
・別府の魅力（歴史、温泉、グルメ、人情など）を日本だけでなく、世界に発信し続けてく
ださい。 
・柑橘類が大好きです。これからも美味しい柑橘類の王国を目指して頑張って下さい。 
・以前別府市を訪れた際、すべての地獄をまわりきれなかったので、今度は制覇しに行きた
いと思っています。少しですが、この寄付が温泉などをより良くするために使っていただけ
たらと思います！ 
・ふるさとが元気でいて欲しいと願ってます 
・過去に１度行ったことがあり、是非もう一度行きたいと思う町作りを 
・温泉のすばらしさをもっと活かしてください。 
・自然と共に、工芸を守ってください。 
・いつか観光に行きたいです。 
・温泉大好き。U ターンしたい。 
・別府の温泉が一番好きです。 
・貴市の発展を祈念しています。 
・別府市の取り組みを応援しています。素敵な街を創って下さい。 
・別府出身です（妻）。地震心配してます。 
・別府にいつか住みたいと思ってます。地震の影響が多くあるとおもいます。早く復興する
よう願っております。 
・妻が別府市出身です。震災で大変な状況かと思いますが、今後の復興と観光の発展を祈念
しております。 
・震災復興の一助になればと思います。 
・大好きな街。 
・地震で大変なことと思います。微力ですが、寄付させて頂きます。早く元の生活に戻られ
ますように。 
・魅力的な観光都市としてさらに発展されることを期待しています。 
・復興に使って下さい。頑張って下さい。 
・先日の熊本地震で別府でも被害があったと別府在住の友人より聞きました。地震による被
害から回復し、再び元気な町に戻ることを願いささやかながら寄付させて頂きます。 
地震で大変だと思いますが頑張ってください。一日も早い復興を願っています。 
・別府には学生時代よく遊びに行きました。またゆっくり温泉につかりに行きたいです。 
心ばかりですが、地震の被害などにお役立ていただければ幸いです。 
・別府を離れて 40 年、おりおりの帰省を重ねるにつれ、別府に戻りたい思いがますます強
くなってきました。本当に良い街だと思います。最近の地震で、いろいろと大変だとは思い
ますが、別府の素晴らしさを守り続けて行ってください 
・今回の地震による被害の復興に、少しでも役立っていただければ、と思います。 
・大変な時ですが、1 日もはやい復興をお祈りしております。わずかながらの寄付で非常に



恐縮ですが、少しでもお役に立てますと幸いです 
・以前旅行に訪れたことがある別府市を支援先に選ばせていただきました。訪れたのは幼い
頃の記憶なのでおぼろげですが、別府市の皆さまの温かさを覚えています。支援が熊本県に
集中し声を上げづらい面もあるかと思いますが、僅かでもお力になれれば幸いです。 
・別府市に実家があり、両親が住んでいます。たくさんの友人たちもいます。現在中国に単
身赴任中で直接支援はできませんが、自分にできることをしたいと思い寄付します。（妻代
筆） 
・⼦供の頃、⽗⽅の祖⽗⺟が別府に住んでおりましたので夏休みには毎年遊びに行っており
ました。 
祖⽗は亡くなり、祖⺟は関⻄へ引越しましたので、今現在親族は別府にはおりませんが、⼦
供の頃の大切な思い出がある別府には大変思い入れがあります。 
今回の震災では大変な被害に合われたと思いますが、一刻も早く力溢れる別府に戻ってい
ただきたいと思い、大変少額ですが寄付をさせていただいた次第です。 
・現在 2 歳と 0 歳の 2 人の⼦供の⼦育て中ですので⼦供がもう少し大きくなったら是非家
族で別府に遊びに行き、思い出の場所を巡りたいと思います。" 
・別府には伯⺟夫妻がおり、⼩さいころには遊びにも行きました。早く余震が収まりますよ
うに。 
・昨年、TRANS CITY のイベントの為、初めて別府を訪れました。イベント自体もとても
楽しく、また、会場や町でお会いした市⺠の皆さんにはとても親切にしていただき、別府へ
の旅は、今でも心が温まる思い出でいっぱいです。今回の地震で被災された⽅へお見舞い申
し上げるとともに、一日も早く穏やかな日々が戻るようお祈り申し上げます。がんばってく
ださい。 
・大分出身です。親戚も大分にいます。今回の地震の被害に胸を痛めています。遠いので募
金をすることしか出来ませんが、みなさまの生活が１日も早く日常を取り戻せるように、心
穏やかに過ごせる日が来るように祈っています。どうぞ力を合わせてがんばってください。
応援しています。 
・娘が別府にお世話になっております。震災発生後から、市⻑をはじめとする皆さまの活動
に感激しております。お体大事になさってください。 
・私の故郷別府。今回の地震により被災された⽅々が、一日も早く日常を取り戻せますよう
に。 
・一日も早い震災からの復興を願っております。 
・本震時、家族が、旅行で別府を訪れていました。停電にならず、翌朝無事に帰れました。 
別府湯けむり健康マラソン行きますよ。がんばりすぎないでください。 
・地震で大変だと思いますが、何かの役に立てば幸いです。 
・活力ある別府へ！ 
・地震の影響で旅行をキャンセルしましたが、落ち着いたらぜひ遊びに行こうと思っていま



