活性化、産業、福祉、街づくりに役立ててください！

長生村を応援します。

長生村の皆様のご繁栄をお祈り申し上げます。

良い名前の村ですね。癒される感じがします。応援してます。

魅力ある村作りに頑張ってくださいね！

千葉県は都会のイメージがありましたが、ふるさと納税をきっかけに豊かな海のある長生村のような場所
があるんだと知りました。ホームページで紹介されていたアジのなめろうも食べに、いつか訪れてみたい
です。お渡しできるのはわずかな寄附金ではありますが、長生村がより素敵な場所になるお役に立てます
ように！

近いようで中々訪れる機会がありませんが、これを機に美味しいものを食べに訪問したいと思います。

長生へは茂原に住んでいる知り合いと釣りに何度か行きました。ぜひ良い環境をいつまでも保ってくださ
い。

最近は合併する都市が非常に多い中、村として地域活性に臨んでいるのは単純にすごいと思います。ぜ
ひ、素敵なまちづくりに活用していただけたらと思います。

教育に役立てて下さい。

良い街づくりがんばってください。また遊びに行きます。

正月用として数の子が大好きなので楽しみにしています。
長生村はちょうせいって読むんですね！
どうか村の皆さんが長生きで健康でいられますよう、頑張ってください！

いぜんお米も頂きおいしかったです。
がんばってください！
村の名前もだいすきです！



僅かばかりで申し訳ありません。村の発展を祈念しております。

応援しています。頑張ってください。
おいしいかに、楽しみにしています。

よく遊びに行きます。頑張って下さい。

今回初めて長生村を知りましたが九十九里浜には旅行にいったことがあります！頑張ってください！

おいしい海老をありがとうございます。何回でも申し込んでしまいます！

長生村、千葉県唯一の村、九十九里に面し千葉県の要衝と言えます。8才の子供が小湊鉄道ファンなの
で、よくお世話になります。これからも都市とは一線をかした、自然や人を大切にする村として発展していく
ことを願っています。

素敵な名前の村ですね。
旅行が趣味なので、来年にでもお邪魔したいと思います。

カニ、いつも美味しく頂いています。
益々の発展期待しています。頑張って下さい。

千葉県は妻が生まれた土地です。
応援しています(^^)

千葉は身近です。よりいきいきとしてほしいと思います！

カニ楽しみにしてます(^^)

長生村のために使ってください。

今年も誠に勝手ながら応援させて頂きます。何かお役にたてれば、何よりです。

返礼品がおいしかったら村に遊びに行きます！

美しい自然を守ってください。

遠いですが応援しています。

自然豊かな町のまま保てるように環境保全に役立てればと思います。

毎年応援してます！

ますますの発展を応援しています！

応援しています、是非未来の子供たちのために使ってください

今回、初めて村の存在を知りました。
これを機にもっと長生村のことを知りたいと思います。

寒いですが、身体に気をつけて頑張ってください(^^)

村民のため、住みやすい村作りのため頑張ってください。

初めて寄付させて頂きます、陰ながら応援しています！

長生村がんばれ

同じ千葉県出身者として応援しております。

村の産業発展をご祈念いたします。

返礼品が楽しみです。

名前のごとく、健康で長生きできる環境、産業の発展を期待します。

少ないですが子供たちの
ために役立ててください。

縁起のいい村名ですね。皆さん幸せで、長寿でありますように！

豊かな農産漁業がますます発展されますよう応援しています。

大切な従姉妹がシングルマザーでそちらで生活しています。何かの役に立てるなら

そちらの自治体にお伺いしたことはないですが、ふるさと納税を通じて知りましたので、何かの機会で立ち
寄れたらと思いました。

千葉県在住です。村の繁栄を願っています。よろしくお願いします。

頑張って街を盛り上げてください

全世代が快適に過ごせるまちづくりを期待しています。

長生村、ふるさと納税サイトではじめて知りました
魅力ある村づくり頑張って下さい

是非、次代を担う若者たちの育成をお願いします。



ふるさと納税の返礼品が縁で繋がることができました。
今後もちょくちょく利用させていただきます。
良い機会になれば、と思っております。

地域の発展に少しでもお力添えできると嬉しいです。

昨年に続き納税です。魅力ある返礼品に感謝です。

長生村出身の友人がいます。彼の地元への想いに答えたく寄付します。魅力ある街作りに使ってくださ
い。

ふるさと納税をきっかけに知ったのですが、すてきなお名前の村ですね！ずっとこの名前が残るようにが
んばってください！

頑張っていらしゃってて応援しております。

集まった寄付金で、更なる発展をお祈りいたします。
決して無駄にしないよう、お願いします。

初めてのふるさと納税です。美味しそうなものがたくさんあって悩みました。楽しみにしています！

こちらのかにしゃぶしゃぶを何度も戴いています。ボリュームもあってとても美味しくて家族全員大喜びで
す。ありがとうございます。

村の名前に興味を持ちました。
長寿の国日本の希望が集まるような村づくりを皆様で頑張ってください。
いつか訪れたいです。

千葉県の産業を是非盛り上げていって欲しいと思います

色々と挑戦してがんばって！

義理の母に縁のある町ですが、知り合いも今はみな東京方面へ出てしまいました。先日通りましたが思っ
たほどの過疎化進行もなかったようでした。少額ですが何かのお役に立ててください。

