
○応援メッセージ ～たくさんのメッセージをいただき、ありがとうございました～ 

写真撮影の好きな主人と、そちらへ伺った折、畑で作業されていた農家の方に、アスパラを譲って

いただき、初めて生のアスパラを食べました。みずみずしくて美味しかった!!景色も食べる物も、住

んでいらっしゃる方も、皆大好きです。 

北海道に行く時は、必ず立ち寄っています。 

昨年夏、久しぶりに美瑛町を訪れ、変わらぬ美しい景観を楽しみました。農家の方々、関係者の方々

の努力に敬意を表します。 

もう随分昔に見た美瑛の丘を忘れることはありません。あの景観が今でも守られていることを願っ

ています。 

ゴールデンウィークに初めて伺いました。農産物がとても美味しかったです。 

美しい丘と雄大な十勝岳連峰の景観をこれからも守っていきましょう。美味しい野菜や果物づくり

も応援しています。 

まちづくり頑張ってください。 

先日、ヘルシーマラソンに参加しました。いろんな時期の美しい景色を、少額ですが寄付を通して

守りたいです! 

先日、ヘルシーマラソンに参加しました。この大会が長く続いていくように、ほんの少しですが、

お手伝いさせてください。日本全国に「美瑛の良さ」が伝わりますように。 

美瑛町の自然と景観が好きで、ほぼ毎年、時期を問わず足を運んでいます。いつまでもこの美

しい町を見ることができるように、ほんのわずかですが寄付をいたします。 

北海道を旅行したときに何回か立寄っています。また寄せてもらいます。 

以前に北海道に住んでいました。すばらしい自然環境を維持、向上させてください。 

美瑛の丘が大好きで、20 年以上にわたり毎年訪れております。（おそらく累計 200日以上は訪

れております）年々変化も見られますが、永続的な素晴らしさを願っております。 

美瑛の方々には大変お世話になっております。気持ちばかりで恐縮ですが、ぜひとも良いまちづ

くりに活かしてください。 

8 月に旅行に伺います。 

毎年家族でヘルシーマラソンに参加しています。訪れるたび美瑛町の景観の素晴らしさを堪能

しております。感謝の気持ちを込めて、この度寄付をすることにいたしました。 

昨年久しぶりに美瑛町へ行く機会があり、とても懐かしかったです。昔ののままの自然を維持

していただいている町民の皆さまに感謝です。 



美瑛を離れて長らく経ちますが、こういう形で少しでも故郷のために力添えできることを嬉し

く思います。帰った時に美しい風景をいつまでも見られますよう、景観保護をよろしくお願いし

ます。 

よろしくお願いいたします。 

毎年訪れています。いつまでも変わらない景観が維持されることを切望します。 

びえいちょうのおやさいだいすきっ！ 

びえいちょうのさかみちだいすきっ！ 

美瑛には度々訪れておりますが、いつも美味しい農作物に感動しています。今回は、ふるさと

納税を利用させていただき、美味しい農産物を味わうとともに、振興に貢献できれば幸甚です！ 

毎年 6月のヘルシーマラソン楽しみにしています。更なる隆盛を期待します。 

少ないですが、自然環境のために使ってください。 

美瑛町の facebook 楽しく読んでいます。住みよい町づくり頑張ってください。応援していま

す。 

美瑛の丘を自転車で巡るのが大好きです。今後も増え続けてしまうであろう観光客に対して、

景観保護の大切さを訴えかけてください。 

町民の皆様のご健康をお祈りしております。 

美しい景観を大変気に入っています。何度でも訪れたいと思っています。 

いつまでも、あの景観を維持してほしいです。 

観光で何度も訪問しています。美しい自然とまちづくりにわずかながらですがお役に立てまし

たら幸いです。 

素晴しい美瑛の景観を 後世に残す様頑張れ 美瑛 

7 年前に初めて美瑛町を訪れたとき、今までに見たことのない美しい風景に、感動のあまり鳥

肌がたったことを思い出します。それ以来、美瑛町の虜になって、毎年訪れています。今では、

顔見知りの方や顔馴染みのお店ができ、第二のふるさとだと思っています。 

 美瑛町はあちこちにパワースポットがありますが、私は町全体がパワースポットだと思ってい

ます。ただそこに居るだけで元気をたくさんもらえるので、美瑛町が大好きです!! 

