
■応援メッセージ（一部紹介）

以前も頼み、おいしく頂きました。またお願いしたいです。

応援しています！

九十九里浜を守ってください。

魅力的品物をありがとうございます！

今度一度遊びに行ってみたいです。

微力ながら長生村の発展を応援します。

毎度美味しく頂いています。ありがとう。

頑張れ長生村

昨年も申し込みました。

食べる分だけ精米して、おいしくいただいています。

毎年　お世話になります。

美味しいお米　ありがとうございます😊

今年も宜しくお願いします。

千葉県出身なので、馴染み深いです。頑張っていきましょう。

活気ある街づくりをしてください。

行ったことはありませんが、お礼の品を見ていてとても良いものがある魅力的なところだと思いま

した。応援しています。

コロナ自粛で大変な時期ですが、食べて応援したいと思います。

共に乗り切りましょう！！

いつも美味しくいただいています。台風、コロナと大変な時期は続きますが、頑張ってください。

これからも自然と共生しながら、美味しいお米を作って下さい。

とても良い返礼品なので今年も沢山寄付をしたいと思います。

いつも美味しい食材の返礼品をいただきありがとうございます。

子供の将来に期待が持てるような支援、強化をお願いします。

イメージキャラクターの太陽君がかわいいです。太陽は、全ての生命の源です。とても素敵なキャ

ラクターだと思います。

去年の秋にもいただきました。とてもおいしくてまたお願いしたいと思い、今回寄付させていただ

きました。寄付証明書に同封されていた村長さんのお人柄にも惹かれてしまいました。とてもあた

たかな村なのだろうと、一度行ってみたくなりました。これからも応援しています。

長生村は縁もゆかりもありません。

しかし、貴重な返礼品に心を奪われました。

産業が発展すれば街が潤っていくと思っています。

これからも応援しています。

とてもおいしかったので三回目です♪

届く日が楽しみです。

よろしくお願いいたします



今回初めて長生村を知りましたが、素敵な名前の村ですね。

去年今年と大変かと思いますが、農業、漁業の振興等に少しでも役立てて頂ければと思います。

毎年、家族で長生村産の美味しいお米をいただいております。ありがとうございます。

いつも美味しくいただいてます。

これからも応援してます。

沖縄からとても離れていますが、いつかコロナが落ち着いたときに遊びに行かせて頂きます。

去年、村長様からのお電話に驚いたとともに感激致しました。後にﾔﾌｰﾆｭｰｽ等でお顔拝見致しまし

た。

寒中見舞いのはがきも頂きました。

心温まりました。ありがとうございました。

長生村は自然が豊かで農業が盛んな地域ですか？

いつも良い返礼品を有難うございます。

少額ですが、貴村の環境保全にお役立てくださいませ！

福祉の充実に役立ちますように。

がん検診をすごくがんばっている自治体さんであることを存じあげております。お年寄りの皆さん

が、がん検診後に無料のお風呂を楽しんでいたのが印象的です。応援していますので、これからも

がんばって元気な町にしてください！

人口の多い村ならではの活気あふれる村づくりを頑張ってください。

豊かな自然環境を守り続けてください。

地域活性頑張ってください。

長生村という名前に惹かれました。

どんな村なのか…見てみたい気がします。

少子化対策に使うことを強く望みます。子供が欲しい人々の手助けになるよう、正しい使い方ぜひ

ともお願いします。

素敵なお名前がついている村ですね。住んでいるだけでなんだか幸せになれそうです。ぜひいつか

うかがってみたいです。

「コロナ禍の今こそ、豊かな自然の中で子育てしましょう」と、村長が広告塔となりマスコミにも

協力させ、都会からの移住を促しましょう。

千葉で唯一の村と聞きました。

これからも頑張ってください。

子育ては自治体の協力が不可欠です。

微力ですがお役に立てれば幸いです。

村長さん、いつもお電話いただきありがとうございます。

頑張ってください！！

生産者の方々美味しいものを作ってくれてありがとうございます！これからも頑張ってください。



我が家は４人の子どもが、毎日たくさんお米を食べます。お米のお礼は本当に嬉しいです。しか

も、ふさこがねは、お弁当に入れても美味しいです。寄付は子育て支援に役立てて下さい。応援し

ます。

村長様　お電話ありがとうございました。

兵庫県には村がないので、たぶん村長様のお声をお聴きできたのは、最初で最後ではないかと思い

ます。皆様に電話をかけるのは大変だとは思いますが、受け手側としては、ありがたい取り組みだ

と感じました。

コロナ禍で在宅が増えお米が足りなくなりましたので、またお願いさせていただきます。

大変な時代ですが、頑張ってください。

毎年利用させていただいております。

こんなご時世ですが、頑張ってください！

いつもこちらで寄付しています。今年も頑張ってください！

いつもこの玄米が定番になりました。

遠い九州から応援してます！

今年も美味しいお米を食べ、健康で長生きしたいと思います。

前回美味しくいただいたのでリピート申し込みです。配送月を選べるところもとても良いです。

緑豊かな素敵な風景がずっと続きますように応援しています。

いつもおいしい返礼品ありがとうございます。毎年、楽しみにしています。

3年続けて納税させていただきます。自然豊かな長生村をより良くしていただけたらと思います。

わずかですが子どもたちに関連する事業にお役立ていただけると嬉しいです。

美味しいお米をいつもありがとうございます。

これからも安心安全でおいしい農作物を沢山作ってください。

福祉活動のために頑張ってください。

これからもおいしい海鮮を届けていってください。楽しみにしています。

教育を含めて、子供・若者が自立して活躍できる自治体・社会となることを願って、応援します。

これからも美味しいお米作ってください！！！日本の宝！！！

村には全く接点がなく、返礼品目当てに毎年ふるさと納税をしています。ふるさと納税の証書に長

生村の情報誌が同封されていてよむのが面白いです。これからも村の発展を期待しています。

いつも美味しいお米をありがとう。

10年、20年先を見据え、子育てに役立てて頂けますと幸いでございます。

よくキャンプで行くので、これからも頑張って欲しいと思いました！

小額ですが地域の為に役立てて頂ければ幸いです。

前回、美味しいお米を返礼品でいただきましたので、今回は別のお品で寄付させていただきます。

妻が１０代の一時期を過ごした千葉県(成田市ですが)の自治体を微力ながら応援させていただきま

す。



子育てにやさしい村にしてください

微力ながらお役に立てればと思います。

豊かな自然、海山の恵みに憧れます。

ぜひ、災害教育等にお使いください。

ふるさと納税でここの地域を知りました！応援したくなりました。

魅力ある魚介加工が多く、今回初めて村と知りました。応援しています。

子供たちにいい故郷を将来の世代に残してください。

今からは食料は大切です。農業を大切にしてください。

若いころ、一松海水浴場によく行ったから、寄付します。

初めて寄付させて頂きました。

別々に寄付先を選んだのですが、何と！息子も長生村さんへ寄付しており驚きました！

それだけ素敵なお品を提供されているという事ですね。

これからも期待しています。

頑張って下さい。

海の郷、がんばって下さい！

長生村は、とてもがんばっているのがふるさと納税から伝わってきます。移住先としても、検討し

ています。

このまま、変わらず、頑張ってください！！

レジャーでお邪魔したことがあります。

自然を大切に、観光に役立てて下さい。

昔、祖母が長生でドライブインをやっていました。子供のころはよく夏のあいだそこで過ごし、海

に行きました。私にはなつかしいふるさとです。コロナ禍で特に出費がかさむと思いますので、必

要なところに役立てていただければ幸いです。

時々ハマグリを食べに直接御地に出向いていました。

毎年寄付させて頂いています。去年は娘が寄付しました。これからも美味しい返礼品に期待してい

ます。

親に長生きしてほしいので、縁起の良い村の名前にあやかりたいです。

産業の発展を祈っております。

村人が安心して住めるまちづくりを希望しています

美味しい紅はるかを作り続けて下さい。

長生きできたら嬉しいからここに決めました

子供達や、子育て世帯の母親、父親の支援のために使ってください。応援しています

4度目ですがお役立て下さい

村長様、先月末ご公務終了後のお時間にお電話賜りまして、ありがとうございました。新品種の粒

すけ最高に美味しいです。毎日、精米して沢山戴いております。再度、申し込みをさせて戴きま

す。どうぞよろしくお願い致します。村民の皆様方のご健康をお祈り申し上げます。

村として存続していることがすごいと思います。応援しています。がんばってくださいね。

千葉県出身です。以前から繰り返しお米を返礼品としていただいております。読売新聞でもふるさ

と納税が人気の村の記事を読みました。これからも応援いたします。



昨年も貴村のお米を申し込ませていただき，おいしくいただきました。アイガモオーナーにいつか

応募したいです！！

伯東商事さんのホームページ，大変興味深く拝見しました．ご馳走さまです!

