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No. ご意見・ご感想

1 ありがとうございます
2 すごい助かるし暖かいです。

3
村上でも感染が拡大し、大変な状況にありながらも、支援していただきありがとうございま
す。

4 かれこれ1年以上村上に帰れていないので、地元のものを頂けるのはとても嬉しく思います。

5
いつもありがとうございます。
勉学に励み村上市に貢献できるような人材になれるように努力したいと思います。

6
村上市でもコロナウイルスが拡大していると聞きましたが、万全の対策で感染拡大の防止を
よろしくお願いします。

7 いつもありがとうございます。毎度とても美味しくいただいています。

8

第5弾まで支援が続き、地元に強く支えられていると感じます。とてもありがたいです。
また今回カタログのラインナップが増えていて、さらに多くの方が協力し私たちを応援して
くださっていると思うと心強いです。
感染がなかなか収まらずいつまでコロナ禍が続くのか不安ですが、地元村上を思い出しつつ4
年目の大学生活を充実したものにできればと思います。

9

コロナのなか、なかなか地元に帰れずにこうゆう機会で地元
の食べ物を食べれるのを本当に感謝しています。今村上の方
でもコロナが蔓延していると親や地元の友達から聞きました。
大変だと思いますが。離れたところで応援しています。

10 Большое спасибо（どうもありがとう）

11
応募するのは3回目です。このような情勢が続く中、支援も続けられていてのてもありがたい
です。

12
ひとり暮らしをしている身としては、このような取り組みはとても助かります。ありがとう
ございます。

13 ありがとうございます。
14 毎度大変助かっています。
15 いい取り組み
16 非常に助かります。
17 たのしみにしております。

18 村上市にもコロナが広がってなかなか帰られない中、互いに頑張って行きたいです。

19 とても有難いです

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。



No. ご意見・ご感想

20
今回もありがとうございます。新たに追加された品物もあって、カタログ見るのが楽しかっ
たです。
（小学校中学校だけでなく、高校も対象内にしてくださりありがとうございます）

21 ありがとうございます。

22
私は今大学で実家から離れて暮らしています。一人暮らしのため自分でご飯を作ることも多
いのですが、この村上市の取り組みが始まってから地元の食材を食べることができるのがと
ても嬉しいです。ありがとうございました！

23
いつも美味しく頂いてます。
やはり新潟のお米は美味しいです。

24 いつも支援ありがとうございます。助かります。
25 自炊をしているので、とても助かりました。

26
長崎という遠い土地に来て、改めて、故郷村上の人の温かさ、食べ物の美味しさを感じまし
た。

27

5回目となる学生支援本当にありがとうございます。
村上市も新型コロナウイルス感染症が広がりつつあるなか市外の学生をも心配し、支援して
くださること誠にありがとうございます。
今後とも村上市の発展を心より願っております。

28
毎回楽しみにさせていただいています。このような素敵な企画をしてくださってありがとう
ございます！

29
村上市でのコロナ感染者が出て来ていて、GWも帰省できなくなってしまったので、また支援
便を実施して貰えて助かります。

30 特にありません

31
第四回が最後だと思っていたので嬉しいです。今回の取り組みを準備してくださった市役所
の皆さんと市内の支援者に感謝しかありません。

32
地元村上が恋しくなってきた時期で、
こちらでは見慣れた食品もないのでとても有難いです！

33
今回初めて申し込みさせて頂きました。
ありがとうございます！

34
素敵な企画をありがとうございます。
今はコロナ禍でなかなか帰れないですが、
このような企画で地元の味を思い出せます !

35
新型コロナウイルスの影響で村上に1年近く帰省していて最近大学のある関東に戻ってきまし
た。既に村上が恋しくなっているので本当にこの取り組みには感謝しています。届くのを楽
しみにしています！

36 すばらしい

37
このような企画をしていただくと、とても助かります。村上市には何か恩返しがしたいで
す。今度ともよろしくお願いします。

38

第5弾もありがとうございます。
村上市内の感染者が増え大変ななか、県外にいる村上出身者のことも考え支援してくれるこ
と、とてもありがたく思います。
とても優しくてあたたかいふるさとだと、改めて感じました。

39
コロナで生活が大変なので、まだまだこの取り組みを継続して頂きたいです。
ふるさとの懐かしい味がとてもありがたいです。
今回も楽しみに待っています。
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40

親元を離れて親のありがたみを感じています。毎日ご飯を作ることお風呂掃除をしなければ
いけないこと、洗濯などすべての家事を今まで親にしてもらっていたと思うと頭が上がりま
せん。大学にはいればいろんなことができて自由になると思っていましたが、実際は高校時
代より忙しく、勉強しなければならないことも増えるのでとても大変です。しかし何事も楽
しんですることができているので、しばらくは、元気に暮らすことができそうです。時々村
上のことを考えるときもありますが、まだこちらに来て間もないのでいまやるべきことに集
中しており寂しさは感じておりません。17年間暮らしてきた村上からこのように地元の名産
品をいただけることにとても感謝しています。村上を離れた人に送ってくださるこの活動は
必ず人々の心に届いているとおもいます。私もいつか村上に恩返しができるように大学での
学びを深めていきます。ありがとうございます。

