多くの学生からご意見と感想が寄せられましたのでご紹介いたします。
●受付件数／５０３件
No

ご意見・ご感想

1

第3弾もありがとうございます！第1、2弾も申し込み、届いた時には感激しました。村上のあた
たかさを感じました。本当にありがとうございます！！

2

第1回から応募させていただいて、今回も応募させていただきました。なかなか実家に帰れない
状況が続き、最近ではまたコロナが流行しています。コロナがおさまったらたくさん家族と会え
る時間が欲しいです。今は大学もオンライン授業でほぼ大学で受ける授業はないのですが、お家
にいる時間が長い分美味しいご飯を食べたいと思い応募させていただきました。コロナの終息を
心から願っております。

3

まさか3弾目をやってくれるとは思ってもいなかったので、とてもサプライズ感覚になり嬉し
かったです。何より、村上市の暖かさを再認識しました。前回とはまた商品も異なり、選んでい
てワクワクしました。遠い土地で勉学に励んでいても応援してくれている人がいると思うと頑張
れます。学生のことを忘れないでいてくれる地元が自分の地元で、村上市は本当に誇りある市で
あると思います。

4

Thanks.

5

前回の応援便でも元気をもらいました。このように連続して支援してもらうという話は他の地域
ではあまり聞かないので、村上の懐の広さを感じました。また、どの応援便が最も頼まれている
か気になりました。

6

３回目もありがとうございます。まだまだ普通の生活には戻れていない為、不便なことが多いで
すがこのような楽しみを作っていただけてとても嬉しいです。

7

コロナ禍で大学もオンライン授業になり、ほとんどアパートから出ない生活が続く中で、この応
援便が届くのは非常に助かっていますし、ひとつの楽しみとなっています。いつも本当にありが
とうございます。

8

一年以上家族と会えてないので寂しいですが、村上市の応援便のおかげで帰省気分が少し感じら
れます。品の有り難さだけでなく、応援してくれている気持ちにも暖かくなります。