規模の小さな村の自治は大変と思いますが、名前のとおり長く存続することをお祈りしています。

いつか一度訪れたいと思います。頑張ってください！

豊かな自然がそこに住む人の生活も豊かにする資源になるよう祈っています。ささやかですが応援

します。

とてもおめでたい名前の村で縁起が良さそうなので目に留まりました。今後の発展を応援していま

す。

高齢者に限らず、町の福祉に寄付をお使いいただければと思います。

最近、千葉県に引っ越してきたので、親しみを感じます。

応援しています。

町の名前が、とても素敵なので、あやからせて頂きたいと思い初めて寄付させて頂きました。

魅力的な返礼品がいっぱいで、来年も楽しみにしています。

今年で4年目です。

長生村頑張れ〜

昨年まではふさこがねでしたが、今年は新種粒すけなので、更に期待してます♪

以前も利用いたしました。近くの自治体に縁があり、長生村も身近に感じております。これからも

応援いたします。頑張ってください。

長生村とふさこがねのファンです。

いつも、村長からのお電話もありがとうございます。お声を聞くと尚一層親近感を感じます。これ

からも町の発展を応援してます。

おいしいお米で、ここ2年ほどはいつもお願いしています。両親にも送り、大好評です。楽しみに

しています。

40年間住んだ千葉県を離れました。応援のための気持ちもあり、選ばせていただきました。

からすみとっても美味しいです。

広島出身ですが、旅行で訪れさせていただきました。

またいつか訪れたいと思います！！

昨年初めて寄付させていただいた際に村長さんよりご丁寧なお電話をいただき、それ以来妻が村長

さんのファンになってしまいました。応援しております。

他にもおいしい作物は沢山あると思いますが、千葉はサツマイモが特においしいと認識していま

す。店頭でも購入するのは千葉産です。今回も期待しています！

さつまいも 楽しみにしてます❗️

初めてふるさと納税したのが長生村でした。

最初の感動は忘れられません。

今回も楽しみにしています。

千葉にこんなとこがあったなんて、いつか直接食べに行きたいです。



いつもふるさと納税で応援させていただいております。

村民のお役に立てればうれしいです。

外房には行きたいと思っています。千葉には友人も沢山暮らしていますので。

昔は毎週末、何時間もかけて海に通い、年越しも海でした。今も時々、遊びに行ってます。楽しく

過ごした懐かしい場所の一つです。

以前娘が頼んでとても美味しかったので、リピートです。

配達日指定ができるのはとても嬉しいです。

さつまいも、期待しております！引き続きがんばってください。

徳島から応援しています✊

子どもたちが充実した教育を受けられますように！

返礼品がとても魅力的で二回目です。地元にも近いので応援しています。

家族に勧められて寄付することにしました。

若い人たちの将来のためにご活用ください。

一松海岸の砂浜の復興をお願いします！

はじめてのふるさと納税です！コロナウイルスの猛威で何かと大変な世の中ですが少しでも力にな

れたら嬉しいです。長生村、という名前がとても気に入りました！長寿にご利益のありそうな縁起

の良い名前ですね。コロナが終息したら、是非行きたいです！

自然環境の保全に期待しています。九十九里浜に行きたいです

村の名前が良いですね。未来の子どもたちの健全な生活のため、ぜひ宜しくお願いします。

きれいな海、美味しい海の幸を守ってください。

農業や水産業など大変だと思います。少しでも消費に協力できるよう申し込みました。

村の名前がすごく素敵だと思いました

年内配送の御礼の品を用意していただき大変助かりました。ありがとうございました。年末お忙し

いときですが、よろしくお願い致します。今年は大変な年でしたが、来年が良い年になりますよう

に、長生村の発展も切に願っております。

長生きの名に惹かれました。皆さんが健康で長生きされることを、両親の事と共に祈っています。

おいしい　からすみ　を楽しみにしています。

頑張ってください！応援しております＼(^^)／

一昨年、初めてのふるさと納税でこちらを利用させていただきました。

（昨年はふるさと納税利用なし）

大、大、大、大、大満足の内容で、今回も納税はこちらへ、と決めておりました。

少しでも、お役に立てましたら幸いです。

今後も、是非、同じ内容で、ふるさと納税を続けてください！

素敵な村名、長生村。応援しています！

九十九里浜に面した長生村。美しい自然をこれからも守ってください。

良くロードバイクで走っています。

素敵な風景が沢山ありますね。元気なむら作り頑張ってください。

長生ノスタルジアを見ました。一度遊びに行きたいと思いました。有難うございます。



前回送っていただいた芋がとてもおいしく、今後もリピートすると思います。

アイガモ米で田植えに行ってからここ数年寄付をしています。寄付金額県内一位に貢献させていた

だきます。

長生村を国際短編映画祭の件をニュースで拝見して驚きました。

尊敬します！これからも頑張ってください

村の名前の通り皆が元気で長生きのできる、人に優しい村へ！

近頃「村」が付く地域が在ることになんだか心癒されました。そして「長生きできる村」頑張ろう

❗って思える名前ですね。

同じ千葉県在住です。千葉県唯一の村として注目しています。特に長生きブランドの野菜はいいで

すね。これからも村としての暖かい発展を望んでいます。

今回のふるさと納税で初めて長生村を知りました。PR映画「長生ノスタルジア」を拝見して、四季

折々の豊かな自然が魅力的です。機会があれば、是非行ってみたいと思いました。

返礼品に惹かれて申し込みをさせて頂きました。

現在、私自身が育休中ですので、ぜひ子育て支援に使用して頂けたらと思ってます。

よろしくお願いします。

地域が活性するようにイベントなど考えてください。その際は是非伺いたいと思います

小さな自治体たからこそできることがあると思います。

少額ですが、いま長生村が必要としている事に役立ててください。

豊かな自然を守ろうとされていることに敬意を表します。

毎年ふるさと納税で応援してます！

届くのを楽しみにしています。ありがとうございます。

サーフィンでお世話になってます。

これからも応援してます。

健康で長寿者あふれる長生村で有る事を祈念申し上げます。

長生村を今回初めて知りました。

海の幸に恵まれた良いところですね。

いつか訪ねてみたいと思います。

ふさこがね、今まで知らないお米でしたが、

食べたときに思わず「おいしい」と言ってしましました。

子供達のために使ってください

10年程前に数回、訪れたことがあり海が綺麗だったことを鮮明に憶えています。

千葉県の良いところが揃っている街、という印象です。

また家族で訪れたいです。

人生100年時代は長生村で迎えよう！

大変な時期ですが、皆さんが安心して気持ちよく暮らせる村になるよう祈っております。がんばっ

てください！

千葉県で数少ない訪れたことがない市町村ですが、ふるさと納税頑張っていて心打たれました。こ

れからも応援します。



長生村には妻の祖父母が住んでいます。

毎年メロンを送ってもらい、美味しく頂いています。

海も近く、海産物も美味しいと伺っていますので

楽しみにしています。

私たち夫婦にとっても馴染みの場所になりますので

今回寄付させて頂きました。

毎回、寄付をさせて頂いております。

美味しいお米をありがとうございます。

村長さんとのお電話を楽しみにお待ちしております。

長生村！良い名前ですね。一度是非お訪ねしてみたいです。

子育て支援を自治体として頑張ってください。

素敵な村になられますこと願ってます(*´-`)

