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／597件
No.

ご意見・ご感想

温かい気持ちになります
1 ありがとうございます
村上大好きです
2 いつもありがたいです、ありがとうございます。
3 次回もお願いします。
このような企画を何度も行っていただきありがとうございます。
4
故郷村上の美味しいお肉を東京の友達と一緒に食べています。
5 毎回美味しいものをありがとうございます
6 地元の懐かしい味が食べられるのでとてもありがたいです。
7 やっぱり米と村上牛が旨すぎ笑
これまでほぼ毎回申し込んでいます。
8 この企画を通して、自分自身が地元村上を感じることができるだけでなく、食べ物を大学の
友人におすそ分けしているので、村上を知ってもらういい機会になっていると思います！
9 いつもありがとうございます！！とても助かっています。
種類が多く、その中から自分の好きなものを選べました。
10
とてもありがたいです。
11 感謝します。
12 村上大好きです
いつもお世話になっております。
13
応援便のおかげで村上の良さを思い出すよいきっかけになっております。
14 村上、サイコー！
一度だけでなく、何度もご支援いただきありがとうございます。
15
地元で育った食材をいただけることにとても感謝しております。
今年度から就職するため、おそらく今回が最後の申し込みとなる。
16 情勢により中々実家に帰省することができない中、地元の名産品を色々頂くことができ、非
常に嬉しかった。
私は、少食なので、頼んだ名産品は、サークルの仲間や後輩と一緒分けあったりして、この
コロナ禍であらためて絆を深めることができ、加えて村上市の魅力を紹介することもできた
17
ので、この応援便にはとっても感謝しています。
ありがとうございます。
18 一人暮らしで大変な中、地元の特産品をいただけて嬉しい。
いつも支援していただきありがとうございます。
19
地元村上が感じられる品々でいつも届くたびに懐かしい気持ちになります。

No.

ご意見・ご感想

定期的にこういった学生支援の取り組みを実施してくださり、本当にありがとうございま
20 す。
私も何度も利用させて頂いており、村上のお肉や鮭、ジェラートを美味しく頂いています。
21 このような取り組みをしてくださりありがとうございます。とても嬉しいです。
7回目になる学生支援誠にありがとうございます。
22 新潟も関東もお互い厳しい状況ではありますが、支援していただき遠く離れた地元との繋が
りを感じることができ幸せに思っております。
23 村上の鮭が手軽に食べられて嬉しいです。
24 毎回応募しています！ありがとうございます！
25 いつも助かっています。ありがとうございます。
26 今回で応募は3回目ですが、遠くでの一人暮らしなのでとても助かっています。
今までに6回支援していただきましたが、まさか7回目もあるとは思っていなかったため、大
27 変驚きました。
毎度本当に助かっています。ありがとうございます。
28 いつも助かってます。ありがとうございます。
第7弾までやってくれるとは思わなかったです。
29 地元の美味しいものを食べるととても幸せな気持ちになります！
I love Murakami city...
いつもお世話になっています。
今回ので私は最後にはなると思いますが、今後も村上市出身の学生の皆様の為に、学生応援
30
便を続けて頂ければと思います。
今までありがとうございました。
31 いつもありがとうございます。毎回嬉しい気持ちで一杯です。
32 支援が充実しておりとても嬉しいです。ありがとうございます。
33 いつも助かっています。これからもよろしくお願いします。
いつもありがとうございます！一人暮らしをしているのでこういう支援をしてくださって助
34
かっています！
35 非常に助かりました。ありがとうございます。
36 いつもありがとうございます！とても感謝しています
37 すごく助かっています。ありがとうございます。
38 とてもありがたいです！
39 村上の美味しい食べ物を食べることができてとても嬉しい。
40 とてもありがたいです！活力が上がります！
年末年始に帰れなかったが、このような支援があり本当に嬉しかったです。
41
感謝しています。
応援便のおかげで村上市に帰れなくても村上を感じることが出来てとても嬉しいです。
42 また今年、成人式を無事行うことが出来て本当に良かったです。
ありがとうございます。
43
44
45
46
47
48

これからも楽しみにしています
よろしくお願いします
毎回申し込みさせて頂いております。ありがとうございます。
コロナ禍の中で、計7回も学生応援便企画を実施していただき嬉しい限りです。本当にありが
とうございます！
丸々2年間実家に帰省することができなかった中、ふるさとの味を楽しめた貴重な機会になり
ました。
一人暮らしなので非常にありがたかったです。
第7弾と聞いて驚くとともに、感謝の気持ちでいっぱいです。
温かい支援、ありがとうございます。
コロナ禍でバイトが減って収入もままならない状況で、このように地元の食材を届けてくだ
さって大変助かります。
村上市に帰省できる日を楽しみにしています。

No.