素敵な町にして下さいね。 

３年前に家族で旅行に行ってから、美瑛の大ファンになりました！景色が美しくて、空気がき

れいで、食べ物が本当に美味しくて。。。感動しっぱなしでした。ふるさと納税で、ぜひ応援を…

そして、美瑛の味覚がいただけるなんて、こんなに幸せなことはありません！これからも、ステ

キな町の美瑛さんでいてください！！ 



10 年程前、仕事で札幌に転勤中、妻と訪れてから、幾度となく訪れています。自然の景色に、

いつも”ホッと”して帰って来ます。美瑛町、町民の皆様の活動に役立てて頂ければと思います。

がんばれ！美瑛 

美瑛の美しい景観を永遠に維持して下さい。来年もまた、遊びに行きたいです。 

昔、立ち寄った時の景色が忘れられません。 

白金温泉の素晴らしさを発信してください。 

美瑛の自然の雄大さと町のやさしさに魅せられて、毎年旅行に出かけています。つらいことが

あっても美瑛に行くとまた頑張れます。いつまでも美瑛が美瑛でいられるように寄附させていた

だきます。 

以前訪問して見た自然環境・風景は素晴らしかった。今後も故郷のイメージを大切にしてくだ

さい。 

北海道の美しい自然を守って下さい。 

実際の美瑛の自然・景観を見に行きたいと思っています。 

美瑛町ガンバレ 

いつまでも健康で長生きできる町になってください。応援しています。 

頑張って下さい。 

旦那さんが、独身の時代の夏休みにバイクで美瑛町によく行っていたそうです。いつもキレイ

な景色の思い出話を聞かせてもらっていました。これからも自然環境や美観の維持にご尽力くだ

さい(*^^*) 