す。 
・震災からの回復に少しでもお役に立てればと思いました。温泉が好きなのでまた遊びに行
きます。 
・私の妹が別府市の大学に大変お世話になりました。 
・妹を立派な社会人に育んでくれた別府には大変感謝しています。 
妹からは「別府は温泉が素晴らしい」と伺っています。そんな素敵な観光資源が地震によっ
て損なわれてしまうことは大変辛いことです。復興用の寄付はきっとたくさん集まると信
じ、その後に立ち向かうためのお金としてささやかながら寄付させてください。 
・地元の皆さまの納得いくよう使っていただきたいと思い、この寄付⽅法を選びました。 
少額で申し訳ないのですが、少しでもお役立ていただければと思います。 
・住⺠、職員の⽅々大変だと思いますが、応援しています。 
・別府は思い出のある街です。Twitter で仲良くしている⽅の家が倒壊して観光産業なので
仕事がないと聞いています。そんな⽅の補助にも活かせるようにささやかですが寄付をさ
せていただきます。 
・家族が大分県に住んでいます。家族は別府に住んではいませんが、別府が一番大分で大変
と聞きました。なので微々たる支援ですが、皆さまの生活にお役立てください。応援してい
ます。 
・お礼品はいりません。ぜひとも被災している⼦どもたちのために使ってください。（もし、
アレルギー対応食が必要なお⼦さんが避難所にいるならそのようなものや、おむつなど・・・）
新潟のように復興できる日が来るといいと思います。 
・平成２８年熊本地震被害に対しお見舞いを申し上げます。 
・別府市、別府八湯大好きです。先月（3 月）数日間滞在しました。（自分の都合で）今すぐ
は無理ですが、落ち着いたらまた絶対に、別府へ行きます。応援しています。頑張ってくだ
さい。 
・以前住んでいたことがあり、大好きな街です。ささやかですが、力になれれば嬉しいです。 
妻が別府市出身で、今回の地震は大分県も被害を被っているのに、義援金はどこに行ってし
まうか分からないので、ふるさと納税にしました。微力ですが、何かの役に立てればと思い
ます。 
・先月訪れたばかりです。美しい湯煙の観光事業に，ささやかですが役立てていただきたく
存じます。 
・がんばってください！！！ 
・今回の地震に際し、被災された⽅をはじめ、別府市の皆さんに心よりお見舞い申し上げま
す。別府市で生まれ、育った自分にとっても、別府市に関する報道に接する度に、胸が痛み
ます。微力ではございますが、防災対策にご活用くださればと思います。 
・今回の地震を受けても、日本、いや世界に誇れる泉都、別府市の名声が廃れることはない
と信じております。今後も臆することなく、力強いメッセージを発信し続けてください。 