ご意見・ご感想

再びコロナ感染者が増加し、行動制限されている中でふるさとの名産品を食べれてコロナ禍
49 でも頑張ろうという力をもらえます。
ありがとうございます。
この取り組みのおかげで、美味しいごはんが食べれてとっても嬉しいです。いつもありがと
50
うございます。
今年度で卒業となります。
51
事業開始から毎回利用させていただきました。約２年間お世話になりました。
52 ありがたい
53 いつもありがとうございます
いつもご支援ありがとうございます。ふるさとが応援してくれて心強く思い感謝していま
54
す。これからも頑張っていきたいと思います。
55 こんなにいい物をもらえて凄く感謝しています。ありがとうございます。
56 いつもありがとうございます！
57 ありがとうございます
58 感染拡大に伴い、帰省を控えているため、とてもありがたく思います。
いつも利用させていただきます。
59 一人暮らしで自炊をしているので、いつも助けられています。
ありがとうございます。
60 「村上にこんないい物があったんだ！」という発見があります。
故郷の食べ物を頂きありがたいですm(_ _)m
61
同級生にも自慢出来ます。ありがとうございます
62 いつもありがとうございます。
感染者が増え、帰省が難しくなることを寂しく思います。
周りにこのような取り組みをしている市が少ないようで、地元村上の懐の広さに誇りを感じ
63 ます。
この取り組みを通じて、もともと好きだった村上市のことをもっと好きになりました。
また気兼ねなく村上のうんめもんを皆で食べる機会が増えていくことを祈るばかりです。
64 いつもありがとうございます！
65 毎度毎度助かります
あまり地元にも帰れない中で、このような応援便があると少しでも地元を思い出せて帰りた
いなという気持ちが強まります。
66 いつも応援便に助けられています。ありがとうございます。
そして先日はつどえっちゃ村上を開催していただき本当にありがとうございました。
重ねて御礼申し上げます。
毎度毎度助かっています！！
ありがとうございます
68 たびたび支援の品を送ってくださり、ありがとうございます。
一度村上牛を送っていただいてとても嬉しかったので、再度応募させていただきました。感
69 染症の影響で実家に長いこと帰れていませんが、地元村上の特産品を食べて頑張ろうと思い
ます！
67

第一弾から申し込みをさせていただいております。
これほどの長期間にわたって定期的にこのような支援があることをたいへんありがたく存じ
70 ます。
村上市の方でも新型コロナウイルスが増えてきていると耳にしております。この取り組みの
ご担当者様や職員様方もどうか体調など崩されませんよう、ご自愛くださいませ。
71 ありがとうございます。
72 毎度お世話になっています。ありがとうございます。

No.