美瑛の丘が今まで旅行した中で一番心に残り、大好きです。 

一度も行った事が無いのですが、絶対行きたい所・・・ 

美瑛の農業を応援します！ 

移住したいくらいいいところ 

学生時代に毎年のように行ってました。これからも変わらない美瑛であってください。 

数年前、家内と本町に行き、雄大で綺麗な丘の景観や大地が非常に印象深くあります。もう一

度、二人で美瑛の丘を展望することを楽しみにしております。これからも町民の皆さんで綺麗な

町づくりの維持向上を頑張っていただきたいと思います。応援します。 

美しい町美瑛をいつまでも！ 

おいしい空気と素晴らしい自然、そして笑顔の人々を応援したく参加させて頂きました。末永

く大切にしたい場所です。 

すてきな風景がいつまでも見られますように。 



北の国からのワンシーンを思います。いつかは行ってみたいとおもいます。観光で収入を随時

得られるよう魅力ある街づくりをしてください 

旅行でのきれいな丘が忘れられません 

北海道に旅行に行って、一番好きな町になりました。物産展などで美瑛産のものをみつけると

購入してしまうほど大好きです。いつか移住ができたらと夢を抱いています。 

ドライブの時には美しい風景を楽しませていただいております。この風景が保たれるよう少し

ですが応援したいと思います。 

美瑛はとても大好きな土地です。妻と何度も訪ねました。美しい風景が保たれることを願って

います 

大学生の時に北海道に住んでいました。広い大地に憧れて叶えた素晴らしい日々でした。美瑛

町の広いだけではない、かわいらしいパッチワークの丘が一番好きな風景です。あの頃と変わら

ない景色にまた自分を置いてあげたいと思いながら、遠い名古屋で再び憧れてを抱いています。 

今年、別荘を美瑛に建築しました。ふるさと納税で毎年、町の財政に協力できればと思います。 

以前旅行で訪れたことがあります。とても景色のよいところでした。またいつか行きたいです。 

離農される農家さんが増えていると伺いました。活気のある農業の町になって頂けるよう応援

したいと思います。 

2 回ほど旅行で伺ったことがあります。きれいな町でした。きれいな町を維持するのに使って

ください。 

子供が小さい頃何度も訪れました。とても素晴らしい自然をいつまでも残して下さい。 

観光地ずれしていない美瑛の良さを活かした町づくりを続けて下さい。 

今年も大好きな美瑛におじゃましました。いつまでも美しい美瑛を守ってください。 

北海道がすきで特に上富良野・美瑛はよく伺います今年は２回いきました来年も行きます 

美瑛町生まれです。美瑛を飛び出して 36 年になりました。東京、新潟、富山、茨城、札幌な

どを転勤しているうちに、「丘のまちびえい」として国内外にその名が知れることとなり出身者

として大変喜んでいます。それも地元で頑張っている皆さんのお蔭と感謝しております。 

北海道が大好きです。美瑛には何度も旅行でお世話になりました。食べ物も豊か、動物も沢山

会える。大自然に囲まれると本当に解放された気持ちになりまし、広い農地を見ると日本の食を

支えているんだなぁ、と感激します。農家の方、頑張ってください！寄付は環境保全のためにと

も思いましたが、今回は高齢化社会を意識し、健康増進・福祉のために使って頂ければと思いま

す。 

初めてふるさと納税します。記念すべき町になりました。 



美瑛が国内旅行で一番の思い出です。久しぶりに来年行きます！景観をいつまでも保って下さ

い。 

移住体験で美瑛の自然の中で生活し、自然環境や景観の保全に努められているのに感銘しまし

た。少額ですが、お使いください。 

美しい丘に魅了されて、もう何度も訪れてます。日々の生活の中で、美瑛の丘に会いに行くの

が夫婦そろっての癒しになっています。そんな癒しの地に少しでも何かの役に立てればと思いま

す。 

感動の丘美瑛をいつまでも保ってください。 

いつか行ってみたい街です。新千歳空港のコーンパン最高でした。 

妻が 3年連続でびえいヘルシーマラソンに参加させていただいております。美瑛町の皆さんの

サポートで、毎年楽しく走ることができるようです。これからも食やスポーツ、自然環境などを

