
■応援メッセージ（一部紹介）

以前旅行で行って綺麗な景色に感動しました。頑張ってください！

沖縄から遠いですがいつか機会があれば訪れてみたいです。誰もが住みやすい地域になりますように★

曾祖母の田舎によく似ている長生村へ寄付したいと思いました。もちろん返礼品も魅力でしたので、楽しみ
です。

長生村ではありませんが、父が千葉出身なので親近感があります。より良い魅力的な町作りに向けてがん
ばってください。

千葉県唯一の村を応援してます

返礼品がよく、発送も早いので、何度も寄付させていただいています。何度もしていることで、長生村が身近
に感じるようになりました。

今回で長生村を知りました。勉強してみます。環境改善があるところに寄付しています。

村長さん自らのお電話は一番の広報だと思います。千葉唯一の村応援しています。

村長からの電話ありがとうございました。びっくりしましたが、うれしかったです。

長生村のお子様の健やかな成長を応援しております。

柏市在住です。農産物、海産物に恵まれている千葉県が大好きです。

長生村という名前が素晴らしいです。元気を分けてもらえる感じがします！

少子化が進んでおりますので、子供にやさしい街づくりに寄付金を使っていただければと思います。

こんばんは。私は今、癌闘病中で車椅子生活です。福祉に役立てていただけたら幸いです。障害者、高齢
者が少しでも住みやすい環境になりますように

今までに米や蟹などおいしくいただきました。かきもとても楽しみです。よろしくお願いします。

ふるさと納税で少しでも地方活性化の手助けが出来ればと思っています。

自治体の名前、「長生き村」なんて素敵ですね！子供たちが健康で長生きしますよう願っています。

立て続けに寄付させていただきました。是非、若い世代に投資をしていただくようお願いします。

母方の実家が近くにあり、お墓参りのときに長生の街中をよく通っていました。更なる発展を祈念しておりま
す。

「長生村」、別の読み方をするなら、「ながいき村」、ステキな名前ですね。いつか行ってみたいです。

ふるさと返礼品を調べていたら、長生村と出会いました。縁が出来て嬉しいです。頑張って下さい。

村内で畑栽培させてもらっています。少しですがお役に立てれば幸いです。

以前頂いて、カキフライしました。とても大きくてとても美味しかったです。ありがとうございました。

合鴨農法などいろいろとアイディア溢れる取り組みをしていらっしゃる村で、とても魅力を感じました。来年は
合鴨オーナーになって田植えに行きたいです。

初めて申し込みさせていただきます。「ふさこがね」初めて聞く銘柄ですが、楽しみに待っています。



とても素敵な元気がでる村の名前ですね。応援します

長生村ってとっても響きが良くて、寄付をさせて頂きました。老後にはぜひ訪ねてみたいです

子供の育成支援に役立ててもらいたいと思います。お米大好きです！

これからも、子育て支援に力を入れる自治体になっていってください。

村の益々の発展にお役立ていただけましたらと思います。

昨年、初めてふさこがねをこちらで申し込んでみましたが、とても美味しいお米で家族共々感動したもので
す。すばらしい地域を守るため、頑張ってください

長生村の子供たちが郷土に誇りを持ち、村の発展に貢献できる人材となる教育事業に寄付金を活用して下
さい。

自然環境や産業などに役立てていただければと思います。

子供たちとご両親が快適に子育てを楽しめますように！

私は茂原出身です。長生村の人からお米や野菜をもらうたびに母が「長生村は土がいいから農作物がおい
しいんだ」と言っていました。故郷を離れてもふるさと納税という形で応援もでき、返礼品で長生村のお米を
食べられるのがとてもうれしいです。

いつまでもおいしい米作り頑張ってほしいです。今回初めていただくお米ですが、リピーターになれればこち
らもうれしいです。

村の名前が素敵です(⌒∇⌒)

初めてのふるさと納税ですが、長生村のことを調べていくと、なんだか愛着がわきました。行ってみたいとこ
ろが増えました。頑張ってください。

千葉は父の故郷でもあり、現在は兄が住んでいます。市は違っても、私の故郷でもある千葉に貢献できた
ら嬉しいです。

いつも美味しいカニなど楽しみにしております！今年も何度か寄付させていただこうと思うので、よろしくお
願いします！

昨年も美味しいお米を頂き、また、食べたいと思い申込みました。日本の主食作り、応援しています。

昨年はおいしいお米をいただき、ありがとうございました。妻と子供たち３人でいただきましたが、とてもおい
しくて感動しました。昨年に続き本年も申し込みさせていただきました。

子供たちのためにいい環境作りのお手伝いができますように

子育て支援や福祉の手助けに少しでもお役に立てればと思います。

東京の周辺で大変でしょうが村の良さを保ちながら頑張って下さい

一度ドライブで訪れてみたいと思っています。応援していますので頑張って下さい。

美味しいお米を作って頂きありがとうございます。応援しております。

妻の実家が千葉県で長生村を訪れたこともあります。発展をお祈りしています。

千葉県で育ち九十九里の景色が好きです。いつまでも美しい房総でありますように！

寒中見舞いのはがき　ありがとうございました返礼品の厳しいなか　今年も頑張って下さい。



田舎の特色を活かした福祉にしてください。

村の福祉のために寄付します。美味しいお米を期待しております。

村の名前が気になり、寄付をして応援したいと思いました。

昨年も寄付させていただきました。お米とてもおいしかったです。応援してます。

感想が良かったので、届くのを楽しみにしています。

美味しいお米ができる素晴らしい環境をこれからもお願いします。

納税金で、これからも色々発展、皆のために使って下さい

縁起がいい村の名前でありがたい気分になります！

千葉県に村があるとは知りませんでした。近隣の神奈川県から応援しています。

寄付金は森林保全、野生動物生息地保護などの環境保護活動に使って下さい。

昨年も、ふるさと納税させていただきました。お米もとても美味しかったです。今年もふるさと納税させていた
だきます。

とても縁起の良い村の名前に惹かれました。皆様、元気で長生きされますように。

「長生村」とてもいい地名ですね。一度聞いたら忘れないような。皆さんが健康に恵まれ長生きされているよ
うなイメージが浮かびます。自然との厳しさの中で貴重な食糧を生産してくださってありがとうございます。村
の発展をお祈りします。

過疎地育ちの自分は村を応援します。今回の縁が来年も有ればと思います。村の発展のために応援させ
て頂きました。頑張ってください。

毎年、大変おいしいお米をいただいております。これからも農家の皆様には頑張っていただければと思いま
す。

以前、ご当地の方にお世話になりましたので…。。

昨年に続きふるさと納税させてもらいました。今回は「ながらみ」を初めて頼ませていただきました。ありがと
うございました

子供達の教育環境がより良くなる様に寄付金使って頂けると嬉しいです。

仕事でときどき伺います。私も子供がいるので、子供に携わる形で貢献できれば幸甚です。

地域活性、産業振興、人口増加のためお役立ていただければ幸いです。

父親の実家でもあるため、年に数回お邪魔してます。今では、圏央道も開通し…帰省も楽になりました。私
が少年だった頃には蛍も観れた記憶があり、自然が壊されているのかとも思います。良き事業にご活用くだ
さい。

お米が大変美味しいため、３回目の申込みとなります。いつもご丁寧にお電話もいただきましてありがとうご
ざいます。３１年度も楽しみにしております。

高校時代の先生が長生村出身でした。ご縁を感じます。

わずかな寄付ですが、村の福祉にお役立てください。



昨年に引き続いてのリピートになります。昨年縁あって長生村周辺を旅行しました。ここで作られているお米
を頂いているのかと思うと感慨深いものがありました。思った以上に田んぼが多くてびっくりしました。とても
良いところでした。今年もよろしくお願いいたします。

安易に近隣の都市と合併して地域の特色を喪失していく町村が多い中、合併せずに残っている県内唯一
の村ですので、このまま独力で頑張ってほしいです。なんといってもうちの県ではオンリーワンの特別な自
治体ですので尊敬しています。

スポーツで度々お世話になっています。自然豊かで素敵な村だと思います。末永く発展されることをお祈り
しています。

終の棲家となるような村になれば元気なうちに移住できればという村に

ボタンエビに続いての寄付です。家族で長生村さんファンになっております。寄付金を、ぜひ地域活性にお
役立ていただけると嬉しいです。

きっと良いところなのでしょう。訪れてみたいです。

大学時代にテニスの合宿でお世話になりました。返礼品楽しみにしています。

これからも「ながいきブランド」期待しています♪

今では貴重な「村」。いつまでも長生村として頑張って欲しいです。

住みたくなる日本一の「村」を目指してまちづくりに頑張ってください。

目の前に広がる砂浜、一年中温暖で老後過ごせたら…。長生きって伝わってくる村名の場所でした。

高齢者医療の仕事をしています高齢者が少しでも長く自宅で生活できるように役立てもらいたいです

医療の仕事で携わりました高齢者が多く大変かと思いますが頑張って下さい

子供たちの未来が笑顔で生き生きと過ごせる街づくりを期待しています。

千葉県は大好きな県です。縁あって、長生村に行き着きました。息子が海老が大好きなので、ふるさと納税
でお役に立てればと思っています。応援しています。

魅力的な返礼品が色々あって気になっています。これからも、地域の活性化に向けて頑張ってください。

いつもサーフィンにて長生村にいかせていただいております。一宮でオリンピックもありますので、素晴らし
い海で出来るスポーツをささやかながら応援できたらと思います。

こんな素敵な名前の村があるとは知りませんでした!!!子どもやお年寄りの方々に居心地の良い町作りのお
役に立てればと思います。

東京に住んでますが千葉に勤務しており長生にもよくいきます！長生の繁栄を応援してます！！

長生村が大好きです。長生き村の名に相応しい、高齢者が安心して過ごせる街でいて下さい！

房総半島は灯台巡り、お花畑、温泉とよく遊びに行きます。素敵な自然とおいしい魚介類などこれからも楽
しませてください。

夫が昔サーファーで、お世話になっていました。頑張ってください。

過去に数回、九十九里太陽の里の泊まって海水浴に伺ってます。その際に、地引網なども体験しました。と
ても良かったので、寄付させていただきます。また伺いたいと思っています。



村の活性化に貢献できれば幸いです

地方創生、応援してます。ふるさと納税の返礼品も、とても充実していて、うれしいです。返礼品の是非が問
われていますが、是非とも続けてほしいです。

昨年もおいしいカニをいただき、今年も寄付することにしました！村の発展につながりますように！

両親が住んでます。良い運営をお願いします！

そばうち楽しかったです。

あいがも＆そばうち体験でお世話になりました。

昨年も家族ぐるみでこちらでお世話になっております。海産物も魅力的ですが、地域の様子がよく垣間見え
るため、つい応援したくて毎年拝見しております。地域活性にお役立ていただけると幸いです。どうぞよろし
くお願いいたします。

長生村の教育環境に関して何らかの手助けになれば幸いです。

村民の皆さまが暮らしやすくなる村作りにお役立てください。

今年一年ふるさと納税の返礼品として色々いただきました。海産物ばかりでしたが、その他にもアイガモ農
法や蕎麦打ち体験など積極的に活動しているなと感じました。今後とも更なる発展を期待しています。

長生村は、この度ふるさと納税で初めて知りました。自然と共生する夢ある理想の村づくりに役立てた頂け
ればと思います。

お名前が素敵な村ですね。主人と私で寄付をさせていただき、家族でたくさん美味しいものをいただいてお
ります。また、寄付させて頂きます(^-^)

