
●受付件数／561件

No. ご意見・ご感想

1
続けてくださってありがとうございます！前回はお肉を頼みました。今回は村上の工芸品を頼
むことに決めました。村上の工芸品といえば堆朱。とてもキレイで鮮やかな赤色だと思ってい
ました。

2
頻繁に取り組みを行なってくださっているので、いつも本当に助かっています。
ありがとうございます。

3 あまり外でご飯を食べられないので美味しいものが食べられてとてもありがたいです。

4 これからも続けて欲しいです。
5 助かりすぎる
6 米旨すぎ?

7
いつも利用させてもらっています。
有難うございます！

8 最高です！
9 本当にとてもありがたいことだと思います。

10

6回目の応援便ありがとうございます。支援品の種類が毎回更新されていて、とても嬉しいで
す。
ワクチンが徐々に普及し始めましたが、村上市でも感染者がポツポツとでていると伺いまし
た。
関東でもまだ感染が収まっているとは言えませんが、早く安心して帰れるように尽力します。

11
今年も村上に帰れそうにないので、村上を感じられるものを送っていただけると、ほんとにあ
りがたいです。ありがとうございます。

12 前回とてもおいしかったので今回も応募しました。

13
地元からの応援有難いです。
夏休みに帰れるのが楽しみです。

14
いつもご支援ありがとうございます。
次の支援では現金給付を検討していただけると幸いです。

15 神
16 いつもありがとうございます。

17
第6弾ありがとうございます。
こんなにも長期にわたって学生の支援をしてくださり、嬉しいです。

18
コロナ禍でまた緊急事態宣言が出てしまいアルバイトも思うようにできない状態だったのでこ
のように地元の食材を食べてるのがとても嬉しく思います。ありがとうございます。

19
学生応援第6回ありがとうございます!!
村上大好きです！！！

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。
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20
毎回申し込みさせていただいています。いつも美味しい特産品をいただいて助かっておりま
す。ありがとうございます。

21 第5弾から利用させていただいています。いつもありがとうございます！

22 コロナ禍が続いていますが、この支援で助かっています。毎度毎度ありがとうございます。

23 毎度故郷からの恵みに助けられています。ほんとうにありがたいです。

24

前回は村上牛ステーキを頂きました。
とても美味しかったです。
今回は丸メンチカツを有難く頂戴します。
日々の励みになり、学業に精が出ます。
この御恩は忘れません。

25 毎度利用させていただいています。故郷の味が現在の頑張りに繋がっています。
26 いつもありがとうございます！

27
いつもありがとうございます。
ふるさと応援便のおかげで、新型コロナ渦で苦しい中でも前向きにとりくめています。

28
村上市からの暖かい応援メッセージ、とても感動しました。シェアハウスの友達と美味しくい
ただきました。

29 とてもありがたいです。
30 お肉楽しみです！
31 物増やして欲しい！

32
コロナでアルバイトの収入も減っていたのでこのような機会を設けてくれてとても助かりまし
た。

33
6度目となる学生支援をしていただき非常に感謝しております。
場所は違えども苦しい状況は以前と変わらないままです。
しかし、これからも地元村上市のさらなる発展と皆様の健康を願っております。

34
第６弾もあってとても嬉しいです！
村上市になかなか帰省することが出来ないので早く帰省できることを願っています?

35
いつもありがとうございます！！帰りづらいので楽しませてもらっています！温かいメッセー
ジも嬉しいです！

36 助かってます。大好きです。
37 毎回とても助かっています。ありがとうございます。

38
第5弾に申し込みさせて頂きました。私は今新潟から遠く離れた土地で大学生活を送っていま
すが、久しぶりに新潟のお米や村上牛を食べることが出来て、とても懐かしく、暖かい気持ち
になりました。ありがとうございました。

39 ありがとうございます

40
このような取り組みとても嬉しいです。
ありがとうございます。

41
第6弾、本当にありがとうございます。
いつか必ず地元村上市に恩返しさせていただきます。

42

めちゃくちゃ助かってます。
コロナ禍で、刺激がないは日々を過ごしていましたが、今回のような支援があるおかげで、僕
たちの生活にも少し変化が現れ、充実した日々を過ごすことができています。
このような支援は、とても心強く思います。