子供がイキイキと生きていける地域であってください

おいしそう返礼品、ありがとうございます！

また、利用してしまいました！

同じ千葉県民です。

おいしそうな返礼品がたくさんあり、楽しませていただいてます。

また、ふるさと納税します！

千葉県には、自転車の練習で年に数回行き、毎年8月下旬には新米の農道を走行するので

東京（新宿のバスターミナル）からの直行バスの運行を

毎年注文しています。量が多いので幸せです。

いつもおいしいお米ありがとうございます。

うちは夫婦２人なので食べきれないから娘にも分けています。

孫たちも喜んで「おいしい、おいしい」と食べています。

二児の母です。幼稚園児二人ですが、こういう世の中になってしまい益々子供が少なくなってしま

うので子育て世代の為に将来担う子どものたちのために色々と尽力頂けたら幸いです。

ふるさと納税を通じて初めて長生村を知りました。今度訪れたいと思います。

リピートさせてもらい、美味しく楽しませていただいております。

自治体に役立てていただければ幸いです。

3年連続です。毎年ありがたくいただいています。

めっちゃボリューム多くて美味しかったので、リピートです！

昨年もふるさと納税させていただきました。ふるさと納税を使って、村の魅力をしっかりと発信さ

れているので、応援したくなります。がんばれ！

お米がおいしくて、このお米しか食べられません

千葉の魚は美味い！

村長が寄付者に対して直接電話をしているのをyahooニュースで見ましたよ。

よい取り組みだと思います。今後も続けてください。

前回ふるさと納税をしてお礼の品を頂いた時のパンフレットの内容に興味を持ちました。（行って

みたいと思いました。）



長生村さんは返礼品がいつも豪華！これからも頑張ってください！

長生村が名前のように続くように微力ですが応援したいです。ぜひ頑張って下さい。

毎回美味しいお米に感謝です。

村長さんのお人柄も素敵です。

次世代を担う子供達の育成にお役立てください

いつも頂いてます返礼品が毎回とても品質がよく気持ちよく受け取らせて頂いているので他のもの

も是非と思い選ばせて頂きました。いつもありがとうございます。応援してますので頑張って下さ

い！

長生村は大学生の時に友達と旅行に行った思い出の地です。からすみも大変美味しく毎年頂いてい

ます。

長生村の益々の繁栄を願っています。

返礼品のコスパが良くて美味しいです。

2児の母親です。寄付金を未来を担う子供たちの教育のためにお使いください。

漁業関係も継承者が減っていくなかで少しでも後継者育成や存続に役立てて欲しいです。

ふるさと納税がきっかけで長生村に興味が湧きました！

子育ての資金に有効活用の方お願いします。

村民の皆様が安心して健やかに、暮らしやすいまちづくりを

応援しています。

良い町をつくってください。

応援しております。

保育園の子どもたちのために使わせて頂きます。

孫が千葉県に住んでいます。

未来に向けた取り組みを応援いたします。

２回目の長生村に、ふるさと納税をします。長生村を心から応援します。長生村が好きです。

いつもとても良いお礼の品を頂き美味しく頂いてます。応援していますので頑張って下さい！

長生村のトマトもおいしかったです。

仕事で茂原にある某企業の工場に一時期出入りしていたとき、長生村まで海鮮料理を食べに連れて

いってもらったときおいしかったのを覚えています。

ふるさと納税でいろいろな自治体を検索していたときに思い出し、このたび申請させていただきま

した。

コロナの影響で事業者様・生産者様、自治体の職員の方々にとって大変な時期が続いていると思い

ますが、1日でも早く状況が改善しすることを願っております。

毎年、おいしいものを送っていただいてありがとうございます。

いつも丁寧にお礼のご連絡をいただきます。これからも良い村づくりに励んでください。

子供の教育に少しでも役立てていただけると幸いです。

サーフィンでお世話になっています。引き続きいい街作り頑張って下さい。

とても魅力的な商品だと思います。

頑張って下さい。



返礼品が楽しみで毎年寄付を続けております。

これからも応援しておりますので、頑張ってください。

村名にインパクトがあり、返礼品も魅力的だったので寄付させて頂きました。

長生村の尼が台公園に良く行きます。

すごくすてきな場所なのでもっと環境が良くなると良いですね。

今年３回目の　寄付です。　食べ盛りの子供がいるので　おいしいお米たくさんで助かります！

次年度以降も　同じ重さでの　返礼品が続くとありがたいです！

房総半島ドライブの時、よく通ります。

子育て環境作りの一助になればと思います。

いつもおいしく頂いております。

日本の食を守ってほしい

子供が小さい頃よく施設を使わせていただいたので

頑張って下さい。

同じ県内、応援してます！

訪れたことがあるのですが、お蕎麦がとても美味しかった。

頑張ってください。

司法書士をしています。役場によく伺いますが

いつも手際よく対応して頂いて助かっています。

素敵な返礼品ありがとうございます。

少しでも地域活性化のお役に立てれば幸いです。

千葉県出身なので応援しています

子育て世代の支援とともに村名のとおり長寿の村を目指して頑張ってください。

村は少ないので頑張って下さい

村長様から直々にお電話をいただき恐縮に存じます

これからも頑張ってください

妻の祖母の実家が千葉なので、千葉県を応援しています。

長生村が好きです。ぜひ、元気な村になってください。

毎年、お正月には、長生村の返礼品のボタンエビを、食べるのを楽しみにしています。今年も、待

ち遠しいです。先日の３キロのカキも大好評でした。

この度初めて参加してみました。

農業・産業を応援させていただきます。

千葉で唯一の村として独自の道を進んでください。

毎年ふさこがねをいただいてます。これからも美味しいお米を作ってください。

子育て支援をお願いします。

ふるさとチョイスで初めて長生村を知りました。来年おいしいお米を頂けるのを楽しみにしていま

す。

長生村のふさこがね3年産新米を大変楽しみにしています。よろしくお願いいたします。



玄米食なので有難いです。良い米作りありがとうございます。

私も高齢者、福祉に頑張ってください

もち米のような美味しいお米なので申し込みました。

応援しています。お礼の品は素敵なものがいっぱいで、いつも迷います。

子供を産み育てやすい街になるといいですね。応援しています！

村長から直接お電話を頂戴し恐縮しております。

新入社員のころ、汗をかきながら長生村のあたりを走り回っていたのを思い出し寄付させていただ

きました。村長自らリーダーシップを発揮している自治体は活気がありとても住みよい処だと思い

ます。貴村の発展を祈念しております。

同じ千葉県なので、返礼品も頂けて応援もできるのはうれしいです。何度もふるさと納税をしてい

ますが、返礼品がとっても良いです。これからもよろしくお願いします。

大身の数の子などなんどか利用しています。魅力的な返礼品にも期待しています。頑張ってくださ

い。

子育てがしやすい環境作りを進めて、子育て世代が住みやすい町づくりを進めて下さい。

子育て若い世代の方の為にご活用願います。

どこの地域も高齢化しており、福祉の充実は今後の地域活性化の重要な課題の一つになるかと思い

ますので福祉への活用として寄付させていただきました。高齢者が住みやすい社会になると良いで

すね。微々たる金額ですが、少しでも長生村のお役に立てれば幸いです。

長生村で育ちました。新しい公民館の完成が楽しみです。前の公民館では、習字教室や、文化祭、

成人式などの思い出が詰まっています。新しい公民館も、村民に愛される場所になってほしいで

す。（妻）

気候が温暖で住んでみたい町ですがもっとアピールしてください。

リピートです。村の取り組みを知り、応援したいと思い、リピートしました。

よくサーフィンで遊びに行きます。引き続きいい雰囲気の街づくり頑張って下さい。

ふるさと納税を是非長生村の子育てに利用し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。

千葉県で唯一の村　応援します。

長生村を知る良い機会になりました。

また利用させていただきます。

地域活性化に向けて共に良い未来をつくりましょう

これからの日本の財産である、子供達の為に役立てて下さい。

母親の親友だった方が大学時代長生村より御茶ノ水の校舎まで通学なさってたとか。

その時代、交通のこと等度々、感無量。ちなみに優等生。

のち父親の亡き後、米作りもされ、送っていただいたこともあり、なつかしくもあり、母親の想

い。

長生村さんには去年から寄付させていただいています。

家族ともども品物の良さに満足しています。

今後もよりよい村づくりができるよう応援しています。



何度か 長生村に納税させていただいておりますが、いつも良い商品をいただけるので、楽しみにし

ています。私の納税が長生村のお役に立てれば幸いです

村長さん！これからも応援します！お電話ありがとうございました！

長生村という名前がとても良い

年々応援をしたくなります！！

福祉活動に力を入れてください

応援しています

昨年も伊勢エビ丸干しを返礼品で選び、とてもおいしかったので、リピートです。

伊勢エビは千葉に限りますね！

同じ千葉県内で、我が家も子育て中、美味しいお米がたっぷり頂けるとあり、その心意気に嬉しく

思いました。

がんばってください。

長生き村という名前にも惹かれました。皆さんの感想もたくさんあり読んでいて食べたくなりまし

た。美味しいものをこれからも楽しみにしています。

おいしいお米でお値打ちな量!!