親戚が住んでいます。よりよい生活ができるように、よろしくお願いします。

ながいき村とも読めて、すてきな名前のところだなと思って申込みしました。お礼品も欲しいものばかりで悩
みました。応援しています。

今年は長生村に行きます。宜しくお願いします。

昨年に続き、2度目の寄付です。縁起の良い名前にあやかりたいと思います。お年寄りにやさしい村づくりを
おねがいいたします。

初めてのふるさと納税に長生村を選びました。少額ではありますが、少しでも力になれれば。村の方達の為
に有効に使って下さい。

小さな自治体ながら頑張っている感じがして応援したくなる。人口も少しの減少で踏みとどまっているようで
あるし、がんばってほしい。

自分たちの私利私欲のためではなく、子供たちがこの村出身でよかったと思える村作りをしてほしいです。

去年に引き続き寄付させて頂きます。少額ですが長生村の発展に使用して頂ければと思います。

長生村の産業振興のお役に立てましたら幸いです。

外房へ遊びに行く際、たまに立ち寄ります。都心からもそれほど遠くなくのどかな風景を楽しめる地として、
これからも魅力的な村になりますよう応援しています。

叔母の家に行く時に車で通ります。今度、立ち寄ってみます。



今年神奈川県へ引っ越しましたが、千葉在住の時は、お世話になりました。

美味しそうな蟹、楽しみにしています。長生村へ遊びにいきたいです。

これからもより良いまちづくりに尽力してください。また遊びにいきます。

年に一度家族で出かけています。その縁で応援させていただきました。子供の笑顔あふれる村づくりを宜し
くお願いします

先日 初めて外房線に乗りました。ゆったり時間の流れる場所ですね。応援しています

ゴルフなどでよく行きます。地域の活性化を願います。

これからも「村」として、立派に存続してください。

美味しそうなサーモンとホタテ貝柱で、届くのがとても楽しみです。これからも頑張って下さい。

長く生きる村って素敵な名前だなぁと。長生きして、いつか家族と行ってみたいです。

長生村の事は初めて知りましたが、千葉に姉が住んでいるため応援したいと思いました。

アイガモオーナーもしています。お米も鴨も美味しくいただきました。放鳥式での市長さんのお話もおもしろ
かったです。

今年のコメは　つやつや　美味しかったです

茂原出身なので、茂原と近隣自治体に納税しています。地方が競う時代、他に負けずに頑張って下さい！

お友達がお嫁に行った村がより良い村になりますように。

ふるさと納税で長生村のことを知りました。こどもたちの未来のために寄付金を有効に使ってください。応援
しています！！

障害児・者の方の為に、利用していただけると幸いです。特に自閉症児・者の方。

ふるさと納税で初めて長生村を知りました。ウニとっても美味しそうです。これからも頑張って下さい。応援し
ます

農業を応援します。がんばってください。

長生村さんへはいつも応援させて頂いてます！頑張ってください！毎年必ずふるさと納税参加させて頂い
てます！

子どもたち、お年寄りのために使って下さい。

長生の日本酒おいしかったです。がんばってください。

頑張ってください！加油！

返礼品を頂くのでたいした寄付にならないかもしれませんが、長生村の子供や親御さん達に少しでも役に
たてればなと思っております。

近くて遠い感覚の千葉県が、なんだか身近に。一度行ってみたいです！長生村❗️

長生村のますますのご発展と村民の皆様の長生きを願っております。

長生村へ初めての寄付になります。名前がとても素敵だと思います。頑張って下さい。

いつか訪れたいです(*^^*)



たくさんふるさと納税できる身分ではありませんが、村の一助となれば幸いです。

長生村という名前に惹かれ興味をもちました。いい名前ですね。

今は広島に住んでいますが、夫婦共に千葉県出身です。遠くから応援しています！

農業関連の業務をしているので、お邪魔したことがあります。人口が増えている様なので、さらに増える様
にお役に立てればと思います。

長生村住民の方々のお役に立てれば嬉しいです。

ぜひ村のお役に立てたら嬉しいです！

長生村には行ったことがありませんが、ながいきトマトなど食品では馴染みがあります。長生村のますます
のご発展をお祈り申し上げます。

これからの時代に沿った町運営に役立てていただけたらと思います。

義理の父母が長生村に在住です。高齢者福祉も、よろしくお願いします。

主人の出身地、長生村。お盆とお正月におじゃまするのがとても楽しみです。みんな温かく迎えていただき
ます。今年4月に、長女が結婚したのですが、そのお相手も、実家が大好きです。千葉県唯一の「村」とし
て、頑張ってください。応援しています。

長生村ホームページ見ました。とっても魅力のある所ですね。一度行ってみたいです。

返礼品が充実していてとても魅力を感じました。村の名前もとても素敵ですね。これからも応援していきたい
と思います！

千葉唯一の村として、これからもより良い村づくり頑張ってください。

村の素敵な名前『長生き』のモデル地域になる様な、さらなる福祉充実へ向けて頑張ってください。これから
も応援をしています。

未来ある子供たちのために教育に力を入れて下さい。応援しています。

去年も寄付させていただき、お米がとてもおいしいと、8歳のお米好きの娘が気に入っているので、今年も寄
付させていただきます。豊かな自然環境なんだろうな、と思いをはせて、今年も寄付させていただきます。

私の古里です。千葉県で唯一の村。合併せずに存続してほしいです。

今回、初めて寄付させていただきました。益々、長生村が素晴らしい村になるよう応援させていただきます。

魅力的な生産物がたくさんあり、うらやましいです。これからも、魅力たくさんな町作りに頑張ってください。

子供から老人まで住みやすい村のような気がします。

去年もカニを頂きました。とても美味しかったです。長生村ってネーミングも素敵だと思います。読み方は違
うみたいですけど、ワタシは長生き村って覚えています！

私の故郷は東京都の村。なので、村は応援したくなります！長生村は千葉県で一番有名な村。応援してい
ます。

農業分野の産業振興に努め、村の知名度を上げてください。

アイガモオーナーズクラブでもお世話になりました。1年間ありがとうございました。

長生村の活性化に少しでもお役に立てればと思い寄付をさせて頂きました。



失礼ながら今まで知らない市町村でしたが、ふるさとチョイスのサイトでの紹介文を読み、いつか遊びに行
きたいと思っています。

昨年までは千葉県民でしたので千葉の市町村を応援します。長生村を含め千葉の海産物はとても美味し
かったです。

千葉県に実家がありますので、夏に一度行ってみたいですね。村のよさを大事にしてこれからも頑張ってく
ださい。

調べてみたらラーメンが有名とか？食べてみたくなりました

千葉に実家がありますが、行ったことがありませんでした。夏に行ってみたいです。

毎回お世話になっています村の発展がんばってください

自然を大切に、若い方々がはつらつとした生活が出来るよう願っております。

ゴルフや釣りでよく訪問させていただいています。まちづくり応援しています！

東京オリンピックに向けにぎわいを創生できるといいですね。応援しています。

誰もが住みよい人にやさしい村にしてください。

長生村の発展を応援出来たらうれしいです、頑張ってください。

昨年末、同じものを実家で美味しく頂きました。大人数のため、今年は2倍にしました。年末最後のご褒美、
非常に楽しみです。

村の活性化、頑張ってください

長生村という名前がいいな、と思ったのでここに寄附することに決めました。村ならではのほのぼのとした雰
囲気で皆さんが笑顔で健康に暮らせるよう応援しています！

昨日も頂きました。本当においしくて感動しました。近所に住む娘家族とまた食べようと思います。美味しい
返礼品をありがとうございます。

昨日伊勢海老の干物を家族で頂き感動！遠く長崎で暮らす息子一家にも食べさせてあげたいと思いまし
た。美味しい返礼品、ありがとうございます。

初めて寄付させていただきます。少ない金額だはございますがお役立て頂き、より良い村になりますよう
に。

これからもより良いまちづくりと人づくりをよろしくお願いいたします。

去年、ふるさと納税でいただいたお米が美味しかったです。また美味しいお米を楽しみにしています。

益々寒くなりますので、みなさま体調にはお気を付けください。

よりよい村づくりの助けになれば幸いです！応援しています。

子供や高齢者の方等への福祉の充実にお役立ていただければ幸いです。地域の発展を期待しておりま
す。

長生村は今回のふるさと納税で初めて知りました。HPを拝見したところ、イメージキャラクターの太陽くんが
とても可愛いなと思いました。寄付額は微々たるものですが、ぜひ福祉に役立ててほしいです。

ホームページ拝見いたしました。暮らしの情報や、村の情報など、分かりやすくする取組みに関心致しまし
た。より良い環境つくりの為にふるさと納税を振り分けて頂けたら嬉しいです。応援しています。

以前市原に住んでいて何度か立ち寄った事があります。元気な街づくり期待しています



初めて利用させてもらいます。九十九里浜行ってみたいです。

昨年もお世話になりました。とてもおいしかったです。今年は母にも送ります。

大変思い出深い所です。いつまでも、長生村を応援しています。

10月まで千葉に住んでいました。転勤で山形に来ましたが千葉が恋しいです。いつか長生村にもお邪魔し
たいです。

より良い使い方をしていただけますと幸いです！

ふるさと納税が村の発展につかながり、少しでも村民のみなさんの住みやすい村になりますように願ってま
す。

元気が出る村の名前に、両親へのお歳暮はこちらの伊勢海老と決めています。今年も楽しみにしていま
す。

私の住んでいる村も人口14,000人位です。海があるのでうらやましいです。がんばって長生村の名前を広
めて下さい。

村はもう少なくなってしまったので頑張ってください

寄付をして3年目になります。一度は宿泊してみたいです。

家族で一度訪れたことがあり、今回少額ではありますが、寄付させて頂くことに致しました。とても縁起の良
い町名の長生村の益々のご発展をお祈りしております。

村の名前がとてもいいと思って応援しました。

素敵な名前の村ですね。自然が多くて、のんびりしているイメージです。一度旅行に行きたいです。応援し
ています。

これからも、農業、漁業、産業が盛んな県内唯一の「村」として、千葉はもとより日本を支えてください。地域
の力が国の力になると思っております。

長生村は二度目です魅力的な返礼品がたくさんありますこれからも頑張ってください

去年 初めてふるさと納税をして、頂いたカニが家族で大好評でした。今年も長生村を応援＆カニを楽しみ
にしています。

営業で長生村近くに何度も出張しましたが、宿泊が出来ず、残念でした。頑張ってください。

初めての寄附です。これを縁に長生村の情報お知らせ下さい。又春に千葉県に行ってみたいです。

村づくりを参考にしたいです。がんばって下さい。

返礼品をみて長生村を知りドライブしてみたいと思いました。応援しています。

千葉旅行で長生村にいきました。楽しかったです。

Bon courage !!!