43

毎度楽しみにしています。
来年で大学を卒業するので、これが最後になるかもしれません。
寂しい気持ちもありますが、ありがとうございます！
とても助かっています。

44
度重なる支援感謝いたします。ワクチン接種も徐々に進み、安心して地元村上に帰れる日を楽
しみにしています。

45 ありがとうございます！

46
とても一人一人暮らしに優しい市だと改めて感じました！大好きです村上市！
ぜひまたやって欲しいです
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47
一人暮らしで不安が沢山なのですが、こうしたキャンペーンがあると地元の味を久しぶりに味
わうことが出来るので、すごく嬉しいです。ありがとうございます。卒業まで頑張ります！

48
第5弾で感謝したのもつかの間、第6弾の知らせを見てもう嬉しくてたまりませんでした！本当
にありがとうございます!!

49 いつもありがとうございます。

50 食べ物が家に備えられていると安心感があるので、この学生応援便はとてもありがたいです。

51
いつも食べさせていただきありがとうございます。
助かってます

52
今回でクレープの申込は３回目です。
楽しみに待っています。
よろしくお願い致します。

53
いつもありがとうございます。こんなにも何回も支援してくださり本当に助かっています。暑
くなってきたので、みなさんも体調にはお気をつけください。

54 いつもありがとうございます。

55
ふるさとの温かい支援により一人暮らし生活をより頑張ろうと思えます。ありがとうございま
す！

56

すでに4回ほどこの取り組みを利用させていただいております。このような取り組みを企画し
てくださる市職員の方々、協力してくださっている多くの特産品を扱うお店の方々には、本当
に感謝の気持ちでいっぱいです。夏には帰省して、地域の活性に色々貢献できればと思いま
す！

57
今回の応募で4回目となるのだが、村上牛など普段は食べることのできない高級食材を無料で
発送してくれるのは、学生にとってとても嬉しい取り組みであると毎回思っている。
また緊急事態宣言が発令して、色々と大変であるが、これを食べて頑張っていきたい。

58 温かいご支援ありがとうございます。いつも美味しくいただいてます。

59
村上市から荷物が届くとすごく嬉しい気持ちになります！
毎回ありがとうございます??

60

第6回も開催して頂きありがとうございます！このような企画を通して地元村上の良さやまご
ころを感じることが出来るのですごくいい企画だと思います。
私が住んでいる場所ではまだ蔓延防止措置が行われたりするなど日々の生活に気をかけなけれ
ば行けない日々が続いています。
来年のこの頃には地元に帰らなければいけないので安心できるような生活が送れるように健康
管理に今一度気にかけていきます。村上市のご健闘を遠くの地からお祈り申し上げます。
最後もう一度言わせてもらいます。このような企画をありがとうございます！

61 第6回まで続けていただいてとても助かっています。本当にありがとうございます。

62
バイトやコロナ禍で金銭面が厳しい学生にとって大変役に立ちました。
私も歯科衛生士の卵として地元に貢献できるよう新潟市で勉強を頑張ります。
コロナ禍で大変ですが、村上市頑張ってください。

63
今回もこのような企画をしてくださり、ありがとうございます。前回も申し込ませていただき
ました。一人暮らしで寂しい中でも地元村上を感じることができ、とてもうれしいです。

64
野菜などお肉など一人暮らしだと不足しがちな食材があるが、支援物資として貰えるのはとて
も嬉しい。
村上を感じることが出来て安心する。

65
いつもありがとうございます。
第6弾までありがたく思います。

66 ありがとうございます

67
第6弾は思ってもみなかったのでとても嬉しいです！
ありがとうございます！

68 村上はあったかくていいなと思いました！
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69 ありがとうございます。

70
第六弾までありがとうございます。村上でもコロナが流行り出して帰省が難しかったので、こ
のような支援を設けてくださり大変ありがたいです。ありがとうございます。

71 毎回美味しい食料などありがとうございます。村上市応援しています。
72 いつもありがとうございます！

73

とても素敵な取り組みであると常々感じています。特に私は国立大学の教育学部に進学し、今
年3年生ということもあり、実習でとても忙しくさらにコロナ禍ということもあり実家のある
村上市になかなか帰省できないでいることにとても落ち込んでいたのでこういった形で地元の
方々が支援してくれていると思うととても温かい気持ちになりました。ありがとうございま
す！

74 いつもありがとうございます。
75 とても有難いです。
76 めちゃめちゃありがたいです??♀?