通して、美瑛町の魅力を発信していただければと考えます。私たちも微力ではありますが、応援

しております。 

以前、旭川に住んでいました。富良野、美瑛の四季折々の大自然がとても懐かしいです。皆さ

ん頑張ってください。 

また、いきます 

ほぼ毎年美瑛町へ旅行しています。連泊してゆっくりと景色を見るだけで大満足です。地元の

方の邪魔にならないように気を付けるのですが、１度車の停めたところが悪くて怒らせてしまっ

たことがあり、反省しています。すみませんでした。引き続き気を付けますので今後も景色を楽

しめるようよろしくお願いします。 

きれいな景観を残しつつ、発展をお祈りします 

北海道は大好きで何度も訪れています。美瑛町も景観の美しさに感動させていただいた町の一

つです。これからもまた訪れたくなる町として、発展していってもらいたいと考えます。 

以前訪れたときに、カメラ片手にゆっくり町をまわりました。素晴らしい自然、景観とおいし

い野菜に感激しました。空気が澄んでいて体が浄化された気がしましたよ。 

以前冬に訪問しましたが、次は夏に行きたいと思います。 

一度訪問したことがあり、雄大な自然に感動しました。ぜひこの寄付を有効に利用してください。 

北海道育ちです。毎年北海道旅行に行きますが、その度に美瑛を通り、美しさに感動しています。

北海道は食料自給率も高く、日本の大事な食糧生産地です、そして、そのための努力が素晴らしいで

す。これからも応援しています。有効に使用していただけたら、結構です。 

美しい自然、美味しい食べ物をありがとうございます。 



美瑛の風景が大好きで、いつもでもいまのままの景色でいてほしいです。ささやかですが応援

の気持ちをお送りします。 

夏に北海道に行きました。時間の都合上、美瑛に寄ることができなかったのですが、美瑛産の

おいしい野菜を食べました。次回は訪れたいと思っています！ 

美瑛の風景大好きです。また、家族で行きたいと思っています。 

初めて行った時からずっと美瑛が大好きです！行く度にジャガイモ等買って帰ります。ここ数

年行けてないですが。。。あの景観は本当に素晴らしいと思います。ずっと守って欲しいです。そ

して遠くないうちに旅行でお邪魔したいです(*^^*) 

これぞ北海道！という美しい風景が永遠に続きますように。 

以前訪ね、美しい自然と美味しい食事を楽しませていただきました。是非また行きたいと思い

ます。 

通販で美瑛町の玄米・豆類などなどを注文して美味しくいただいています。ふるさと納税は初

めてです。特産品を楽しみにお待ちしています。宜しくお願い致します。 

小額ではございますが 生きたお金の使い方でお願いいたします。 

美瑛が大好きです！！（駅の周辺にもう少し宿泊施設があればありがたいです） 

北海道出身ですが今では東京での生活が長くなりました。しかし、故郷北海道の素晴らしい自

然・まちへの愛着を忘れられるはずもなく、帰省ができるときは、しばしば美瑛町にも足を運ん

でいます。これからも素晴らしい自然・まちが守られますよう微力ながら応援しています。 

美瑛には毎年 2回、写真撮影に行っています。少しでも手伝いになればと思い、今回寄付をい

たします。引き続き良い街と景観作りに努めていただければ幸いです。 

以前、美瑛町に行って、とても素敵な街だと思いました。娘にも、名前に一文字いただいて、

百合瑛（ゆりえ）と名づけました。いつか、娘とまた美瑛を訪れてみたいと思います。いつまで

も、素敵な街でありますよう、応援しています。 

北海道に行く折には、ほとんどいつも立ち寄らせて頂いています。どの季節に訪れても、自然

や景観の素晴らしさはいつも変わりませんね。冬道でのトラブル時に助けて頂いてから、訪れる

たびに感謝しています。 

観光で訪れていい思い出があります。いつまでも美しくあってほしいです。 

若いころに旅行した時の美しい丘が忘れられません。息子の名前は美瑛町からとって瑛にしま

した。もう長いことご無沙汰していますが、来年高校生になるので、そろそろ連れて行きたいな

あと思っています。 

 