毎年楽しみにしています。

緑豊かな環境を残してください。また、漁業でおいしい食材を届けてもらえると嬉しいです。

納税額に応じてのお電話を頂いてありがとうございました。ビックリしましたが嬉しかったです。

どんな所なのか訪れたくなりました。。僅かながらですが、今後も貴自治体を応援したいと思いま

すので、頑張って下さい。

ここ数年、長生村にふるさと納税をさせていただいていますが、毎年丁寧に寒中見舞いのはがきを

いただいたりと非常に好感が持てます。返礼品も毎年楽しみにしております。これからも頑張って

ください！

毎日美味しくいただいています。

気になる口コミもありましたが、農家さんに感謝しながら

毎日いただいています。

先になりますが、またよろしくお願いいたします。

千葉県で唯一の「村」。オンリーワンで、元気もナンバーワン、という村だと知人から聞いていま

す。地域の特色を前面に打ち出し、よりパワーアップを目指す。そんな長生村を、すこしでも応援

できればうれしいです。

色々な地区から購入していますが、前回購入して食べた所、冷やご飯の時非常に甘く大変気に入り

ましたので、今回もリピートしました。これからもよろしくお願いします🤲

かれこれ10回近く利用しております。

今では食事になくてはならないお米になりました。

以前丁寧なお電話いただきました。うれしかったです。

以前はお米を作っていましたが住宅地となり続けられなくなりました。農業が持続可能な町にして

ください。



今回、ふるさとチョイスを通して初めて長生村とゆう地名を知りました。私は長生村とゆう名前が

非常に好きです。自然と共生する夢ある理想の村づくり、環境美化、環境保全の推進に役立ててい

ただければ嬉しいです。

高齢化社会にて福祉の需要が高まっています。長生村の皆さまが長生きしても安心して福祉のサー

ビスが受けれるように願っています。

　長生村、九十九里浜を訪れた際に知りました。

　貴村の将来を担う子供達の教育資金としてささやかではありますが、寄付をさせていただきま

す。

　長生村の子供達、未来に向かってがんばれ！！

お忙しい中にとても丁寧に迅速に対応して頂きとても嬉しく感じました。

そば好きの家族が「年内にもう一度食べたい」と熱望する程、美味しかったのです。

生産された方々に心より御礼申し上げます。

以前に太陽の里に行った事があります。とても環境のよい所だったと記憶しています。また、いき

たいと思います。

今回、貴村に二回目のふるさと納税となります。

以前、テレビで放送されているのを見て、ささやかですがお役に立てれば幸いと思いました。

益々のご発展をお祈り致します。

合鴨米の美味しさをもっと広げてほしい。

前から何度もリピートさせてもらっています。いつも美味しくいただいています。わずかではあり

ますがお役立てください。

美しい海岸があるそうですね！いつか訪れてみたいです。

昨年に続き申し込みました。良い返礼品をお持ちで素敵ですね

よろしくお願いします。

千葉の誇り長生村を応援しています！

以前、この 生本ズワイガニの返礼品を食したところ、北海道のものより美味しかったです。是非、

今後とも、良質の返礼品で寄付者を喜ばせて下さい。お願い致します。

東京からも行きやすい長生の自然を守ってください！

地域の発展を願っております。

子供たちにご活用ください

長生村の自然と美味しい食べ物が大好きです、農家の皆さん素晴らしい環境の維持お願いします。

お魚美味しく　両親に送りたい

縁起の良い名前の村なので、機会があったら訪問してみたいです。頑張ってください。

子育て支援宜しくお願いします

よくドライブで遊びに伺います！また行きますね！

妻は千葉県銚子市出身ではありますが、私は違います。年寄りの住みやすい場所にして下さい。

美味しい海産物ありがとうございます



毎年お世話になっております。

今後も、玄米のふるさと納税を続けてほしいです。

更なる発展とご活躍を祈念いたしております。

将来の子供たちの為の教育を応援します。

リピートさせて頂きました。大変おいしかったので今回も注文させて頂きました。

高校生まで医療補助がでる地域、応援します。

昨年初めて購入して美味しくいただきましたので今年もよろしくお願い致します。

長生村を応援しています

地方の活性化を微力ながら応援しております。今後ともよろしくお願いします。（出来れば今の内

容、今の寄付金額を維持して頂きたいです）

いつまでも暮らしやすい村であるよう願っております。

子供たちの健全育成にお役立てください

ニッポン放送で長生のことを知りました。私は、北海道出身ですが、地元の親を思い、長生してほ

しいとの思いで、寄付させていただきます。

初めて寄付します。お米楽しみにしています。

長生村のご発展を心よりお祈り申し上げます。

これからも、がんばってくださいね！

住みやすい街づくりに使って下さい。

小さい自治体

がんばれ

縁もゆかりもない土地ではありますが、お米が美味しそうなので選びました。未来を担う子どもた

ちの為に役立てて下さい。

サーフィンをしによく訪れています。

いつも綺麗な海に入ることができているのも町の皆様のおかげです。微力ながら応援させてくださ

い。

長生村の更なる発展を祈念しております！

一度行ってみたいです。よろしくお願いします。

いろんな事がありますが、頑張って下さい。

毎年寄付しております。

ふさこがね、おいしいです。家族みんなでおいしく頂いております。

大学時代サークルで訪れました。

何度か納税させて頂きました。

いつも立派な返礼品を頂き、ありがとうございます。

これからも応援させて頂きます。

地域活性のため使用ください

村のために有効に使っていただければと思います。

少ない金額ですが有効にお使いください。

将来の日本を担う子供達の為に是非

子供達がのびのび育ちますように。



子育てしやすい街になってください。

毎年お世話になってます。

おかげさまで美味しい数の子を思う存分楽しんでいます。今年も宜しくお願いします

未来ある子どもたちの教育にご利用ください。

村の発展を願っています。

少子化が加速しているが子供は宝と思う。

子育てしやすい環境に期待する。

村の名前に惹かれました。子供達がのびのび育ちますように。

首都圏の中の小さくても元気な自治体として頑張ってください！

去年もお世話になっております。

よろしくお願いします。

千葉県出身（長生村以外ですが）なので、ふるさと納税申込させて頂きました。

何年か続けて申込みをさせていただいています。

今年も届くのが楽しみです。

いつも大きくておいしいはまぐりをありがとうございます！

これからも応援しています！

里山を残してください。自然を大きく破壊しない程度でキャンプ場等を作るのは良いです。

TV「おじゃまします」で知りました。

子育て支援！

うちも小さな子がいるので、これからもたくさん子供は増えてほしい

新品種　「粒すけ」　楽しみです！

ふさこがねという品種は去年ふるさと納税で初めて知りました。今までいろんなお米をいただいて

きましたが、うちの家族にはふさこがねが一番合うようです。長生村のふさこがねが食べたい！と

いう家族の要望に応え、今年も寄付させていただくことになりました。いつもおいしいお米をあり

がとうございます。

とっても楽しみです！！！

少しでも長生村様のお力になれると嬉しいです。

のびのびした子供の育成を応援します。

少子化が解消できれば財政、経済回復、労働力の増加、年金問題等の解決になると思うので頑張っ

てください

お米送ってもらい美味しかったのでまたお願いしました。お米は毎日食べるものなのでありがたい

です。

いつも美味しいお米をありがとうございます。

我が家は子ども3人おり、全員が食べ盛りなので大変助かっております。

長生村のお米は大変美味しく、みんなとても満足しています。

私は千葉県出身です。最近は千葉県の災害が多いので心配しています。頑張ってください。

子供の育成施策の活性化を望みます。

応援しています。リピートです。観光でも訪れたいと思います。



貴村の本気度が、お得感のある返礼品に現れていると感じました。

私自身は北関東の寒村の出身なので、貴村のような自治体に共感を持ちます。ご発展をお祈り致し

ます。

インターネットで長生村の事を知りました。魅力的な街だと思いましたので、今度訪れたいと思い

ます。

2年前に寄付して返礼品に感激しました。また、寄付できることを幸せに思います。

世知辛い世の中ですが、子供は宝物です。子育てを頑張っている保護者の方々、子供たちが楽しく

暮らせますように。

活気、元気のある村に＼(^o^)／

長生村のますますの発展を祈念しております。

長生とても良い村名ですね！

職員の皆さま、いろいろと大変でしょうが、頑張ってください。

良い街づくりをお願いします。

スーパーで長生ねぎをよく買います。ながいき出来そうで素敵な地名だと思います。長生村の方々

が健康で長生きされますよう願ってます。

少子化対策に使って人口増加を願います

地域の環境保持に使ってください。

夫婦で応援しています。

粒がしっかりしていてとても美味しかったので、今回も楽しみです。生産者にとても感謝です！！

お米は家族のリクエストです。気に入ってるようでお米＝長生村となっています。よろしくお願い

します。

何度もいただいていますが、良い商品ありがとうございます。

頑張ってください！

いつもこちらの返礼品に感謝しています。これからもよろしくお願いします。

子育て支援頑張ってください！

これも何かの縁です。

これから注目させていただきます。

初めて寄付させていただきます。

これから応援しています。

みんなで村を元気にしましょう！

寄付金額に対して、米の量が多いのが決め手です。

今年2回目です。おいしいお米お願いします。

一度遊びに行きたいところです。

良い町になりますように。

この間、注文して美味しかったので、再度注文します。

９月到着で一度お願いしました。新米はやっぱりつやつやしていて、香りもお味も美味しく、お願

いしてよかったです。また毎日のお弁当に、覚めても美味しいと喜んでおります。これからも美味

しいお米を作ってください。



大した額ではございませんがお役に立てて頂けたら幸いです。

素敵な返礼品をありがとうございます！

地域活性を今後も応援しております！

少しでも村の方たちの支えになれて幸いです！

伊勢海老が好きで探していたら長生村がヒット！インターネットによる寄付ができる環境にないの

で、申込書をダウンロードして寄付する方法はありがたいです。めんどうでしょうがこの方法を続

けてほしいと思います。微力ながら応援させて頂きます。

妻のふるさとの発展を祈っています

地域振興にご尽力ください

合鴨農法は次世代に繋げていってください、

子育てが安心して出来る町づくりにお役立てください。

評判の特産品が多いと有名な千葉県長生村に初めてご寄付をさせていただきます。

おいしい品物ありがとうございます。

昨年も美味しく頂きました。これからも頑張ってください。

京都市のように世界的に有名な町にしてください。

少しでも日本が元気になりますように。

去年も長生村さんお米をいただきました。

大変美味しく食しました。

とても良い名前（長生村）です。ぜひ、日本国の宝の名前を残し続けてください。長生ランド（長

生きをするための方法の施設）でも作ったらいいです。本当に平均寿命が他より長い村でしたらす

ごいです。ぜひ、データをとったらいいと思います。

昨年も納税させていただきました。

返礼品をありがとうございました。

ラジオでお米の産地とお聞きしました、到着を楽しみにしています。

私の父が寄付をさせて戴いた時に村長様からお礼のお電話を戴きましてびっくり致しました思い出

があります。今年、読売新聞の記事に掲載されていたので本当に村長様がお電話をされていたのだ

と納得させて戴きました。今年から父の遺志を引き継ぎ私が今後寄付させて戴きますので宜しくお

願い申し上げます。貴村様の今後のご発展をお祈り申し上げます。

お米はコスパの良い物を選んでいます。

以前頼んでいた所は軒並み値上げとなり今回はこちらが1番コスパが良いと思い決めさせていただ

きました、今後もこのお値段でお願いします！

はじめて利用します。返礼品も面白く楽しみです。

ここで初めて知りました。千葉は、海・山があり、私のふるさとに劣らず元気でいきましょう

多くの返礼品があり、長生村の力の入れ方に感心しました。できれば金額を上げないでほしいで

す。

いつも良質な返礼品をありがとうございます。

この返礼品はとても美味しくてリピートしており、友人知人にもおすすめしてます。地域活性化の

役に立てれば嬉しいです。

自分にも孫が３人います。子育て支援に繋がれば幸いです。



新品種ということで期待しています。

特に高齢者福祉に力を入れてほしい

初めまして。

主人から勧められてふるさと納税することになりました。

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

今回は、私と奥様も御村にふるさと納税することになりました。

よろしくお願いします。

長生村の魅力ある地域づくりを応援します

波乗りにいくときに馴染みのある千葉県内唯一の村！その文化と存在を保ち続けてほしい！

貴村の行財政の活性化及び村民の方々の活力あるまちづくりができるよう応援しております。

遠くから応援しています！

太平洋側の町から日本海側へ美味しい食材をお願いします。期待しています！

美味しく頂きます。ありがとうございます😊

評価がいいですね。応援しています。

大変良い返礼品ありがとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

4回目のリピートです。大変満足しています。

今年も寄付しました！がんばれ長生村！

未知の土地ですが、農業も盛んだと察します。

いつかは訪れたいです。

直接は訪問したことはありませんが、ながらみを宿で食べておいしくて感激しました

長生村の産業の発展を応援します。

おいしいお米の生産と、産業の発展を期待しています。これからも元気な長生村でいてください。

ふさこがねというお米は今まで食べたことがなく、はじめて知りました。

日本の食料自給率が上けるためにこれからも陰ながら応援しています。

返礼品楽しみに待ってます。

私たちの毎日のエネルギーのもとはやっぱりお米。

豊かな土地でこれからもおいしいお米を作ってください！

昨年のおそば美味しくいただきました

環境を保全しながら美味しくいただける活動素晴らしいです

頑張ってください

長生村、ながいきむら

という名前が凄くて忘れられません

先日彗星を見に車で通りました。場所も近いのでいずれ行ってみたいです。

房総へ旅行をした際に通りかかり、「長生き」で良い名前だなと思って覚えていました。関西在住

のためなかなか行く機会はありませんが、良い街づくりをしてください。



元気に育つ子供の笑顔が見たいです

以前市原市に住んでおり、何度か訪れたことがあります。

良い街づくりにお使いください。

子どもへの支出は未来への投資。

頑張ってください。

（スーパー）サミットに長生村のトマトが出回ると、とてもおいしく何度も購入します。

おいしいトマトを毎年楽しみにしています。

首都圏にある村とのことですが、大都市に飲み込まれずにいつまでも大切な故郷でいてください

長生村のふさこがねを食べたら、みずみずしくて美味しいと家族が言っています。美味しいお米を

ありがとうございます。

昨年も長生村の数の子をいただきました。

年始の親族の寄り集まりにて大好評。

フェイスブックにて応援します。

村のPRなど頑張っておられますね。応援しております。

住みやすい街づくりを頑張ってください。

村としてのますますの発展を願っております。

いつか旅行にお伺いしたいと思います。

千葉県唯一の村

応援しています。

地元の強みを活かした産業発展に期待します。

昨年村長から直接連絡いただきました。とてもびっくりして感動しました。応援してます。

近年の異常気象で大変かと思います。少しでもお役に立てたら…と思います。

自然を守ってください

イマイチ「ふさこがね」の認知度が上昇しないですね。。

千葉のお米は美味しいので、「長生村のふさこがね」のネームバリューが話題になることを祈って

ます！

以前もふるさと納税を通してお米いただきました。粒がしっかりしていて大変おいしくいただきま

した。これからも頑張ってください。

今年で定年となります

最後のふるさと納税になりそうですがいつもありがとうございます

今は他県に住んでいますが、生まれ育った千葉県を大切に思ってます。

これからも、生産に携わる方々が頑張って仕事を続けられるような仕組みが整うことを願ってま

す。

これからも地域産業振興、そして生産者の皆さんの為、頑張って下さい。

ふさこがねは好きなお米の品種なのでこれからもおいしいお米をたくさん作って下さい！

元気でおいしいお米をこれからも作ってください。応援しております。

豊かな自然を守っていくためにも、子育て支援等、若い人も暮らしやすい村をつくってください

ね！



美味しい産物を後世に継いでいってください。

いつも丁寧な対応ありがとうございます。今後も応援しています。

いつまでも美しい自然を

住民の福祉に役立ててください。

今は相模原市に在住してますが，銚子市出身です。銚子水産高校を卒業し海上自衛隊に入隊し主に

艦船通信員として３４年間勤務し２年前定年退職しました。掃海艇に乗船していた時の先任伍長が

長生出身ということでかわいがってもらいました。がんばれ、長生!!