77
度々緊急事態宣言が出されたりして人と会う機会がなくなってきていて気持ちが沈んでいたの
でこう言った故郷の応援はとても励みになります。

78 一人暮らしのため、とても助かります。
79 前回新鮮な野菜が届き美味しかった
80 第6弾、ありがとうございます。
81 第5弾から使わせていただいているんだすが、本当に助かります！
82 地元の特産物を離れた地でも食べれて嬉しい！

83

第6回目も申し込ませていただきました。丁度いいスパンで企画してくださるのでとても助
かっています。
これから夏になり蒸し暑い日々が続きます。エアコン等、電気代がとても嵩む時期になりまし
た。
そんな中での応援便は、少しでも節約したいという学生の思いにとても寄り添った企画です。
これからも毎回利用したいと考えますが、もうすぐ大学を卒業してしまうため少し寂しい気持
ちもあります。
社会人になって何か村上に恩返しができたらいいなと思います。

84
今年の夏のつどいをきっかけにやっと帰れると思っていましたが、また先送りになりました。
残念ですが、仕方ありません。応援便を楽しみにしています！

85

よく友人と話すのですが、このような素敵な取り組みをしている市出身だということをいつも
羨ましがられます。
当事者の私も、毎回この支援を楽しみにしています。
市長さん、担当者さんの思いがとても伝わり、是非継続していただきたいです。
改めて、いつもありがとうございます。今後ともよろしくおねがいいたします。

86 第6弾もありがとうございます。

87
支援ありがとうございます。コロナ禍ですが、とても元気を貰います。メッセージにも励まさ
れました。

88 いつもありがとうございます！

89
進学のため新潟を出て一人暮らしをしているため、この活動に大変助けられています。ありが
とうございます。

90
バイトの収入が減り、生活費に不安があったため、このような取り組みを有難く利用させて頂
いています。
県外にいるためあまり情報が回ってこないので、メール等でお知らせ頂けると嬉しいです。

91 とても助かります。

92
いつも私たち学生に支援しただき、ありがとうございます。コロナ禍で簡単に地元に帰れない
中、こうして村上の食べ物が食べれることに感謝しています。

93
いつもありがとうございます！
毎回とても助かってます！
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94
毎回申し込みさせていただき、届くのをとても楽しみにしています。
まだまだ安心して帰省を出来るようにはなりませんが、村上を思いながら故郷の味を堪能し、
こちらで頑張りたいと思います！

95 I love Murakami city

96
毎月とても有難く頂いています。
地元の事を思い出し、日々の学校やアルバイトの生活をさらに頑張ろうと思えます。

97
村上市はこうした支援制度があってすごく助かりますし、応援されているのだなという励みを
か感じます。ありがとうございます。

98 いつもありがとうございます。

99
第1回から支援を申し込ませて貰っているので、これからの就職、資格取得に向けて地元村上
に貢献できるよう、頑張ります

100
お米を頂くのも、これで二回目となります。故郷のお米は美味しく、元気がでます。ありがた
く、頂きたいと思います。

101
これまでこのふるさと応援便にはたくさん助けられました。実家から離れて一人暮らしをする
身としては本当にありがたい取り組みです。最近では、私が住んでるところはコロナが収まっ
てきているので、地元に帰ることができる日もそう遠くないと感じて、とても楽しみです。

102
厳しい情勢のなか、こうして地元・村上との繋がりを感じられる取り組みに感謝します。
懐かしい味と温かな心遣いに、毎回エネルギーをもらっています。
村上市に一日も早く穏やかな日常が戻ることを願っています。

103 市長からのお手紙が嬉しいです。

104
毎回とても助かっています！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?