少ない寄付金ではありますが、少子化対策として不妊治療をされているご夫婦のための不妊治療費とし
て役立てていただきたいです。よろしくお願いします。

長生へは仕事でまれに行きますが、いいところかと思います。少額ではありますが地域の発展へ使って
いただければ幸いです。

千葉市在住なので、応援しております。

千葉出身なのですが、長生村を初めて知りました！！
良い名前ですね。

千葉市在住なので、応援しております。

昨年も、美味しいカニをお正月に親戚一同で頂きました。今後ともよろしくお願いいたします。

三回目の寄付です。
海の幸 楽しみにしています。

今以上の良い地域に、いろいろなことで発展してください。

同県民として、オリンピックが開催されること、とても嬉しく思っています。開催地も近いので、ぜひPRにも
力を入れていただき、たくさんの人たちが長生村にも訪れるよう願っています。

一度訪れたいです

ふるさと納税ではじめて長生村を知りました。
頑張って下さい。

未来の子供たちのために使ってください

たまに長生村方面へ出かけたりします。
魅力ある街づくりを頑張ってください。

豊かな自然を大事に残してください。

おいしいカニありがとうございました

応援しています。小さい頃遊びにいっていたのでこちらを選びました！

介護医療に使って頂けたら幸いです。

失礼ながら初めて村の名前を知りました。
とても縁起が良い名前の村ですぐに地図で調べました。
のどかで穏やかな村の印象を受けました。
これからも穏やかで平和な村でありますよう願っています。

同じ千葉県、頑張りましょう。



豪勢な返礼品につられてしまいました。でも寄付をしたからには無関係の土地ではありませんので、長生
村の更なる発展を願っております。

去年も寄付させていただきました。応援しています。

旅行にいきたいです。

夏　テニスで長生村に行きました。
豊かな自然に心を癒やしていただきました。
後生に残していってほしいと願います。

村の教育を充実してほしいです。

千葉県民として村の発展を祈願します。少しでもお役にたてば幸いです。

少しでも長生村のみなさんのお役に立てたら幸いです。

初めて千葉へ寄付します。
お隣の県なので年に数回出向く事があり海に囲まれ素敵な所です。
これからも町の発展に頑張って下さい。

長生村の皆さんの、お役にたてるよう、おつかい下さい。

ふるさと納税で長生村を知りました。これからも応援させて頂きます。

お正月に家族で集まる際にみんなで食べたいと思っております。楽しみにしています。お手数ですがよろ
しくおねがいいたします。

国を支える若手の支援にお使いいただければ幸いです。

千葉県在住です。
貴村のより一層の発展を願うと共に、千葉県がより魅力ある県になっていけばと思い、ふるさと納税させ
て頂きます。

生のかにが増量中とのことで選びました。
楽天のふるさと納税の方でも申し込みできればもっと人気出ると思います。
これからも頑張って下さい。

よりよい村づくりを応援しています。

わずかですがお役立てください

子どもたちの自由な活動を支援していきたい。、

素敵な村名に惹かれました。
名前通り、住民のみなさまが幸せに長生きする村づくりを目指してください。

長生村のことは、ふるさと納税サイトで初めて知りました。ホームページ等を拝見したところ、資源豊かで
活気ある自治体という印象を受けました。
今回の納税で、より一層、皆さんの暮らしが豊かになることを願います。

美味しい食材を育める環境の維持にお役立てください。応援しています。

村の活性化のために寄付金を活用いただければと思います。

頑張ってください！！
あと、カニ楽しみにしています。

娘が千葉県に住んでいます。
少しでもお役に立てれば、嬉しいです。

村の名前どおり、みんな長生できるように祈ってます。

大きな自治体に負けるな！

子供達の未来のための村づくりに役立ててください。

まちの振興のため頑張ってください。

ふるさと納税HPで長生村のことを知りました。納税をきっかけにそちらの村のことを調べてみようと思いま
す。
返礼品が美味しかったら今度は子供たちと一緒に村に遊びに行ってみたいです。
届くのを楽しみに待ってます！よろしくお願いします(*^^*)