41
毎回届くの楽しみにしてます。
ありがとうございます。

42
今までも申し込みして、美味しいふるさとの味を楽しませて頂きました！
1年以上、実家に帰れない状況ですが、頑張ります！！

43 5回目もありがとうございます、美味しく頂いています！

44
「人情の街」というのがこうやって形になっていること
に感動しました。顔も名前も知らない人に対して、愛情をかけられるところが村上のいいと
ころですね！

45
昨年一年は村上の自宅で大学の授業はリモートでとなっておりました。この春からは、再び
上京して対面とリモートでの授業が始まり一人暮らしをしています。
食事の助けになるので、とてもありがたい支援に感謝しております。

46
外出ができずに、寂しい思いをしているときに故郷の温かい思いが心にしみます。
いつも　本当にありがとうございます。

47
実家に帰れない日が続いてモヤモヤした気持ちでいますが、こういう支援のおかげで少しで
も帰れたような気持ちになるので嬉しいです。ありがとうございます。

48 このようなイベントをしているところは多くはないと思うのでいいと思いました、
49 地元の暖かさをとても感じ、地元への愛情が増しました。
50 とてもこの企画ありがたいです。
51 地元が大好きです

52 村上から食べ物が届くと懐かしい気持ちになります。一人暮らしなのですごく有難いです。

53 神
54 ありがとうございます。またよろしくおねがいします。

55
新潟市から帰ってくると村上の風景は穏やかで人も暖かくてまいか良い街だなと毎回思いま
す。

56 むらかみふるさと応援便第5弾ありがとうございます。
57 いつも本当に助かっています。今回もありがとうございました。

58
短大進学と初めての一人暮らしという中々慣れない生活の中でこのような学生応援便は凄く
嬉しいです。地元というのが尚更です。もし、私に学生応援便を送ってくれるとしたら嬉し
い気持ちでいっぱいです。

59 村上のおいしいお米や塩引き鮭・お茶・景色が恋しいです！

60
この御恩は忘れません。
将来、必ず報いたいと思います。

61 こういう機会があって本当に嬉しい
62 とても助かってます。いつもありがとうございます。

63
5度目の利用をさせていただきます。ふるさとの味を身近に感じることが出来るのが心の支え
になっています。

64 非常に学生にとってありがたい支援だと感じた。
65 美味しい村上食をいつもありがとうございます
66 このような企画を作っていただきありがとうございます。
67 村上！頑張れ～！！！
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68
第5弾まであるとは思っていなかったので、とても嬉しいです！
ありがとうございます！

69 村上に生まれて良かったと思います。ありがとうございます。

70
毎回利用させてもらっています。
とてもいい企画ありがとうございます。

71 ありがとうございます。

72
第5弾もありがとうございます。
コロナ禍でのご支援大変助かっております。
村上の美味しい食べ物や飲み物を再発見できるとても良い機会だと思います。

73 とてもいいと思います
74 アルバイトも出来ないのでとても助かります

75 現在コロナで困窮しているため、このような村上市の取り組み本当にありがたいです。

76 とてもありがたく思い、感謝しています。

77
地元を離れてからなかなか地元の特産物を食べる機会が無く、コロナの影響で新潟県のアン
テナショップ等へも行くことが出来ないためとてもありがたいです。ありがとうございま
す。

78 はじめての一人暮らしなので、とてもありがたい内容です。

79
このような取り組みがあるのは知りませんでした
とても良い事だと思います。

80 次回はぜひ日本酒もご検討ください。

81
初めてこの取り組みを利用させて貰うのですが、自分の地元への興味関心が高まるのでとて
も良い取り組みだと思います。

82 助かっています。
83 こうゆう企画はとてもありがたいし、ホームを感じる。

84
とてもありがたいです。
今後も参加したいと思います

85 コロナに負けず、進み続ける原動力に必ずなると思います。
86 いつもありがとうございます！コロナ禍で大変な中、心の支えになっています！

87
このような支援はとても嬉しいです。今回初めて知ったので今後も続けていただけると嬉し
いです。また、一人暮らしなので村上の食産物をまた味わえるのはとても嬉しいです。

88 本当に助かっていますが、こんなに、開催されて逆に心配になります。

89
新しい生活始まって不安もあるけど地元の物を食べて頑張りたいです。ありがとうございま
す。

90
このような企画があることを初めて知りました！とてもいいことだと思うのでこれからも続
けてほしいとおもいます！

91 毎度ありがとうございます。とても嬉しいです！今回も楽しみにしています。
92 改めて地元はいい街だなと感じた。届くのが楽しみ

93
毎回とても助かっております。故郷の味を思い出すと村上が恋しくなります。まだ厳しい状
況が続きますがこれからも頑張ります。
ありがとうございます。

94
コロナ禍で地元村上市に帰れない中、このような素敵な支援を企画していただきありがとう
ございます。

95 いつもありがとうございます

96
この取り組みには毎回感謝しています。こんなにしてもらっていいのか、と思うこともあり
ますが将来的に何か村上市で活動ができればという思いが強くなりました。

97 無料でたくさんのものがもらえるので村上市がもっと好きになった。
98 数多くの支援に感謝申し上げます。
99 コロナ禍で大変なときに美味しいものをいただけてとてもありがたいです。