105
村上のご支援毎回助かっています。
ありがとうございます。

106 いただきます！！！

107
学生の支援になるとともに村上の特産品などを知ることができ地元の良さを再発見できる良い
機会だと思った

108
とても有難いです。
ありがとうございます。

109
毎回美味しいものを送っていただき本当にありがとうございます。村上市でコロナがはやって
から一度も帰れてないので食べ物を送ってもらえるのは非常に助かります。村上市からの応援
に期待に添えるような形でこれから頑張っていきたいと思います。

110
第6弾ありがとうございます。なかなか地元に帰ることができませんが、応援便で地元を感じ
ることができています。大学生活頑張ります。

111 とても有難いです！！！
112 いつも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！
113 助かります

114
第6弾ありがとうございます！
実は楽しみにしてました！
毎回ありがとうございます！

115
この前、応募して、頂いたのにLINEするのを忘れました。
すみませんでした。

116 嬉しいので第七回お願いいたします。
117 いつも助かります
118 本当に生きる活力になってます
119 コロナ禍が終わっても続けて欲しいです
120 このような制度を作っていただきありがとうございます。
121 第六弾ありがとうございます。
122 Q5.6とQ13.14の住所入力が同じ場所のとき、何回も打つのが面倒。
123 前回初めて利用させていただき美味しくいただきました。ありがとうございます



No. ご意見・ご感想

124
コロナウイルス流行後、未だに帰省ができていませんがこのような取り組みで地元村上を感じ
ることができます。
ありがとうございます。

125 うれしいです

126

昨年からこの学生応援便を利用させていただいております。
かなり長い期間にわたって定期的にこのような支援をしてくださっていることに感謝してもし
きれません。
ありがとうございます。

127 いつもありがとうございます。

128

これまでの応援便も申し込ませていただきました。地元から離れて不安が多い中でこのような
取り組みは非常にありがたいです。そこで応援便の商品についてなのですが、村上市の美味し
いお酒もカタログの中にあったらいいなと思いました。20歳以上が条件になってしまいます
が、ご検討して頂けたら幸いです。

129 いつもありがとうございます。

130
前回も申し込ませていただいて、とても満足することができました。
ひとり暮らしだと金銭面で苦しかったりするので、高級な食料をいただけると励みになりま
す。

131 いつもありがとうございます。
132 今回も子どもが楽しみにしています。村上市のご厚意に感謝しています。

133 第一弾から申し込んでいますが、毎回美味しいものを届けていただいて感謝しています。

134
今回もご支援ありがとうございます。地元の食材を他県で味わえることをとても嬉しく思いま
す。次回もありましたら是非とも申し込みたく思います。

135 多数のご支援ありがとうございました。

136
毎回ワクワクした気持ちで申し込みます。申し込んでから届くまで届いてから食べるまでずっ
とワクワクした幸せな気持ちになれます。ありがとうございます。

137
大好きな村上を離れていても感じることができるこちらの取り組みに大変感謝しています。本
当にありがとうございます。

138 もらえてうれしいです
139 とても助かっています。

140

いつも大変お世話になっています。
第6弾も企画していただき、本当にありがとうございます！
未だにコロナで大変な中、引き続きこのようなご支援をしていただけることが本当にありがた
く、そして嬉しく思います。

141 毎回ありがとうございます。
142 定期的にこの取り組みをして頂けてありがたいです。
143 とても助かります。

144
いつもありがとうございます。
なかなか村上に帰ることができなくて寂しいですが、いただいた商品で村上を感じています。

145

いつも素敵な取り組みありがとうございます。
コロナ禍がなかなか落ち着かない中で、定期的に県外の学生に向けて取り組みを行ってくださ
り、感謝の気持ちでいっぱいです。
コロナ感染対策を引き続き徹底していきたいと思います。

146 村上市が大好きです！

147
美味しく頂きました。
本当にありがとうございます。

148
第6弾までやっていただき、本当にありがとうございます。
第5弾に南蛮エビを選んだのですが、非常に美味しかったです。

149
コロナでなかなか地元に帰省することが出来ない中、
このような取り組みをしていただき、地元の温かさを実感しています。
ありがとうございます。

150 いろいろ試せて楽しい。
151 いつも助かっています。続けていただきたいです！
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152
2回目の応募です。
この企画は受け取る人全員にとって幸せだと思うので、
もし機会があればまたやってください。