微力ながら住民の皆様の環境等の改善にお役立て頂ければ。

からすみ、いつまでも続けてください

豊な自然を大切に村一丸となって頑張って下さい。

初めてふるさと納税をさせて頂きます。寄付をするまでどんな所か全く知りませんでした。これから親近感が
わくと思います。いつか旅行に行きたいです。



高齢者福祉に利用してください。

わずかばかりですが次世代を背負う子供たちの教育にお役立て下さい。

障害児福祉に役立ててほしいです。

母が古希の祝いです。町の名前が、なんとも長生き出来そうで素晴らしいので、気持ちを込めて選ばせて
頂きました！長く長く栄えますように！

これからも美味しいふさこがねを食べられるのを楽しみにしております。

良い村づくりをしてください

寄付金が少しでもお役に立てれば幸いです。よろしくお願いします。

名前が縁起が良くてよいです！応援しています。

過日、村長よりお礼の連絡をいただき、恐縮いたしました。有難うございました。

長生村は、知名度が低いと思われますので、もっと宣伝して有名になるように頑張ってくださいね。

家族で長生村へ納税させていただきました。有効にお使いください。

子育てに特に期待しています。

長生村出身者が、ずっと暮らしていける場所であり続けますように。

全ての子どもたちが健やかに育つことを願っています。

教職員の待遇改善をお願いします。

今年3件目の寄附です。限度額いっぱいまで寄附したので、今年はもう出来ません。（笑）訪れた時にご縁
のあった方々のお役に少しでも立ちますように願いをこめて…

旅行で度々訪れているので、是非、地域活性化のためにも役立てて欲しいと思い、寄附しています。前回
の玄米は、自宅で都度精米して頂きましたが、旅行中に食した地元のお米とは味わいが違い残念でした。
でも、寄付の限度額が残っているので、また寄付します。

村の名前がいいですね！

昨年は立派な数の子ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。

いつもありがとうございます。親戚が住んでるので、毎年寄付をさせてもらっています。頑張って下さい。

美味しかったのと年内発送が可能とのことで再度、リピートです。

魅力のある返礼品も多く村全体で頑張ってるんだと思いました。これからも応援します

海に良く行きます 良い町だと思います 少額ですが是非是非役立ててください

昨年に引続き、寄付させていただきます。長生村が今後も益々盛り上がっていけますよう応援してます。

返礼品が大変魅力的です。これからも頑張ってください。



伊勢海老干物初めてです。楽しみにしています☻

ほんの少しですが、寄付させていただきますので、何かに役立ててください。

今回の申し込みが長生村を知る機会になりました。来夏には、息子を海水浴に連れて行きたいと思いま
す！

子供たちが充実した教育を受けることを願っています。

初めてふるさと納税します。長生村とはどんなところなのだろうと少し繋がりができて楽しく思っています。

千葉県在住で返礼品が気に入り毎年寄付しています。寄付をするまでは長生村を存じ上げなかったのです
が寄付をするようになってからドライブで行きました。また遊びにも行きたいです。

子育て世代が増えれば街が活性化します。子育て世代が住みやすい街づくり、子供達が出て行ってしまわ
ない街づくりを目指して、教育に役立てて頂けたらと思います。

健康年令が伸びて村の皆様が長生きされることを祈念いたします。

長生村の子供達がのびのびと育つまちづくりを応援します！

長生村さんはお得で日時指定もでき、ありがたいです。これからも応援します。

お世話になります。寄付金の用途は定めておりませんので、有益にお使いください。よろしくお願いします。

微力ですが、教育の充実にお役立ていただければと思います。

少しでも、村の力になればと思います。

初めて寄付させて頂きます。子供達の教育関連の事に役立ててもらえると嬉しいです。宜しくお願い致しま
す。

会社の同期がサーフィンに良く行っています。同じ千葉県民として応援します！頑張ってください！

街づくり頑張ってください！素敵なお礼品魅力がありました！ありがとうございます！

昨年まで千葉支店で仕事をしておりました。人口減少で厳しいと思いますが頑張って下さい。

ふるさと納税を通じて知りました。教育に役立てていただけると嬉しいです。

旅行してみたい

好きな作家さんの出身地が千葉なので寄付させていただきました。私は子供がおりませんので、子供の教
育に使っていただけると嬉しいです。

お年寄り、子供達は勿論ですが、中間層の年代の方々も住みよく、自然の多い優しい村でいてください。

木更津あたりまではわりとよく行くのですが、今度は長生村まで行ってみたいです。

長生にはよく食事や農産物の購入のため訪れます。楽しいイベント等の企画を期待してます。

村のお名前を初めて知りました。良いお名前の自治体様だなと思い、縁起も良いので寄付させていただき
ます。教育のために使っていただけましたら幸いです。

米の返礼品助かります。ありがとうございます。毎月か隔月の定期便で１年分の米を注文できると便利で
す。今後もよろしくお願いします。



村の名前もすてき。おいしいカニさんお待ちしてます。

恥ずかしながら、ふるさと納税で縁起のいいお名前の御村を知りました。応援しています。

長生きする村、なんて素敵な村ですね。益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

近くで働いているので、応援させていただきました。

何度も納税させてもらってます。何時も美味しいもので家族も喜んでおります。がんばってください。

子育て支援頑張ってください。

会社の同僚に長生村出身の方がいます。長生村で3人の子育て頑張ってます。村の発展を祈念いたしま
す。

陰ながら長生村のご発展をお祈りしています。

昨年もふるさと納税をさせていただいたことがきっかけで、長生村が大好きになりました。これからも農産物
ほかさまざまなことへの取り組みに期待しています。

長生村の方のため、より良い暮らしのために有効活用して下さい

地方創世には教育が何より大切と思っています。わずかですが支援いたします。

いつまでも素敵な村でいてください。

寒くなります。身体に気をつけてガンバって下さい。

私も社会福祉の役員を33年間勤めてきましたので、特に福祉の充実の他、2分の1は村に一任します。頑
張ってください。

おめでたい村名に惹かれました。元気で長生き出来るように村おこし頑張って下さい。

ボリュームがあっておいしそうなカニですね！楽しみです！これからも頑張ってください！

初めて利用させていただきます。貴市の振興に少しでもお力になれば、幸いです。

今回、2回目の申し込みになります。益々の村の発展を期待してます。

いつも有り難うございます。頑張って下さい。

長生村を応援したく今年も些少ですが寄付させて戴きます。

朝日の美しい光景を、長生きできる環境をいつまでも守ってください。100歳過ぎて、また行きたいな！

毎年楽しみにしています。昨年初めて主人が申し込んで、すごくおいしかったです。

より良い街作りにお役立ていただけますと幸いです。

これからもより良い街づくりを頑張ってください。

長生には若い頃よく遊びに行きました。感謝を込めて寄附いたします。

この度はお世話になります。正月を妻実家にてカニ鍋で楽しもうと思いますので、宜しくお願い致します。

前向きな村名がいいですね。頑張ってください。



昨年も寄付させていただきました！長生きできるように！！

今年もふるさと納税で選ばさせてもらいました。村の名前が気に入ってます。応援してます。

年に数回テニスで長生村に行きます。気候が良くて食べ物がおいしい所ですね。素晴らしい環境を大切に
守ってください

地震などで何かとご心配もおありでしょうけれども、どうか村名の通り皆様長生きなさってください。

長生村の発展と村の人の為に使われる事を望みます。

子育て支援をお願いします。

小さな村で福祉などを整備していくのは大変かと思いますが、頑張ってください！

亡き義父が県立長生高校の卒業生です。思い出話を良く聞いていました。頑張ってください。

数の子美味しかったです。タラバガニ、いくらなど楽しみです。

初めての寄付になりますが、寄付金は村の発展のため有効に使ってください。

師走になりました。気温上昇によるとみられる地球規模の天災が各地に起こり悔しい限りです。私たちも負
けずに頑張っていきたいものです。皆さまご自愛の上ご活躍ください。よいお年をお迎えください。

美味しい特産品楽しみです。応援しています！

寄付金を町を盛り上げるために有効活用していただければ幸いです。

三年連続寄付させて頂いてます。年末はこちらから頂いたカニで年を越すのが定番になってきました。いつ
か遊びに行ってみたいなと勝手ながら思っております。今後も寄付し続けたいと思っていますのでよろしくお
願いします。

より魅力的な地域になるように応援させて頂きます！

夏には海水浴などでお世話になっております。これからも良い町づくりを頑張ってください。

私は現在、障害者の就労支援をしています。長生村でも、これからも障害者の方に笑顔で過ごして頂ける
ような村にしていただければ嬉しいです！

はじめてのふるさと納税で選んだ所ですが、少しの寄付で申し訳ないのですが、村の為に使っていただけた
らと思います。またどんな村なのか旅行で訪れてみたいです。

子育て支援に力をいれて、子供が多く、のびのび過ごせる街にして欲しいです

昨年も寄付させていただいたのですが、かにがすごくおいしかったです！これからも応援しています。

名前が長生きで縁起が良いのでぜひ福祉で皆様健康に長生きできます様に。

昨年のお願いいたしましたがとても良い品でしたので今年もよろしくお願いいたします。楽しみにしておりま
す。

長生村には母が一人で暮らしています。今後とも宜しくお願いします。

微額ですが少しでも長生村に役立てれば幸いです。

親族が住んでいますので、住みやすい街作りをお願いします。



村の活性化にご利用いただけますと幸いです。

長生村は父の故郷です。村の活性化、頑張ってください！

子どもや高齢者の福祉のために、微々たるものですが、使ってください。

千葉県唯一の村として頑張ってください！

緑豊かで、自然環境のある素晴らしい街づくり頑張って下さい。

子供たちの未来のために何かお使いいただけるとうれしいです。

あたたかい村を維持してください

趣味で蕎麦を手打ちして地域の社会福祉施設などに振る舞っています。貴村の蕎麦粉も「美味しい」と好評
です。関係者の皆さんによろしくお伝えください。ありがとうございます。

福祉も大事だが、若者特に小さな子供がいる世帯に手厚い支援をお願いしたい。

「ながいきむら」とも読めるので、全国にアピールしてください。

去年も2回寄付させて頂きとても美味しかったです。これからも微力ながら地方の活性化と納税者の微々た
る自由を推進していきたいです。

これからも福祉や子供たちのためによい町づくり頑張って下さい。

自然豊かな街づくりを応援してます。

今年も美味しいお米をいただいてます。また来年も継続します。宜しくお願いします。

今年いただいたお米が美味しかったのでまた寄付させてもらいました。これからも微力ながら応援したいと
思います。

子育て、福祉に役立てて頂けたら嬉しいです。

千葉県なのに長生郡長生村って、小さな村を想像してしまいますが、きっとのどかな村なのでしょうネ。益々
のご発展を祈っています。

村おこしから村パラダイス計画を

ふるさと納税を通じて、初めて貴村名を知りました。これも何かのご縁ですので、ふるさと納税が村民の皆
様にとって何かのお役に立てれば幸いです。

とても縁起の良い名前の村なので、応援しています。

子供が増えるような活動お願いします。

千葉県のお米は品質が良く、気に入っています。長生村でも引き続き良いお米を生産してくださるよう農業
を守っていってください。

必要としている事業にお役立てください。

今回、初めて故郷納税で応援させて頂きます。少額ですが、貴村の少しでもお役に立てればと思っていま
す。

子供やお年寄りが住みよい環境を作っていってください



これを機会に一度訪れたいと思っています。応援しています。

長生村には別荘があるので、寄付させて頂きます。

去年も長生村さんに寄付させていただきました。今年も魅力的な返礼品だったので、即決です。のびのびと
した子どもを育てられる環境作りに活かして下さい。また高齢者の生活が安心できる環境になることを願っ
ています。

未来を担う子どもたちの笑顔の一助となれば幸いです。

村民目線のよいまちづくりを応援してます。

みんなが訪れたい村になるよう応援しています。

ホームページ等拝見させていただき素敵な場所だと思いました。頑張ってください。

すべての人々に愛と恵みがあり、祝福されていることに感謝致します。

地名のとおりの福祉が充実した村づくり頑張っててください。

毎年、美味しく頂いてます。質も良く、量も多く、良い正月を迎えさせて頂いています。これからも頑張って素
晴らしい長生村でいてください☆

毎年、楽しみにしております。長生村にあやかって、私も長生きできるよう努めますわ。

毎年、寄付しています。返礼品に満足しています。

少額ではありますが長生村の発展の為お役立て下さい。

初めての寄付です。返礼品が凄いですよね。楽しみです。地域も応援しています。

長生村。いいお名前ですね。お名前のとおり皆様の益々のご長寿とご健勝を祈念しております。

返礼品が魅力的だったので申し込みましたが応援します！

千葉県は落花生が有名だと聞いているので、本場のおいしいものを食べてみたいです。生産農家の方たち
は日々大変だと思いますが頑張ってください。そしてＢ級品をふるさと納税の返礼品として取り扱っていただ
けたらとてもうれしいです。