老人の福祉にご利用下さい。

自然と便利さの両立を期待しています。

今回で2回目の寄付となります。

応援しております。よろしくお願い申し上げます。

今年もよろしくお願いいたします。

楽しみにしています。

将来の子供たちに有効に使ってください。

北海道札幌市より、応援しております。

子育て支援に活用下さい

よくテレビ等で頑張っている村だと知った。

若い人たちが住みたい村をめざしてほしい

ご発展を記念いたします

長生村の皆さんの声に耳を傾けてください。

少しでもお役に立てれば嬉しいです。

これからもふるさと納税をしていきたいと考えております。

寄付金の有効活用をお願い申し上げます。

九十九里は祖父の育った場所なので、子供の頃、毎年お墓参りに行ってました。是非、良い環境を

後生に残して下さい

美味しいものがたくさんありますね！

おいしいです。これからも応援してます。

福祉に役立てていただけたら嬉しいです。

以前、旅行で立ち寄った所なので。

首都圏からも、そう遠くない自然の多い場所と認識しています。

より住みやすい街にするための一助になれば幸いです。

長生と書いて、ちょうせい…ながいき村として、応援しています！

またいつか、訪問できる日が来たら、行きたいです(^^)

すごくいい返礼品だと思い選ばせていただきました！

おいしく食べます！よろしくお願いいたします！

子育て支援に有効にお使いいただけると嬉しいです。

些少ですがお役に立てば幸いです。

同じ千葉県民として、応援しております。



私の実家も熊本の山奥で農家を行なっていました。

頑張ってください。

美味しい返礼品をいつもありがとうございます！

みんなが安心して暮らせるまちづくりを応援しています。がんばってください！

より良い街になりますように応援しています。

このたび、ふるさと納税として長生村に、納税させていただきました。

私は、そちらの出身ではありませんが、私自身も地方の出身者として、地方が活性化することは、

大切なことと感じております。

私一人の納税で大きな影響をおよぼすことは難しいですが、多くの方が、ふるさと納税を活用する

ことで、地方の住みやすさにつながれば良いと思います。

私が長年愛読している聖書には、「農家の人は大地の貴重な実りを待ち続け、辛抱します」という

一文があります。お米でも野菜でも、生産者の方は辛抱強い世話と忍耐が必要なことと存じます。

そのようにして得られた実りを送っていただけることに感謝いたします。

消費者として各地の生産者の方に支えられていることに感謝し、みなさんの幸せへの一助になれば

と願っております。

何度も色々な品物が魅力的でふるさと納税をしています。

全国の自治体も切磋琢磨されているかと思いますが、努力されているなぁと感心しています。これ

からも頑張って下さい。

少しでも村のお役に立てればとおもっています

以前、合宿でお世話になりました。

地域のお子さまたちの健やかな成長を願っています。

これからは農業の時代が来ます。

農業の発展に今後も努めてください。

長生村の皆様のご健康とご多幸をお祈りしております。

千葉の自然が大好きです。

応援しております。

地域活性化のお役に立ちましたら幸いです。

千葉県唯一の村としての御苦労があると思います。応援しています。

子供がのびのびできる環境を作って下さい。

千葉県には何度も妻と遊びに行った思い出があります。

転勤族でした。関東に行く際はいつもの千葉でいてほしいです。長生村のみなさんにも元気でいて

いただきたいです。

農林水産業に従事されている方、異常気象ですが頑張って下さい

前回来たものがとてもおいしかったです。

塩加減も別の地域のものと比べてきつくなく、私好みでした。今後も繰り返し入手したいです。

続けてお世話になります。子供が九十九里ハマグリのファンになったので離れられなくなりまし

た。



数年前、仕事で観光企業さまのお手伝いをしておりました。プライベートでも何度か行ったことが

あり、自然が美しくご飯が美味しい素敵なところだと思います。苦しい状況かと思いますが、観光

産業の盛り上げに少しでも貢献できましたら幸いです。

縁起の良さそうな村名で、応援しています

素晴らしい村にしてください。

同じ千葉県にもこんなにお米のおいしいところがあって誇りに思います。とても良かったので二年

連続で応援させていただきます。

寄付が農業支援に生かせれば幸いです。

前回のふさこがねのお米が美味しかったので　新米も期待しています。

千葉県は息子がお世話になっているので、よく旅行に行きます。長生村にも行ってみたいです。

昨年注文していたお米が先日届き、とても美味しかったので追加注文します！　美味しいお米作

り、応援しています！！

なにかと天候が優れない年が続きますが、楽しみにしております！頑張ってください！

これからも応援しています。頑張って下さい。

千葉の自然を大事にして、村の人達が住みやすくして下さい。

例年気候変動があり、日々大変だと思いますが

頑張って下さい。

良い環境で楽しく、元気な長生村でありますように

子供が増えるよう頑張ってください。

教育文化振興にお役立ていただけると嬉しいです。

制約の多い中工夫して頑張って下さい。

千葉のお米は良くいただきますが美味しくて好きです、長生村のお米は今回初めていただきますが

楽しみにしています。

千葉県に馴染みはないですが、これをきっかけにできたらと思います。お米、楽しみにしていま

す。

長生村の皆様の環境保全意識の向上、ならびに長生村の美しい自然が保護されることを祈っており

ます。

子育て、福祉の充実に向けてがんばってください。

ふさこがね食べてみたかったのでうれしいです！

千葉県在住ですので応援しています

同じ千葉に住んでいますが、最近そちらに出掛けて色々な観光をしました。同じ県内ですが、行っ

たことがないところもたくさんあります。今度はGO TOキャンペーンで宿泊もしてみたいです。

微力ながら応援させていただきます！！

去年もふるさと納税させていただきました。

今年は、お米を食べてみたいと思います。

楽しみです。子供たちのために応援しています。

熱く子育てに力を注いで、未来ある子どもたちのために夢と希望を！



幸福な漢字の村ですね。長寿の村なのかな？

頑張りましょう！

産業の発展を祈願します。

いつもコスパの良い玄米をありがとうございます。

お米と価格がとても良かったです。これからも頑張ってください。

応援したいと思います。

同じ村なので応援したい

子供たちが伸び伸び成長できる素敵な街にしてください。応援しています。

自然を守って下さい。

子供達の為に使っていただけたらと思います。

2度目のふるさと納税での応援です。村おこし、頑張って下さい。

子育てに役立ててください

応援してます

前回、控除証明と同時にアイガモ農法などのチラシをお送りいただき、大変すばらしい試みだと思

いました。これからも頑張ってください。

千葉の農業を応援しています。

サーフィンでよく行きます。地域振興に頑張ってください。

微力ではありますが、今年もふるさと納税させて頂きます。

遠く離れたところから貴地の活性化を応援しております。

関東の農産物ももっと評価されたらいいですね！

地元起こしも含めて頑張って下さい。

今後とも村の活性化にご尽力ください。

初めて納税させていただきます。サイトを通じ、ご縁がありました事に感謝し、応援して参りま

す。

村長さんの記事を拝見させて頂き応援したい気持ちになりました。

引き続き日本一を目指して頑張って下さい！

会社の同僚が長生村出身です

名前も知らない村でしたが、同僚が良いキャラなので寄付します

昨年，ふるさと納税でいただきましたお米がおいしかったので今年も申し込みました．千葉は，子

供のころ家族で行った海水浴や学生時代に合気道部の合宿でお世話になった地です．今後もおいし

いものをたくさん生産してください．

ふさこがね、おいしかったので、新品種、楽しみにしています。また宣伝したいと思います。

子育て支援に役立ててください。

魅力的な「お礼の品」があれば継続的に寄付したいです。

同じ関東圏で応援してます！

つややかでおいしそうな写真を見て、初めて寄付いたします。

よろしくお願いいたします。

地方が元気になるよう、今後も応援しています。



美味しいとレビューにあったので楽しみにしてます

こんな形ですが産業豊かになることを応援しています

がんばれ長生村！

子供達の為に使ってください。

実家が長生村にあり、年数回帰省しています。

微力ながら千葉県唯一の村の発展に協力できればと思います。

皆様が住みやすい街づくりになりますように。

米作りを手伝ったことがあり、米作りの大変さを知っているので、お手頃に提供して頂いているの

は凄いことだと思います。

市町村合併も多い中、頑張ってください

がんばれ長井村!！

長生村、名前が良いですね。

長寿長野県から、益々のご発展をお祈りしています。

自然がありよいところだと思っています。自然との共生に期待しています。

何度も寄付しています。

返礼品が良いです。

今後もよろしくお願いします。

未来へつながる街づくりをお願い致します

子育て支援と迷いましたが、観光の活性化が全てに通じると思いました。日本を盛り上げてくださ

い

長生村の皆様が平和でありますように。

粒すけ、今年新しいお米と知って

食べてみたくなりました。

おいしいお米をこれからもお願いします！

子育て世帯のため子育て支援応援してます。頑張ってください。

ふるさと納税トップってすごい！村の方々の努力、英知の結晶ですね。長生村これからも応援しま

す！

繰り返しの利用です。毎日の料理にとても重宝しました。応援しています。

10代〜社会人になるまでは習志野市に住んでいました。今でも千葉県にはオートバイでよく行きま

す。長生村のお米は食べたことがないので今回頼んで食べてみたいと思います。千葉県は昨年災害

もありました。これからも長生村をはじめ、千葉県を応援します。

前にもお米をいただきおいしかったです。その後東京芸大のプロジェクトで名前をみておおっと思

いました。コロナがおさまったらぜひ訪れてみたいです。

千葉の米は美味しいです。千葉で地産地消します。

お役立ていただければ幸いです

わずかな金額で恐縮ですが、お役に立てば幸甚です。



たまたまこちらのお米を見つけて、とても評判が良かったので一度寄付してみようと思いました。

前回も寄付させていただきました。

きめ細やかなお手紙やごあいさつがとても嬉しかったです。

お米もとても美味しくいただきました。

初めて長生村に寄付します。お米農家の皆さん、美味しいお米をありがとうございます。子育て中

なので、とても助かります。機会があればぜひ訪れてみたいです。

未来をつなぐ子供のためにがんばってください。

ふるさとの美しい自然をいつまでも

合併しないで頑張ってください！

町村を応援しています。

千葉県出身なので。千葉の農業を応援します。

お年寄りの方が元気ですごせますように

生産者を応援しています。

これからも生産し続けてください。

未来ある子供たちのためにご活用いただけますと幸いです。

ますます安くておいしいお米作りよろしくお願いします。

また、出来たらもち米の生産もよろしくお願いします。

スポーツでみんなが、楽しめるように応援してます。

長生村産コシヒカリが届くのを楽しみにしております。寄付金は、地域の福祉活動等に生かされる

ことを希望しております。

いつも美味しいお米をありがとうございます。冷めても美味しいお米でお弁当も美味しく食べられ

ます。コロナが早く収束して日常を取り戻せますように。

千葉県よりいつも美味しい農産物を頂いています。

これからも応援しています。

子どもたちにとって素晴らしい世の中になるよう全力を尽くしてほしい。

今年は海に行くこともできないので間接的に応援です☆

長生村を応援しています！

農薬や化学肥料を使わない環境にやさしい農業を推進してください。