153
毎回美味しく頂いております。
ありがとうございました。

154 地元の特産品を食べることができてうれしい

155

いつもありがとうございます。
応募フォームで、毎回全角スペースを打つのが面倒です。苗字と名前の欄を分けたらスペース
を打たなくても良くなるのでそうしていただけたら嬉しかったです。次回もぜひよろしくお願
いします！いつも美味しい食材ありがたく頂いています

156

今回、２回目の申し込みをさせていただきました。
前回は大学生になったばかりで慣れない一人暮らしにつかれていた時に村上の温かさを感じら
れてうれしかったです。
今回またこのような企画をしてくださりありがとうございます。届くのを楽しみにしていま
す。

157
地元の味を食べることができるので嬉しいです。
個人的には、朝日のホルモンがあったらより一層嬉しいです

158
前回も利用させていただいて、村上のふるさとの味を楽しむことが出来て良かった。この取り
組みを続けてくれてとても嬉しい。

159 ありがとうございます。
160 ありがとうこざいます

161
何度もこのような取り組みを行っていただいて、とても助かっています。ありがとうございま
す。

162 いつも助かっています。ありがとうございます。
163 とても楽しみです。

164
何度も企画していただき本当に嬉しいです！ありがとうございます。村上市の美味しいものを
自宅で食べることができて幸せです。届くのが楽しみです！

165 いうもありがとうございます。
166 いつもありがたいです。ありがとうございます。
167 いつも美味しくいただいています。
168 6弾まで続くと思いませんでした。とっても嬉しいです！！
169 いつもありがとうございます。

170

毎回申込ませてもらってます。
とてもありがたいのですが、学生のため日中は不在の事が多いのに、配達時間が指定できない
ため、受取れず毎回不在通知です。
できれば、夕方以降の配達にしていただけると助かるのですが。

171
今回も企画、ありがとうございます。しばらく村上市に帰っていないので帰りたい気持ちがあ
ります。感謝して頂きたいと思います。また次回がありましたら、よろしくお願いいたしま
す。

172 元気出ます。ありがとうございます。

173
このキャンペーンが始まったことに気付けなかったため、メルマガ以外にも告知する手段を
作ったほうが良いのではないかと感じた。

174 ワクチンが普及しても感染対策をして欲しいです！
175 支援品の保存方法等カタログにもう少し詳しい記載があると嬉しいです。

176
昨年利用し、とても心が温かくなったのでまたお願いしようと思い申し込みます。今年も村上
市に帰省できないのかと落ち込んでいますが、この応援便で帰省した気分に浸りたいと思いま
す。

177
これまでの応援便企画は全て申し込ませていただきました。毎回素敵な商品を取り揃えていた
だきありがとうございます！
暑さも相まって苦しい状況が続きますが、皆で頑張っていきましょう。

178 離れていて故郷を感じられてとてもうれしい

179
なかなか地元に帰れなくて苦しい時期ではありますが、こういう形で地元を感じることができ
てとてもありがたく思います。

180 毎回大変助かっております。
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181 大変励みになります。これからも学生のためにこの活動を継続していただきたいです。

182 いつもありがとうございます！

183
コロナ禍になってから、この取り組みには助けられています。いつもありがとうございます。
また、今まで気づかなかった地元の名物や名産を知るきっかけにもなりました。

184 いつもありがとうございます

185
いつもご支援いただき感謝申し上げます。
皆様もどうぞご自愛ください。

186 いつも助かっています

187

この食料支援には何度も助けられています。
未だに新型コロナウイルスの感染拡大が収束しないため、お盆の帰省も自粛し、望郷の念に駆
られておりました。そんな中、この活動を通して、改めて村上市の人情に助けられています。
新潟でも7月に入り感染者が増加傾向にあります。また気温も高くなってまいりますので、感
染対策や水分補給を徹底し、くれぐれも体調にはご自愛ください。