9

コロナで先が見えない中、看護学生として家族と離れ看護師になるための勉強をしています。ふ
るさとの温もりが感じられるこの取り組みがとてもありがたいです。

10 なかなか実家に帰れていないので寂しいですが、このような取り組みはとても元気になれます。
ありがとうございます。年末も帰らないので、大晦日のすき焼きを楽しみたいです。
11 第1弾、第2弾に引き続き利用させて頂きます。このような社会情勢で年末の帰省も見送ろうとし
ているので、こういった形で故郷との繋がりがあると確認できるのは大変嬉しいです。ありがと
うございます。
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12 いつもご支援いただき、ありがとうございます。以前、燕市の支援がSNSでも話題になっていた
事がありますが、村上市のこの取組も多くの人に広く知ってもらいたいと感じました。
13 3回ともやっていただいてありがたいです！お茶が増えて嬉しい！！
14 3度に渡ってこのような支援をしていただき、大変感謝しております。
15 村上市のこの取り組みに対する頑張りをとても感じます。すてきな地元だなと思います。
16 第3弾ありがとうございます。ひとり暮らしなのでこの村上の支援が生活に役立っています、あ
りがとうございます！
17 第三弾ありがとうございます！未だに帰省が満足にできない状況なので、今回の支援とても嬉し
いです。早く村上に帰れる日を願って頑張ります。
18 大学の関係で東京にて生活しているので、年末なども従来のように気軽に帰省することが難しい
中、このような応募便がすごく心に沁みます。ありがとうございます。
19 第3弾ありがとうございます！第1弾、第2弾も申し込ませていただいて大変感謝しております。
コロナに負けないよう頑張ろうと思いました！
20 とてもありがたいです。
21 大変ありがたいです。
22 ありがとうございます！
23 本当に助かっています。ありがとうございます。
24 すごく助かります。毎回楽しみにしております。
25 とても逼迫している状況でしたので第3弾があり、とても嬉しいです。ありがとうございます。
26 いつもありがとうございます。
27 第1段と第2段にも申し込ませていただき、今回で3回目の申し込みです。この企画で毎回、地元
の優しさを感じています。私は北海道で一人暮らしをしているため、不要不急の外出はできな
く、このような企画を通して地元の美味しいものを食べることができ、心も体も元気になれま
す！本当にありがとうございます。
28 毎回ありがとうございます。いつも届くのを楽しみに待っています。
29 お正月にも新潟に帰ることができませんでした。それでも村上の暖かさを知ることができて嬉し
いです。ありがとうございます。
30 一回目、二回目ともに申し込み、それぞれ別な商品を選択しました。美味しいものが好きなの
で、今回含め、いずれも食べものです（笑）。ふるさと応援便を通して、村上に住んでいたとき
に好きだったものや、気になっていたけれど食べたことがなかった地元の特産品などに触れるこ
とができ、とてもありがたく思っています。村上市への郷土愛がさらに深まります！
31 村上市に支援していただいて、感謝しています。これを糧にさらに精進致します。
32 この企画で地元の愛を感じることが出来ていい思います。地元には今の現状帰ることが難しいの
でありがたいです。
33 ３回目があるとは思いませんでした。村上市すごいです。
34 第三弾嬉しいです！！2回目でも驚きでしたが、ここまで支援してくれていることに感動です！
また本当に感謝の気持ちでいっぱいです。もう少しでも大学を卒業し社会人となります。私は今
住んでいる場所で就職をします。ただ、地元村上市を応援できたらなと思っています。ふるさと
納税など有ればぜひそういうところから始めたいです。
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35 第三弾を行なってくださりありがとうございます。昨今の情勢も相まって、実家の方に帰ること
も困難なため、地元からの支援がとても心強く感じます。
36 ふるさと応援便第3弾を企画していただきありがとうございます。帰省が難しいコロナ禍だから
こそふるさとの味を楽しめるこの取り組みが支えになっています。
37 前回(第2弾)は本当にお世話になりました。まさか第３弾まであるとは思っておらず本当にあり
がたいです。大学が感染拡大中の北海道ということもあり、年末年始は帰れなくなってしまいま
したが、春に帰ってたくさん還元させて頂きたいと思います！楽しみにしています。
38 3回もこのような支援をしていただいて、とても嬉しいです。励みになります！
39 このような非常にありがたい企画を３回目までしてくださり本当にありがとうございます。感謝
しかありません。
40 村上に帰れないのでめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
41 第3弾までありがとうございます。第2弾のマスク使ってます。