100
今回は、本人が市のホームページを見て応募したいということでした。応募したのは家族で
すが、本人が市のホームページを見るようになってよかったと思います。
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101 毎回申し込ませて頂いています。とても助かっています。ありがとうございます。
102 いつもありがとうございます

103
なかなかコロナもおさまらず、先が見えない中でこういった温かい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。

104 いつもありがとうございます。

105
このように村上市からまごころをいただいて故郷の暖かさを感じることができています。
早く村上に帰りたいところではありますが、もう少し頑張ろうと思います。
今回もご支援ありがとうございました。

106 ありがとうございます。
107 米の配布が非常に助かっている。
108 とても助かっているし、村上の美味しい米や野菜が食べられて嬉しいです。

109
学生応援ありがとうございます。
コロナ禍で実家に帰ることができないので、このように地元を感じられる食べ物を食べて、
これからも頑張っていこうと思います。

110 有難い取り組みだと思います。

111

千葉の暮らしはとても楽しく毎日充実しています。
今まで当たり前に村上で暮らし、特にものすごくありがたみを感じることはあまりなかった
ですが、
このような素敵な企画を母から紹介してもらい、とても幸せで、故郷の温かみをいっぱいに
感じています。
企画に携わってくださる皆さん、ありがとうございます。

この状況でなかなか帰省も難しく、寂しく感じることもありますが、離れていても皆さんお
元気でいて下さい。

112 一人暮らしの学生にとって、支援してくださることはとてもありがたいです！！
113 すごいありがたいです。

114
第一弾から申し込みをさせていただいていますが、商品数がどんどん増えていってうれしい
限りです。

115
素敵な企画ありがとうございます。とても助かりますし、地元の味を贅沢に楽しめて少し気
が休まりそうです。次回もこのような企画があれば是非参加したいと思いました。

116 また続くと思っていませんでした。とっても嬉しいです！ありがとうございます??

117
何度もこうして支援してくださりありがとうございます。
村上市もコロナウイルスが広がってきていることを耳にしています。
皆様もご自愛ください。

118
いつもお心遣いありがとうございます！
また、都市部では緊急事態宣言が始まってしまいました。
でも、今年の夏には、成人式メンバーで集まれることを楽しみに頑張ります！！

119
このような支援ありがとうございます！
大学野球頑張れます！

120
一人暮らしで大変なのでたすかってます！
ありがとうございます！

121
とても助かります。ありがとうございます。
村上市の方々が元気でいられることを願っています。

122 いつも助かってますありがとうございます！
123 とってもありがたいです。
124 毎回選ぶのを楽しませてもらっています。

125
学生支援便という取り組みを5回もしてくださって、とても嬉しいです。今後も、村上市に負
担がかからない程度に継続して欲しいです。

126
地元から離れて、コロナ禍で簡単には帰ることも出来ない中、このような取り組みをしてく
れることは地元の温かみが感じられて嬉しい。
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127

初めて利用させていただきます。今回このような企画を立てていただきありがとうございま
した。
村上を離れて1ヶ月、村上の居心地の良さや皆さんの人柄の良さなどを思い出し、懐かしい気
持ちになることがあります。
一旦は離れた村上へも、ゆくゆくは帰ろうと思っています。その時まで、自分を磨けるよう
精一杯努めます！

128
今回初めて知り申し込みました。
地元から離れ寂しく感じているところに
このような心温まる支援をしてくれることに感謝です。

129
第5弾もしていただきありがとうございます！支援便毎回楽しみにしております！
村上市もコロナが増えてきているということで、早い終息をお祈りしております。

130 いつも助かってます。ありがと

131
市外に出て、村上の住みやすさが分かり、地元が好きになりました。
落ち着きがあり、時間の流れがゆっくりで、食べ物や水が美味しいです。
自分の故郷が村上で良かったです。

132
今村上市でコロナがたくさん出ていますが、団結して村上市からコロナが出ないように頑張
りましょう！上越から応援しています
。

133 いつもありがとうございます。

134

県外にいて、故郷の村上に愛着はすごくあります。
このコロナ禍で帰郷がままならず、このように故郷の名産品をいただく機会にとても感謝い
たしております。
故郷を離れてる自分達おも、気にかけて下さるこの企画にはいつも感謝しております。

135 毎回助かってます。ありがとうございます。
136 すっごく嬉しいです。故郷の味は特別です。

137
今この環境下で地元の味が食べられるのはとてもありがたく、地元の人達の愛を感じまし
た。このような企画をしてくださる村上市の皆さんには感謝しきれないです。いつも美味し
いものをご提供してくださり、ありがとうございます。

138 毎回地元のものが食べれてとても嬉しいです！
139 新生活に不安がある中ほんとうにありがたいものです。

140
バイトもなかなか出来ない状況なので、
うれしい企画です

141 村上市すき！！！

142
自分では絶対買えない食べ物が食べれるのが嬉しい！
村上大好き

143 学生前向きになれるとても良い取り組みだと思います。

144
いつも本当にありがとうございます。コロナ禍でバイトも減少しているため、とても助かっ
ています。

145 非常に良かったです。
146 もっと下さい

147
第5弾と長期に渡り学生支援を行なっていただき、ありがとうございます。日々の励みになり
ます。

148 こんないいサービスがあるとは知りませんでした！励みになります！

149

地元の味が楽しめること、地元の新たな魅力に気づけることをすごく嬉しく思います。こん
なに素敵な取り組みを5回も行ってくれる地元を誇らしく思います。村上市の感染者数が増え
たニュースをみて、悲しく不安に思うとともに、皆さんの一刻も早い回復を心よりお祈り申
し上げます。