主人が長生村の出身で、子どもたちが幼少のころ、実家におじゃますることがとても楽しみでした。そのよう
な子どもたちも今は28歳と25歳です。長生村には、とても良い思いばかりです。お米を楽しみにしています。
合鴨農法で作っておられたのですね！

新東名ができてからやや近くなりましたが、遠いイメージです。ゆっくりおいしい物を食べていいけしきを見
にいきたいと思います。

世界舞台で活躍する人材を育成するためにふるさと納税を使ってください。

良いところ、良いものがたくさんあってうらやましいです。いつまでも頑張ってください。

初めて利用します！ぼたんえびを楽しみに待ってます！

毎年寄付させていただいてます。これからも村おこし頑張ってください。

千葉県は縁のあるところですが、長生村はこの度初めて知りました。この機会に何か出来たらと思い、応援
させていただきます。

きらりと光る村を目指してください！



"村”という貴重な自治体を大切にお守りください。

長生村へ遊びに行ったことがあります。自然が豊かでした。来年もふるさと納税を使用して応援したいと思
います。

昨年も寄付させていただきました。家族みんなで美味しくいただきました。本当に美味しかったです。ありが
とうございました。これからもよろしくお願い致します。

去年も寄付させていただきました。地名がよく、長生きの方を増やしていただければと思います！

長生村の発展にお役立ていただければ幸いです。

村の発展のために、微力ながら協力させていただきます。よろしくお願いします。

美味しいものを頂いて、村の発展に寄与出来れば幸いです。

少額ですがお役に立てれば幸いです。毎年、カニ楽しみに美味しく頂いています。ありがとうございます。

千葉に住んでおりますが時々遊びに行っております。素晴らしい環境の保全に役立てていただければ幸い
です。

いつかお邪魔したい村です。

以前、一度観光で訪れました。大自然豊かな海の幸、何もかも、大変美味しかったです。これからも大自然
を次への世代に是非、受け継いでください。

美味しそうなホタテ楽しみにしています。教育を拡充しこれからの村、ひいては日本、世界に貢献できる人
財の育成に尽力ください。よろしくお願いいたします。

隣の茂原出身です。長生むらの良さを全国にアピールして下さい

長生村のお礼品は日本一だと思います。機会があれば一度訪ねてみたいです。

快適に「長生き」できる村であって欲しいです。

引き続き良い街づくりに邁進してください。

寒さ厳しき折、ご健勝にて当地の教育振興にご尽力ください。

地域でしか出来ない生産が私たちには有難く。いつまでも続けていってほしいです。

私は村出身者なので頑張って欲しいと思っています。財源もきついと思う？私の想像なので失礼が有りまし
たらすみません。

ご高齢な方、小さな子供さんの家庭にやさしい環境整備を期待します

いつか家族で遊びに行きたいと思っています。

頑張ってください😊

学生の頃友達と旅行に行った思い出の地です。昨年もふるさと納税で美味しいうにとからすみを頂きまし
た！

村名の如く、長生きに適した福祉環境を作って下さい。

昨年初めて数の子をいただきました。国産にこだわっていましたが、大きくで身も固くてとても美味しかった
です。今年も楽しみです。



長生村へ3年連続のふるさと納税となります。長生村の「ふさこがね」はとても美味しいです。これからも頑
張って下さい！

人生初めて ふるさと納税をします。少ないお金ですが、長生村さま方のお力になればと思います。

よい名前ですね！いってみたいです

寄附金については教育など地域の発展のため有効に利用して下さい

埼玉県幸手市に住んでいたこともあり、長生という地名がとてもすばらしい響きに聞こえました。がんばれ！
長生村

素敵な街づくりに役立てください！

知人が住んでおり、寄付したく考えております。宜しくお願いします。

素敵な名前の自治体ですね！ますますのご発展を願ってます！

若手世代の育成、頑張ってください。

太陽の里に２ヶ月に１度はレンタカーを借りていっています。日常の疲れを癒してもらっています。欲しいも
のを探していたら、長生村で扱っているのを見つけて、申し込みました。たった10000円ですが、同じ千葉県
民として応援しています。

昨年もとてもおいしくいただきました。いつもおいしい返礼品をいただきましてありがとうございます。

長生村の人口が増えるといいですね、どんな所か行ってみたいと思いました。

魅力的な街づくりを期待しています

学生時代によく九十九里浜へ広い海を見にツーリングに出かけました。この海、砂浜、自然を守り続けて行
けるよう、応援致します。

日本の将来を背負って立つ子ども達の成長に役立ててください

ゴルフでよく行きます。住み良い村作りに使ってください。

毎年寄付します！

母が隣の睦沢町に住んでます。千葉県、特に九十九里方面を応援してます。

地引き網を体験してみたいです。いつか行けたらいいな。

村の名前に惹かれ応援させていただきます。

一度も行ったことがないのでこれをきっかけに行ってみたいと思います。

千葉には子供が住んでおり、2月に行く予定です。魅力ある街づくり頑張ってください。

海やキャンプでお世話になっています。がんばってください。

関東の希少で優良な海鮮物産を、安心安全な環境で提供し続けてくださることを期待しています。

千葉県に38年住んでいました。そんなちば県を応援したく寄付させていただきます。

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、お体ご自愛下
さりこれからも頑張ってください。



昨年も同じ長生村に寄付させて頂きました。返礼品のカニがとても気に入り今回も寄付させて頂きます。昨
年長生村知りましたが これからも応援してます。

ふるさと納税知名度が広まったうえに、貴村の努力が毎年の数字に表れていますね。今後もご発展をお祈
り申し上げます。

今回初めて長生村に寄付させていただきました。今後もご活躍を期待しています。

チーバくんのうなじ辺りの場所なんですね。こちらは、鼻の辺りです。残念ながら行ったことはなのですが、
いつかビーチに行ってみたいです。

長生病院でうまれました。応援しています！

すてきなふるさと作りをしてください

長生村へはたまに遊びに行っているので地域活性化頑張ってください

長生村はいいとこです。今月、長生村に遊びに行く予定です。

少額ですが何かに役立てて頂けたらと思います。

寒中見舞いありがとうございました。昨年に引き続き注文させて頂きました。これからも期待しています。

住みやすい村を作ってください。

いつも海でサーフィンで遊ばさせて貰ってます！綺麗な海を後世に残したいです。

将来を担う子供たちの役にたてれば幸いです。ヨロシクお願いいたします。

もう20年以上前になりますが、高校の施設があり、訪れました。懐かしく思い、応援させていただきたいと思
いました。

毎年、リピートさせていただいてます！とても立派で美味しい数の子！ 夫婦のそれぞれの実家と、三パック
をちょうど分けることができ、嬉しいです。来年も続けてください！宜しくお願いいたします。友人にも勧めて
います。

より良い村になりますよう頑張ってください。

村の方々が健康で幸せな生活が送れますよう少しでもご協力ができたら嬉しいです。

ふるさと納税で初めて長生村を知りました。機会があったら遊びに行きたいと思います。

昨年も旦那さんが蟹を頂いて冬のお鍋が楽しい時間になりました。ありがとうござました。これからも頑張っ
てください。

今回2回目のふるさと納税です！魅力的な場所だと思いますのでいつかお伺いしたいです！

今回、初めての寄付です。今後も魅力的な返礼品を用意して頂ければ寄付したいと思います。

発達障害を持っている子どもたちが安心して過ごせる場所を増やしてくださるとありがたいです。

魅力的な返礼品、ありがとうございます。

同じ関東圏なのに「長生村」を知りませんでした。いい名前ですね。ご長寿の方が多いのかと、興味が湧き
ました。これからも魅力的な返礼品を期待しております。

貴自治体が益々発展されることを、祈念しております。



長生村の発展の為に少額ですが、活用して頂ければ幸いです。

地域のご発展、心よりお祈り申し上げます。返礼品楽しみにしております。

大変お得な海産物にびっくりです！いつか訪れてみたいです！！

初めて申込します。以前ＴＶで移住したい村のランキングで紹介されていたのを観てあこがれておりました。
今回楽しみにしております。

豊かな自然保護にご活用頂けると幸いです。

学生の頃、合宿に何度か伺わせて頂きました。

仕事をリタイアしたらどんな所か行ってみたいです。自然を残して発展を祈念致します。

昨年も頂いた数の子、とても評判がよく今年も実家の贈物にしたいと思います。ありがとうございます。

ふるさと納税で知り、初めてホームページを拝見させて頂きました。主要産業の水産業をはじめ、まちづくり
頑張ってください！応援しております。

ふるさと納税ではじめて長生村の事を知りました。やさしいご対応ありがとうございました！長生村のご発
展を心より応援いたしております！

週刊誌で貴役場のふるさと納税を知りまして、申し込みいたしました。

長生村は以前から気になっていました！ぜひ頑張って下さーい！

長生村どんなところなんでしょうか。きっと静かでいい町なんでしょうね。機会があれば是非お伺いしたいで
す。これから寒い時期になりますが皆さんお体を大切にしてください。

初めまして、素敵な村の名前ですね。今後益々の発展を祈念いたします。

子供達や高齢者が安心して暮らせる社会にお願いします

同じ千葉県民として長正村の方々がイキイキと長生村の発展に日々活躍出来る一助になればとおもい納
税させて頂きました。

存じ上げない地域ですが、ふるさと納税をきっかけに、これから注目していきたいと思います。カニ楽しみに
しています。

お互いに地元を盛り上げ、私たちの日本を支えていきましょう！

長寿村目指して住みよい街を！

素敵な村作りを応援させて頂きます‼

昨年もふるさと納税しましたが、今年も頑張って下さい。よろしくお願い致します。

昨年度もカニをいただきました。おいしかったです。少額ですがお役にたてれば嬉しいです。

村名が気に入りました。長生きできるような環境づくりに寄附しますのでよろしくお願いいたします。

春の桜を毎年見に行かせていただいています。

村名が素晴らしい！



年に１〜２回ですが、長生村方面に波乗りに参ります。今後ともよろしくお願いします。

長生村ホームページを拝見させていただき観光などにも力を入れていることを知りました。今後も長生村の
皆様のご発展を応援したいと思います。

高齢者の方々が素敵な人生を全うできる町！ みんなでさ支えて頑張りましょう🎶

毎年美味しいものをありがとうございます。ふるさと納税で長生村がさらに良い村になりますように応援して
います。

これからの村営基盤維持を応援します。

”ながいき”と書いて””ちょうせい”と読むんですね。恥ずかしながら、ふるさと納税で初めて知りました。お
礼の品を見てびっくり！！欲しいものがいっぱいです（残念ながら品切れも多かったですが）。また、大好き
な九十九里浜に面しておられるとのこと。村を挙げて自然と産業の調和のとれた活力ある村づくりが行われ
ていると思いました。来年度は、別の品の申し込みもしたいと思います。応援しています！！

ステキな村の名前ですね。息子の名前が 多く生きると書くので親近感がわき寄付させて頂きました。

村出身者です。村であり続けていることは、自慢です！

こんなすごい返礼品ありがとうございます。おいしかったらまたリピート寄付します。頑張ってください。

寄付金は少額ですが、長生村の福祉等に役立ててもらえたら幸いです。

初めてのふるさと納税です。数ある中でなぜかここがピンときました。長生村のことは何も知らずに申し込ん
でしまうので申し訳ないですが、なにかのお役に立てればと思います。

初めて長生村さんにふるさと納税します。少しでもお役に立てたら幸いです。

村の為に少しでも役に立てて下さい！！

自然を大切にして下さい。

昨年は村長からお礼の電話をいただき感激しました。今年も応援させていただきます。

数の子は去年頂いたのですが、大変美味しかったです！今年もこの数の子で年越しをしたいと思います。
これからも応援してます。

素敵なまちづくりに役立てて下さい！

昔仕事で行きましたが、のどかで良いところでした。寄付は福祉に活用されて下さい。

長生村はテニスでよく行きます。とても温暖でよいところですね。応援しています

高齢者の方と自然の保持に役立ってほしいと思います。

わずかですがお役に立てればと思います鴨肉大好きです

初めてご寄附致します。楽しみにしておりますので宜しくお願い申し上げます。これからも美味しいお米作り
を頑張って下さい^ - ^

長生村にはたまに行ってお世話になるのもあってこちらに寄付をします。数の子大好きな父が喜びます！

chiba love!