188 とてもありがたいです

189
非常に助かります。
ありがとうございます。

190
カタログが充実していて新しい商品も増えていて、いつも選ぶのが楽しいです。素敵な企画を
ありがとうございます。今回も楽しみにしています。

191

いつもご支援いただきありがとうございます。
今年から千葉に移り大学院で研究に励んでいます。

少しずつ動きやすく（ワクチンなど）なっているので村上にも帰る機会が作りやすくなってう
れしいです。
以前いただいた市長のメッセージは大変励みになりました。またいつもおいしい特産品をいた
だき村上の味を思い出しています。
まだ厳しい状況は続きますが関係者の方もお体には気を付けてください。

本当にありがとうございます。

192

こうやって、支援してくださることに感謝しています。
地元の良さに改めて気づいたり、人情の素晴らしさを感じたり…当たり前のことはないと、こ
の支援を通して感じています。こうやって与えてもらったこと、今度は自分たちが与える番に
なったとき、きちんと伝えていきたいと思います。計6回、支援いただき心より感謝申し上げ
ます。

193 毎回とても助かっております。今のところ特に不満はありません。ありがとうございます。

194 感謝します。

195
この取り組みを続けてくださり、ありがとうございます。今回も応募させていただきます。
地元村上市からの贈り物を励みに、自粛の継続と就活をがんばります。

196
このような取り組みをしてくださり、本当にありがとうございます。
また、毎回頼んでから届くまでが早く、ありがたい限りです。
今回も届くのを楽しみに待っています。

197

今まで何度も利用させてもらってます！
毎回何にするかワクワクしながら選んでいます。ウイルスの影響もあり、なかなか村上に帰れ
ていませんが、この支援便で特産品を楽しめるので実家のご飯を食べている気持ちになりま
す。本当にありがとうございます！

198 ありがとうございます
199 なかなか帰省できないなか、地元の美味しいものを味わえて嬉しいです！

200
毎度ありがとうございます。
とても助かっております。

201 いつもありがとうございます。
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202 大変助かります。ありがとうございます。
203 いつもありがとうございます！

204
２回目の申し込みです、前回申し込んでとても良かったのでまた申し込みました。
ありがとうございます。

205 いつもありがとうございます
206 毎回利用させていただいており、とても助かっています。

207
第６回まで学生支援が続くとは思ってませんでした。感謝しています、ありがとうございま
す。

208 ご支援を続けていただき大変感謝しています。
209 小さい頃に食べた懐かしい地元のスイーツを楽しめて良かったです

210
前回も最高でした！今年で学生最後なので、帰省できないのは残念ですが、美味しい村上の食
べ物を味わえるのが楽しみです～

211
いつも申し込ませていただいてます。とても嬉しいです。このご時世ですが、がんばりたいと
思います。ありがとうございます。

212
コロナだけでなく、学業が忙しいために帰省ができないので、村上の食べ物を送っていただけ
ることはとても嬉しいです。
ありがとうございます。

213

この企画が好きだったので、また応募することができて嬉しいです。
ワクチンがまだ打てていないため、この夏の帰省は自粛しようかと考えています。
このような企画があることで、地元に帰れない寂しさが少し紛れました。
今回は大好きな鮭を頼みました。到着を楽しみに待っています
村上の皆様もどうかお元気でいてください。

214 毎度お世話になっております。ありがとうございます。

215
とても美味しくて大助かりです。
村上市内でこれ以上新型コロナウィルス感染症が蔓延しないことを祈っています。

216

テストなどの勉強で心身ともに疲労困憊しているので、このような支援をしてくださることで
ココロにゆとりなどが生まれたり、リフレッシュなどにもなるのでとても嬉しいです。
私は今回で二回目でして、一回目のときはとても良かったので今回も期待しております。
長文失礼しました。

217 一人暮らしにとても助かります！

218

第六段もしていただきありがとうございます。
村上市から送られてくる支援が密かな楽しみになっております。
このような取り組みをされていると、村上市いいなぁ、優しいなぁと思います。
いつか恩返ししたいです。