150 支援してくださりありがとうございます。

151
今、地元になかなか帰れない中、このように地元の食材を食べられる機械を作ってもらって
ありがたいです。
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152

第1弾以降、またこのような素晴らしい企画がなされていることを村上の実家の両親が教えて
くれました。
将来、必ず地元村上に何かしらの形で恩返しさせていただきます。
ありがとうございます！

153 このような企画はとても嬉しいです。今度ともよろしくお願いします！

154
実家になかなか帰省できないこのご時世において、離れていても村上を感じることができる
この取り組みのありがたみを強く感じています。ありがとうございます。

155 本当に生活が困窮しているので、どんどん支援して欲しいです

156 第5弾まで行なっていただいてとても嬉しいです。ふるさとの味を堪能できてうれしいです。

157 故郷の味美味しく頂きます！！ありがとうございます！
158 毎度助かってます。村上ありがとう！大好き！

159 毎回、お米も一緒に送ってもらいコロナ禍の中地元の味を思い出せて懐かしい気持ちです。

160

今回はありがとうございます。とても素晴らしい取り組みだと思います。商品を受け取った
学生がSNSにアップすることで、市のアピールにも繋がってとてもいいと思います。
私は県外に出て、地元村上市の良さを改めて実感する事ができました。今は特に新型コロナ
ウイルスで大変な時期ですが、頂いた商品を食べて元気に頑張ろうと思います。村上
市のみなさんもウイルスに気をつけて頑張ってください。

161 村上最高
162 とてもありがたいです。

163

とてもありがたい企画です。
普段は食費を抑えることにしてるのでスイーツを
頼んでみました。
届くのが楽しみです。

164
正直今まで何もない地元だと思っていましたが、周囲の学生に聞いても、これだけ何回も市
外の学生に対して温かい支援をしてくださる自治体はありません。大好き村上！ありがとう

165 新潟市にいても村上を知っている人がいて嬉しかったです。

166
コロナ禍で地元から支援をいただけることは強い心の支えになりますし、大変な状況でも頑
張ろうという励みになりますのでこれからも続けていただきたいです。

167 毎回とても有難い支援のお陰で勉強、アルバイト共に頑張る事が出来ています。

168
また支援をしていただけてとても嬉しいです。
選べる種類も増えていたのでありがたいと思いました

169
就職活動で心が弱っている中、このように毎回地元からメッセージや食べ物を送っていただ
けて、とても温かい気持ちになっています。ありがとうございます。

170
コロナでなかなか地元に帰省できない状況での、ふるさと村上のような取り組みはとてもあ
りがたく、地元への愛着が深まる良い機会だと感じました。ありがとうございます。

171
第5弾も実施していただきありがとうございます。
いつも励みになっています。

172 3回目ですが、とても助かります。

173
村上でも新型ウイルスが増えているというニュースを毎日見かけて心配しています。HPなど
で増減などの情報を見てるのでこれからも頑張ってください。

174

知り合いのいないところで辛い思いをしていた時にこの取り組みを知り、故郷が応援してく
れているという安心感を持ちました。中々里帰りが叶わない中、故郷を感じられる良い取り
組みだなと思います。今は本当に大変な時期ではありますが、きっと乗り越えられると信じ
ています。

175 とってもありがたいです。他県で村上の食べものを食べることができてすごく嬉しいです。
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176
かれこれ1年半近く村上には帰れてませんが、この企画で毎回懐かしい味を思い出させても
らっています。ありがとうございます。

177 毎回ありがたいです！
178 定期的に応援便をくださるので生活する上でとても助かっています。

179

毎回送られてくる村上市の商品を楽しみにしております。コロナ禍でどこも大変なのにも関
わらず、支援し続けて下さる村上市は本当に優しい市だと感じております。
自分も誰かが大変な時に手助けできるような人間でありたいと思います。この恩をどこかで
返せたら、と思いました。届くのが楽しみです。ありがとうございます。

180 離れていて村上を感じられて嬉しいです
181 非常に助かるし、励みになります。これからも続けていただきたいです。
182 またまた開催ありがとうございます！嬉しいです！

183
感染者数が増えて、緊急事態宣言なども発令されたためゴールデンウィークは帰省できそう
になく残念に思っていますが、このような地元からの応援便があり、とても嬉しいです。あ
りがとうございます。

184
コロナ禍で帰省できない中で、このような取り組みをして頂きありがとうございます！
早くコロナが収まるように一致団結して、コロナ禍を乗り越えましょ!!