42 3回も学生支援があり、とてもうれしいです。商品の種類が豊富で、とても迷いました。
43 第一弾、第二弾に続いて第三弾の応援便ありがとうございます。新型コロナウイルスがなかなか
落ち着かず、今年は年末に帰省することを自粛する学生も多いと思います。実際に私もそうなの
で、応援便によって地元のものを頂いて、村上市を感じることができて嬉しいです。状況が落ち
着いて、安心して帰省できるようになったら村上市の美味しいものをいっぱい食べたいなと思っ
ています。素晴らしい取り組みをありがとうございます。
44 申し込みフォームはQRコードだけでなく、URLも記載していただくと、より申請しやすいです。
45 第三弾まである村上市、強い！
46 ふるさとの村上牛を食べて頑張ります！
47 第3弾ありがとうございます。1弾、2弾も申し込みましたが、様々な種類があるので毎回楽しみ
にしてます。
48 1回目と2回目も申込みました。新潟市内にいても、帰ることを躊躇しているため、このような企
画をしていただきありがたいです。
49 3回とも学生応援便を申し込ませて貰っています。前回はマスクも入っていて当時、マスクの残
りが少なく大変だったのでとても助かりました。
50 非常にありがたいです。
51 商品発送及び到着日の予定など電話で連絡して頂きたいです。
52 とてもありがたく、本当に感謝しています。
53 年末年始はコロナの影響で帰らないので、こういった取り組みがすごく嬉しいです。ありがとう
ございます。
54 第一回目からお願いしていますが、毎回思ってた以上の美味しさに1人で食べるのがもったいな
いと思うほど美味しいです。今回もよろしくお願い致します。
55 毎回とても助かっていますありがとうございます。
56 いつも助かってます。
57 幸せです。ありがとうございます。
58 とても助かります。
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59 年末年始の帰省を自粛するので、このような支援をまた頂けて嬉しい限りです。村上市の産業に
更なる発展があることを願っております。ありがとうございます。
60 第一弾、第二弾も申し込みさせていただきました。送っていただいた特産品を味わいながら、村
上市の素晴らしさを再確認しています。
61 成人式もリモートとなり、なかなか地元の友達とも会えないのでとてもさみしいですが、このよ
うに地元のものを送っていただくと、とても温かい気持ちになります。ありがとうございます。
62 なかなか実家に帰れない中、第3弾を実施していただき励みになります。本当にありがとうござ
います！
63 いつもありがとうございます！助かってます！！
64 コロナ禍でアルバイト先からの出勤要請も無く、生活もままならない状況です。高い学費を親に
支払ってもらっていますが、これ以上の負担強いる事は出来ません。その様な状況下、学生支援
の御厚意ありがとうございます。日頃、節制して貧しい生活をしておりますので、自分へのご褒
美に美味しいお肉を注文させて頂きました。凄く楽しみです。ありがとうございました。
65 こんなときだから、成人式がすごい楽しみでしたが、仕方がありません。でも、この応援便に少
しほっこりしました。ふるさと村上の発展を願っております。
66 第3弾までやっていただきありがとうございます。年末も帰省できないので寂しいですが、とて
も助かります。ありがとうございます！
67 毎度助かっています。
68 毎日感染者が増えて不安でいっぱいですが、村上の美味しいものを食べて、元気を出して頑張り
ます！
69 いつも応援ありがとうございます♪帰省が難しい今大切助かります、楽しみにしていた成人式が
オンラインになる事が決まり、残念ではありますが、感染拡大を心配しながら行うより、コロナ
が落ち着いたらまたみんな揃って会えたらと考えております。
70 コロナ禍の中、正月も帰って来るのが難しいかもしれませんが、このような支援があり励みにな
ります。
71 第3弾があると思っていなかったので、驚きました。どれにしようか毎回悩んでしまいます。村
上市の暖かい心遣い、本当に感謝しています。
72 本当に感謝してます。何度もありがとうございます。
73 第3段までいただけるとは思ってもいませんでした。長期に渡って応援していただき、本当にあ
りがとうございます。
74 第3弾あるとは、思ってもいませんでした。とっても嬉しいです。今年はコロナウイルスで帰省
することもできないので、村上の美味しいものが食べられるのが、楽しみです。
75 第３弾、とっても嬉しいです！
76 第一弾、第二弾も申し込ませていただきました。なかなか帰れない状況が続く中で地元の食材な
どを食べることができとても嬉しいです。
77 前回に引き続き助かります。
78 ありがとうございます。
79 第一弾第二弾ともに素敵な商品をありがとうございます。第三弾もあるということでとても嬉し
く思います。
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80 一人暮らしではなかなか贅沢できないので、この取り組みはとても嬉しいと思いました。秋に東