千葉県は父の実家があり、いつも通っています。
頑張ってください。

いい返礼品ありがとうございます。いい村の名前ですね、名前を活かせば地域発展にむすびつくと思いま
す。

まちづくりは終わりのない挑戦ですが、頑張ってください

水産業をはじめとする産業全体の発展をよろしくお願いします。
応援しております。がんばってください。



千葉県唯一の村ということで応援しております。

少しの寄付となりますがお役立ていただけると嬉しく思います。

私どもの僅かな寄付金でも長生村の皆様に少しでも多くの笑顔が増えれば幸いです。

頑張って下さい
おいしいお米楽しみにしてます

長生きの村なんて良い名前ですね‼
いつか遊びに行きたいです。

両親が住んでるので良く行きます！大好きな所です〜

お母さんの好きなカニを食べさせてあげたいのでこれにしました！頑張ってください！

長生村、いい名前ですね。
どんどんアピールしてください。
頑張ってください。

豊かな自然を守り、おいしい食べ物を作ってください！

活力ある村にしてください！微力ですが、応援しています！

これからも美味しい特産品を期待しています！

わずかではありますが、長生村の活性化につながることに寄付金を利用してもらえたら幸いです。

はじめて知った村でした。福祉のために使ってください。

高齢者の為に使ってください。

はじめまして、今回初めてふるさと納税をさせて頂きます。毎日寒いので、皆様体に気をつけて、お互い
頑張りましょう。

美味しい米づくりをしてしただき、ありがとうございます。
子育て支援に、寄付金をお役立てください。

村の名前が魅力的で訪れてみたいと思いました。

去年頂いて美味しかったので今年も申し込ませていただきました。楽しみにしております。

子ども達の健全育成ためにぜひ使ってください。

初めての納税となります。
これをきっかけに機会があれば、行ってみたいと思います。

魅力的な返礼の品々で満足です。

街の発展を応援してます！
子供に多くの未来を。

是非、訪問してみたいです。家族で訪れられる宿泊プランもご検討してはいかがでしょうか。貴村の益々
のご発展をお祈りしております。

知らない町でした。ふるさと納税制度を通して知りました。頑張って下さい。

未来のために使用してください。

自然を大切に日本の良い所を残してください

頑張ってください
一度訪ねてみたいです

初めて寄付させて頂きます。
よろしくお願いします。

カニ楽しみにしてます。
頑張ってください！

素敵なふるさと納税を企画頂きありがとうございます。
これからも陰ながら長生村を応援していきます！

予備校時代の友達が長生出身でした。これからも頑張ってください。

今後もすてきな返礼品お願いします。

人材教育に是非力をいれてください。

地域の将来を担う子供たちのため、寄付金を教育に活用してください。応援しています！

自然環境を大切に、観光にも力をしれて発展して下さい。

ふるさと納税で貴村のことを知りました。
千葉県唯一の村で、環境としても素晴らしそうなので、一度訪れさせて頂きたいと思います。

千葉はディズニーランドや鴨川シーワールドも有名遊びばかりでなく海の幸食べに行きたいです。



この度ふるさと納税で長生村を知り、インターネットで村のことを検索しました。有名な九十九里浜に面し
た場所にあるのですね。ふるさと納税を通し、こうして知らなかった市町村に出会えるので楽しく思ってい
ます。名前も縁起が良いですし、もっと世に村が知られるように応援しています。

昨年静岡県から船橋市に引っ越してきまして、静岡ではよく伊豆に行っておりましたので来年は九十九里
にも行ってみたいと思います。2020年のオリンピックサーフィン会場も近いと思いますので大変かと思いま
すが、近隣同士協力なさって環境保護、整備など頑張ってください。

保育園教育の充実を願います。

長生村へは二度目です。これからもがんばってください！！

はじめてのふるさと納税で、カニをきっかけにそちらの村を知ることになりました。
これをきっかけに、親しみを感じ応援します。

楽しい街でありますように。

これからも魅力のある返礼品に期待しています！

これからも子供達の為に頑張ってください。

安全な国産の農水産物を守るのに寄付を使って頂けると幸いです。

昨年に続き、寄付させていただきます。

一松海岸に釣りによく行きます。

今年２度目のふるさと納税です。
前回返礼品でいただいたカニが美味しかったのは勿論、長生村という名前もとても好きで、遠い神戸から
応援しています。

村興しに努力している姿勢が伝わる。

千葉は大好きで、昔からよく遊びに伺っています。これからも応援しています！

いずれ遊びに行きたいです！

長生村への寄付ははじめてです。微力ながらこれからも家族で寄付をしていきたいと思っています。どう
ぞ頑張って下さい。

家族全員ご飯が大好きです。
これからも美味しいお米を作っていただければ嬉しいです。

長生村、初めて知りました。
カニが届きましたら　おいしく頂きます。

長生村応援してます。沖縄にも遊びに来てください。

初めて寄付させて頂きます。よろしくお願いいたします。

昨年に引き続き今年も寄付します。
お礼の品楽しみにしております。

ふるさと納税サイトで初めて知り、興味をもちました。頑張ってください！！

返礼品のカニが気に入り、実家用にも手続きさせて頂きました。親の喜ぶ顔が楽しみです。

子供が未来の夢や希望を持てる社会を創ってください。

お米欲しさに納税先を選びました。しかしながら長生村を調べるとなかなか魅力のある地域と知りました。
不謹慎な理由でしたが、これからも地域の発展、地元の方々のために頑張ってください