185 心温まるご支援をありがとうございます。

186

村上のほうでも感染者が出てしまったというニュースを見ました。
そんな中、市外で活動する学生のためにこのような取り組みを継続していただき、ありがと
うございます。
いつかコロナが収まり、自由に行き来出来るような時代になりましたら、様々な形で地元で
ある村上に貢献したいと思います。

187 いつもありがとうございます！

188
村上市でもコロナが何人か出ているということを聞きました。
感染防止を徹底して蔓延防止に努めていただきたいです。

189
このような支援があるということをもっと早くから知りたかったですが、コロナ禍で大変な
状況の中、このようなご支援は大変な有難く思います。

190
とても嬉しく、楽しみでもあります。
本当に感謝しています、ありがとうございます。

191 村上大好きです！早くコロナが終息しますように！

192
コロナ禍での一人暮らしはなかなか大変なのでとても助かります。村上も大変そうですが頑
張ってほしいと思います。

193
甘エビがあってびっくりしました。
季節の品をとり入れて飽きさせず村上の知らなかった良さを知るきっかけになってとても嬉
しいです。

194
4回目の申し込みです。毎回村上市の美味しいものを食べることができて幸せです。今回第5
弾が実施されるという連絡がきてとても嬉しかったです。今回も届くのを楽しみにしていま
す。

195 テスト勉強の時の夜食などに助かっています。
196 いつもありがとうございます。助かっています。

197

とても素敵で、かつありがたい取り組みだと感じています。
こちらでは売られていない新潟、村上ならではの食料品をいただけるのは、親元を離れた学
生にとってはとてもうれしいことだと思います。
いつもありがとうございます。

198
コロナで実家にあまり帰れてないなか、このような支援をいただき本当にありがとうござい
ます。これからも地元の村上が発展していけるよう応援しています。

199

長期化するコロナウイルス感染症の中で、このようなあたたかい支援があることはとても嬉
しく、もう少し頑張ろう、我慢しようという気持ちを改めて思い直す機会になりました。自
分の行動に責任を持ち、少しでも早く、どこへでも行きたい場所に行けて会いたい人にいつ
でも会える世の中になることを願っています。このようなご支援をいただきありがとうござ
います。
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200
なかなか地元に帰れず寂しいので、食から地元を感じることができるのが嬉しいです！あり
がとうございます。

201

このような取り組みを実施してくださってありがとうございます。
今はなかなか地元に帰れないので、地元の食べ物が恋しく思っていました。
この取り組みのおかげでこれからの一人暮らし頑張れそうな気がします！
ありがとうございます

202

一人暮らしになるといろんな生活用品を買うこと
になりお金が少なくなるので、このようなキャンペーン
があるとちょっとした贅沢を味わえて
とても嬉しいです。

203 次回もあればぜひ利用したいです。

204

コロナ禍でバイト先も時短要請を受けてなかなか稼ぐことが難しい今、こうやって学生支援
を行ってくださることでとても助かっています。
本当にありがとうございます。コロナ感染者の増加に不安ではありますが、これからも気を
引き締めていこうと思います。

205
毎回この応援便を楽しみにしています。なかなか実家に帰ることができなくても、地元を感
じることができとても嬉しいです。

206

村上市も連日コロナウイルスの感染者が出て大変だと親から聞き、第5弾は難しいかもしれな
いなと思っていたところに今回の募集があり、とてもありがたく、嬉しい気持ちになりまし
た。
東京都の感染者も村上市の感染者も落ち着くまではまだまだ帰れませんが、これを頼りにも
う少し頑張れそうです。いつもあたたかいご支援本当にありがとうございます。

207
全国的に見ても、ここまで地元を離れた子どもたちを
支えてくれる市は少ないように思います。第5回目の
学生支援、本当にありがとうございます。

208 何弾もやってくださってありがとうございます！とっても励みになっています！

209

第3弾、第4弾に続いて申し込ませていただきました。定期的にご支援いただいて本当に有難
うございます。
お知らせのメールが来る度に嬉しくなる反面、村上が恋しくて寂しくもなります。本来であ
れば予定していたゴールデンウィーク中の帰省もできず残念ですが、夏には帰省できると信
じて頑張りたいと思います。
家族から、村上も感染者が増えていると聞きました。これ以上拡大せず、安心して暮らせる
ようになることを祈っております。

210 非常に助かっております。ありがとうございます。
211 　この取り組みに感謝致します。有効に活用させていただきます。

212
ふるさと応援便第5弾を企画していただきありがとうございます。なかなか規制できない今、
村上市の特産品を楽しむことができ、とてもうれしいです。

213 こんなありがたいことを何度もしていただきありがとうございます。
214 とてもありがたいです。
215 素晴らしいと思います。
216 とても一人暮らしに助かると思います。
217 ありがたいです

218
またこのようなことをやってほしいです。
コロナで食料をいただけると嬉しいです。

219 毎回おいしいものをありがとうございます。力になります！！

220
いつも学生たちを応援していただきありがとうございます。現在研究と就職活動に励む学生
として、両方良い結果を出してふるさと村上に貢献できる人になりたいと思います。一緒に
頑張りましょう！

221 いつも助かっております。

222
大変に助かります。
コロナ禍でバイトもままならない中、このようなご厚意大変に有り難く思います。
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223
今回初めて知り申し込みさせていただきました。大変嬉しい取り組みだと思います。今後も
是非続けていただきたいです。