京に引っ越してきたばかりなので不安もたくさんありますが、村上市からの支援を励みに頑張っ
ていこうと思います。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
81 励みになります。ありがとうございます。
82 今回も素敵な企画を実施いただきありがとうございます。
83 新潟県から毎年若者の転出が多い中、ふるさとの村上市が応援してくれているということに感謝
します。
84 このコロナ禍の状況で複数回このような取り組みをしてもらえて、とても助かっていますし、人
の温かみを感じます。ありがとうございます！
85 県外で一人暮らしをしており、コロナ禍でバイトもやめてしまったので、有難い支援です。ま
た、お米や野菜、鮮魚やお肉など、種類が豊富なことも有難いです。
86 第1弾、第2弾に続きまさか第3弾があるとは思っていなかったのですごく嬉しかったです。今ま
で食べたことのないものに触れる機会にもなっているので楽しみに待っています。
87 何度もこのように支援していただけることを感謝しています。またこのような支援をしていただ
きたいです。村上市の方々にはとても感謝しています。
88 第３弾を望んでいたので嬉しいです！応援便によって助けられてます。年末年始も実家に帰るこ
とが出来ないので村上の味を送っていただけて感謝してます。早くコロナが落ち着いて村上に帰
れるといいなと思います。塩引き鮭と酒びたしが好きなのでこの２つだけのセットがあればいい
なーと思いました。届くのをたのしみにしてます！
89 まじで助かってます。
90 まさか3回目の支援をいただけるとは思ってもいませんでした。毎度毎度助かっています。あり
がとうございます！
91 ありがとうございます。
92 この取り組みを行っていただき、とても感謝しています。コロナ禍で地元からの応援がとても力
になり、コロナに負けないよう頑張りたいと思います。ぜひこのような取り組みを今後も続けて
いただけるとうれしいです。
93 いつも助かってます。ありがとうございます。
94 このような支援があり、とても感謝しています。村上市に生まれて良かったです。
95 第一弾から応募させてもらってますが、本当に助かってます！ありがとうございます！
96 3月の末に東京に行ったきり、コロナ禍で一度も帰省できていない息子に村上市からの温かいご
支援を受けることができ、大変感謝しております。
97 たすかる。
98 成人式がオンラインになって友達と会えなくなって残念だったけれど、このような支援を地元か
らしてもらえるということがとても嬉しいです。ありがとうございます！早くコロナが終息し
て、みんなが村上に帰省できるようになれば良いなと思います！
99 もう3ヶ月ほどで、大学生活が終わり、村上に帰ります。支援嬉しいです、ありがとうございま
す！
100 このような取り組みを第三弾までしてくださり本当にありがとうございます。また、私は『むム
m』を以前からずっと読みたいと思っていたのでとても嬉しいです。
101 私も娘も、嬉しく思ってます。故郷の味は格別です！ありがとうございます。
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102 三度目のステキな応援便ありがとうございます。寒くなってまいりましたが、お体にお気をつけ
てお過ごしください。
103 新型コロナウイルスでアルバイトもなかなか入れないのでとても助かります。
104 大変ありがたい取組みで感謝しております。今年は新型コロナウイルスの影響で年末年始の帰省
も出来ないですが村上の事を思い出す良い機会になります。
105 コロナの影響で地元に帰れなくて悲しいので、またこの企画をしてくれてとても嬉しいです！あ
りがとうございます！
106 三回も開催いただきありがとうございます！村上の美味しいものを食べることができてとっても
嬉しいです。
107 第1弾、第2弾に引き続き第3弾までありがとうございます。地元を感じられて毎回とても嬉しい
気持ちでいっぱいです。
108 村上市大好き。今すぐにでも帰りたい。
109 心温まる支援、本当にありがとうございます。今年の年末は帰省できず心細い気持ちでいました
が、地元からのやさしさで前を向くことができそうです。
110 なかなか帰省できない中、地元の食材送っていただけるのは実家を思い出すようでとても嬉しい
です。
111 毎回美味しく頂いてます。村上を離れても、このように地元を感じることができてとても嬉しい
です。
112 お米食べたい…お腹空いた…
113 ほんとに嬉しいです！！ありがとうございます！！！
114 とてもありがたい取り組みだと感じました。故郷村上のお米が食べられてすごくうれしいです！
115 第2段でかみはやしハムのセットを送っていただき、とても美味しくいただきました。今回第3段
を行うということで、地元の美味しいものが神奈川で食べられるのがとても嬉しいです。今回は