素敵な使い道を期待してます。

千葉県の外房の環境が好きです。

ふるさと納税でのこちらにも有り難い制度を利用し僅かながら寄付させて頂きます。お役にたてれば幸い
です。

ふるさとチョイスで初めて長生村を知りました。名前がとてもいいですね。年内配送でヒットしたのですが、
おかげでいい納税先を見つけることが出来ました。来年もぜひ利用したいです。

村の名称がいいですね。
ステキな村を作ってください。

リピート4回目です。
少額ですが村活性化のお役に立ていただければと思います。

昨年も寄付させていただきました。
引き続き、頑張ってください。

美味しいものを、今後も宜しくお願い致します。

古民家のサイトを見ておりまして村の事を知りました。いろいろ見て食べ物も美味しいという事でお願い致
しました。村でこれだけの種類があることに驚きこれからの飛躍に期待致します。



妻が千葉県出身であり、愛着があります。
応援しています。

みんなが住みやすい街づくり、がんばってください！

初めてのふるさと納税でこちらに寄付させていただきました。今後も美しい村維持の為に頑張ってくださ
い。

千葉でからすみってびっくりです。
美味しかったら引出物にします

住民の方々が笑顔あふれるまちづくり、生き生きと誇りを持って働くことのできる産業の活性化にお使いく
ださい！

子どもの頃、夏はいつも一ツ松海岸で遊びました。
海岸の砂浜の浸食に心を痛めています。
またあの白い砂浜が見たいです。

素敵な田舎を維持するように頑張って下さい。

二度目の納税です。
一度も訪れたことがないのに，なんだか親しみを感じてきました。
いつか行ってみたいと思います。
来年もよろしくお願いします。

全く存じ上げませんでした。
長生村   おぼえました。

長生の自然が大好きです！応援しています！

リピートです応援しています！

自然を大切に、住宅地やマンション建築など開発に使わない。現状、現況を守り、よい意味で過去に帰ろ
う

1年に1度家族でカニを正月に食べるので、おいしそうな生本ズワイガニを見て、みんなでめちゃくちゃ楽し
みにしています！テンションをあげていただき感謝しています。

とてもいいお礼品だと思います！これからも頑張って下さい。

“村”というのに心が引かれました。頑張って欲しいです。

同じ千葉県に住んでいます。貴市のお米は本当においしい！
生産者さんのぬくもりが伝わってきます。
これからもよろしくお願いします。応援しています。

犬・猫などの動物の保護に役立ててください。

美味しそうなカニ楽しみにしています。

取引先があります。
上場会社ではないので、町の貢献に頑張って欲しいです。

初めて寄付いたします。これを機に長生村への関心を深めたいと思います。頑張ってください！

美しい自然が保全されますよう寄附します

ふるさと納税で長生村を知りました。とても縁起のよい名ですね。産業が栄えてこその地域活性と思って
おります。微力ではありますがお役に立てれば幸いです。

美味しいカニを楽しみしています。
これを縁に機会があれば遊びに行きたいとも思います。

息子達が子供の頃 少年サッカーの試合や合宿で長生村には何度も 行きました。
懐かしい気持ちで この度 ふるさと納税の申込をします＾＾

2回目です。来年も応援しますので頑張ってください。今後ともよろしくお願いします。

初めてのふるさと納税です。これも何かのご縁ですね。今後も応援させて頂ければと思います。

隣県でもあり応援させて頂きます

長生村へ初めて寄附させていただきます。
貴村のことは良く知りませんが、街の益々の発展と活気ある街になることをお祈りします。

魅力的な特産品ありがとうございます。教育に役立ててください。

ご縁有って申込みさせていただきます。これから村のお名前を見ると、親しく感じると思います。

素敵な村づくり頑張って下さい！

母親の生まれ故郷です。親しみを感じております。

いつもからすみ美味しく頂いております。
いつか一度訪ねてみたいと思います。



安心して、生活できる環境整備に期待します。

村長、頑張って下さい。

農業・漁業を応援しています。機会があればまた寄付させて頂きます。

今は大阪に転勤で来ていますが、33年前から15年間東京で仕事をしていた時、貴村に幾度か遊びに行っ
た記憶があります。
自然が豊富で、精神的にまいった時にも気持ちの切り替えに行かせて頂きました。
これからも、自然を大事にしつつ貴村の繁栄を心より祈念致します。