224

第5弾開催、誠にありがとうございます！
コロナ禍で大変なこともありますが、このような企画を実施して頂けるととても嬉しく思い
ます。ますます勉学に力を入れ、将来は村上市に恩返しできるよう日々精進して行きたいと
思います！！またの開催を心よりお待ちしています！！

225
第５弾の開催誠にありがとうございます。
村上市の方もコロナ感染が拡大しつつあるとの話を聞きました。
市役所の方々もくれぐれも感染なさらないよう十分に気をつけてお過ごし下さい。

226
毎度ありがとうございます。帰りたくても帰りづらいので、このような取り組みは本当に嬉
しいです。

227

村上を離れ心細く思っている時に、少しでも村上に触れることができてとても嬉しいです。
 村上は今、コロナの感染者が急増しとても大変だとは思いますが、助け合い1日も早く活気
ある村上へ戻ることを願っています。
 村上大好きです！

228 はじめてなのでたのしみです！

229
今コロナの感染拡大が起きている中、学生にこのような支援をしていただきありがとうござ
います。村上市も今コロナの感染拡大で大変だと思いますが頑張ってください。

230
県外にいても故郷の料理を味わえるので、こういう取り組みがとても有難いです。
今はお互いに厳しい状況下ですが、マスクや手洗いを徹底してコロナを乗り越えましょう！
村上市大好きです！！

231
第5弾目も行っていただきありがとうございます。
今回の商品も楽しみにしています?

232
第5弾ありがとうございます。村上市の状況が心配ではありますが、まだ規制の多い大学生活
を頑張りたいと思います。

233

連休、帰る予定でしたが中止しました。
せめて村上の食べ物、食べさせたいです。
バイトが出来ない状況で、苦しいようです。
牛肉、ぜひ食べたいと。
ありがたいです。

234
村上も感染拡大してる中、この様な支援をして頂きとても助かりますありがとうございま
す。お互い頑張っていきたいです。

235
いつもありがたくいただいています。
ありがとうございます。

236 村上の食べ物が食べれるのは嬉しいし、助かります。
237 こうして無料で食品がもらえることはとてもありがたいです。

238
一人暮らしをしている学生にとってとても助かるものだと思います。現在コロナにより簡単
に外出できないことや実家に帰省することもままならないので地元の味を思い出すためにも
続けていただきたい。

239 以前も利用させていただきました。いつもありがとうございます。
240 とてもありがたいです。

241
自炊に慣れず、肉をあまりとれてなかったので本当に助かりました。ありがとうございま
す！！！

242
第5弾の支援、本当にありがとうございます。アルバイトも休業になり、収入が減るのでとて
も助かります。

243 ありがとうございます！！本当に助かっています。この応援便を続けていって欲しいです。

244
毎回お世話になっています。自分たちの出身の地を知ることができるのでとてもいい企画だ
と感じました。
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245
毎回ありがたく利用させていただいております。一人暮らしで村上になかなか帰れない今、
こうして地元の温かみに触れられるのは本当に嬉しいです。今回もお世話になります。

246 いつもありがとうございます
247 いつも助かってます。ありがとうございます。

248
今回初めて申し込みをさせて頂きました。
商品が届くのが楽しみです！

249
1～4弾の応援便にも申し込んでいたのですが、どれも美味しく温かい気持ちになり、本当に
感謝しています。ありがとうございます。

250
日々の感染者数が増加しており大変な時期だと思いますが、いつも手厚い支援ありがとうご
ざいます。

251 このような応援便があると一人暮らしも頑張れます。

252
村上市の温かさに触れ、いつもいつも感謝しております。
将来の目標を達成するため、勉学に励んでおります。
村上市の美味しいものを頂いて、また勉強がんばります。

253 村上市の美味しいものに心が癒されています！ありがとうございます！

254
何度も学生支援の実施をされていてとても有難く、嬉しく思います。
現在コロナの影響で帰ることができないため、とても助かります。
ありがとうございます。

255 都会に出て始めてわかる故郷の良さがあると思った

256
このような形で支援していただけること、大変うれしく思います。さらに地元が好きになり
ました。

257 コロナ禍や就活の関係でアルバイトが全然出来ないので、すごく助かります。

258
今回初めて利用させて頂きましたが、とてもいい取り組みだと思いました。
村上への地元愛が改めて深まりました、ありがとうございます。

259 助かります！

260
第一弾から非常に助かっております。えらべる商品も毎回増えており、応募するたびに村上
市の特産品を新たに知ることができ、うれしく思っています。

261 届くのがとても楽しみです。

262
コロナでなかなか帰宅できず、またバイトも出来ず困ってました。この支援はとても励みに
なります

263 いつもありがとうございます。

264

コロナは波があり、そろそろ落ち着いて実家に帰ることができるかなと思っていても、また
流行して心配で帰ることもできず、ゴールデンウィークも帰られず地元の食が恋しくなって
いました。地元から送られてくるものだというだけで帰った気持ちになれるのでとても嬉し
いです。
村上も感染者が出ているようですが、これからもマスク着用と手洗いうがい、3密を防ぐなど
自分にできることをやって、少しでも生活しやすい雰囲気に戻ることを祈ります。

265 とても嬉しいです
266 ありがとうございます♪

267

一人暮らしをしているとなかなか贅沢が出来ないので、村上市のこのプレゼントは本当に嬉
しいです！
実家には全然帰れなくて寂しいけど、プレゼントや村上市からの想いに励まされています！
また、頑張れます!!
いつもありがとうございます!!