魅力的な村つくりに期待しています。

先日、村長様よりお礼のお電話頂き大変感激いたしました。正直、初めての事でしたので、是非応援したく
思い実家の分も納税させて頂きました。これからも、応援したく思っていますので、頑張ってください。機会
がありましたら、子供を連れて遊びに行きたく思います。でわ。

2度訪れたことがあります。雄大な景色が印象的てした。

ふるさとチョイスで、自治体名を知りました。千葉の大学に通っていたので愛着があります。地域の活性に
役立てて下さい。

伸びやかに育つ環境を守ってください！

高齢者に優しい村づくりを期待しております

子供を育てやすい地域になるよう頑張ってください

少子化対策になるような事業に使って下さい

貴村は首都圏に近いこともあって、村とは言え、当地の何もない土地柄とは違うかもしれませんが、今地方
はどこも大変です。地域振興のため、共に頑張っていけたらと思います。

返礼品が豪華ですね。ありがたいです。九十九里浜は何度か行きました。いいところですね。また伺いま
す。

妻の実家が近くのためよく遊びに行きます。益々のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

同じ千葉県内に住んでいるので、週末にはドライブ等で行き来しています。環境整備等に少しでもお役に立
てれば幸いです。よろしくお願いします。

ステキな村の名前ですね！頑張ってください^_^

村のみなさまの為につかって下さい。

少しの寄付で恐縮ですが、貴村のお役に立てれば何よりです。

村の振興にご使用ください

一度訪問してみたいと思っております。

長生と言う村名が良いですね。３０年度のふさこがねが届き食べました。もちっとして一粒一粒がしっかりし
ていてとてもおいしくいただきました。３１年の新米が今から楽しみです。

縁起のいい村の名前だと思います。この名前はいつまでも続いていてほしいと思いました。

子供の教育に役立てて頂きたいです。

昨年も数の子に寄付させていただき大きさとボリュームに圧倒され堪能させていただきました。今年もよろし
くお願いします。

お米を育てて収穫していただけるありがたさをかつては農業を営んでいた親の姿に重ねて痛感いたしま
す。一粒ひとつぶ感謝していただきたいと思います。大変なお仕事だと思いますがおいしいお米が実ること
を祈り応援しております。

少ない金額ですけど、村の活性のために頑張って下さい

昨年も寄付し、ボタンエビを家族で美味しく頂きました。あの味が忘れられず、今年も寄付します。長生村の
発展にご活用ください。



いすみ市在住です。近隣なので応募しました。頑張って下さい。

若い頃、茂原市に所用で云った際、長生村から九十九里有料道路を通っていました。頑張ってください

神奈川に住んでいましたが、千葉は農産物やお魚が美味しいところと認識していました。長生村の御発展
を祈念します。

少しですが長生村のお役に立てれば嬉しいです。

より良い街づくり頑張って下さい。

地域の活性化に役立ててください。

千葉県産のふさこがねは、海外在住中に現地で購入していました。美味しく頂くことが出来助かりました。と
ても懐かしいです。色々な分野での後継者の育成にご尽力くださいませ。今後も楽しみにしています。

去年頂いた数の子は最高に美味しかったです。今年も楽しみにしております。

古き良き街の維持、今後のご発展を応援しています！

こどもが千葉県に移住しました。暮らしやすい村にしてください！

お子様たちの健やかなる成長を期待しています。

また遊びにいきます！

未来を切り開く子どもたちのために使ってください。

健康寿命に頑張ってください。

昨年に引き続き寄附させていただきます。千葉県で唯一の村、どんな所なのか気になっております。

少額ですがお役に立てば幸いです。お礼の品、とても楽しみです。

40年前学生だった頃の友人が長生村出身でした。親しみを感じてます。

長生村いままで知らなかったのですが、寄付によって知ることができたのでいろいろ勉強したいと思ってい
ます。

新鮮で安全な食材提供を継続的にお願い申し上げます．

毎年申込したいと思いますので、継続をお願いします。

「長生村」名前がいいです。地方の市町村が活性化するとうれしいです。

子供など未来の為に利用して頂ければ幸いです

観光振興に役立てていただけると嬉しいです。応援しています。

村出身者です。県内唯一の村の存続を応援します！

市の活動に少しでもお役にたてればと思っております。

少額ですが、子供達の大学の奨学金にしてもらえると幸いです。

村名の通り住民が生きやすく長生きできる環境が整った自治体になってください。



子育てしやすい街へ、応援しています

些少ですが、寄付金は地域産業に携わる皆様のためにお使いいただけると嬉しいです。

お米につられて、ふるさと納税をさせていただきました。長生村のことは正直知りませんでしたが、ふるさと
納税を通じて村のことを知りました。いい名前の村ですね！これからもたくさんの農作物が実り豊かな村で
ありますよう、応援したいと思います。

これからの日本を支える子供たちにとってより良い環境作りに、また子育て世代の力になってくれることを願
います。

祖父宅が稲毛にあります。車でいつも通らせていただいています。

日本の原風景をいつまでも留めてください。いつも長生郡の田んぼや山を見るとほっとします。

名前が素敵ですね。私も村名にあやかり、長生きしたいです。また、今は空き家になっていますが、３年ぐら
い前には、親戚がありました。

わずかですが、長生村のための有効に使っていただければと思います

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

カニ鍋をするのに、良い返礼品だと思います。年末に向けてスタッフの方々が忙しくなると思いますが、頑
張って下さい。

寄付金が長生村で有効活用していただき、発展につなげていって頂きたいです

村政頑張ってください。

長生村の子供たちが郷土に誇りを持ち、村の発展に貢献する人材を育成する施策に寄付金を活用して下
さい。

初めて千葉県のお米をいただきます。楽しみにしています。少しでも村の事業に役立ちますように

少額ですが、子どもの教育環境整備にお役立てください。長生村を応援しています。

千葉で海鮮、あいがものお米等意外でした。こんなにおいしい物を食して長生村ですね。おいしいカニをあ
りがとうございました。

昨年もおいしくいただきました。これからもおいしい数の子を生産してください。

おいしい幻のコメ作りこれからも頑張ってください

寄付金は未来を担う子どもたちのために使ってください。応援しています。

逆風に負けず地方活性化のためがんばってください

九十九里を盛り上げて下さい。

長生村の名前のとおり長生き村として頑張ってください。

毎年美味しい品をありがとうございます。今後も頑張ってください！

千葉県民です。村の名前をいかした農作物など、工夫されているので、今後も期待しています。

高齢者に優しい村づくりをお願いします。

少しですが、何かに役立ててもらえると嬉しいです



村役場に電話をさせてもらった時もとても対応が良く、すぐにお願いした物も送ってくれて、とても感じがよ
かったです。

地元に近く、遊びにも仕事にもよく伺います。自然豊かな村で大好きな場所でもあります。自然を守りつつ、
これからの発展を願っています！

少額ですが、貴村の自然環境の保全にお役立てくださいませ。

地域活性化にお役立てください。

次代を担う子供たちの育成に向けた取り組みを応援させて頂きます。

いつも寄付させて頂いています。カニと数の子楽しみにしております。益々のご発展、期待しています。頑
張って下さい。

去年も寄付をさせていただきました。今後とも、村の発展を期待しております。

子育て世代の支援、お願いします。

一度行ってみたいです

農産物だけに対しての寄附の使い道があればよかった。

頑張って下さい。一度観光で伺いたいと感じました。

素敵な返礼品をありがとう。村の名前も素敵ですね。

翌年度のお米を選べるのが独自で、とてもいいと思いました！これからも頑張ってください！

ふるさとチョイスで初めて知りました。長生村についても、ホームページを見たいと思います。美味しいお米
を楽しみにしています。

長生村の未来の主人公たちのために教育に力をいれてほしいです。勉強のしやすい学校環境設備に。

頑張ってください。また長生村に泊まりに行きたいです。

2025年問題に負けないまちづくりをしてください。北順佑さんのピアノリサイタルを開いてください(^^♪

どうか有効に使用してください。宜しくお願いいたします。

地域の特性を活かし発展することを、千葉出身の身として希望します。頑張って下さい。

いい名前の村ですね。来年のおいしい新米を期待しています。

毎年ふるさと納税にてこちらのからすみをリピートさせていただいております。これからもよろしくお願いいた
します！

子どもたちの福祉のために使っていただけたら嬉しいです。

是非、これからも産業の活性化と、地域活動の活性化のために頑張って下さい。

同じものを自宅用に夫が申し込んでとても良かったので私は、実家用に申し込みました。これからも応援し
ています。

サーフィン等でお世話になっていますので、地域を盛り上げていただきたいです。

長生き村、いつか訪問して見たいです。次の世代が地場で働けるように産業の育成をお願いします。

応援しています。可能であれば、子どもたちの医療や福祉のために使ってください



ふるさと納税で初めて、貴村を知りました。少しですが、お役に立てたら幸いです。

少額ではございますが、長生村の発展にと、豊かな村になりますようお使いください。

耕作放棄地を活用しているということで、これからも頑張って下さい。

寄付金を環境改善に活用いただけますと幸いです。

初めていただく銘柄のお米。食べるのが楽しみです。家族の評判が良かったらまた寄附させていただきま
す。

自然と共生した街づくりを進めてください。

ふるさと納税応援しています、良い品物出してください。

子供達も私たちもうなぎが大好きです。たっぷり食べたくて申し込みました。楽しみにしています。

いつの日か、観光に行きたいです。

村の発展と産業の活性を応援いたします。

すてきな村になりますように、微力ながら応援いたします。

ふるさと納税制度により長生村を知りました。これからの発展を見守りたいと思います。がんばれっ！

返礼品がよく、昨年も寄付をさせていだだいておりました。これからも変わらずにいてほしいです。

千葉県に住んでいたこともありましたが、長生村を知りませんでした。今度遊びに行ってみたいです。

障がい者福祉に使ってください

九十九里浜、きれいでした！土地の魅力を生かして開発がんばってください。

少ない金額で申し訳ありません。有効にお役立てくださいね。またよろしくお願い致します。美味しくいただき
ます。

毎年、寄付させていただいております。村の名前が好きです。応援しております。

カニを食べながら応援してます

魅力のある返礼品をありがとうございます。応援しております。

村の活性化に役立てて頂けたら嬉しいです！！

特に機会に恵まれない子供たちのためにご使用ください。

ゴルフで大変お世話なっています。ささやかですが寄付させていただきます

長生には知人も多く、よく出向きます。少ないですが、産業振興等にお役立てください。

とてもいい名前の村ですね。一度行ってみたいです

少額ですが、子どもの教育環境の整備にお役立てください。

先日、届いたお米が美味しかったので来年分も頼もうと思いました。来年も良いお米を作ってください。



子供達のスポーツ振興にお役立てください。

ふさこがね、とっても美味しかったです。妻も大絶賛でした。今後も美味しいふさこがねを作り続けられるよ
う、頑張ってください。

勝浦に知り合いの家があり、その際に外房をよくドライブします。海がきれいで大好きな地域です。縁起が
いいし美味しいので、長生ねぎや長生トマトも良く買います。そんな長生村がこれからも末永く良い地域であ
り続けるよう応援申し上げます。