ふるさと納税で長生村を知ることができました。
カニ期待しています。よろしくお願いいたします。

自治体運営頑張ってください、カニも期待してます。

「長生村ハーフマラソン大会 」企画してください。
参加賞は、「長生き保証書」なんてね！

この度の制度で長生村民の皆さんのお役に立てられれば幸いです。

とてもいい名前ですね！
いつか訪れてみたいです。

昨年も申し込みました。今年も応援したいとおもいます。

ふるさと納税の対応大変かと思いますが、とても魅力ある返礼品のご提供ありがとうございます。

高齢社会にふさわしい村名。美味しいカニを食べて長生きしたいですね。

生活向上に役立てて下さい。

タラバガニいいね👍

自然豊かな長生村。ぜひその自然を後世に残していってください。

とても美味しいカニをいただきました。家族みんなが喜んでいたので、夫のふるさと納税も申し込ませてい
ただきます(*´∇｀)ﾉ

環境保護に力を入れて下さい。開発ばかりしても良いとは思えません。
頑張ってください。

独自の活動で活性化されることを期待します。

千葉県内の隣接市に叔父と弟が在住しております。
何かのご縁を感じ、応援させていただきます。

千葉県の村として魅力のある村作りに頑張って下さい！

長生村の活性化に繋がりますよう願っております！
牡丹海老がとても美味しかったので、実家に送らせていただこうと思います。

次世代が育つ街づくりに役立てて下さい。

知り合いから聞いて検索してみました。
頑張ってください。

ハッピーサイエンスユニバーシティの応援ありがとうございます。
少しでも地域の皆さんの役に立てれれば幸いです。
頑張ってください。

妻が千葉県育ちなので応援してます。美味しそうなのでまたリピートしたいです。

南総に行くときに車で通りますが、なかなか地元で触れ合う機会がありません。それでも外から見る雰囲
気は気に入っているので、これからも頑張ってください。

地域の発展に僅かながら貢献できればうれしいです。
応援しています。

長生村、隣町から応援します。

東北も北海道もいいけれど、自分の住んでいる近くでお米を作っているのはちょっと嬉しい。自然が相手
のお仕事は大変だと思いますが、頑張ってください。

はじめての寄付ですが、おいしかったら毎年、寄付したいと思っております。
楽しみにお待ちしております。
宜しくお願い致します。

千葉県産のお米を食べてみたいです。
楽しみにしています。



長生村の返礼品、新米「ふさこがね」がとても美味しかったです。大粒で甘くて一粒一粒がしっかりしてい
る美味しいお米でした。来年も長生村で素晴らしいお米が実る事を願って、来年分を予約申し込み致しま
す。自然と産業が調和した村を応援しています！

ふるさと納税では長生村のお名前をよくみます。とても頑張られていると感じます。私は茨城県の田舎の
出です。実家はたまに帰ると子どもたちの声がすくなく、空き家も増えてきました。過疎化が進む日本です
が、地方がどうか力を合わせて頑張りましょう。

昨年も納税させていただきました。
とても美味しいお礼の品をありがとうございました。
これからも頑張って下さい。

昨年も納税させていただきました。
素晴らしいお礼の品をありがとうございました。こんな素晴らしいものが地元であじわえるなんて嬉しいで
す。
これからも頑張って下さい。

子供達の未来のためにつかっていただけるとうれしいです！

一度遊びにいってみたいです。

海と山、お互いに頑張りましょう。

これからも応援させてください

合併により減ってしまった村なので
頑張ってください

長生村の海産物、正月に食べたいです!

魚介も美味しい、海が美しい所ですね。
益々のの発展を期待します。

先日は毛ガニとズワイガニを申し込みましたが、すぐに届き、内容も良いものでした。信頼ができますの
で、また申し込みます。長生村がんばってください。

初めてふるさと納税をしてみました。地元千葉県に貢献出来たらと思い選びました。

自然の恵みを大切に将来の益々の発展に向けて頑張ってください。応援しています！

今後とも貴村のご発展をお祈りします。
来年、寄せていただく予定です。

海産物が豊富な村は素晴らしいです！
頑張ってください。

友達が住んでいるので、少しですが貢献できればと思います。

老若男女みなさんが住みよい街になるよう、寄付金を使っていただけると嬉しいです。

いつまでも村で！

将来につながる産業の基盤整備に役立ててください

少しではありますが。より良い村づくりのため、頑張ってください！

役立てれば幸いです。
カニたくさんありがとうございます。

綺麗な海が、これからも守られることを願っています。

遠くから応援してます頑張って下さい

実際にこの目で現地を見に行きたいです

白いご飯、大好きです。20㎏って凄いですねえ。
秋の収穫時期を楽しみにしています。

素敵なお品物、ありがとうございます！

同じ千葉県民ですので、応援したいです。
ズワイガニのしゃぶしゃぶ楽しみにしております。
年に数回ほどそちらの方に行くのですが今度は長生村にも行ってみたいと思います。