219
第６弾ありがとうございます。
前回も申し込みし、美味しく頂きました。

220 いつもありがとうございます！県外にいても村上市の食べ物を食べれるなんて嬉しいです！

221
いつもありがとうございます。
村上はおいしいものが沢山あるのでとても迷いました。

222
大変な世の中でありますが、応援便による学生支援を取り組んでいただきありがとうございま
す。

223
毎度ありがとうございます、とても励みになっています！村上市の皆さんも暑い日が続きます
が体調にお気をつけてお過ごし下さい！

224 今の時期、随分と遠くなってしまった故郷の味を噛み締めることができてとても嬉しいです。

225
同県内とはいえ、家族の事を考えるとなかなか帰省も躊躇われる中、こういった取り組みで支
援をいただけるのはとても嬉しいです。

226 美味しいものが多いので一人暮らしにはとても助かってます。ありがとうございます。

227
毎度、この応援便を楽しみにしており、毎回村上の味を美味しくいただいております。誠にあ
りがとうございます。
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228 コロナ禍で帰省できないので故郷の味が思い出せて嬉しいです

229
多彩な種類のカタログから選べる事に魅力を感じました。前回利用させて頂いた時もちゃんと
届きました。ありがとうございました。市の魅力を再確認する事が出来たし、周りの人達にも
アピールしていけたら良いと思いました。

230
いつも助かります。
美味しいお米をありがとうございます

231 素晴らしいキャンペーンだと心から思います。
232 とてもありがたいです。
233 このような支援ありがとうございます。
234 特にないです

235
美味しそうなものばかりでとても悩みました。
ありがとうございます！

236
昨年度に引き続き、帰省が難しくなったと考えていたためにこのような取り組みがあることは
大変嬉しく思います。また、自身の市の魅力を再認識するためのものとして優れたものだと思
いました。

237 またこの学生応援便を続けてくださり、嬉しく思います。

238 いつになったら帰れるのか分からないので、継続して支援していただきとても嬉しいです！

239
6回も様々な時期に学生支援便を頼むことができたので、四季折々のおいしい食べ物を食べる
ことができて嬉しいです！！！！

240 学生で一人暮らしなのでとても助かります。ありがとうございます。
241 すごく嬉しい取り組みです！！ありがとうございます！！

242
この取り組みはとても助かっています。もらった商品はこれからも大切に扱いたいと思いま
す。

243
この取組みにはいつも感謝しています。村上の特産品についてもよく知れる機会なので、とて
も良いです。

244

前回の第五弾で、村恭さんのクレープを頂きました。
馴染みの美味しいクレープとお米と共に、市長さんからの励ましのメッセージも添付されてお
り、とても元気が出ました。
故郷を思い、地元愛が深まる大きなきっかけとなる、とても暖かい取り組みだと感じました。

245
自粛生活になり1年以上経ち疲れが溜まっていますが、定期的に行ってくれる村上応援便に励
まされています！
実家にも帰れなくて寂しいです?でもがんばります！！

246

第6弾もありがとうございます
村上の味や優しさに触れる度にいい所で育ったなと思います。
村上市も感染者が減ってはきましたが、まだまだ油断出来ない状況が続いているようですね。
お祭りの時期になりましたが、開催することが出来ず残念に思います。
1日も早く新型コロナウイルス終息を迎え、活気溢れる村上市へ戻ることを祈っています。

247
緊急事態宣言で帰省できず、就職活動も思うようにできない状況の中、何度も学生応援便を企
画して頂きありがとうございます。

248
第6弾の支援便ありがとうございます！
届くのが毎回楽しみにしております！

249 とてもいい取り組みだと思います。村上を思い出します。
250 何回もやってくださるのがありがたいですし心強いです。
251 いつもありがとうございます！
252 いつも助かってます！！
253 支援品いつも美味しくて嬉しいです！ありがとうございます！
254 ありがとうございます。勇気をもらいました。

255
いつも、この企画を楽しみにしてます。
隣県でもなかなか実家に帰れない状況が続いている中、故郷の名産品を頂戴できることに感謝
しております。
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256 地元の味を堪能でき、とても嬉しいです。
257 毎回美味しい商品を送っていただき、とても感謝しています。