ふるさと納税、頑張って村の振興になりますように。いつか、訪問します

特産品を送って頂きありがとうございます。これからも頑張ってください。

長生村には行ったことがあるので、応援しています。

村のためにお使いください。

名前がステキな町なので寄付することに決めました！

去年に続き2回目です。おいしいお米ありがとうございました。村作りがんばってください。

村の活性化の為に有意義に使用して下さい。

今年のお米、とっても美味しかったです。来年も楽しみにしております。

旅行で行きましたが、のどかでいい町で好きになりました！応援しています！

少しですがお役に立てればと思い寄付させて頂きました。

元気で活気のある街づくりのお役に立てれば幸いです。

魅力ある返礼品を取り揃えていると思います。更なる長生村の発展を願っております。

住みよい村名の通り長寿の村にしてください。

より良いまちづくりを応援してます。美味しいお米楽しみにお待ちします。よろしくおねがいします。

自治体の活性化に有効利用ください。

「ふさこがね」スーパーでも見るようになりました。シェア拡大中ですね。ふさこがねに負けない長生村の発
展をお祈りいたします。

30～40年前頃、広い砂浜で子供達を遊ばせたのを思い出します。長生村‼頑張って下さい。きれいな海岸
がとりもどせると良いと思います。

海岸の環境保全と水害対策をよろしく。活気あふれる村にしてください。

いろいろ移住施策をしていて頑張っていると思いました。これから調べて観光に行こうと思います。

ふさこがねを作ってくれる農家さんがんばれ！

緑を多く環境を大切にして温暖化防止に少しでもなることを期待します。

ながいきむら、と読むのかと思っていました。さぞかし温かい村なんでしょうね。うちの家族も美味しいお米を
いただいて、是非あやかりたいと思います。頑張ってください。

いつもゴルフ場を利用させてもらっていますので親近感があり寄付させていただきました。



少しですが村の為にお使い下さい。

ありがたいお名前の村ですね。頂いた蟹を食べるとご利益がありそうです。この村の名前を使って、村おこ
しが出来そう！

次世代が働ける産業基盤作りに努めてください。

昨年度も少しですが応援させていただきました。温かいまちづくりを引き続き頑張ってください！

長生村のお米はとても美味しいですね。何度か訪れたことがあります。自然豊かな村ですね。

長生村は千葉県唯一の村なので、財政が大変だと思いますがお米が美味しいので頑張ってほしいです。私
は千葉県民なので、応援しています。

今回、ふるさと納税で寄付をさせていただき、少額ですが町の発展に少しでも貢献できましたら幸いです。

時々娘と遊びに行っています。今後も、頑張ってください。

少しの寄付ですが、お役に立てれば幸いです。ふさこがねを食した事が無いので到着が楽しみです。

村名の通り、村民皆様が健康で長生きできますことを願います。

少しですが、お役立てください。

子供たちが大学でお世話になっております。長生村の皆様の幸せとますますのご繁栄ご発展を祈っており
ます。

更なる元気な街となるために寄付します。

独自の取り組みを応援しています！今後ともよろしくお願いします。

去年も美味しく頂きました。また　楽しみにしています。

千葉に住んでいたときによく九十九里にでかけました。日差しの暖かい砂浜をいつまでも大切にしてくださ
い。

ささやかな金額ですが、地域環境の維持と向上にお役立てください。

嫁のふるさとが千葉県です。今度の帰省時に寄ってみたいと思います。

以前にもふるさと納税しました。その際に村の案内を送って頂いて行ったことがありませんが親しみを持っ
ています。これからもよい街づくり、がんばってください

地方自治体にとっては単なる返礼品というよりも、地場産業振興の部分が大きいと考えて、寄附しておりま
す。今は小さな声かもしれませんが、今後も地方自治体を応援していきたいと考えております。

兎に角 自然が一番 今以上に自然を大事に守って下さい

産業の発展に役立ててください

福祉（特に障害のあるお子さん）に役立てて頂けたらと思います。

地方自治体に厳しい時代ですが頑張ってください。

安心して暮らせるすてきな村にしていってください。

千葉県にはゴルフ、キャンプとお世話になっております。頑張って下さい！



将来を担う長生っ子たちの教育に少しですが役立てください！

以前千葉に住んでいました。子供が育ち盛りでお米は本当に助かります。今後もご活躍されることをお祈り
致します。

お米農家を応援したいです。些少で恐縮ですが、寄付金は生産者の皆様のためにお使いいただけると嬉し
いです。

いつか霧島市の子供達との交流が出来ればいいなと思います。

今回の寄附が、少しでも村のお役に立てたら幸いです。

平成３０年度のふさこがねをふるさと納税でいただき、大変美味しかったです。来年度も楽しみにしていま
す！

お米が美味しかったのでまた申し込みました。引き続き美味しいお米を作って下さい。

友人が御所出身であり、学生時代から何度か訪問しておりました。東京とは違った風情を今ながら覚えて
おります。小額ではありますが、お役に立てていただければと思います。

村の人達の為に頑張ってください。

今年の分をいただき、美味しかったので来年もリピートです(母の代理)来年も楽しみにしています、ありがと
うございます。

村政に役立ててください。

毎年ふるさと納税の形ではありますが、応援させてもらっています。頑張ってください。

今後千葉に行った際には寄ってみたいです。今後も魅力ある返礼品の拡充に期待しております。

米作りに協力してくれた合鴨、感謝の気持ちを持って頂きます。これからも環境にやさしいアイガモ農法の
発展を願っています。

お仕事お疲れ様です。よろしくおねがいします。

美味しい蕎麦粉楽しみに待ってます

これからもいい品が返礼品で出せるように頑張ってください。

今まで同様に自然保護に頑張ってください。

10年間ほど日本に住んでいるタイから来ました。少しでも日本のためにお力になれたら幸いです。

初めて長生村ふるさと納税をします。静岡からだと、なかかなか行けない場所ですが、私も、田舎育ちなの
で、村の自治体が好きで寄付させて頂きます。微力ですが、お役に立てれば嬉しいです。

こうした事がきっかけで、他府県の事を知る事が出来ました。少しではありますが、有意義に使って頂きた
いです。

長生村へは仕事や遊びで時々伺います。千葉県なのに田舎くさくていいなと思ってます。

村に一任としましたが、できれば農林水産業の保護に役立てて下さい。美味しいお米を楽しみにしていま
す。

はじめて、ふるさと納税させていただきました。お役に立てれば、幸いです。

健康で長生きできるように美味しい米楽しみにしております。関東に出る機会が有りましたら一度行ってみ
たいと思っています。

素晴らしい町づくりの為、福祉事業に役立ってほしいと願ってます。皆様、頑張って下さい。



昨年初めて寄付いたしました。素早く丁寧なご対応に、今後も応援しようという気持ちになりました。

九十九里浜のすぐ近くの長生村、きっといいところだと思います。思います。特色のある村づくりをしてくださ
い。

村民のために使用して下さい。

故郷振興の一助になれば幸いです。

特産品を送って頂きありがとうございます。長生村の返礼品に対する取り組みは感心しております。これか
らも頑張ってください。また応援させていただきます。

どんな味か、期待して楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

皆様のふるさとがより良くなることを願っています。

中学時代まで千葉県に住んでおり、ボーイスカウトで村へ行っておりました。その後訪れる事はできずにい
ますが、友人との年賀状で千葉の様子や昔話を変わらずしています。ふるさと納税がはじまり、はじめてで
はありますが、千葉の発展、自然豊かな長生村を思い出しています。応援しております。

産業を活性化し活力ある村にしてください。

いつも魅力的な特産品ありがたいです

千葉県は母方の出身地で長生村はそこに大変近いので親近感があります。ますますの発展をお祈りしま
す。

千葉に住んでいたことがあります。ずっと応援しています。

前回同封していただいたながいきそばのオーナーの案内はとても楽しそうで興味を持ちましたが、とても参
加できる距離ではない（体力、気力とも）ので残念です。いろいろと楽しそうな企画を工夫しておられるのだ
ということがよくわかりました。これからもがんばってください。前回も今回も送ってくださった書類に親切なコ
メントがあり、細やかなお心使いを嬉しく思っています。ありがとうございます。

長生村は私の古里です。応援します。

これからも新鮮海鮮物の提供をお願いします。

皆様がお元気にお過ごしになれますようお祈りいたします。

次代を担う子供たちの育成に向けた取り組みを応援させて頂きます。頑張って下さい。

このふるさと納税で初めて長生村を知りましたが、とてもよい名前の村だと思いました。名前の通り、皆さん
が健康で長生きできる住み良い村づくりのために、寄附金が少しでもお役に立てれば幸いです。

ふるさと納税をきっかけに長生村のことを知りました。きっと素敵なところなんでしょうね。これからもどんど
ん情報発信して、全国の皆さんに魅力を知ってもらって下さいね。

産業が発展なさいますよう応援しています。

美味しい特産物をこれからも提供し続けてください

毎年美味しいウニをいただけてありがとうございます。村の発展を応援しています。

お得に、おいしい玄米の新米を提供くださって、ありがとうございます！大切にいただきたいです。



寄付金が有効に使われますように！がんばってください！

合併せず村のままでありつづけることがすごい！そしてみんな長生きできそう！！応援しています^^

同じ千葉県内に住んでいます。千葉県唯一の村ですね。ながいきブランド等応援しております。

長生村の全住人が笑顔で過ごせるよう、活用して頂けたら嬉しいです。

千葉市在住でたまに訪問します良いところですので、環境保全に役立ていただければ

お年寄りと子供が安心して過ごせる自治体作りを、さらに充実させてください。

環境を守ってより良い自治体を目指してください。

良い名前の村ですね。

先日いただいたウニが大変美味しかったので続けて申し込ませていただきました。台風等心配な事が多い
ですが、頑張って下さい。

山形から応援しています！

母の故郷でもある長生村。今は母も永遠にこの故郷に眠っております。母にできなかった親孝行のつもり
で、母が好きだった長生村に少しばかりですが、孝行をさせていただきます。いつもありがとうございます。