東北から応援しています。
以前旅行で千葉を訪れた際に、魚介類の美味しさに感動しました。
影ながら応援しております。
千葉県が好きなので応募しました！

長生村好きです。頑張ってください。

旅行で訪れ、楽しい思い出があります。素敵な村づくりに役立てていただければ幸いです。

長生き村が末永く続きますように。



今度はながいきブランドの品も食べてみたいです。

長生村の活き活き活動、元気な村民つくりに大いに頑張ってください。

長生村を初めて知りました。
少ない金額ですが、「高齢者」の福祉のために使っていただきたく思います。

美味しくて皆に好評です。
是非いつか旅行に行って、ボタンエビを食べたいです。

返礼品の充実に期待しています。

来年に千葉旅行に行こうかと思っているので

返礼品のカニが美味しかったら、来年も是非寄付します！

村，頑張ってください。担当職員も年末までご苦労さまです。

村の名前がとても良いので、気に入りました。長生きしたいですね。(*^o^*)

ありがとうございます✨はじめてのふるさと納税です。

千葉県で働いていますが，長生村とはこれまで関わりがありませんでした．わずかではありますが，寄付
金を活用していただければと思います．

昔、ドライブで通ったことがあります。これからも頑張って下さい

わずかばかりの金額ですが、地域活力と市民福祉の向上にお役立ていただければ幸いです。

子供の医療、保育所、教育などの充実化に役立てていただければ幸いです。

長生村の地場産業の更なる発展を期待しています。

カニ楽しみです！！
応援してます！！

リピートです。おいしかったです。

村の活性化に使って欲しいです！

初めて寄付させて頂きます。これを機会に一度訪れてみたいと思います。

大きくてお得なボタンエビ、美味しくてもう3回目の寄付になります。これからも魅力的な返礼品お願いしま
す！！

楽しみです。良ければ、来年からも継続したいと思います。

所縁のある方の地元です。唯一の村、ということで、長く残って欲しいです。

楽しみにしております。宜しくお願い致します。

先日仕事で行きました
がんばって下さい

小さな自治体は財政上何かと不便が生じるのではないでしょか。私が住んでおります北海道もまた同様
です。少しでもお力添えができればと思います。

寄付を活かして長生きできる街を実現してください。

お米、子供たちを育てるのに応援いただいている思いです。ありがとうございます！私もみなさんの町の
子供達の健やかなる成長を応援しています！

安心安全な食の提供をこれからもお願いします！

初めて知った地なので行ったことないけどいつか近いので行ってみたいです！頑張ってください！

お米楽しみにしております(^^)
娘も、わずがですが、寄付致しました！
教育面に、使って下さい！

私の故郷も村がつく良いところです！頑張って下さい！

初めて食べるお米です。楽しみにしてます。

義理の祖父母が住んでいるので、応援してます。

日本の元気は、長生村から！がんばってください！

きれいな海や自然が好きです。また遊びに行きたいです。

これからも魅力ある特産品宜しくお願い致します。

千葉県には親友がいます。がんばってください

海や自然を大切にした村づくりを行って欲しい。

都会だと思っていた千葉でも、こういう温かい村があることを初めて知りました。また、住めばずっと居たく
なるような村というのが伝わります！
より一層住みよい村になるよう、応援してます！



長生村という名前にびっくりしました！
頑張って下さい！

長生きという漢字に惹かれました！
地域にどうぞお役立て下さい！
千葉県なのに北海道産の毛ガニ1キロもの返礼品にとても期待しております。期待通りでしたらまた是非
寄付させて頂きますのでよろしくお願い致します☆

観光にも是非力をいれてください

高齢化社会が進みますが、少しでも地域の産業が活性化される事を願ってます。

これからも素敵な特産品楽しみにしています。頑張って下さい！

申し訳ないことですが，貴村のことを，今回の寄付を通じて初めて知りました。また，「ふさこがね」というお
米の品種も，初めて知りました。江戸川区からさほど遠くはないんですよね…。機会を作って一度訪れて
みたいと思っています。