村上にいた時によく食べていた手作り田舎ハムのセットがあったので、そちらにさせていただき
ます。年末年始も帰省を諦めることになりましたが、これを食べるのを楽しみにしています。あ
りがとうございます。
116 素敵な支援ありがとうございます。
117 ありがとうございます。
118 コロナが予想以上に長くかかりなかなか行き来出来ずにいます。とてもありがたいことだと感謝
いたします。
119 故郷を離れて生活している私達を、気遣って下さり第一弾、第二弾と、故郷の産物をいただきと
ても嬉しく思っています。このご時世で、以前のように気軽に帰ったり、友人たちと集う事もな
かなかできない中故郷の味で癒されています。この企画には、非常に感謝しております。
120 コロナが再び増え始めているので、中々帰ることができない今、学生支援があることで故郷の村
上市を思い出すことができます。
121 とても助かります。ありがとうございます。
122 地元から応援してもらえて嬉しいです。
123 3弾目も行っていただきありがとうございます。このような状況でも、故郷を感じることが出来
てどこかほっこりしたような気分になります。
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124 とてもいい取り組みだと思います。
125 第三弾まで用意していただけると思っていなかったので、手厚いご支援に感謝しています。カタ
ログのラインナップも毎回少し違っていて、選ぶ楽しみもありつつ、沢山の方々に支えられてい
るんだと実感しています。みなさまも大変な状況下、私たちに心配りをしてくださって本当にあ
りがとうございます。
126 第三弾とっても嬉しいです。ありがとうございます。
127 村上に帰れない状況で村上を懐かしむことができる素晴らしい取り組みだと思います。また、状
況が良くなったら村上に恩返しがしたいです。
128 ふるさと応援便第３弾ありがとうございます。年末年始の帰省を自粛しようと思っていたので、
うれしいプレゼントです。オンライン授業が続く中、大学での授業が２回ありました。ようやく
大学生になったと実感しました。まだまだ正常な状態には戻りませんが、故郷村上が応援してく
ださることに感謝しながらこれからも頑張っていきたいと思います。
129 第三弾ありがとうございます。ありがとう村上市。
130 平日に着くようにお願いします。前回、前々回も利用させて頂きました。とても美味しかったで
す！
131 このような企画をしていただき、感謝の言葉しかないです。今回を含め3回とも申し込みさせて
いただきましたが、地元の良さを振り返る良い機会となっています。本当にありがとうございま
す。
132 私は後期の授業から一人暮らしを始めたのでこれからもこの取り組みをしていただけたらありが
たいです。楽しみに待っています。
133 とても助かっています。
134 第三回の応援便ありがとうございます。今年は帰省しない予定なので、故郷からの食べ物は大変
嬉しいです。
135 ありがとうございます。
136 3回も応援があるなんて益々地元が好きになりました。
137 こんなにも私たち学生のことを考えた取り組みをしていただき、本当にありがとうございます。
いつか恩返しができるように、日々精一杯学業に励みたいと思います。
138 毎回とても助かっています。
139 第1弾と第2弾に引き続き応募させていただきました。成人式がオンラインになり、大事をとって
年末年始の帰省も控えるので、このような支援を受けられることがとても嬉しいです。いつもあ
りがとうございます。今年は雪景色を見られることができなさそうで残念ですが、村上の食材を
いただいて地元を感じたいと思います。みなさんも寒さには気をつけてください。届くのを楽し
みにしています。
140 まさか第三弾まであるとは思っていなかったです。年末年始は帰省しないので、郷土料理を食べ
ることができないと思いましたが今回の取り組みのおかげで頂くことができます。嬉しいです。
ありがとうございます。
141 本当に助かっています。ありがとうございます。
142 年末年始も帰ることができず残念な気持ちでしたが、こういった取り組みをしてくださりとても
嬉しいです。ありがとうございます。
143 前回、前々回と素晴らしい支援品をいただき、非常に感謝しております。コロナ禍が終わったら
帰省したいと思います。
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144 とても素敵な取り組みだと思います！第一弾、第二弾は留学中であったため申し込みできなかっ
たので今回が初です。帰省できないので少しでも村上を感じられればと思っています。楽しみで
す！
145 第三弾の実施ありがとうございます。前から思っていましたが、アンケートの性別選択における
選択肢が少ないです。「該当なし」または「選択しない」という選択肢も入れるべきだと思いま
す。ご検討よろしくお願い致します。
146 まさか第3弾までやっていただけるとは思っていなかったので、とても嬉しいです！村上市で良