268
温かいご支援にとても感謝しています。あまり人と会えない中、とても励みになっていま
す。ありがとうございます。

269
いつもありがとうございます。
1年以上帰れていないので、本当に嬉しいです。
みなさんも体には気をつけてください。

270 村上市愛してます。最高の地元です！
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271
村上市も大変な状況のなか、このようなご支援本当にありがとうございます。
安心して帰れる日が来るまで、村上市の温かさに勇気をもらいつつ、勉学に励みたいと思い
ます。

272
第5弾の応援物資ありがとうございます。とても嬉しいです。他県にいながら地元の食材を食
べることができて幸せです。第6弾もあったら是非申し込ませてもらいます。

273

まさか第5弾まで続いてくれるとは思っていませんでした。
前回は機会を逃してしまい頼めなかったのですが、まさかの第5弾が開催されたので有難く申
し込みさせて頂きました。
毎回とても助かっております。ありがとうございます。

274 自粛生活であまり出掛けられていないので嬉しいです。
275 村上市愛してる

276
1年越しに始まった一人暮らしで不安だらけでしたが、久しぶりに村上を感じれて嬉しいで
す。ありがとうございます。

277 地元の偉大さを知る機会が出来て嬉しいです
278 毎回満足しています．今回も楽しみです．

279
村上市に約2年近く帰省できていませんが、食品や製品を通じて地元を感じることできる良い
取り組みだと思います。

280 まごころをありがとうございます！
281 いつも美味しい食材をありがとうございます。
282 ありがたいです。
283 ありがたいです。
284 第5弾まで実施していただいて大変助かります。ありがとうございます。
285 楽しみです
286 嬉しい。

287
前回の第4弾の際は村上に帰省しました。今回の第5弾では、またコロナ感染者数が増えてし
まい帰省しづらい状況になってしまったので、申し込ませていただきました。村上から離れ
たところでも地元を感じることができ、毎回楽しみに待っています。

288 前回と前々回実施していることを知りませんでした。今回は応募できてよかったです。

289 学生応援ありがとうございます

290
いつもありがとうございます( ¨? )
届くの楽しみです！

291
村上の特産品を手にする機会が今までなかったので、これをきっかけに地元の良さを改めて
知っていけたらなと思いました。

292 届くの楽しみにしてます！
293 食べ物を頂けるのはとても心強いです。ありがとうございます。
294 これからもよろしくお願いします。

295
定期的にこの支援を受けられることで経済的にも助かり、市民への心が感じられてとても良
い取り組みだと感じています。いつもありがとうございます。

296
第3弾、第4弾から引き続き応募させていただきます。このような取り組みを続けていただけ
ることに嬉しく思い、感謝の気持でいっぱいです。本当にありがとうございます。

297 いつもありがとうございます。毎回楽しみにしています！
298 盛り沢山の商品大変有難く思っております
299 何度もこのような支援をしてくださり、ありがとうございます。

300
いつもありがとうございます。なかなか村上に帰れないので地元の味を一人暮らしで食べら
れるのはとても嬉しいです。また、第六弾も開催していただけたら嬉しいです！

301 さまざまな地元フードを楽しめて嬉しいです！ありがとうございます！！
302 ありがたいです。
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303
コロナ禍により様々な場面で今までになかった負担がありますが、この応援便などの支援が
負けられないという力になります。

304
回数を重ねるごとにカタログの充実度が増していてとても満足しています。
Q20に関しまして、記憶が曖昧なので間違いがあるかもしれません。

305 大変な世の中ですが、学生にも企業にも優しい取り組みには感謝しています。
306 特産品ありがとうございます。
307 ありがとう

308 美味しい村上牛をいただいて頑張っています。ふるさとが近くにいてくれる気がします。

309
継続的な取り組みの実施、本当に助かっています。
ありがとうございます！！

310 楽しみです
311 とても有難いです。

312
学生のために5弾にも渡って支援企画を考えていただき本当にありがたいです。
こういった支援をして頂いているため、地元を離れて寂しい気持ちはありますが頑張ってい
こうと思えます。

313 助かってます。ありがとうございます。

314 第５弾まで企画して頂きありがとうございます。とてもよい取り組みだと思います。

315
前回利用した時も、地元村上からの贈り物で頑張れました。
地元からの応援はとても力になります。
ありがとうございます。

316
まだまだ、落ち着かない生活が続いておりますが、支援していただき非常に助かっておりま
す。

317

毎度申し込ませてもらっています。
前回はサツマイモのセットを送ってもらいまして、大切にいただきました。ありがとうござ
います。
今回もありがとうございます。村上はやはり良いところだと実感しています。

318

あたたかい応援便を第５段まで企画していただき、本当にうれしいです。
村上市の特産品について知ったり味わったりする機会となり、村上市の魅力を実感していま
す。
これを励みに引き続き就職活動を含め、勉学に励みたいと思います。
ありがとうございます。