長生には、私のおばが住んでいますので、寄付させていただきました。

山元町の復興支援にご協力ご理解を頂きまして、ありがとうございます。村の益々の繁栄を祈念いたしま
す。

一度訪れたことがありますが、玉前神社や温泉など、素敵なところで、また行かれたらいいなと思っていま
す。
住んでいる方々のお役に少しでもたてたら幸いです。

とても美味しそうなズワイガニですね！
長生村に遊びに訪れてみたいです。

長生村を応援したく、些少ですが寄付させて戴きます。
これからも頑張ってください。

豊かな自然を残してくださいね。

海も美味しいお米もある長生き村ガンバレ！

はじめまして。
千葉には何度か言ってますが、こちらの村を初めて知りました。
機会があったら、村のほうにも行ってみたいと思います。
よろしくお願いします。

長生村に興味を持つきっかけになりました。地域振興、頑張ってください。

千葉県で会社を営んでいます。千葉を盛り上げていきましょう。

少しでもお役に立てればと思います！
美味しい海の幸が獲れる素敵な村ですね、益々のご発展をお祈りしています。

私も千葉の出身、現在も千葉に住んでいます。頑張って千葉をより良くしてください。

是非、長生村へ行ってみたいです。

少しでも長生村に貢献できますうように

昨年はカニいただきました。今年はカニ二種類にやっと念願のお米がいただけそうです。でも30年度産　　
長いなぁ‼楽しみに待っています❗

子どもたちが安全に通学できる環境を整えてあげてください。

返礼品の蟹がとても美味しかったので今年２度目の寄付になります。
今後とも微力ながら応援していきたいと思います。
よろしくお願い致します。

頑張ろう千葉県、頑張ろう”ながいきむら”

だいぶ昔ですが、旅行で通りかかったときにとても景色が綺麗だったと記憶しています。
今後も美しい街でありますように。

美味しいお米を期待しています。

茂原市の出身ですが、お隣なのでふるさと納税しました。

長生村大好きです。

長生村がふるさと納税を活用して発展される事を陰ながら応援しています。

増量ありがとうございます。千葉県唯一の村、応援したくなりました。

美味しい蟹を楽しみにしています。
今後とも良い企画をたのしみにしています。



恥ずかしながら、ふるさと納税て長生村を知りました。
とても美しい村という印象で、いつか訪れてみたいです。
これからも応援しています！

長生村、頑張ってください！
カニ、楽しみにしています。

サーフィン、スポーツで村おこしを！

子供の頃、旅行で訪れたことがあります。
また行きたいです。

返礼品からたどり着いた長生村を知りませんでしたが、村のホームページを拝見し、九十九里浜があると
ころだとわかり、とてもいい環境の村だと驚きました。環境の維持は難しいと思いますが、これからも美し
い浜を残してください。

私は浦安ですが、同じ千葉県の長生村の発展を期待しています。

はじめて長生村さんに納税させていただきます。
わずかながらですが、お役に立てると光栄に思います。
返礼のお品もとても楽しみにしております。
どうぞよろしくお願いいたします。

おいしいものをありがとうございます。

福岡より応援しています。

これからも皆様が安心して暮らせる町でありますように｡

娘がカニ大好きです。上手にむけないのでこちらを初めて利用します。
よろしくお願いします。

数の子、楽しみにしています。
がんばってください。

奥さんが千葉県出身なので千葉を応援したいです。長生村の更なる繁栄を期待しております。

子育て施策に使ってください。応援しています。

長生村どこにあるのか地図でみてみますね‼

自然環境保護もお願いします！

村の名前がいいですね！あやかって長生きしたいです！

頂いた後に、地域を訪問することを楽しみにしています。

もしよろしければ、未来を担う村の子供たちのためにお使いください。

よいキャンプ場があれば、是非一度キャンプをしに行ってみたいです。

ほんの少しですが、地域の方々が生き生きと暮らせる町になるよう応援しています。

少ないですが、産業振興に役立てていただければと思います。

ふるさと納税を通じて長生村への関心が深まりました。頑張ってください！

障害者福祉にご利用頂ければ幸いです

一度いただきましたが、大変おいしかったです。
税の受領証明書と共に、アイガモオーナーの案内も同封していただきましたが、ぜひ申し込みたいと思い
ます。

これまで長生の名前はよく耳にしますが、HPで村のことがよりわかりました。長生村のますますのご発展
をお祈り申し上げます。

これで3回め？の寄付です。頑張ってください。

寄付金を有意義に使って頂ければ幸いです。
この納税を機に千葉県長生村に足を運んでみたいなと思っております。

ふるさと再生の為に頑張ってください。

最後まで村を存続させてください。

素敵な村の名前ですね。
元気な農家のおじいさま、おばあさま、おいしいお米を作り続けてください。いつまでもお元気で。

ボタンエビが美味しすぎるので、またまた御使い物に。

千葉応援してます

千葉は家族が住んでいる県でもあり、益々のご発展を願っております。この寄付がより良く皆様のお役に
立てば嬉しく思います！

初めてこちらに寄付いたします。楽しみにしています。



先日のカニ美味しかったです。

これからも応援いたしますので、頑張ってください。

ふるさとではありませんが、地域の発展を願っております。

千葉は47都道府県で1番好きです。

自然を大切にして、これからも身体に良いものを作っていただきたいです。微力ながら応援させていただ
きます。

素敵な名前の町だと思いました。がんを患った父への長生きしてほしいという気持ちを込めて選ばせてい
ただきました。
これからも応援していきます！

寄付金は長生村のインフラ整備に役立ててください。応援しています。

地元のすぐそば、応援しています！

同じ千葉県在住。頑張ろう千葉県！

町興し、頑張って下さい(о ´∀`о )