僅かですが、障害者、特に障害児福祉関連に役立ててもらえると幸いです。お米、楽しみにしています。よ
ろしくお願いします。

何度か寄付をさせていただいています。アイガモのお米造りがすごいですね。これからもがんばってくださ
い。

ふるさと納税で初めて知った村でしたが、とてもおめでたい名前の村で良いと思い、寄付を決めました。い
ただいたウニを家族で食べて両親に長生きしてもらいたいです。

同じ千葉県。長生村は、温泉も海もあり、良いところですね。更に旅行者が増えると良いですね。

前回ボタンエビをお願いしたところ沢山送っていただきました。美味しかったです。ありがとうございました。

地域の活性化にお役立てください。

いつも魅力的な特産品ありがとうございます。ウニも扱って欲しいです。

住みやすい、子供たちがのびのびと育つ村づくりを期待しています。住みたくなる（移住したくなる）ような村
をＰＲしてください。

些少ではありますがお役立ていただければ幸いです。応援しております。

素敵な返礼品ありがとうございます。わずかながら寄付させていただきますので、よろしくお願いいたしま
す。

良い環境での村づくり頑張って下さい。

去年もおいしいエビを送っていただきました。今年も楽しみにお待ちしています。

毎日暑いと思いますが、体に気をつけて頑張っていただけたらと思います。少しですが寄付させていただき
ます。

これからも魅力的な特産品を期待しております。

昨年も ボタン海老をいただき とても美味しかったです。千葉県は美味しい物が多いですね。旅行に行きた
いと思ってます。



地元の良いもので、地元を発展させてください。

今年で2年目です。村の発展に、同じ千葉県民としてささやかながら応援させて頂きます

魅力あるむらづくりを期待しています。

祖父の田舎が近いと聞いていた為、少しでもお役に立てたら幸いです。応援しております。

長生き村ですね。健康な村づくりを頑張ってください。

ふさこがね、楽しみです。人に自然に優しい街づくりを頑張って下さい。

行ったことのない長生村……………どんな感じの村郷だろうかと想いながら申し込みしました。子どもたち
が元気で成長することが出来る郷に、応援します。

高校野球をしている息子がいます体を大きくするのにお米が一番！たくさんご飯を（お米）を食べてます。お
いしいお米を作って下さい

これからも長生村のために貢献していきたいと思います。頑張ってください。

緑も多く、食べ物も美味しいいい所ですねぜひご活用ください

雇用創出に役立ててほしい

昨年初めて申し込みをしました。村長さん直々にご連絡をいただきびっくりしました。お米美味しかったで
す。出遅れてしまいました。今年もよろしくお願いします。

子育てが安心にできるまちづくりを期待します。

今後も健康には気をつけて頑張ってください。

農業は重要な産業と考えます。努力を重ねてそばの実を耕作していらっしゃることに感謝します。

地方を盛り上げましょう！応援しております！

長生村には、週末ドライブによく出かけてます！地域の益々の発展を応援します‼

合併しないで頑張っている千葉県内の唯一の村、長生村が好きです。

日本全国どこも大変だと思います。みんなで力を合わせて頑張りましょう。

昔、隣町に住んでいたころ、仲間の家に良く遊びに行ったものです。懐かしくなり、寄付をさせていただきま
した。

友人が住んでおりますので、少ないですが老人福祉に使ってくださればと思います。

村の名前（長生）がいいですね。

昔会社の研修で長生村にお邪魔したことが有る。長生きと村の名との関連が気に入っていたが、実際に古
希にもなってみると懐かしく思い出された。

村からの活力が日本の力になるので、頑張って下さい！

伯東商事様の返礼品をふるさとチョイスで愛用しております。村のご発展をお祈り申し上げます。



村の活性化にお役立てください。

母から聞き、応援しようと思いふるさと納税させてもらいました。

外房地区が元気が出るよう応援してます。

より良い村づくりを願っております。

毎年観光へ行っています。のどかで素晴らしい街を守っていってください。応援しています。

福祉に役立てていただきたく寄付いたしました。頑張ってください！

農業頑張ってください

お米をたくさん食べる高校生がいるので大変助かります。これからも続けてください。

毎日暑いと思いますがお米や農作物作り大変だと思います😅千葉は近いので良く食料品買ってます。災害
あって大変だと思いますが頑張って下さい😌

こちらも大阪北部地震でだいぶん揺れましいた　東日本大震災からの復興頑張ってください

お好きに使ってください。千葉の発展に頑張りましょう。

以前息子が、そちらのキャンプ場で毎年お世話になりました（ぜんそくを持つ子供向けのキャンプです）。こ
れからも地域交流に向けて、よろしくお願いします。

次代を担う子供たちのために役立ててください！

子育て、孤立せず、みんなを巻き込んで頑張りましょう！

生産者の皆様に感謝です。

知り合いの出身地でした。

カラスミ、以前もいただきました。美味しいので楽しみにしております。

我が家でも母親2人高齢者をかかえております。ますますお年寄りが増える中、健康づくりや（特に高齢者
に向けて）デイサービスやショートステイ等に使って頂ければと思います。

帰省中、太陽の里へ祖父母を連れてよく行きます。京都より応援しています。頑張れ、長生村！

２度目のふるさと納税となります。長生村が身近に感じるようになりました。

外来のジャンボタニシの被害があるとテレビでみました。米農家の方は駆除等大変だと思います。その駆
除費に寄付が役立つことを願っております。大事に育てたお米、ありがたく味わいたいと思います。

教育を充実させて、未来への人材を豊かにして下さい。

ささやかですがお役にたてれば幸いです。

ひとつになった長生村、ちょうせいですが長生きの村と書きインパクトがあります。豊かな自然緑と海。これ
からの若い人の移住地として活性し人口増加に繋がることと思い応援致します。

久しぶりのふさこがね、楽しみにしています！



お得感があり、試させていただきます。

父、祖父ともにの通っていた長生高校のある長生なので、今回寄付しました。

日本人のエネルギーの源のお米づくり、お疲れ様です。明日の若者の教育のために使ってください。初めて
貴村を知りました。

お米は大好きでありがたいです。これからも家族みんなご飯で生きていきますので頑張ってください。

我が家はご飯が大好きです美味しいお米を期待しています自然を大切にして農業が盛り上がるのを応援し
ます

地元ではないですが、先祖のお墓があります。陰ながら益々の繁栄を応援しております。

返礼品に惹かれ，はじめて長生村を知りました。魅力ある街作りを頑張ってください。

ふるさと納税先は長生村と決めています。いつか訪れる日を楽しみにしています。

子供たちや若者が増えるような環境にして頂き、活性化につなげてほしいですね。

美味しいお米作り応援してます以前  姉家族が千葉県に住んでいました。お世話になりました。

これからも美味しいお米を生産し続けていただきたいので、私の寄附金はお米の生産農家のために使って
いただければ幸いです。

より住みよい村になることを影ながら応援しております。

自然の恩恵を思い切り堪能できるところのようですね！一度訪ずれてみたいです。

縁起の良い地名ですね。福禄寿みたいな人が住んでそうな...。

日本全体が少子化している中ではありますが、寄付金が長生村の方々がこれからも安心して生活していけ
る一助になれば幸いです。

村の皆様の為に使って下さい

貴重な村でいて下さい

長生村の良い街づくりのお役に立てましたら幸いです。

伯東商事株式会社様、長生村の係の皆様、いつも美味しいものを有難うございます。

微力ながら応援しています。有効に活用下さい。

農業を仕事にする方々に手厚い福祉を希望します。お米づくりを応援します。

次世代の日本を担う元気で活力のある青年に！

バイク乗りですので、ぜひ一度ツーリングに出かけたいです。

 千葉県独自開発のお米「ふさこがね」ぜひ賞味してみたいと思います。早く特Ａを獲得できるよう研究・精進
に努めて欲しいです。　鹿児島薩摩より長生村の発展を期待しています。気張れ・きばいもんそ長生村!!　

健康長寿の村が町名とイメージが合いますね。



未来を担っていく子どもたちの教育に役立てていたでだければ幸いです。

ずっと長生村でいてほしいです。合併して市にならないでほしいです。

地元 千葉のふさこがねが美味しくて大好きです！美味しいお米をありがとうございます。

返礼品送付先の者が大橋トリオの熱心なファンで、殊更、貴村への寄付を希望してのご縁です。

昨年に続いて寄附させていただきます。長生村が元気になることをお祈り申し上げます。

村　大好きです。田舎にめげずにがんばってください。

同じ県内なので、よく行きます（素通りが多いですが・・・）。応援しています。

昨年度に引き続き寄付させていただきます。応援しています。

全国高校ラグビーの聖地、東大阪市より、微力ながら長生村を応援してます頑張って下さい。

これからもぜひ長生村の誇る美しい自然を守りつつ、さらなる発展をお祈りしております。

これから暑い日がやってきますが作業頑張って下さい。美味しいお米、楽しみにしております。

同じ千葉県民ですので応援のしがいがあります。農業頑張ってください。

ふるさと納税をさせていただきます。お礼の品目的というのもありますが、微々たる額ですが地方活性化の
為にお役立てください。

大阪より応援してます。未来ある子供達の教育に役立ててくださいませ。

今回ふるさとチョイスで初めて、貴村を知りました。いろいろググっていたら行ってみたくなりました。

微力ながら、応援させていただきます。ますますのご発展をお祈りいたします。

親族が大原及び茂原に在住しており、長生村は身近に感じます。ふるさと納税で少しでも貢献できればと思
い賛同しました。

今度、家族で遊びに行きたいと思います。

些少ですが子供たちの教育育成にお使い下さい

ふるさとチョイスのホームページが改変されてみずらくなり寄付しずらくなり寄付額も減った

長生村のお米、以前から食べてみたかったので新米楽しみにしています。同じ千葉県ですが一度も伺った
ことがありません。これから少しずつ知りたいと思います。子供とお年寄りが共存できる、住みやすい村を目
指してくださると嬉しいです。

村の活性化期待してます

ふるさと納税を通じて初めて長生村のことを知り、ホームページなども拝見させていただきました。温暖で、
住みよいところのようですね。

長生村という名前のお相手とご縁が持てましただけでこちらも元気をいただけるような気がしております。こ
れからも頑張って下さい。

九十九里の美しい海と景観をいつまでも守ってほしい！



小学生に入る前、九十九里浜に行ったと親から聞かされますが、全く覚えていません。長生きできる村、名
前も素敵です。これを機に一度訪れたいものです。

この度初めて長生村にふるさと納税いたします。少しでも長生村の為に役に立てれば嬉しいです。

伯東商事様のご提供される返礼品が素晴らしいです。長生村のご発展をお祈りします。

長生村、ふるさと納税の返礼品凄くセンス良くて最高です！

ふさこがね　とっても美味しいのでよく食べています。到着が楽しみです！

昨年の夏に家族旅行で初めて長生村に伺いました。海が綺麗で海鮮が美味しくとても良い思い出になりま
した。その際に長生村でふるさと納税をしていることを知りホームページでふるさと納税の実績等を拝見しま
した。微力ではありますが貢献できたらと思い今回ふるさと納税をさせていただきます。ぜひまた家族でお
伺いしたいと思います。

子供は次世代を担う社会の宝です。充実した教育ができる政策を実施してください。

長生村には今度、旅行で行ってみます。

千葉県出身ですが、長生で米を生産されていることを初めて知りました。これからも美味しい米作りを続け
ていただけるよう、応援しております。

これからも安心安全な食品を届けてほしいです。

これからも、美味しい名産品を沢山作って下さい。

長生村へは、初めての寄付です。村の最重要課題に使ってください。おいしいお米を楽しみにしています。

いい村名ですね

農家の皆さんのご努力に心より感謝申し上げます。これからも美味しい米を沢山作って下さい。

未来を担う子供たちのために使ってください。

応援しています。次世代を担う子どもたちの為に有意義に使われることを期待しています。頑張って下さ
い！

長生村の名前を今回初めて知りました。縁起の良い村の名前と思います。今回は玄米をお願いしました。
来年以降も玄米があれば有難いです。

子育て支援にぜひ活用してください。

貴重な子供の教育事業にすこしでも役に立てたら幸いです

地域の活性に寄付金を使ってください。美味しいもの、ステキな景色のある地域の活性化を楽しみにしてい
ます。

初めて選びます。ご縁があれば幸いです。

寄付金が子供たちの将来のため、有効に利用されることを願っています。

写真を見て美味しそうな雲丹だと思い、今回選択させていただきました！届くのが楽しみです。

千葉は美味しものが沢山あって好きです。住まいは東京ですが、中学高校と千葉の学校に通学していたの
で愛著がありあす。わずかですが寄付させていただきました。お役に立てていただければ嬉しいです。