319 5回目嬉しいです、ありがとうございます。

320
村上市でもコロナの感染者が増えてきていて、とても心配です。そんな中、このような取り
組みをしてくださってとても感謝しています。はやくコロナが終息して、村上市を思いっき
り楽しみたいです。

321
第5弾ありがとうございます！
実家に帰って、ゆっくりできる日が来る事を願います。

322
まさか5回もやってくださるとは思ってもみなかったので、とてもうれしいです。自分の住ん
でいる地域もコロナが徐々に増えてきて、実家に帰ることが困難になってしまったので、自
分が大好きな村上市の食べ物が食べられるのがとてもうれしいです。

323 感謝の思いでいっぱいです。ありがとうございます！

324

村上市で感染が広がっているのをニュースでみてすごく心配です。いつまでこの状況が続く
のか分からないですが、またコロナが流行する前のようにみんなで集まれる日が早く来るこ
とを願っています。
コロナの対策で忙しい中、学生に気を遣っていただき本当にありがとうございます。たくさ
んの支援があり、このような辛い状況の中、勉強を頑張ることが出来ています。将来看護師
として村上市に恩返しが出来ればいいなと思っています。ありがとうございます。
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325
第一弾から継続して申し込みさせていただいております。
村上に住んでいた頃でも食べたことがないものがたくさんあり、毎回とてもありがたく頂い
ています。

326

ふるさと応援便、第5弾の取り組みありがとうございます。
コロナ禍が落ち着かない中でこのような取り組みを何度も行ってくださり、感謝の気持ちで
いっぱいです。
コロナ禍の状況が1年以上続き、落ち着くどころか首都圏を中心にコロナ感染者も増えてお
り、不安の気持ちでいっぱいですが、早くコロナが治まり、地元に気兼ねなく帰省できる日
が来ることを祈りたいと思います。

327 故郷の味が味わえて幸せです
328 LINEの方でもこのことについて連絡があると助かります。
329 毎回お世話になっております。ありがとうございます。
330 いつもありがとうございます。早く元の生活に戻ることを願っています。

331 地元の美味しいものを食べることが出来てとても元気が出ます。本当にありがとう！

332
いつもご支援いただきありがとうございます。
皆様も体調には留意してお過ごしください。

333 いつもほんとに助かっています。ありがとうございます。
334 私たち学生も助けると同時に生産者の方々も救われる施策で、すばらしいなと思う

335

再びこの取り組みを行ってくださりありがとうございます。
学生は常に資金のやりくりに苦戦しています。そんな中、このむらかみふるさと応援便がと
ても助けになっています。
新型コロナウイルスはまだ終息しません。村上も増えていると聞きました。
企画してくださった皆様も、お身体に気をつけてお過ごしください。
ありがとうございます。

336

この春から対面授業が一部再開するとのことで大学のある都会へ出ました。
実際はリモートのものが多く、なかなか慣れない日々が続きますが、頑張っていきたいと思
います。
村上市では感染者が増え続けていると聞きました。どうかそちらも感染対策をキチンとして
みんなで生き延びてください。
最後に、このようなプロジェクトを企画してくださり、ありがとうございます。励みになり
ました。

337
贅沢ができない学生にとって、無料でいただくことの出来るこの取り組みはとてもありがた
いです。
地元の味を思い出すことが出来るのも嬉しいです。

338 いつもありがとうございます

339
いつも助かっています！就活が忙しくなったことやコロナで仕事が少なくなった影響でバイ
トをやめてしまったので、こういった支援は非常に助かっています！

340 とてもありがたいです

341
地元の美味しいものを食べて頑張っていきたいと思います！第5弾まで続けて頂いて感謝で
す。

342 毎回美味しい商品を贈っていただき、とても感謝しています。

343 おうち時間が再び増えましたが、このような機会をいただいたことで気分が上がりました

344
生活に必須のものから、普段なかなか買わない、買えないものまで揃っていて魅力的だと感
じた。

345 とても美味しいものを毎回ありがとうございます。おかげで楽しく食事ができています。

346 いつもありがとうございます！

347
初回から毎回申し込みさせていただいています。県外にいながら地元の味を楽しめて嬉しい
です。ありがとうございます！美味しくいただきます！

348
このような企画をしてくださってとても助かります。
またやってくれると嬉しいです。



No. ご意見・ご感想

349 初めて応募するのですがこのような企画に参加できてとても嬉しく思います。

350
素敵な取り組みをありがとうございます。
村上の美味しいものを東京でも食べることができ、とても嬉しいです。

351 一人暮らししてるのでとても助かります。よろしくお願い致します
352 毎回支援していただいてありがたいです。

353

こんなにもたくさんやっていただけると思っていなかったので、驚きとともに協力してくだ
さる全ての方々に感謝の気持ちでいっぱいです。今年もしばらくは帰省できそうにありませ
んが、こうした取り組みで村上市を思い出して、離れた地でもコロナに負けないための元気
をもらいました。本当にありがとうございます。

354

第5弾も支援を企画してくださるということで、本当に嬉しく思います。
どの特産品も魅力的で、毎回楽しみながら選ばせていただいています。
離れていても、県外にいる学生のために温かなご支援をしていただき、本当にありがとうご
ざいます！