今年2回目です。美味しい返礼品と

村長さんからの電話に感激しました。

今度ドライブでお伺いします。

子供たちが元気に健やかに育ちますよう頑張ってください！

少子化対策にお役立て下さい。

次世代の育成をお願いします。

何度かふるさと納税させていただいています。心のこもった手紙と品物を送ってくださりうれしく

感じています。



福祉と子育てに役立ててください。

住みやすい街になりますように！

オートバイでお邪魔する事があり、親しみを感じています。

頑張れ千葉県

元気な村にしてください。

機会があれば長生村（及び周辺）を訪れてみたい。

観光どころ、名物の食べ物等を紹介して下されば大変ありがたい。

パンフレットがあれば、ぜひ送って下さい。

東京圏にある貴重な村として独自に頑張ってください。

村の皆さんの為によりよくお使い下さい。

長生村の文化継承と及び環境の保全に貢献できることを願います。

全国的に高齢化が進んでいます。少しでもお役に立てていただければと思います。

夏場はかなり暑くて大変だと思いますが、

楽しみに待ってます。

頑張って下さい！

先般新聞でふるさと納税日本一の村との記事拝見。返礼品が魅力。

自然災害に負けずに乗り切りましょう！！

少しでも役に立ちますように！！！

子どもの育成にお役立てください

長生村の未来ある子ども達へ

地道に堅実に健やかな村であり続けて下さい

農家で育ち、現在は街で生活しております。米作りの苦労などお米を研ぐ度に思い返しています。

村の方々の生活が元気に営まれますよう応援します。

地球温暖化で、年々日本の気温が上昇し、大変な暑さになって来ています。地域の自然を大切に

守っていくことが大切だと思います。

以前いただいたお米がとてもおいしかったので、そんなお米を精魂込めてつくってくださっている

皆様を応援しております。

ながいきメロンおいしかったです。

今後とも自然豊かな環境を大切に、産業との調和を図っていただきたい。

村の活性化、がんばってください

応援しております。

子育てに対する施策を充実していただき次世代に向けた発展を期待しています。

地域活性に繋がりますように！

地域の運営ご苦労さまです。

今回、始めてになります。応援しますので末永く頑張ってください。

いつまでも村でいてください。

高齢化社会に対応したまちづくりを期待してます。



少額ですが役立てて下さい。

長生村が益々栄えます様に

こんな時期ですが、頑張って下さい。

以前から長生村のお世話になっております。応援してます。

過去にも何度かお米をいただいています。とてもおいしく、また申し込みさせていただきました。

今後もますますのお米作りに期待しております。

子育てに少しながら、手伝わせて頂きます。

日本の活性化には地域活性化が必須です。

僅かでは御座いますが寄附をさせて頂きますので、有効活用して頂きたいと思います。

より良い村づくりをお願いします。

地域貢献に役立てて下さい。

村名が素敵です。ふるさと納税をきっかけに知りました。これをきっかけにお米を食べてみたいで

す！

お米、今年も楽しみにしています。

村長さんの電話の件、報道出てましたね。

子供たちが元気に育つ環境整備に役立てて下さい

こういう時代になってしまい、直接伺うことがためらわれますが、せめてふるさと納税で応援させ

て頂ければと存じます。早く直接訪れることのできる日が来ることを願っています。

お礼の品のお米は、他の自治体よりお得感があります。これからも、返礼率を高いまま維持してく

ださい。

去年の大変良かったので、リピートです。お礼の品のラインアップを見ると、自然を抱えた、とて

も住み易そうな場所に思えます。一度訪問してみたいです。

行ったことないですが、今度行ってみたいです

初めて寄付させてただきます。楽しみにしています！

子育てや教育に使っていただけたら幸いです。

よろしくお願いします。

千葉県で唯一の村ですが村民のために協力させてください

何度か寄付しています、素敵な自治体名に応援したくなります。

寄付金を有効に活用してください

千葉県は災害で大変なので、母が寄付したいと言っています。災害で困っているところに寄付を

使ってください。

昨年のお礼の品、牡蠣が見たことないくらい大きくて、とても感動しました。寄付金が地域のお役

に立てればと思います。

気持ちだけですがお使いいただけますと幸いです。

いつも応援しています。今年は豪雨大変でした。負けないで！応援してます。

機会があればいってみたいと思います！

よろしくお願いいたします！

千葉県全体を応援しています、頑張りましょう！



合鴨農法も応援しています！今年は放鳥会＆収穫祭がなくなってしまい残念でしたが、今後も応援

しています！

新型コロナウイルスが収束したら、「太陽の里」に行ってみたいです。

千葉県には親戚が多くいます

大雨や災害で心配していました

穏やかな日常にもどりますように

県内在住ですが長生村に訪れたことはありませんでした。

機会があれば是非足を運んでみたいです。

初めて寄付させて頂きます。

応援しております。

少しでもお力になれれば嬉しいです。

楽しみに待ってます　

農家を応援しています

知人が定住しているのでサポートします！

いつもふるさと納税でお世話になってます。

益々のご発展をお祈り致します。

天候不順で大変ですが、日本の農業

応援しています。頑張ってください。

私の出生地は長生村です。

発展を祈ります。

いまは大変ですががんばってください

妻の実家が旧八日市場市にあります。

車で通り、村の名前だけは知っていました。近鉄(私鉄)の広告にでていたので、応募してみまし

た。

一宮川河口のあたりは自然の宝庫ですので、ありのままの自然に専門家の解説をつけた散策おすす

めコースをつくってほしいです。

介護支援は本当に大変なお仕事だと思います。これからも大変な状態が続きそうですが、どうかお

身体に気をつけて頑張って下さいね。応援しています。

訪問しやすい、より良い村にしてください。

長生きメロン美味しいです　　頑張って農業

いつか旅行に行きたい。

子供たちに明るい未来を！

昔、よく九十九里浜に遊びに行っていました。

美しい自然が残っている素敵な場所だと思っています。

村長さん、お元気ですか。

いつもお電話いただきありがとうございます。

村長からの直接の電話がとても印象的でした。

頑張ってください。



長生村ファイト！

これからもますますのご発展を心より祈念致しております。

今、世界中が大変な時ですが、踏ん張りましょう。

暑い中の作業ありがとうございます。

初めての寄付　楽しみにしています。

皆様　ご自愛くださいませ

新しい品種とか、楽しみです

農業振興を頑張ってください。

自然豊かな村のようですね。皆さまの健康と村の発展をお祈りします。

若い人が住みやすい村にしてください。

全国的にどこも大変でない所はありません。千葉県には親戚が何家族かいます。気になっている所

でもあります。応援しています。

海をきれいにしてください。

千葉県の発展の為、地域の活性化を応援しています。

２回目の寄付になります。前回のふさこがねが美味しかったので増量しました。少しでも役立てて

もらえれば幸いです

若い世代が活躍できるよう期待しています

寄付を長生村の発展に活用いただければ幸いです。

良い環境を維持してください。

応援してます。

これからも　美味しい物作りを　続けて下さい。応援しています。

昔よく観光で通りました。頑張ってください。

用途は指定致しません。有意義にご活用いただければ幸いです。

少しでも協力出来たら幸いです。みんなで頑張りましょう。

子供が将来、地元で働ける（他市町村への通勤含む）ような村になって欲しい。

厳しいときですが力を合わせ頑張って乗りきりましょう！！

大変な状況下ではありますが、是非頑張ってください！！

見通しが立ちにくい状況が続きますが、いつか来るその日を願って全力で凌ぎましょう

福祉関連事業の充実を図って下さい

応援しています。有効に活用をお願いします。

子供たちのためにより良い環境を整えるための手助けになればと思っています。

寄付金に対してコメの量が多いのがよかった

自然との共生を、大事にしてください。

近年、色々な災害が起きていますので、微量ながら

協力できれば幸いです。

名前のように子供が安心して長生きできる街にしてください。応援しています。

子供がのびのびと育つことができるような村になるよう期待しています。

長生きするぞ

いきいきした子らが育つことを期待申し上げます。



若い世代の方々が安心して働ける職場の確保をお願いします。

すべての世代にとって住みやすい村づくりを応援しています。

村が魅力的な自治体にすべく努力しているのがホームページを拝見してよくわかりました。いつか

そば打ち体験もしてみたくなりました。応援してますので、頑張って下さい。

長生きと書く、とても縁起のいい地名なので、そこのお米を頂いて益々元気になれそうです！関東

方面に行くことがあればぜひ訪れてみたいです。

素敵な名前の村ですね。

長~く生き生きと、私もありたいものです。

長生村のご発展をお祈りしています。

お米ありがとうございます。おいしく頂かせて頂きます。

未来の人材のために。

子供たちに素敵な未来を

家族で注文3回目となりました。いつか現地に行ってみたいなあと夢を膨らませています。

今、先が見えない世の中ですが、、、頑張ってください

千葉の美しい故郷を守ってください

子供たちがいつまでも誇れる長生村をつくっていってください。

ふるさと納税することにより村が活性化することをきたいしています。

未来を担う子供が喜ぶものに寄付を使ってください

元気な村にしてください。

自分が役に立てる事がうれしいです。

安全で新鮮な食材提供を継続的にお願いします．

母の生地です。高齢化が進んでいるとは思いますが、周辺長生郡市と協力し魅力ある街づくりをし

てください。応援しています。

未来の為の研究に使って下さい　期待してます。

自然豊かな田舎の風景いつまでも残してください。

ホームページ見ました、良いところですね。応援します

蕎麦の実を初めて頼みます。楽しみにしています。

初めて申請させていただきます。是非お役立てください。

皆様の取り組みが、日本の農業活性化につながると思い、応援させていただきます。

長生村、とても素敵な名前です♪

これからも末永く続きますように！

今回初めてふるさと納税させていただきます。

これも何かの御縁だと思っております。応援しています。

そしてお米も楽しみにしています。

「長生村」万歳！

毎年息子の合宿のお迎えで伺わせて頂いています

里の風景がとても居心地良いです

頑張ってください



がんばってください

実は、村の存在は、お米のネットではじめて知りました。これからもよろしくお願いします

がんばれ長生村

長生村に以前訪れました。のんびりとした良いところでした。また行きたいです！

より住みやすい村になりますよう応援しております。

以前「ふさこがね」も頂きました。

おいしく頂きました。

これからもおいしいお米を作ってください。

村おこし頑張って下さい。

寄附金を村の発展に生かして頂けますと幸甚です。

たしか新聞で村長ご自身が電話されている、という記事を読みました。

親戚の方を通じて今まで米を買っていました。

その方から頂いたお米がなくなったので

頼みました。

お米美味しいです。

知人の出身地で村の話を聞いていた

どんなところか一度訪れたいです。

新しい生活様式で都市から人材の流出が進むでしょう。ますます住みよい村になることを祈ってお

ります。

今はどこも大変な時期ですが、一緒に頑張りましょう！

災害なくおだやかな生活ができますように

ふさこがね美味しかったです。

ながいき　と読めていいですね。米作り頑張ってください。

自然な環境を持つ長生村は最大な財産だと思います。

子育て世代もお年寄りも過ごしやすい長生村でありますように!