ご意見・ご感想

毎回本当に助かっています！
73 地元の食べ物を食べて、心が温まります！
本当にありがとうございます！
74 良い取り組みだと思う
75 これまでも申込みさせてもらい、大変気に入ってます。
76 とてもありがたいです。
とても良い取り組みだと思います。今回初めて申し込みます。ふるさと村上の名産物を味
77
わって頑張ります。
78 バイトが思い通りに出来ない今、とても嬉しい支援です！ありがとうございます
またこのような支援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。
79
この支援を当たり前だと思わず、感謝して特産品を食べようと思います。
80 大変貴重な食料を有難う御座います。
小学生の夏休み、祖父と2人で曽祖父のお見舞いの帰りに瀬波南国フルーツ園で「パパとママ
には内緒だよ」とジェラートを買ってもらったことがあり、今回のカタログにそちらのジェ
81
ラートが記載されていてとても懐かしい気持ちになりました。地元を出た今もこうして支援
していただき、とてもあたたかいまちで育ったのだなと実感しました。
82 助かってます。
83 あまり帰れない地元を楽しむことが出来てうれしいです！ありがとうございます。
84 ありがとうございます
いつもありがとうございます。
85
村上を感じることができてとてもありがたいです。
以前も利用してありがたかったので、もう一度開催してくれてとても嬉しいです。
86
ありがとうございます！
87 ありがとうございます！
88 おいしい
89 学生に嬉しい取り組みだと思う。
90 非常に助かっております。ありがとうございます。
とても助かっています！
91
これからも続けて欲しいです！
いつもありがとうございます。大変助かっております。地元に帰れないときでも村上を感じ
92
ることができ、とてもうれしい気持ちになります。
昨今コロナの状況がまた酷くなっている中、このような学生支援のサービスを継続してくだ
93
さり感謝いたします。
いつもご支援いただきありがとうございます。
94
皆様も健康に気をつけてお過ごしください。
まさかまたやってくださるとは思っていなかったので、応募が始まったときとても嬉しかっ
95 たです。
ありがとうございます。
今回もありがとうございます。毎度お世話になっています。
96 時々地元に帰りたくなります。
今後も体調に気をつけていきましょう。ありがとうございました。
97 ありがとうございます。本当に感謝しかないです。
98 今回3回目の申し込みです！毎回美味しいものが届いてとても嬉しいです！
99 いつもありがとうございます。
100 前回いただいた村上牛とても美味しく頂きました。ありがとうございました。
長引くコロナの影響で、行政も大変な中、何度となく学生に支援をして頂きまして、本当に
101
ありがとうございます。
コロナ禍で帰省しづらい状況の中で、このように地元の名産品を頂けるというのはとても嬉
102
しく感じます。
前々回の学生応援便と今回ので2回目の申し込みをさせて頂きました。
103 1回目ではお米を申し込み、とても美味しかったので今回もお米を申し込みました。いつもあ
りがとうございます。

No.

ご意見・ご感想

永い支援、大変ありがたく思っております。
104 新潟県内も感染状況が深刻化しており、次いつ帰れるか、家族の健康は大丈夫かと不安に
思っておりますが、地元の食材をいただいて少し心を落ち着けてみようと思います。
105
106
107
108
109

110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

いつもありがとうございます。
一人暮らしをする学生にとっては、非常にありがたい取り組みです。
感染対策を怠らず頑張りましょう
忙しくて買い物もあまり行けてないので、お米や野菜などとても、助かります。
この春卒業予定です。今回3回目の申し込みです。ありがとうございました。
母子家庭なので授業料や寮費など土日は自炊と大変です。
市ホームページを見て支援してくれるのがわかってから申し込んでます。
食品を買いに行くには自転車で30分もかかります。
コロナが増えてきているのでバイトもできなく、毎回たのむのは牛肉の切り落とし喜んで自
分で小分けにして食べてます。ありがとうございます。
村上市から美味しい食べ物をもらうことができてとても助かるし、嬉しいです！
毎回楽しみにしてます♪
いつも感謝しています。前回よりも選べる内容の種類が増えているような気がして、選ぶの
にワクワクしました。ありがとうございます。
いつもお世話になっております。
今回もありがとうございます
ありがとうございます。
この取り組みで地元の美味しいものが食べれてとてもうれしいです。
いつもとても助かっています！ありがとうございます！
めちゃくちゃ美味しいです。
再び応援便を実施してくださり、とても嬉しく、感謝しております。
新型コロナウイルスが再度感染拡大し、厳しい状況が続いていますが、地元の食材を食べる
と、やっぱり地元っていいなと感じます。
ありがとうございます。
ラインナップ豊富でいつも選ぶのが楽しいです。何度もありがとうございます！
いつも助かります
いつも美味しい食材を頂いております、ありがとうございます。

123 一人暮らしでとても助かっています。本当に感謝でしかないです。ありがとうございます
124
125
126
127

温かい支援にいつもお世話になっております！
ありがとうございます、美味しく頂きます
いつもありがとうございます。
月並みですが、ありがとう

大学進学を理由に村上市を離れてしまいましたがこのような取り組みで支援していただける
ことにとても感謝しています。
128
村上市からの温かい支援に励まされ、大学での勉強など頑張ることができています。
今後も続けていただけると嬉しいです。
いつもお世話になっております。
129 就職活動でなかなかバイトできず収入が少ないので、本当に助かります！
いつもありがとうございます。
130 良いです。
131 今回3回目の申し込みになります。大変ありがとうございます。
132 他の商品出してください
133 いつもありがたく使わせてもらってます。この応募を毎回とても楽しみにしています。
134 おいしいです。地元大好きです
135 ありがとうございます。