かったと思っています！
147 地元に帰れないなか励ましになります。ありがとうございます!
148 3回目の村上市学生支援を企画してくださりありがとうございます。地元にいないと村恭のク
レープが食べられていないのでクレープを頼みました。村上市に感謝の気持ちでいっぱいです。
149 故郷を感じることができてとても嬉しいです。関わってくださる皆様に心から感謝しています。
150 一人暮らしのため大変助かります。ありがとうございます。
151 いつもありがとうございます。村上大好き～～～！
152 年末帰れなくなってしまったので少しでも地元に触れることが出来て嬉しいです！
153 なかなか帰ることができないので、とてもありがたいです。
154 雪がよく降る場所で買い出しが難しかったのでありがたいです。
155 このような取り組みがあって、やっぱり村上市はいいところだなっと改めて思いました！コロナ
でなかなか帰省することが出来なくて、とても村上が恋しいです。早くコロナが終息して、村上
市の観光などが復活したくさんの人に来ていただきたいです！
156 ありがとうございます！！！
157 3度目の食材支援、本当にありがとうございます。1度目、2度目とも申し込みをさせていただ
き、おいしい村上の食品を久しぶりに味わいました。今日では再びコロナウイルス感染者が増え
つつありますが、健康には十分にお気をつけてお過ごしください。
158 いつもありがとうございます。
159 応援便を複数回実施してくださったことにたいへん感謝しております。ありがとうございます。
160 年末に実家への帰省を自粛する予定でしたので、このような支援をありがたく思います。
161 ほんとに毎度ありがとうございます！！村上市大好きです！
162 素晴らしい試みだと思います！
163 温かいご支援ありがとうございます。来春から社会人になるので、村上に生まれたことを誇りに
思い邁進していきたいです。いつか恩返しができるよう頑張ります。
164 新潟むらかみふるさと応援便の第1・2便ともに美味しいものを届けていただきとても感謝してい
ます。今はコロナの影響で帰省はできませんが、村上に帰ることができるようになったら村上に
何か貢献できたら良いなと思います。
165 第一弾、第二弾気付きませんでした。残念です。
166 本当に助かっている。
167 いつもありがとうございます。
168 とても助かります。
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169 地元の応援物資大変うれしいです。毎回どれを頼むか迷ってしまいます。中々実家に帰れてない
のでとても嬉しいです。次回もやってもらいたいです。
170 ありがとうございます。
171 良いと思います。
172 今回も1弾、2弾と同じ村上茶アイスを希望させて頂きました。今年は年末年始の帰省もしません
が、このような支援のおかげで、家族や地元の暖かさを感じられています。ありがとうございま
す！
173 学生支援ありがたく思います。
174 一人暮らしではなかなか買えないものもあって、生活の助けとなるのでありがたいと思いまし
た。
175 普段たべられないものをたべれてとてもうれしいです。
176 とてもありがたいです。
177 この政策を機に、少子高齢化の中、村上市が活性化していくことを心から期待しています。
178 第三弾の御支援ありがとうございます。日に日に感染者が増える中、お正月に帰省が出来ず寂し
い思いをしていたのでとても感謝しています。
179 ありがとうございます！県外に出ているため普段なかなか食べれないものなのでとても嬉しいで
す！
180 コロナで遊びに行けなくて落ち込んでたけど地元から応援便が届くのが楽しみでハッピーになり
ました！ありがとうございます！
181 いつもは買えないような商品が学生支援商品の中に含まれていてとても嬉しいです。ありがとう
ございます。
182 素敵な企画をありがとうございます。第一弾、第二弾も利用させていただきました。荷物を開け
るたびにすごく温かい気持ちになります。今、助産師の勉強をしていて、今年から村上で就職す
るので、地域の役に立てるように頑張りたいと思いました。
183 この学生応援便を利用するたびに、実家に帰ったような気持ちになれとても嬉しいです。ありが
とうございます。
184 一年近く帰れていませんが、こうして地元の懐かしい味を贈っていただいて凄く嬉しいです。
185 3回目ありがとうございます！！！とても良い企画なので次もあれば嬉しいです。
186 応援便助かってます。ありがたくいただきます。
187 ありがたいので第4弾も待ってます。
188 この取り組みを通して、自分が知らなかった村上市の特産品を知れるので、そこも楽しいです。
189 前回の応援便をいただいた際、大変明るい気持ちになれたのを覚えています。前回は塩引き鮭の
セットを頂いたのですが、一人暮らしで自炊も億劫になる日々が続く中で食事にバリエーション
が加わり大変助かりました。3回目までやっていただけるということで大変うれしく思っていま