妻が住んでいたことのある千葉県は、どちらかというと海のイメージでしたが、長生村のおかげで

稲作も盛んなことを知りました。ふるさと納税を通じて、貴重な自然や田園風景が守られれば嬉し

いです。

直接の訪問はしたことがありませんが、南房総市の近くの村なので親近感が湧きました。

南房総市の伊勢海老と合わせてのふるさと納税です。

長生村も応援しています。

先日、早めの到着という無理を聞いて下さってありがとうございました。とってもおいしいお米で

したので再度寄付させていただきました

千葉産のコシヒカリははじめてです。楽しみにしています。

長生村のお米を食べて我が子供達は成長しています。

微力ながら長生村の子育て支援に役立てていただけましたら幸いです。

千葉県にどんどん遊びにいきます。



映画『長生ノスタルジア』を見て、長生村の名産を食べてみたくなりました。台風の被害でまだま

だ大変だと思いますが・・・九十九里浜に行ってみたいです。

地域の活性化に役立てて下さい。

こんにちは。

長生村には小さい頃から夏になると海水浴場に行かせてもらってます。家族ずれが多く、比較的空

いてるので、今でも夏に限らず、たまに海へ子供を連れて遊びに行ってます。

思いでの場所へ、また行かせてもらいます。

千葉に実家があるので今度近くに言ったら伺わせてもらいます。応援しています。

少しの寄付ですが支えになると嬉しいです

千葉県出身として応援してます。

以前はふさこがねを頂き、とても美味しかったです。今回も楽しみにしています

微々たる金額かもしれませんが、子供たちのために使ってください。

自然災害の多い近年ですが、長生村の方々が豊かに生活できるよう応援しています。

いろいろと大変なご時勢ですが、お互い頑張っていきましょう。応援しています。

未来への礎となります、子育て教育支援に活用下さい。

いつか行ってみたいです。温泉施設などはあるのでしょうか？

有効に使って頂けたらありがたいです

これからどんどん盛り上げていきましょう！

以前遊びに行ったことがあります

アイガモ農法感動しました

子どもに優しい未来を！

子供達の未来への投資に使用して頂きたい。

月並みですが自然と共生し更なる発展を祈ります

日本人のソウルフードであるお米には思い入れがあります

生産地域の応援をこれからもしていきたいと思います

長生高校出身で、部活の時は毎週末八積へ行って練習をしていました。とても思い出深いところで

す。ずっと応援しています。

農家の皆様、いつも美味しいお米をありがとうございます！

頑張れ千葉

貴重な里山を維持出来るよう、応援してます。

子供が楽しく過ごせる町を作ってください！

長生村の産業を応援しています。

いろいろ大変な時期ではありますが、お互いで助け合って過ごしていきましょう。

共働き世代になって行政の子育て支援の重要さを痛感するようになりました。限りある資金をどう

分配していくのか、高齢者への痛み分け含めて考えてほしいと思います。

以前利用させていただき助かりました。応援してます！

天災に気をつけてください。

村おこしに使って下さい！



高齢者の方々が安心して楽しく暮らせる町づくりを期待しています。

美味しいコメをこれからも作り続けて下さい。

ご近所の長生村、陰ながら応援しております！

応援してますので、頑張ってください。

こどもたちの健やかな成長のために使っていただきたいです

応援しています

今後も返礼品の充実を期待します。

村長さんのご対応、勉強になります。

大変な時ですが、頑張って行きましょう

長生村に別荘がありお世話になっていますので、協力したいと思いました。（いつもは北海道から

うにの返礼品を頂いていました）

初めて寄付いたします。

子供達の学校教育として使って頂けると嬉しく思います。

お米と金目鯛、とても楽しみにいています。

少ないですが応援させていただきます。

子供達が生き生き暮らせる村つくりを頑張ってください。

些少ながら魅力的な村作りにお役立てください

前回申し込んだとき、わざわざ村長からお礼の電話を頂きました。ありがとうございます。お米も

おいしかったので、再度申し込みます。また一昨年、仕事中の移動ですが村を通ったことで親近感

も湧きました。

いつもおいしくいただいております。

お米は日本人のアイデンティティー。

少しでも農家が豊かに存続できるようになるといいです。

お米は大事、頑張ってください。

なんとかこの苦難を乗り越えましょう。

長生村の名前に惹かれてました。　皆さん健康で長生きされてるのだろうと勝手に想像、

長生村のお役ち立てればと思い納税させて頂きました。

荒れた天候に負けないおいしいお米が無事にたくさん収穫できますよう応援しています。

懐かしい気持ちで参加させていただきました。頑張ってください。

海岸植物の調査で九十九里に行っていました。これからも九十九里の自然をお守りいただければと

思います。

鰻を思い切り食べたくなり申し込みました。天候不順で不調な昨今、元気を取り戻したいと思いま

す。

千葉県出身ということもあり、納税をいたしました。

長生村の発展を祈念しております。

僅かながら子供達の健やかな成長の一助となることを願っております。



千葉県民です。千葉は魅力的な地域です。

残念ながらどこの自治体も少子高齢化が進んでます。

こどもたちの為に積極的な投資をして、魅力の有る自治体として発展して、将来にぎやかさな自治

体となるよう進めほしいです。

千葉県にまた行きたいと思っいます。

少子化対策に力を入れてください。

老人・こどもにやさしい町に！

災害に強い村作りに活かしてください。

村民の方が安心して生活が遅れることを望みます。

日本は災害が多いけど、食糧自給率を上げるため頑張ってください。

できれば子育てというよりも教育に使ってほしいです。

子供たちが夢や希望をもって生きていけるように、

すこしでもお役に立てればと思いまして寄付させていただきます。

私も村出身です。今は合併され村はなくなってしまいました。

ふるさとの名前がなくなるのは寂しいです。

長生村出身の方のためにもいつまでも元気な村でいてください。

リピータです。

良い返礼品を揃えて頂きありがとうございます。

おいしいおこめがいただけるのは大変嬉しいです。少額ですが、子育て支援に役立てていただけれ

ば幸いです。

より住み良い町になるよう改革応援します

素晴らしい長生村にしてください

また遊びに行きます

寄付金が市町村の発展になれば幸いです。

自然環境の保護にお役立てください。

天気の急変が続いていて心配な毎日ですが、役場のみなさんも元気でお仕事頑張ってください！

村の名前がいい感じ、開けてみました。

長く続く村になりますように、

うにを買うのは初めてなので期待しています。

これからもがんばってください。

活性化にご活用ください

子育て支援をお願いします。

昨年の台風・大雨は大変だったとニュースで見ました。微々たる額ですが、少しでも継続的な復興

の助けができればと思います。頑張ってください。

平成３０年に初めて寄付をさせてもらい、３年目になります。お米が美味しくて毎年楽しみにして

ます。親戚、友人と等に宣伝していますので、これからも頑張って下さい。９月発送分で申し込み

ました。お忙しいところお手数おかけしますが宜しくお願いします。

村政頑張ってください



『千葉県内唯一の村』すごいです。そして、九十九里浜。個人的に海が大好きです。また海のある

地域に戻りたいです。

Webサイト綺麗です。

支援金を有意義に使用して下さい。

失礼ですが、ネットニュースで村のことを知りました。とてもあたたかい村とのこと。微力です

が、応援します。

行政のお仕事は大変ですが、心身に気を付けて頑張ってください。

少額ですが、活用していただければ幸いです。

素敵な名前の村に魅かれました。大変な時期ですが、美味しいお米を送っていただき有難うござい

ます。

教育は未来への投資です。よろしくお願いします。

長生村の将来を担う青少年の健全育成のために寄付金を活用して下さい。

自然災害が続いておりますので、緑の保全と育成にご活用いただけると幸いです。

村長さん、これからも頑張ってください。

電話がもらえるよう、また寄付します

寄付金を有効に使ってください

落ちつかないご時世ですが、お互い頑張りすぎないでのりこえたいですね。

自然豊かな海のもの、山のもの、住みよい村作り発展応援致します。

千葉県内の唯一の村としてこれからも独自路線での繁栄を期待しています。

地元千葉県の産業に微力ですがお役に立てられれば！

元千葉県民です。新品種「粒すけ」を知り、応援したくなりました。

地方の時代です。頑張ってください！

自然いっぱいの長生村大好きです！

障害者サポートの充実にご尽力願います。

『長生村』、の村名がとっても縁起がよさそうで目に留まり寄付させていただきました。

お年寄りにはもちろん優しい自治体様なのかと思いますが、なにかすこしでもお役立ていただけれ

ば幸いです。

昨年の台風被害、ニュースで拝見いたしました。

簡単に頑張れとは言えませんが、応援しております。

田舎が大好きです。都会にない生活を応援したいです！^^*

昨年も頂きおいしかったです。

去年の方がお得だったようですが、諸事情あると思いますが、量もあると子育て世代には本当に助

かります。

日本の田園風景や産業を末永く守ってほしいですし、そこに暮らす子供の教育環境整備をお願いし

ます

長生村のお米を食べて、長生村の財政の足しになれれば嬉しいです。

初めてなので、どんな味か、ワクワクドキドキしながら楽しみにしています。

長生き、長生村！頑張って、長生村！



ネットで千葉で唯一の村って書いてありましたが、本当ですか？

アイガモ玄米リピーターです。

仕事で伺ったご縁があり、ふるさと納税に至りました。応援しています。

ふるさと納税で知らなかった土地の物が沢山頂けるの魅力的です。

春の桜の花が印象的です。緑あふれる自然豊かな村。

太陽くん頑張れ。

田舎の両親が、近くに店も無く買い物に行く手段も無く切実に困っています。せめて美味しい米だ

けでも届けて欲しいと考え申し込みました。

昨年に続き、お世話になります。

とてもおいしいお米を食べることができ、家族で感謝しています。

お忙しい村長様からの留守番電話へのメッセージに家族一同驚き、感激しました。

子供達は何度も再生して嬉しく、喜んでいました。

お礼を伝える機会がなかったので、この欄を活用させて頂きました。

未来を担う子どもたちの育成に向けた取り組みを応援させて頂きます。