お父さんの実家がある為…ふるさと納税しました。圏央道が開通して、利便性の高い地域になった反面、ト
ラック等の通行も多くなったイメージがあります。安心、安全にお年寄りも暮らせる事業への投資をして…い
ずれ、私も長生で暮らせたらと思います。期待しております。

小さいときに長生村の民宿に行ったことがあります。楽しかった記憶があります。

より良い村づくりに なりますように。

いつまでも良い環境が続くようお祈りします。

千葉県には東京ディズニーシーとランドで何度か行ったことがありますが、お米作りや海鮮が採れるという
ことは知りませんでした。（山口に比べて都会というイメージで）いつかまた千葉県に行く機会があれば行っ
てみたいと思います。まずは子供と長生村の位置を地図で確認します。

太陽くん、かわいいですね。長生村の子供たちの健やかな成長をお祈り申し上げます。頑張ってください。

知り合いの人が住んでいるので、この村の名前は知っていました。お礼の品も魅力的だったので、今回寄
付させて頂きました。村の活性化に繋がれば幸いです。

この度初めて御村を知りました。是非とも旅行で訪れてみたくなりました。

はじめて「ふるさと納税」をそちら様で申し込みます。魅力的な村になりますように。

学校教育を含め、子供達に希望を持って生き生きと育って欲しいです期待してます！

毎年、家族で応援しています。これからもがんばってください。

わずかな寄付金ではございますが、子供の虐待やイジメ等の対策に使って欲しいです。

自然に恵まれた御地で、子供達がのびのびと育ち未来の日本を発展させるよう期待します。

以前、家族旅行で立ち寄りました。良い所です。

同じ千葉県民として、休日に参ります。いつまでも良き田園風景をお守りください。

長生村のことを初めて知りました千葉県に行く機会はなかなかありませんがこれを機に調べてみようと思い
ます

いつまでも美しい自然のある場所であってほしい。

地域振興にがんばってください。

紹介してもらったので初めて寄付します。村の発展、応援しています。

現在は福岡県に在住しておりますが、出身地である千葉県を影ながら応援しております。

美しい日本の村をこれからも守っていただきたいです。応援しています。

良い村名ですね。関東ですので、１度行ってみたいと思います。ふるさと納税者に、村のお祭りの日などを
ご案内してみたらいかがでしょうか。

知人にオススメされたので、初めて寄付しました。おいしいウニ楽しみです。がんばってください

今回を縁に応援したいと思います。今後も、安全でおいしい農産物をよろしくお願いします！



ツーリングでたまに通ります。静かで良い所ですね。

日本列島ダーツの旅を観ました。将来移住する事がありましたらその際は宜しくお願いします。

恥ずかしながら千葉県産のお米があることを今まで知りませんでした。どうしても関西以外のことには疎く
なってしまって、すみません。これを機に、関西以外の地域にも目を向けていきたいと思います。自然豊か
に今まで以上に良いお米ができますように。農家の皆様、無理をせずに、でも頑張ってください！！

僅かではありますが、地域の活性化にお役立て願います。

「長生村」いい名前ですね。これを活かして観光などまちづくりができると思います。

若い世代のお母さんお父さんが、安心して子育てできる、夢のある自治体になって欲しいと思います。

頑張って活気ある村作りをお願いします。

長生村の名にあやかり、長生きしたいです！

自然環境をいつまでも守り維持し続けて下さい。

学生時代テニス合宿でお世話になりました。いいところですね。

村の発展に期待しています。頑張ってください。

日本、仲間を大切に思える子供たちの教育にお使いください。

豊かな自然の保全と村の発展を願います。応援しています！

友人が住んでいます。のどかな雰囲気を残しつつ、活気が出てほしいです。

千葉に住んでいた時に遊びに行ったことがあります。これからの時代を担う子供たちの教育に力を入れて
いただき、長生村の良いところを守っていっていただけたらと思い、寄付いたします。

ふるさと納税でそちらの村を知りました。村の繁栄をお祈りいたしております。

私の実家が木更津です、微力で沢山のお米を頂戴し感謝です。長生村も木更津も全部千葉です、ご飯の
度に長生村にも手を合わせます。

長生村、素敵な名前ですね！！　このお米を食べると長生き出来そうな気がします。楽しみにしています！

以前一度訪れた時に住民の方に親切にしていただいたので、お礼の意味も込めて寄付させていただきま
す。

ふるさと納税で長生村を初めて知りました。千葉県に移り住んでまだ２年です。これからもますます千葉県
の市町村がにぎわいますように、応援しています。

はじめてのふるさと納税になります。埼玉に住んでおりますが、海がある長生村が羨ましいです。子供も大
きくなり海に行く機会はなくなりましたが、必ず家族で行く海は、白子町や長生村の九十九里浜でした。今で
は、夫婦で御朱印をいただきに千葉に行くことも多くなりました。御朱印で九十九里近くを、最近訪れ懐かし
く思い少しではありますが寄付をさせていただきます。

行ったことはありませんが、地名はよく耳にします。穏やかな良い所だと推察します。環境保全に意を注ぎ、
農業振興に努めていただきたい。

仕事で一度訪れたことがあります。何かの縁だと思い、ふるさと納税させて頂きます。



はじめまして。教育に使用してもらいたく、寄付をいたします。心豊かに、元気に。宜しくお願いします。

親戚が生まれ育った町です。応援しております。

楽しみにしています、今後も頑張ってください！！

母の実家が千葉で、伺ったことがあります。私の故郷も高齢化が進む中、課題は山積しているところです
が、出来る限り慣れ親しんだ場所で両親が生活できることを願っています。頑張ってください。

Second Houseが長生村にあり、週末は楽しく過ごしています。退職後はこちらで永住予定ですので、村の
発展のため少しでもお役に立てれば幸いです。

水や土地をきれいなまま子供達に受け継いで下さい。

わずかな金額ですが、長生村のために使っていただければと思います。返礼品目的で申し訳ありません
が、楽しみにしています。

ふさこがねは、長生村返礼品で初めて知った銘柄です。楽しみにしています。

たまに車で通りかかります。豊かな里山を大切にして下さい。

長生村で子供たちの教育に活かせ頂ければと思い、寄付致しました。これからも美味しいお米等地場産業
と教育の両立を目指し頑張って下さい。

村が活気で満たされますように応援しています。

長生村は伺ったことがありませんが、名前はなんとなく聞いたことがありました。おいしいお米、心待ちにし
ております。

少しでも村の活性化に役立ててもらえればうれしいです

長生村出身の後輩がいます。この村の発展よりも彼の帰る村が幸せになるといいと思っております。

未来を担う子供たちの為に、有効に使ってください。

とても自然豊かなところのようでたくさん美味しいものがありそうですね。温泉もあるようで訪れてみたいで
す。

高齢者への福祉に役立てて下さい。期待しています。

ながいきむらという名前が気に入りました！頑張って下さい！

昔訪れたこのとのある町です。環境インフラ整備をさらに力を入れて、もっときれいな街づくりをお願いしま
す。

今回で２回目になります。観光産業の発展を応援しています。

台風や天候で大変な時もありますが、これからも美味しいお米を作ってください

美味しいものがいただけるのはそこに携わる皆さんのお陰と感謝しています。日本の食文化を支えるため
にがんばってください。応援しています。

子供たちや先生のため役立ててください。

より良い教育環境が構築できますよう頑張ってください

これからも、応援しています!!



義妹のふるさとで、よいところと聞いています。

長生村という名前が素晴らしいと思って寄附を決めました。これからも応援しています。

村名の通りに、健康で長生きしたいですね。

村にとって役に立つことに使っていただければと思います。

わずかではございますが、有効にご利用いただければ幸いです。

九十九里へサーフィンへ行く途中、米の生育をよく見てました！自然いっぱいの素敵なところだと思います。
これからも自然を大切に農業等の産業が発展しますように！

寄付金については、特に学校教育の充実に役立てていただきたいと思います。

粒が大きいお米だと聞いて、興味があり申し込みました。以前千葉に住んでいたことがありますので応援し
ています。新米楽しみにしています。

こんにちは。初めて寄付させていただきます。よろしくお願いいたします。

ふるさと納税をさせていただくのは今回が初めてです。応援していますので頑張ってください。

昨年からお世話になっています。応援しています。

同じ千葉県に住んでいても行ったことがありませんが風光明媚な良いところのように思います、是非継続し
て頑張ってください。

「ふさこがね」は聞いたことのないお米ですが、とてもおいしい千葉の地元のお米だと知り、楽しみにしてお
ります。食べてみて気にいれば、また注文したいと思っています。

息子が千葉に住んで2年になります。それまで千葉県には感心がなかったのですが息子のおかげで千葉県
のことを色々知りたくなりました。長生村もその一つです。ふさこがねと言うお米を初めて知って是非食べた
くなりました。宜しくお願い致します。

「長生き」という名前の貴市に、義母と一緒に行きたいです。

長生村は村名が私の長寿目標と一致しております。村民のみなさん、健康で長生きしてください。一度の人
生です。長生きし、世の中の移り変わりをしっかり見ましょう。

ふるさと納税がより良い街作りに活用される事を期待しています。

村の名前が気に入りました微力ながら応援をさせて頂きます

地方の地域はどこも人口減少、高齢化で大変です。知恵を絞って頑張ってください。

応援しています。これから必要となります、福祉事業にやくだてていただければ幸いです。

美味しいお米を楽しみにしています。親戚が出来たみたいでうれしい。

少しですが、福祉の充実の為に役立て下さい。お米20kgはとても嬉しいです。これからも美味しいお米を
作って下さい。

豊かな自然をも守ってください。

図書などの購入にして頂ければ嬉しいです。

「ふさこがね」初めての申し込みですが、とても楽しみにしております。



ふさこがねというお米は初めてなので食べるのを楽しみにしています。長生村がますます良い村になります
ように。

今回4回目の寄付になります。いつも応援しております。がんばってくださいね。

これからも頑張ってください。大阪からですが応援してます。

地方のお得でおいしいお米を食べ比べしています。今秋を楽しみにしています。会社勤め時は東京、埼玉
等、関東に住んでいたこともありましたが、「長生村」は初耳です。「ふさこがね」が全国銘柄に成長するとい
いですね。

村の皆様が名前の通り元気で長生きできますように。

町名がすごい長生きしても安心と言えるような町でありますように…

いつもおいしいお米をありがとうございます。毎年ふるさと納税を楽しみにしています。

長生村の自然が大好きです。いつまでも綺麗な自然を守ってください。

学生時代によく行きました。また行ってみたいです。

お隣のいすみ市へよく行くので、途中の長生村の産直市場などで買い物をします。自然豊かで農作物も多
様な長生村が、文字通り長生きしやすい便利な町になるように応援しています。

子どもの人数が少ない分、しっかり教育を充実してあげてください！

小さい頃よく夏に家族と九十九里の海へ行っていました。上総一ノ宮が小さい頃の思い出です

貴村ますますご発展のほど、お祈り申し上げます。

長生村ということは近隣と合併せずに頑張ってるのですね。応援します！

知人が出身です。同じ県内応援しています。

イメージキャラクター「太陽くん」かわいいですね。長生村が太陽くんの様に明るい未来があると良いです
ね。

村の名前そのものに、長生きが楽しい村作りを応援します❗

活気がある住みやすい村づくり応援してます❗

「ふさこがね」を応援しています。

町全体が福祉や教育等で活性化するように願っています。

初めて申し込ませていただきます。応援しています。頑張ってください。