す。長らく実家には帰れていませんが、故郷の味を思い出し、頑張っていこうと思います。
190 昨今の状況下でこのような取り組みを行ってくれることにありがたく、そして嬉しく思います。
191 帰省出来なかったのでありがたいです。
192 毎回とてもありがたく思っています。
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193 三回目も開催していただきありがとうございます。地元村上の暖かさを感じております。地元を
離れて暮らす寂しさもありますが、こんなふうに支援していただけると頑張ろうという気持ちに
なります。
194 沢山の村上産の商品の中から好きなものを選べるところがとてもいいなと思います。毎回選ぶの
が楽しいです。実家に帰省出来なくても遠くでも村上を感じられる良い事業だと思っています。
前回頼んだ物がとても美味しかったので今回も同じ物にしました！季節限定品どんな味が入って
るのか届くのを楽しみにしております
195 第3弾もやっていただけるなんて感激です。「むムm」も楽しみです。
196 今回で３回目の応募です。大変感謝しています。
197 第三弾嬉しいです。本当にありがとうございます。緊急事態宣言がまた出て、実家に帰ることが
できないのでありがたいです。
198 毎回ありがとうございます。
199 とてもありがたいです。村上市大好きです。
200 毎回美味しいものを届けていただき本当にありがとうございます。
201 だいぶ助かります！村上市出身でよかった！ありがとうございます！！！
202 非常にありがたいです。
203 大学もオンラインで行けず、友達にも会えずに寂しくしていたところ、村上市学生応援便第3弾
を知り村上市の暖かさに元気になりました。また頑張ります。
204 村上市大好きです！ありがとうございます。
205 幾度も学生のためにご支援をいただき、誠にありがとうございます。
206 なかなか実家に帰ることができない状況なので、ふるさと応援便で少しでも村上の雰囲気を味わ
えるのがありがたいと思います。
207 この取り組みにはいつも助かっています。本当にありがとうございます。
208 Мне очень полезно
209 助かりました！
210 毎回地元の食材が食べられるので楽しみです。
211 これからも学生の応援をお願いします。
212 このような状況でも地元である村上市を感じられる良い機会になったと思う。またこの機会を通
じて自分も知らなかった村上市の特産品を知る事ができとても参考になった。
213 市外で生活してて、コロナ禍で外に出たり帰省することも厳しい中でこのような取り組みをして
もらうことで、頑張ろうと励まされる。3回もやってくれる市は他に聞かないので村上市民で良
かったと思う。まだコロナ禍で厳しいので、日常が戻るまではこのような活動をしてくれると非
常に助かります。
214 今回初めて応援便を利用しますが、魅力的な商品がとても多くて、地元からこうして支援してい
ただけることを嬉しく思います。ありがとうございます。
215 中々地元に帰れない中、村上の特産品をいただけてとても嬉しいです。少しでも、村上に帰った
気分になれます。
216 とても助かります。
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217 学生応援便助かります。美味しいお肉が食べたいので楽しみにしています。
218 このような支援があるのは、学生にとってとてもありがたいことだと思います。ありがとうござ
います。生活にぜひ役立てたいと思います。
219 第3弾を企画していただきありがとうございます。また支援があると聞きいた時はとても嬉しい
気持ちになりました。
220 もう1年も村上に帰ることができていないのでとてもありがたいです。
221 応援便のおかげで地元の美味しいお米を食べて、忙しい大学生活を乗り切ることができました。
感謝しています。
222 感謝しきれません。いつもありがとうございます！
223 はやくコロナが終息して、実家に帰れますように。
224 楽しみにして待っています。よろしくお願い致します。
225 第三弾があるとは思いませんでした。今後も、村上市の温かさと感謝を忘れずに過ごしていきま
す。
226 第3弾も行っていただき本当にありがとうございます！いつもは食べないものを食べることが出
来てとても嬉しいです。ありがとうございます。
227 コロナ禍の中、市も大変だと思いますがまだこれからだと思います、村上も頑張って下さい。
228 緊急事態宣言によって普段の生活も制限されている中で、村上市のこのような取り組みで地元の
温かさに触れることができ大変うれしく思います。本当にありがとうございます。
229 離れていてもふるさとの味を味わえることが出来て、さらにふるさとが好きになりました。ふる
さとから離れているからこそふるさとの味が恋しくなるので、届けてもらえるのはとても嬉しい
です。
230 第3弾も企画していただき、非常に助かってます。
231 毎回届くのが楽しみになっています。