以前千葉県銚子市に住んでおりました。ふさこがねはとある中華料理屋の指定銘柄ということで初

めて食べ、それ以来大ファンになり、ずっと近所のスーパーで購入しています。今回は親族の分も

含めて、購入させていただきます。

幼少期に千葉県に住んでいたこともあり、昨年は13,000円分の寄付をさせていただきました。

大変美味しくいただきましたため、今年もお願いいたしました。ありがとうございました。

長生村のご発展に少しでも貢献できたらと思います。

楽しみにお待ちしております。

今年初めてのふるさと納税に選びました。頑張ってください。

千葉県唯一の村、応援しています。

ふるさとチョイスで紹介文を拝見しました。

ぜひ訪問する機会があればと思います。

この度、ふるさとチョイスで紹介ページを拝見し、

ふるさと納税させていただくことにいたしました。

微力ながらお役に立つことができれば幸いです。

親戚が在住しており、さらなる福祉の充実を願っております。

子供は国の宝物

子供の未来は国の未来

大人が守ってあげないで誰が守る

地域活性化のお役に立ちましたら幸いです。

今回、初めて申し込みました。自然環境保全に役立ててもらえたら嬉しいです。応援しています。

長生村はいいところですね。

よいまちづくりをお願いいたします。

台風、地震といろいろありますが、お互い頑張りましょう



千葉県の中でも正直初めて聞いた自治体でしたが、千葉の自然には本当に癒やされております。都

会的な顔と自然体な顔を持つ千葉県に魅力を感じています。関東の中でも自然豊かな貴重な場所だ

と思いますので今後も応援しております。微力ですが少しでも住んでる方のチカラになれたら幸い

です。

一年近くかけておいしく頂いております。

よろしくお願いします。

千葉の海産物といえば銚子、のように長生村が発展してくださることは

近隣に住んでいる我々としても楽しみな限りです。

頑張ってください。

長生村！なんて縁起の良い名前の村でしょう！ハマグリもきっと関係あるに違いない、そう思いま

した。これからもおいしい蛤が食べられますように！よろしくお願いします。

尊敬する方が住んでいる長生村なので、

少額ながら寄付させていただきます。

伯東商事さんの商品を繰り返し返礼品で送っていただいていますが、どれも美味しいです。伯東商

事さんも長生村も応援しています。

少子高齢化ですが頑張ってください。

昨年に引き続き利用させて頂きます。

とても縁起の良い名前で印象に残りますね。

いつか実際に足を運びたいと家族と話しています。

自然保護に使ってください。

いつも魅力的な返礼品をご用意いただきありがとうございます。

友人が御村に在住で、いつか伺いたいと思っています。

その友人が、現在子育てに奮闘中のため、子育て施策にご活用いただければと思い寄付いたしまし

た。

ご飯大好き家族が楽しみにしています。

毎年天災で御苦労されている千葉を応援させて頂きます。

宜しくお願いします。

私はふるさと納税を過去に数回してますが、こちらの自治体だけは毎年寒中お見舞いのハガキをい

ただきます。便利な世の中になり、メールなどで済ませてしまうことが多い昨今ですが、なにか心

温まる１枚を楽しみにしている自分がいます。これからもよろしくお願いします。

うに楽しみにしています。

長生村をはじめて知りましたが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。

長生村の子育て中の方、子どもさんがより幸せになる様に、寄付金使って頂けると嬉しいです。

ふるさと納税制度を活用して村の環境の改善に使ってください。

地方の頑張りに期待しています．

元気のある明るく住みやすい街を継続して下さい。

子供が宿泊学習でお世話になりました！ありがとうございました。

私も千葉出身です。応援していますので、これからも頑張ってください。



長生村の方々の生活や環境が豊かになりますように。

子育て支援などに今後も力を入れて頑張ってください

兄弟、親戚が千葉県在住であり、親しみがあります。

現状が落ち着いたら遊びに行きたいです。

いい返礼品だと思います。これからも頑張ってください。

住みよい村に頑張ってください。

素晴らしい村となりますように。

応援します。千葉大好きなので今度ドライブ行きます。頑張ってください！

まだ訪れたことがありませんが、村社会ならではのコミュニティ形成に期待しております。

特色のある村作りを希望します。

子供たちの未来を応援しています。

千葉に住んでいた時にアイガモオーナーズクラブに参加させていただきました。おいしく環境にも

やさしいアイガモ農法を続けてください。

災害に強いまちづくりをしてください

人にやさしいまちづくりで日本一の長寿の町を目指し頑張ってください。

農産業はこれからも重要な産業の1つです。

日本では珍しく脂ののった美味しいサーモンだ頂けると聞きました、楽しみにしています。コロナ

の影響などで大変な時だと思いますがこれからも頑張ってください。

いつもありがとうございます。

もちもち感があってとてもおいしいです。

長生村の子供たちの将来のために役立ててください。

がんばれ長生村

魅力ある街づくりの一助になれば幸いです。

微力ながら応援させていただきます。

千葉県民ですが、長生村には今まで寄付をしたことがありませんでした。これを機にちょくちょく

ホームページ等のぞかせていただきます。

長生村の皆様が平和でありますように。

初めて寄付させていただきます。ふさこがねというお米と長生村さんをふるさと納税を通して知る

ことができてよかったです。応援しています。

大都市直近の村として大都市圏に流されることなく村としての存在感を一段と高めて欲しい！

いつか長生村へ遊びに行きます！

千葉の方へは 度々仕事で訪れますが､九十九里の方は自然も多く残っています｡環境維持を含めご利

用下さい｡

産業振興にお役立てください。

村長からおねだり電話をいただきましたので再度申し込みました。　よろしくお伝えください。

大変な世の中ですが頑張ってください！食で応援します。

エレクトーン奏者826askaさんが、ながいきフェスタで演奏したことをきっかけに長生村を知るこ

とができました。



懐かしさと人の温かさがある長生村が好きです。

千葉県唯一の村、長生村。

いつまでも、自然と人の温かさが残る村でいてください。

村の発展を応援しています。

私は障がい児を育てています。障がいを持った方でも安心して暮らせる街づくりをお願いいたしま

す。

いつも応援しています。一度、行ってみたいと思っています。

一層のご発展を期待しています。

友人が住んでます。

良いところだと聞いております。

隣の茂原市出身です。自粛生活でお米をたくさん炊くようになり、地元のお米が食べたいと思い、

ふるさと納税を利用することにしました。おいしいお米、楽しみにしています。

近くのふるさととして応援しています。

以前も申し込みしました。長生とは本当に良い村名ですね。これからも寄付したいと思います。

自然環境保護をお応援します。

九十九里有料道路が無料化されること、海岸線が整備されることを祈ってます

行きやすくなるし、活気付くと思いますよ

長生村の太陽の里を利用したことがあります。

すごく癒されました。またいつか利用したいです。

産業にとにかく力を入れろ

地域活性化に活性ください。

未来ある子供達のためにご活用下さい。

いつもありがとうございます。いつか行ってみたいです。

今年は地元に‼️

千葉県の穴場の特産品を知る良い機会となりました。

まだまだ大変ですが頑張っていきましょう^_^

地方の農業と子育てを応援しています。

前、利用させていただき、美味しかったので、今回も利用させてもらいました。

今、どこも大変な時期ですが、来年も利用させていただきたいので、お体に気をつけて、頑張って

くださいm(__)m

子供達の教育環境充実の為の費用の一部として、使って頂ければと思います。

県内唯一の村ということで応援しています！

遊びに行きたいです！

貴村の益々のご発展をご祈念申し上げます。

高齢化社会頑張ってください

長生村に遊びに行ったことがある。

のどかでよいところだった。

いつか現地にも運んでみたいと妻が申しています。



先日送っていただいがお米が大変おいしかったです。

アイガモオーナーズクラブにも興味がありますが、遠方で申し込みができずに残念です。

“ふさこがね”とても美味しいです！

今年は、アイガモオーナーになれなかったので、ふるさと納税で応援出来たらと思い申し込みまし

た。また長生村に遊びに行けることを楽しみにしています。

日本のお米をもっといろいろな食品に加工して農家の収入が多くなるようにして欲しいです。

長生村役場には、仕事でも何度か行った事があります。

長生村には、一松という、素晴らしい海岸があるので、一宮町みたいにもっと整備をして、サー

ファーを呼び込むような取り組みを行って頂きたいです

頑張って下さい！

「ふさこがね」という品種は返礼品であることをきっかけに知りました。冷めても美味しく、とて

も気にいってます。新米もきっと予想に違わぬお味と期待していますので、農家の皆さん頑張って

ください。

以前には村長さんから直々のお電話を頂き大変驚いたと共に更に応援させて頂きたくなりました。

今回の「粒すけ」大変期待しております。

いつもありがとうございます。

これからも頑張って下さい。

家族と向き合う時間が増え、家族の絆の面からも、健康維持の面からも、食事の大切さを痛感して

います。こんな時期にも関わらず、食を支えて下さっている方達への感謝の気持ちで一杯です。本

当にありがとうございます。

以前、長生村を取材するテレビ番組を見ました。

とても素敵な村だなぁと感じました。

埼玉県民ですがサーフィンをするので場所はよく知っています。今回大好きな牡蠣があった事と長

生村が身近に感じたので少しですが寄付しました。村の為になる税の使い方を期待しています

昨年もふるさと納税により玄米をいただきました。

美味しくてお得だったので再び納税させていただきます。

これからも美味しいお米を作ってください。

同じ県内在住で何回か出かけたことがあります　今回お米を頼むのに同じような条件の自治体があ

りましたが親しみがあったので貴村を選びました

小さい自治体だからこその細かい気配りで、社会的弱者のお年寄りや子供達への手厚い施策をやっ

ていただくことを希望します。

村の紹介を見ていいところだなと思いました。頑張って下さい

長生きできそうな良い町の名前ですね。

一度遊びに行きたいです。