いつもバイクツーリング等で訪れていますが、丘の景色がとても綺麗で感激しています。また、

じゃがいもやかぼちゃ等、農産品もとても美味しいです。今後とも楽しまさせてもらいたく、さ

さやかながら応援したいと思います。 

美しい丘を又見に行きます。 

家族旅行で訪れた際、丘の美しい景観に感動しました。この景観を次の世代まで残していただ

きたいと思います。 

これからも美味しい物を作り続けてください。 

びえい大好きです。 

毎年訪れています。そんなに発展しなくてもいいのですよ。 

美しい自然をいつまでも残してください。 

今年観光しました。自然に感動しました。 

ジャガイモ畑の美しさは最高ですね。 

自然環境の保全に力を注いで頂ければ。 

美しい町ですね。自然を大切に頑張ってください 

景観の素晴らしい町を大切にして楽しませてください 

義理の母が住んでいるので、お年寄りの健康増進や福祉向上に使用して頂くようお願い致しま

す。 

旭川出身で、美瑛町の景色を見によく出かけておりました。これからも、街の発展にお役立て

下さい。 

元気のある街づくりを進めてください。これからも応援致します。 

20数年前新婚旅行で訪れた美瑛の丘。果てしなく広くゆったりとした風景が今も忘れられませ

ん。何かのお役に立てれば光栄です。 

11月に家族 3人と愛犬で宿泊しました。今度は花の季節に訪れたいと思います。 

2010 年に旅行をしました。すばらしい景色やおしい食事を楽しませていただきました。また、

現地を訪れて楽しめたらと思います。 

かつてＪＲ北海道が行なっていた社会教育事業の北海道自然の村で甥が冬の美瑛にお世話に

なりました。今はその事業はなくなってしまったようですが、とてもよい体験の場でした。同じ

ように美瑛町の青少年にために役立てていただけると良いです。 

丘に囲まれた大自然の美瑛の景色が大好きです。訪れるたびに違う色や景色に感動し、癒やさ

れています。北海道に引越してきてよかった。。これからもずっときれいな街でいてください 



かつて旭川に住んでました。休みの日はいつも美瑛に行き、風景をおかずにおにぎりを食べて

いました。海外の観光客も増えて大変かともいますが、頑張ってください。 

美瑛に何度も行かせていただいております。何度行っても感動させられます。これからも頑張

って下さい。応援しております。 

拓真館をはじめ美瑛町の方々には大変お世話になっています。少しばかりですがお役立ていた

だければ幸いです。 

おいしいものに惹かれて寄付することにしました。がんばれ美瑛町 

美瑛が大好きで、毎年何度もお邪魔させて頂いております。美瑛の丘の美しい景観が、農家の

方々の日々の生活とともに今後も守っていけるよう、応援の意味を込めて、寄付させて頂きます。 

綺麗な風景をいつまでも 

いつも、「美瑛ポテトの丘 YH」に宿泊し、オーナーに美瑛の良さを聞き、丘めぐりを自転車を

して、美瑛の雄大な景色を後世に残したいと、初めて、ふるさと納税で美瑛町に、寄付させてい

ただきます。いつもの道内への足となっていた、「トワイライトエクスプレス」、「北斗星」が、

来年 3月に廃止となるため、今後は、どのような手段で、美瑛に訪れるか苦慮しています。 

今度、訪れる時も、今までの景観を是非とも維持していただけるように、今後とも努力をしてい

ただきたいと思います。 

友達が美瑛出身です。昨年、玉ねぎ畑を見てびっくりしました。頑張れ美瑛 

風景写真の撮影で何度も美瑛町を訪問しました。四季折々の美しい景色を長く守っていこうと

されている町民の皆様に感謝しつつ、少ない額ですが寄附金の形で応援します。 

自然が豊かで、映像でしか見たことありませんが、一度遊びに行きたいと思っています。 

スポーツイベントの開催を末永く続けてていただきたい。安心安全なより特色ある農産品を期

待します。 

美しい環境を維持しながら地域が発展していくために、次代を担う子どもたちのために少しで

もプラスになれば、と思っています。 

美しい丘をいつまでも大切にして下さい！ 

美しい丘をいつまでも維持していって欲しいと思います。 

美瑛の丘は日本一美しい景色だと思います。これからもこの景色を守っていただきたいと思い

ます。 

美しい風景、ぜひ残していってください。 

 

 