232 すごい助かっています。よろしくお願いします。
233 第一弾、第二弾は市内にいたため申し込むことができませんでしたが、今回また応援便を再開し
てくれると聞きとても嬉しかったです。都内に住んでいるため、節約してもお金を消費してしま
うため、このような企画があることがとても助かっています。村上市の学生を応援する気持ちが
伝わり心が温かくなりました。コロナが収まりいつも通りになったら元気に帰省したいと思いま
す。ありがとうございました。
234 バイトがなくて生活が苦しいので、このような取り組みは本当にありがたいです。ありがとうご
ざいます。
235 第三弾まで続くとは思ってなくて驚きました！村上市の温かさを感じました！ありがとうござい
ます！
236 このような取り組みは、村上に中々帰ることができない学生が少しでも村上を思い出すことので
きるいい取り組みだと思います。ご支援ありがとうございます。
237 第3弾の応援便ありがとうございます！とても励みになります。地元の特産品を改めて知ること
により、村上はいい町なのだと思い返すことが出来ました。村上が大好きです。
238 村上市を感じることができてとても助かっています。ありがとうございます。
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239 約１年、村上に帰れずにいます。久しぶりに塩引き鮭が食べられるの、楽しみにしています。魚
焼き器がないので、フライパン用の焼き魚シートを買って、待っています。ありがとうございま
す。
240 村上を思い出すことができる良い取り組みだと思いました。ありがとうございます！
241 お疲れ様です。
242 1回目2回目と利用させていただいて、地元に触れることができてとても嬉しい気持ちになりまし
た。ありがとうございます。
243 カタログを見ているだけでも村上を感じられて嬉しくなりました。このような支援をしてくださ
るところが地元で本当によかったです。なかなか帰省しづらい状況で寂しいですが、これからも
頑張りたいと思います。村上もコロナ感染がこれ以上広がらず安心して過ごせることを祈ってい
ます。ご支援本当にありがとうございます！
244 ありがたいです。
245 いつも助かっています。ありがとうございます。
246 第一弾で終わると思っていたので、第三弾まで行っていただいて大変ありがたいです。
247 いつもありがとうございます！
248 とてもとてもありがたいと思っています。村上愛がいつの日か必ず開花することを願っていま
す。今は親の私たちが村上を盛り上げます。
249 第一弾、第二弾ともに利用させていただき、今回の第三弾も利用させていただきました。このよ
うな支援をしてくださり、本当にありがとうございます。帰省があまりできない中で、新潟の味
を感じることができてとても嬉しいです。
250 このような素晴らしい取り組みを、 第3回まで実施してくださっていることに感動しています。
いつか何かしらの形で村上市への恩返しができたらと考えております。本当にありがとうござい
ます。
251 ご支援に深く感謝申し上げます。どうぞ皆様も健康に気を付けてお過ごし下さい。
252 とてもうれしいです。ありがとうございます。地元大好きです。
253 私たちのために、このような企画を立案し、実行してくださり、誠にありがとうございます！村
上市の温かさを感じることができる、素敵な企画だと思います。
254 新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、地元からの支援をいただけることに感謝いたします。
地元の特産品をこのような形でいただくことができ、嬉しいです。これを糧に勉学に励みたいと
思います。
255 何度も村上の美味しい食べ物を食べることができて嬉しいです。ありがとうございます！
256 第3弾もこのような支援をしていただき、本当にありがとうございます。離れていても届く商品
やメッセージで村上を感じられるため、とても心が温まります。届くのが楽しみです！！
257 なかなか村上に帰省ができないご時世において、離れていても大好きな村上を感じることがで
き、大変嬉しく思うと同時に村上市の温かい取り組みに大変感謝しております。本当にありがと
うございます。
258 第三弾も実施していただきありがとうございます！この状況下でなかなか思うように帰省できま
せんが、地元の美味しい食を味わうことができてとても嬉しいです。美味しくいただきます！
259 非常に助かっています！ありがとうございます！
260 大学敷地内からの外出が一歩も許されていない現在このような支援はとてもありがたいです。
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261 いつも応援して下さり、ありがとうございます。市外に住んではいるものの、ご支援いただき、
より一層頑張ろうと励みになります。
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