No.
136

137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

151

152

153
154
155
156
157
158
159
160
161

ご意見・ご感想
毎回申し込みをさせていただいています。
帰省もあまり出来ませんので、ふるさとの味をいつも楽しみにしています。
継続的にこのような支援をいただき嬉しいです！
春から社会人になるので、今回が最後の申し込みになります。
コロナ禍で思うように帰省ができない2年間でしたが、この支援のおかげで地元の味を楽しむ
ことができて、がんばろうと思えました。
ありがとうございました！
地元のお米はやっぱりおいしく、とても助かっている。
村上市を離れているが村上を感じる良いきっかけになったのでとても良い。
まじ感謝
商品が豊富でとても助かりました。
ありがたいです。
中々会えないので、村上を思い出してもらえるとてもいい企画です。
これからも、ぜひ、続けてほしいです
毎回有り難く頂いております。
いつもありがとうございます。
素敵な取り組みです！！ありがとうございます
とても助かっています。ありがとうございます！
頂きます！
一人暮らしを始めて帰省の際にしか村上市に帰る機会がなかったので、このような企画を通
して地元を感じられ野がすごくうれしい。
今後も継続してくれると嬉しい。
カタログの商品が増えててビックリしました！この取り組み本当に嬉しいです。
村上市大好き！！
いつもありがとうございます、とても助かっています。
第7段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、「ふるさと応援便」によって地元を感じることが
できています。
回を重ねるにつれて新しい商品が出ていて、どれも魅力的で迷ってしまいます。
大変助かっているのでぜひ次回もお願いしたいです！
本当にありがとうございます！
県外で暮らしていると、やはり故郷である村上の特産品が恋しくなるので、このような取り
組みは大変ありがたくて嬉しいです。
私の周りでは市のこういった取り組みがないので、嬉しいなと思っています。
実家にいる時には市の特産品を食べる機会がなかったので、こういった機会で食べて、地元
の良さを改めて感じることができました。
ありがとうございます！
毎回すごく助かっております。おかげで健康的に過ごせてます。
離れていてもふるさとを感じられてうれしい
第七弾のご支援ありがとうございます。
このようなご支援を通して、鮭の美味しさや村上市の良さなどを再確認しました。
大変助かっています、ありがとうございます。
進学先での生活で地元とのギャップに戸惑うことも多いですが、改めて地元の良さに気づく
ことが出来る素敵な取り組みだと思います。
毎回、とても有難い支援になっています。
ありがとうございます。
コロナ禍が続く中、楽しみの一つとなっております。地元の魅力に振り向くきっかけにも
なっていると思います。
長引くコロナ禍でありますが、このような機会を何度も設けてくださる村上市を地元に持つ
市民として誇りに思います。
ありがたく利用させていただきます。感謝します。
とても助かります。

No.

ご意見・ご感想

いつも素敵な企画ありがとうございます！
162 毎回申し込むのを楽しみにしています！
村上の名産を知るきっかけにもなり、以前よりも村上が好きになりました。
163 いつもありがとうございます。
以前に応援便で申し込んだ鮭がすごく美味しかったので、またお願いします。
地元が違う友人にこの応援便について話すと羨ましがられます。
164
地元の優しさを感じることができて嬉しく思います。
いつもありがとうございます。
165 いつもありがとうございます！！！！
ありがとうございます。
166
楽しみにしてます
167 いつもありがとうございます！
この応援キャンペーンは助かっています。
168
ありがとうございます。
第七弾があるって聞いて本当に嬉しかったです！！
169
村上市の食べたことない産物が食べることができ村上愛がさらに増します！！
いつも、私たち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。
170 私は長野県に住んでおり、時折地元の味が恋しくなります。
そのため、このような地元の味を支援という形でいただけることはとてもありがたいです。
171 とてもありがたいです。
第7弾実施してくださりありがとうございます。
172 地元に帰ることができない中、応援便のおかげで村上の雰囲気を感じることができてとても
嬉しいです。
173 いつもありがとうございます
174 コロナ禍が終わっても続けて欲しいです。
今大学4年生なので、おそらく今回で最後になると思います。
今まで何度も支援便を利用させて頂きました。
中々実家に帰ることができない中でも、懐かしい味に触れることができたのがとても嬉し
かったです。本当にありがとうございました。
175 美味しい鮭やお米ももちろんですが、なによりも支援してくださる村上の暖かさが心に染み
ました。
来年度からは新社会人として新潟を離れますが、なるべく多く帰ってきて村上の美味しいご
飯と温かい家族に会いに来ようと思います。
7回も本当にありがとうございました。
176 いつも助かっています
177 毎回楽しみにしています。
毎回支援便にとても助けられています。
178
第7弾をしてくださり、とても感謝しております。ありがとうございます。
179 いつもありがとうございます。
180 いつも楽しみにしています。ありがとうございます。
一人暮らしなのでとても助かっています。村上市の名物を味わうことができてうれしいで
181
す。ありがとうございます。
182 支援をしてくださりありがとうございます。
村上市から又々元気をいただきました。ありがとうございます。
183
大学生活もあと１年ですが、悔いのないように勉学に励みたいと思います。
いつもありがとうございます！
184 このような機会がないといいお肉はいただけないため、本当に感謝しています。
また来年度も頑張って行けます！ありがとうございます!!
毎度美味しい食べ物を頂けて大変助かっております。
185
ありがとうございます！