これまで幾度となく美瑛に足を運び、豊かな自然の素晴らしさにすっかり魅了されました。一

観光客として、今後も美瑛の景観を維持できるよう、少しでも役立てば幸いです。美瑛町の今後

の益々のご発展を祈念致します。 

北海道を象徴するような景色のある美瑛町。また、訪れたいと思います。 

冬の間も観光地として活性化出来る企画を考えてほしい。 

美瑛は、昨年の夏に亡くなったお母さんが、生まれ育った町です。生前、北海道に残られてい

る遠い親戚の方がたにも大変お世話になった、とお聞きしておりました。四国から開拓移住で苦

労もあったのだと思います。四国とはまったく違う豊かな自然・・・とても魅力的です。近いう

ちに、ぜひ家族みんなで、こころの故郷「おかのまち美瑛」を旅したい・・・と思っています。 

美瑛の美しさは日本で一番、ポテトの丘あたりはホテルなど建てないように願っています。 

ここ何年かは仕事の都合で北海道になかなか行けないのですが、テレビなどで時々映像が流れ

る度に「また行きたいな」と思っております。ただ、「あまりにも観光地化されないで、ほどほ

どにしていただければな。」と思います。作られ、コントロールされた自然も良いですが、何事

もバランスが大事だと思います。 

昨年新婚旅行でお伺いしました美しい自然と美味しい野菜、やさしい人々まめに伺うのは難し

いので こういった形でも繋がっていられる事が嬉しいです。 

母が、社会福祉法人美瑛慈光会や町立病院に大変お世話になっております。有難うございます。 

学生時代に偶然訪れてから大好きな町です。のんびり自分を見つめなおして歩けます。農家の

方のお邪魔にならないようにこれからもうかがいたいと思います。 

すてきな景色に魅せられて 20 年以上通っています。少しでも町の役に立てていただければと

思います。 

美しい景観を大切に保ってください。 

年に数回、風景写真を撮りに行かせてもらっています。美瑛の自然にいつも癒されています。

いつまでも、変わらず自然なままな町であってほしいと思います。年に数回、風景写真を撮りに

行かせてもらっています。美瑛の自然にいつも癒されています。いつまでも、変わらず自然なま

まな町であってほしいと思います。 

二年前、美瑛を訪れたときに見た壮大な景色の虜になりました。農家の方々や、そこに暮らす

方々の絶え間ない努力においてあの景観が保たれていることに感銘を受けました。海外でも素晴

らしい景色の数々と出会いましたが、美瑛を超える場所はありません。寄付金が少なくて申し訳

ないのですが、少しでもお役に立てれば幸いです。 

 



7 年前に、東京から夫婦で北海道旅行の際、美瑛町に伺いました。空が青々としていて、お花がい

っぱい咲いていてとても美しい景色でした。また、行きたい場所です。 

美瑛選果のフリーズドライ商品をいつも食べてます。おいしいですね。 

どうぞ町の発展に使ってください 

四季折々の大自然の美しさ、おいしい料理、何度行っても新たな発見がある奥深かさ、美瑛町

大好きです。ヘルシーマラソンにもまた出場したいです。 

サイクリングのイベントで伺い、美瑛町の大ファンになりました。是非また伺いたいです。 

 いつもお世話になっております。今年６月の『美しい村づくり（サミット）』を楽しみにしてお

ります。素敵なこの美瑛町を私も応援して行きます。 

 一度しか訪れたことはありませんが、雄大な自然に感動しました。いつしか訪れたいと思って

います。良いところを残して発展できることを願っております。 

I love きれいな町美瑛町!! 

かつて北海道に住んでいた頃が懐かしく、心のふるさと、美瑛町に納税させていただくことに

しました。 

何度もそちらに撮影の旅行に行っております。本当に毎度毎度、町の方々にお世話になってお

ります。また近々伺えたらと思っています。そのうちに真冬に行きたいと思っているのですがま

だ実現できていません。 

自然の美しさ、雄大さ、「人と動物と自然の営み」が、体験出来る「美瑛」の環境を未来に伝

える為に努力して下さい。追）移住したいが、何らかの理由で（持家がある、高齢者、等々）移

住不可能者の為に、半年とか、数ヶ月滞在可能な「町営の賃貸」「長期滞在型」住宅、アパート

が町内に建築出来ないか！！町内の「ペンシヨン」等の兼合いも有ると思うが！！ 

北海道で一番 美瑛が好きです。初めて四季彩の丘に行った時は感動しました。 

美瑛には、年に数回旅行してます。いいところですね。特に何するでもなく、のんびりするに

は最高です。あと、出来ればマウンテンバイクやロードレーサー等の高級（？）自転車もレンタ

ルしてほしいです。 

広大な土地ならではの美しい風景に幾たびに心癒されます。この寄付金が少しでもお役に立て

れば良いです。 

 