258
いつもありがとうございます！
こちらでできた友達が、こんな美味しい鮭食べたことないとバクバク食べていました。

259 大好きな故郷に帰省できなく残念ですが、このような企画をありがたく思っています。

260 こうした支援はとても助かりますし、地元村上とのつながりを感じられてとても嬉しいです。

261
本当に嬉しい企画毎回ありがとうございます。
元気をもらいました！

262
関東住みですが、コロナでなかなか外出できず、帰省もしばらくできていません。そんな中で
の村上の支援、感謝しております。

263 毎回  楽しみにしています。

264
まだまだ帰省できない中、地元を思い出す事ができ、いつも感謝の気持ちでいっぱいです。さ
みしい気持ちもありますが、ひとりじゃないことを思い出させてくれます。今回も届くのが楽
しみです。ありがとうございます。

265
お盆中の帰省を中止にしました。村上に帰れないことはとても寂しいですが、こちらの感染状
況が落ち着いてから戻りたいと思います。本当にいつもありがとうございます。

266 2回目です。とてもありがたいです。
267 前回も頼みました。ありがとうございました。

268

ここでは普段では買えないものをもらうことができるため、本当に助かっています。
お米も商品もいつも美味しく頂いてます！
村上市に本当に感謝してます！
大好きです。ありがとうございます!!

269
何度も支援して頂きありがとうございます。
コロナで不安な事が多い中で、改めて地元の温かさを実感しています。

270
毎回利用させて頂いています。帰省することが出来ない分、こうやって村上の美味しいものを
食べられることがとても嬉しいです。ありがとうございます。

271 とても良い事だと思います
272 非常にありがたいです。これからもよろしくお願いします。
273 感謝します。
274 美味しい食材を毎回ありがとうございます。

275
過去にも数回申し込みさせていただきました、第6弾までこういった取り組みを続けてくださ
る村上市に本当に感謝と感動をしています。
毎回、学生生活の励みとなっております。本当にありがとうございます。

276 ありがとうございます
277 コロナが落ち着くまでこのような取り組みを続けていただきたいです。
278 生活する上で助かっている

279
今回で二回目の利用となりますが、改めてこのような
取り組みによって支援頂けるのはとても嬉しく、有難く思います。

280
いつもありがとうございます。感謝しております。コロナの感染拡大がいまだに続いていま
す。自分はワクチン接種2回終わりましたが、今までどおり感染対策をしっかりやって、勉強
がんばります。

281
いつもお世話になっております。申請を開始しているかという情報をもう少しわかりやすくし
ていただけると幸いです。

282 一人暮らしなので地元の食べ物が食べれるのは嬉しいです。ありがとうございます。

283 とても助かっています

284
何度もありがとうございます！！
本当に助かります！！！村上大好き！！
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285
以前申し込んで、普段はあまり食べることのない地元のものを食べることができて良かったで
す。

286 複数回この取り組みをして頂いてありがとうございます。助かっています。
287 いつもありがとうございます。
288 素敵な企画ありがとうございます！

289
とても助かりますありがとうございます。
第7弾期待しています！！

290 ありがとうございます、もっとやってください。
291 いつも大変お世話になっております。また利用したいと考えてます。
292 地元を自慢に思います。ありがとうございます！！
293 素晴らしい取り組みだと思います。村上市のこれからの繁栄を願っています。

294 帰省もできず、外出できない状況の中、故郷の味を感じられるのはとてもありがたいです。

295 美味しいものがもらえて嬉しいです

296
質問になってしまいますが、22日以降の発送にしていただくことは可能でしょうか。
可能でしたらよろしくお願いいたします。

297 ありがとうございます！！！！！
298 よい

299
定期的に開催される学生応援がすごく楽しみです！
また次回の開催も楽しみにしています！

300 また、やっていただきたい。待ってます！
301 今回も申し込みます。大変ありがとうございます。
302 今回2回目の申し込みです。ありがたく活用させていただきます。

303
こんなに長期間定期的に支援を続けてくださりありがとうございます。嬉しい限りです。帰省
できる日を楽しみにこれからも頑張ります。

304 このご時世、地元村上に帰れない中このような取り組みがあり本当に有り難く思います。

305 いつも助かってます。ありがとうございます。

306
応援便第6弾、ありがとうございます！お盆帰りたいけど帰りません！大好きな村上のみんな
を守るため！その代わり家で村上牛を楽しみます！(ああ～早く帰りたいー！)

307 何度もありがとうございます。