No.
186

ご意見・ご感想
学生支援の取り組みに大変お世話になっております。本当にありがとうございます。
村上市の皆様も、お身体にはお気をつけください。

187 村上にかけることが少ないので、とても有難いです。
オミクロン株の激増により、お正月も帰省できませんでした。
188
地元の料理がすごく恋しくなっていたので、とても嬉しいです。
7回も学生応援を行って頂き本当にありがとうございます。
189 村上市の暖かさに触れ、とても嬉しい気持ちになりました。
友達に自慢したいくらいとても素敵な市です！
コロナウイルスの蔓延が長引く中、何度もこの取組をして下さり感謝しております。
先日成人式のため久しぶりに帰省し、改めて村上の良さを感じました。
190 次回いつ帰ることが出来るか分からない、そして感染への不安もある中ですが、申し込んだ
商品が届くのを楽しみにしております。
村上でもこれ以上感染が広まらず安心して過ごせるようになることを祈っております。
再びコロナが増えており、実家に帰ることが出来ない日々が続きそうな中、またこの支援を
頂けて凄く嬉しいです！ありがとうございます。
192 地元の食材が食べれてとてもありがたいです。
193 いつもありがとうございます。地元を思い出しながら、美味しく頂いています。
194 いつもありがとうございます
191

195 いつもありがとうございます！おいしくいただきます！コロナに負けるな！村上市！
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

良い取り組みだと思います。
いつも助かります！
とても感謝しています。本当にありがとうございます。
コロナが増えていますが、元気な村上市でいてください。
オミクロンが流行っている中、地元村上が何回もこのように物資を届けてくださる活動をし
ており上京をして一人暮らしをしている身としてとても助かっています。ありがとうござい
ました。
美味しいステーキありがとうございます！
またコロナが増えてきて大変ですがステーキを食べて頑張ります！
いつも利用させていただいています。ありがとうございます。
今回7回目ということですが、「ふるさと応援便」はコロナ禍で孤立する我が子への励みとな
ります。ありがとうございます。
村上市の食べ物とても美味しいです。本当にありがとうございます！
最近村上市でも感染者が増えていて大変だと思いますが、コロナに負けずに頑張ってくださ
い。
いつも心の励みになっております。、皆さま方におかれましても体調管理お気を付けくださ
い。
とてもありがたいです。
いつも助かっています
本当に毎回助かってます！
いつも助かっています。ありがとうございます。
いつも助かっています。ありがとうございます。
申し込みは3回目になります。
第6波の中自分もコロナにかかってしまい、かなり辛い思いをしました。
地元に帰りたくても帰りづらいですが、少しでも村上感を味わえたらと思います！
この取り組みにとても助かっています！ありがとうございます
あざす
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
大変嬉しいです。

No.