2018年に長生村に家を新築します。
より良い地域になるよう微力ながら応援します。

はじめまして！
初めてのふるさと納税、サイトで見て返礼品が魅力的だったので長生村に納税することに決めました。
これをきっかけに長生村について知っていけると良いなと思っております。

返礼品、楽しみにしています。村の更なる発展を祈念しています。

おいしいお米ごちそう様です

初めてのふるさと納税で、大好きなからすみを選びました。とっても微力ですが、福祉に役立ったら、幸い
です。

千葉県出身です．長生村，子供の頃から遊びに行っていました．頑張ってください！

前回もボタンエビをお願いしましたが、見たことがないほど大きくて美味しかったです。今回も楽しみです。

故郷の益々の発展をお祈りしています。

増量いいですね！　これからもがんばってください！

村の名前が「ながいきむら」とも読めるので縁起が良いですね。応援しております。

産業・観光の活性へのお手伝いとなれば幸いです。

毎年夏にお世話になっています。これからも長く遊びに行ける場所でありますように！

長生き村という、ネーミングが良いですね。
長く続くように、未来の子供達のために教育に納税します。

初めて寄付させていただきました。美味しいお米、楽しみにしています。

日本の将来のため、少子化対策（晩婚化による高額不妊治療対策、出産を手厚く奨励する制度）に役立
てていただきたいです。

皆が幸せになれる街づくりを頑張ってください

長生村のことを初めて知りました。とても素敵な名前ですね。元気な方々がたくさんいらっしゃるのでしょ
う！近いうちに訪れたいと思います。
村長さんをはじめとする役場スタッフのみなさん、持続可能はまちづくり　頑張ってください。応援しており
ます！！

いつもサーフィンにてお世話になっております。
きれいな海を守ってください。
オリンピック頑張ってください！
ささやかながら応援しております。

これからもふるさと納税を通して応援したいと思います。

村の名前で決めました。

育児子育て・結婚・出産の応援に使ってください。

千葉県に村ってあるんですね、びっくりしました。
また、名前がユニークですね。てっきりながいき村だと思ってました。これもなにかの縁で、応援してます。

同じ千葉県民として応援しております。

子供の頃茂原市に住んでいたことがあり、納税させていただきました。



有効活用して下さい。お米も楽しみにしております。

村長さんがんばってください！

ふさこがね大粒で美味しくて好きなんです。

はじめてふるさと納税してみました。
応援します^ - ^

カニが届くのを家族で楽しみにしています。

千葉県を盛り上げていきましょう！
頑張ってください！

千葉県在住者です。ゴルフやレジャーでお世話になっています。充実したインフラが構築できるように頑
張ってください。

いつか遊びに行きたいです。蟹楽しみにしています。

いつもゴルフ場へお邪魔しています。村内の必要なことにお役立てください。

長生村を応援しています。頑張ってください。

今回初めて知りましたが、一度行ってみたいと訪れてみたいなと興味を持ちました！！

母親が千葉県の出身です。
交通網が限られていて行く機会が少ないのですが、
関東を盛り上げていきましょう。

ふるさとチョイスで初めて知りました。高校の名前と一緒で（字は違いますが）親近感を感じます。応援した
いです。ギリギリになってしまってすいません。よろしくお願い致します。

ふさおとめは知っていましたが、ふさこがねという品種は新人なのですね！見たことがありませんでし
た！！
千葉は近いので知っているつもりでしたが長生村を初めて知りました…(ちーばくんの首の所ですね〜)。
寄付したお金は、子供達の為に質の良い教育に使ってほしいです。教育で有名になってください！！でも
「長生」村ですから長生きの為の健康に生きる教育も必要かも…？
有意義に使ってください。

大学時代の友人の出身で知ってました。これもご縁だと思って。

誰もが行ってみたい、住んでみたいまちになってください。

私の友人の実家でした。友人宅に遊びに行きたいと思っていましたが、しばらく友人とはあってない間に、
長生村を出てしまいました。なかなか機会はなくなってしまいましたが、行きたい場所なのですこしばかり
ふるさと納税をさせて頂きます。

夏に千葉に行きました。交通手段が充実し行きやすくなればまたいきたいです。

頑張ってください。地方が元気だと、日本も楽しくなります！

カニありがとう！

長生村が大好きです！前途ある若者や時代を担ってくださった諸先輩の方々が心から安心して平和に暮
らせる街創りをお願いいたします。お洒落に格好良く防犯に特化したステキな街になる事を願っていま
す！