ご意見・ご感想

村上市はこんなにもおいしいものや自慢できるものがあるなあと思います。村上市出身であ
216 ることを誇りに思います。4月からは地元に帰ります。地元に貢献できるよう、精進したいと
思います。
217 ありがとうございます。
これまでにも何度かこの取り組みに申し込ませて頂き、市外のアパートに住む1人の学生とし
218
てとても有難く活用させて頂いてます。
219 いつもありがとうございます！
220 ずっと新潟に帰るのを諦め続けていたので、こうして新潟の名産品を楽しめるのは嬉しい。
221 ありがとうございます。
222 いつも本当に助かっています。ありがとうございます。
223 7弾までやってくださってとてもありがたいです。
何度もこのような取り組みをしていただきありがとうございます。そちらもコロナの感染が
224
拡大してきていますのでお気をつけください。
いつもありがとうございます。
225
助かってます。
226 村上市ありがとうございます!!!
227

この度もこのようなキャンペーンを実施していただき、ありがとうございます。
以前封入されていた村上の求人情報が参考になったので、今回もあればいいと思います。

村上市からの応援便を毎回楽しみにしています。一人暮らしなのですごく助かります。あり
がとうございます。
229 地元から離れていても村上を感じることができて嬉しいです。
今回も企画してくださり、ありがとうございます。
230
村上から遠く離れた地で村上のものが食べられて幸せです！
228

県外に住んでいる為 このコロナ禍で越境する移動が制限されているので、このようなふる
さとの味を楽しむことができる企画にとても感謝しております。
今までも複数回いただいており、ありがたいことだと思っております。
私のように地元を離れて生活している者にとって、故郷の味はとても懐かしく味わい深く、
故郷での生活を思い出すとても良い機会となっております。
231
来年度からは、さらに故郷から遠く関東圏での生活になります。
地元を離れて生活する者として自分にできる故郷への恩返しが何かと模索し、何かしらの恩
返しができたらと考えております。
この素晴らしい企画が、コロナ終息後も故郷を離れて生活する学生の支援として継続される
ことを望み応援致します。
232 今まで本当にありがとうございました。
前回も同じものを頼みましたが、とってもおいしかったです。とてもいい活動だと思いま
233
す。
またコロナの感染者数が増加し、春休みになっても帰らない状態になってしまっている中、
234 このように地元の品々を届けてくださることで懐かしい気持ちで心が癒されます。本当にあ
りがとうございます。
この取り組みを第七弾まで行っていただき、本当にありがとうございます。
235 村上市長はじめ、提供してくださる村上の方々が村上市の誇りだと感じています。
朝日豚の味噌漬け届くのが楽しみです！
いつも定期的に企画してくださりありがとうございます。
236 届いた段ボールを開ける時、とてもワクワクしております。
皆さんの応援を背中に遠い地でも頑張りたいと思います。
第7段ありがとうございます！
コロナ禍になり地元の特産品を味わうことのできる応援便はとても力になりました。
237
学生最後の応援便のため届くのがとても楽しみです。このような企画を考えてくださり本当
にありがとうございました。
238 ありがとうございます！

No.

239

240
241

242
243
244

245

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

262

263

ご意見・ご感想
この企画にはいつも感謝してます。
普段帰ることの出来ない地元の味を味わうことが出来て幸せです。
今回は何かとトラブルがあったという情報を聞いて少し怖いですがこれからも利用していき
たいと考えてます。
今の社会は困難を強いられている中ですがお互い頑張っていきましょう！
村上がコロナを乗り越えられるよう願っております。
この支援を何度も行ってくださりとても嬉しいです。
今回も美味しくいただきます。ありがとうございます。
いつも学生応援便を利用させてもらっています。
また新型コロナの感染者数が増えて不安な気持ちもありますが、村上市からの気持ちはとて
も嬉しく力になっています。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます
以前も学生応援便を利用させて頂き、なかなか帰省をすることが出来ない中、地元のものを
送っていただくことで地元を思い出すことが出来ています。
すてきな取り組みをありがとうございます。
これからも続けていただけたら幸いです。
第2弾から毎回様々なものを頂いています！
コロナに気をつける日々の中、村上市の美味しいものを食べることができて、いつもとても
嬉しいです。
ありがとうございます。
離れていても大好きな村上を感じることができるため、大変感謝しています。
将来、村上に恩返しできるよう精進していきたいと思います。
毎回素晴らしい商品を届けていただきありがとうございます。
毎回、とても楽しみにしております。
毎回助かってます。ありがとうございます。
第7回の支援ありがとうございます。
私は3月で卒業するのでこれが最後の支援です。地元、村上市の支援にたくさん救われまし
た。今までありがとうございました。
いつも素敵な企画をありがとうございます。
いつもありがとうございます！
コロナで大変な時にとても助かってます。ありがとうございます
このような素敵な取り組みを何度も実施してくださり、本当にありがとうございま
す！！！！
7回もありがたいです。
村上の鮭美味しいです。
いつも素敵な支援ありがとうございます。
生活が大変なため、助かっています。
いつもありがとうございます
大変ありがたいです
以前も利用させていただき、ふるさとの味に元気付けられた。
バイトの給料がキツキツでなかなか帰れないので地元の雰囲気が味わえるのですごく助かり
ます！ありがとうございます
東京で心細い生活を送っていますが、いつも村上からの支援で助けられています！ありがと
うございます！
コロナ禍になってからこんなにも長い期間支援事業を行ってくださりありがとうございま
す。
まだコロナ禍が続きそうではありますが、自身の健康管理をしっかりしてコロナにかからな
いように過ごしたいと思います。
いつもお世話になっております。
毎度助かっております。

No.

ご意見・ご感想

コロナ終息が見えない中、この活動を続けてくださりありがとうございます。
一回だけでなく何度も村上市からの支援があることにより、心の支えとなっております。
264 未だに堂々と帰省するのは控えているのでこの支援のおかげで故郷を大切にする心を持ち続
けられていると思います。
本当にありがとうございます。
ご支援頂きありがとうございます。
今回知人から情報を提供され応募させて頂きました。
265
村上にいた頃日常的に見ていたものを久しぶりに目にすることができ、とても嬉しく思いま
す。
266 繰り返しこのような支援を続けていただきありがとうございます。心身の支えになります。
267 いつもお世話になっております。
268 地元の特産品に改めて気づくことができる良い取り組みだと感じました。
269 いつもありがとうございます。故郷を感じることができうれしいです。
ありがとうございます。
270 これだから村上市が大好きなんです！
いつも元気を貰っています！
271 定期的に行っていただいて大変ありがたいです。
272 いつもありがとうございます。地元から送られてくることがとても嬉しいです。
遠く離れていてもこうやって地元の有り難さを感じることができて、とても良い取り組みだ
と思います。
273
この取り組みによって助かっている学生も多くいるだろうし、村上市には大変感謝していま
す。
継続した応援が本当にうれしいです。
274
将来にわたって「ふるさと むらかみ」とつながっていきたいと思っています。
なかなか帰れない今、送ってもらった品で故郷を懐かしんでおります。
275
いつもありがとうございます。
何度も応援便をやってくださって嬉しいです。ありがとうございます。
276
種類も豊富で選ぶのも楽しいです！
何度も支援して下さり、ありがとうございます。
277
村上の美味しい食べ物を頂くことで、また頑張ろうと思えます。
278 とても有難い取り組みです。助かってます。
いつも本当にありがとうございます。
279 なかなか厳しいご時世ですが、今回も食からふるさとを感じることができてすごく嬉しいで
す！！最高の地元です！
280 第7段の企画ありがとうございます。
281

毎回楽しみにしています。
コロナ禍で、楽しみが激減している中で地元の美味しいものが食べられて嬉しいです。

学生応援便の取り組みがすでに第7弾ということで、本当にお世話になっております。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により思うように、行動できない日々が続いておりま
すが、そんな中でも地元村上の美味しい食品を食べることができることに幸せを感じており
282
ます。
村上市外で暮らす学生の方には是非この活動を知っていただきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
第7弾も企画してくださり、本当にありがとうございます。
私自身、今年度で大学を卒業し、春から社会人になります。
283 学生生活の中で、むらかみふるさと応援便に何度もお世話になりました。
この応援便は学生のみなので、もう利用できなくなってしまうことが少し寂しいです。
ありがとうございました。

No.
284
285
286
287

ご意見・ご感想

今まで何度も応募していますが、毎回とても助かっています。
毎回ありがとうございます
またしていただき嬉しいです。
継続した支援ありがとうございます。
継続的な取り組み、感謝申し上げます。
288
毎回非常に助かっています。
継続的に行っていただいてとてもありがたいです。毎回食品をお願いしていますが、とても
289
美味しくて元気が出ます。
大変ありがたい企画です。
290
とても嬉しく思います。