・熊本地震で、大分も大きな地震で被害が出たと知り、何か出来ないかと思い寄付させてい
ただきます。 
・大好きな別府には私の⺟親、妹、祖⺟、叔⽗がいます。壁にヒビ入ったりと多少被害があ
ったそうですが、みんな無事でした。 
まだ油断はできませんが、一日も早く、家族をはじめ、みなさんが平穏無事な生活を送れる
ようお祈り申し上げます。 
べっぴょんもファイト！ 
・経済的弱者の支援に使っていただければ幸いです。 
・1 日でも早い復興をお祈りします。環境イベントｱｰｽﾃﾞｲおおいたで集めた募金です。 
生まれ育った別府も地震被害があったので、ふるさと納税で少しでも役に立てればと思い
ます。 
・大学時代、お世話になりました。遠くから応援しています。 
・以前旅行で訪れましたが、人が温かく、観光名所でもある温泉も気持ちよくて素敵な街だ
と感じました。また旅行で行きたいと思います。 
・別府の温泉を大変気に入っています。特に町内にある市営の温泉が魅力があります。保全
に少しでも役立てればと思います。 
・震災を乗り越えて、ますます魅力的な温泉観光地として発展されますよう、応援します 
・別府出身の友人を持つ者です。このたびは地震で被災されたこと、お見舞い申し上げます。 
次回訪問の際には、あの湯の町が復興されることを願います。 
・ふるさと別府がこの度の地震で大きな被害を受けています 現地を目の当たりにしたり、
報道を見るたびに心が痛みます 貧者の一灯ですが被害を受けた⽅々の支援に利用してい
ただければ幸いです 頑張れ別府市！ 
・幼少期を大分市内で過ごし、別府にも頻繁にお世話になりました。早い復興を心から祈念
しております。 
・被災に関してお見舞い申し上げます。 
・早く復興することを応援しています。 
・今回被害に遭われた⽅や今後の地震対策のために、お役立ていただければと思います。 
・別府には何度も伺った事があります。 
・別府大好きです。頑張ってください。 
・別府には 3 回いっています。地元の⽅におすすめの温泉を教えてもらったり、居酒屋でふ
ぐの食べ⽅や、旅行のアドバイスをもらってとても良い思い出になりました。少ない額で恐
縮ですが役立てれば幸いです。また遊びにいきます。 
・震災の影響で街に活気が減ってますが、元々街が持っている魅力やパワーにはかげりはな
いと確信してます。 
 
・連休も別府を訪問して温泉巡りや食事やお土産を買ったりして、少しでも応援出来ればと



考えて行動してますが、大好きな別府にふるさと納税をして微力ながら力になれればと思
ってます。 
・これからも魅力的な別府が繁栄することを祈ってます。" 
・日本有数の温泉地で美味しい食材の宝庫である別府が大好きです。遠くからですが親⼦で
別府を応援します。いろんなことからくじけないで、負けないで、別府。 
・たいへんな思いで日々をすごされていると思うと私事のようにつらいです。ガンバッて下
さい。 
・趣のある町が復活しますように。 
・連休中に別府に行きましたが、旅館の⽅々がとても頑張っておられて感動しました。年内
にもう一度、訪問したいと思います。 
・私の生まれた故郷別府市は大変高齢化社会が進んでいるのを実感しております。少しでも
皆さまの手助けになればと思います。 
・別府市（若い時に温かく迎えて下さった）温泉街の少しでも速い復興を念じております。
お元気で！ 
・別府の温泉が好きで、毎年家族旅行で行っています。 
・お湯もいいし、食べ物も美味しいので、これからも遊びに行きたいです。" 
・⽗が住んでいます。落ち着いた良い街です。私も将来、住みたいです。 
・旧友の住む別府、地震見舞いに行きたいけれどもなかなか行けません。貧者の一灯ですが、
お役に立てて頂けると嬉しいです。 
・これまで 12 回 100 キロウォークにて、別府市と別府市のみなさんにいろいろな形で、お
世話になりました。ふるさと納税をどこにしようかと考えていたこともあり、このような形
でお礼ができ、おまけに 100 キロウォークの参加権まで得られて、大変うれしいです。あ
りがとうございます。あとは、完歩するのみです！ 
・先日の地震ではたくさんの⽅が生活にご不便が出たと思います。私も北九州より、大好き
な別府へパワーを送ります！ 
・100 キロウォークは２度目の挑戦。今回は前回よりタイムを縮められるよう頑張って完歩
して別府を盛り上げます！！ 
・別府の路地が大好きです。 
・生まれ育た街、娘や孫の暮らす街、山と海に囲まれた大好きな街です。応援しています。 
・別府市の皆さんの今も昭和の香りを残す懸命な努力に少しだけですが応援をさせて下さ
い。いつまでもレトロな別府が大好きです。 
・湯のまち別府良い所です。100 キロウォークもずっーと続きますように。 
・100 キロの際にはいつも応援をしていただきありがたいです。 
・行橋市から 100ｋｍ歩いて北浜温泉に入りに行きますのでよろしくお願いします。 
・別府温泉に行って、プリン食べたいです。 
・別府市ならではの特産品を充実させてください。 



・若い頃、別府市で働いたことがあります。頑張って下さい。 
・文化の薫り高い町は、観光地として魅力的と思う。期待してます。 
・機会があれば是非旅行に行きたいです。復興を遠くより願っています。 
・別府が大好きです。これからも度々家族旅行で訪れたいと思います。 
・被災者の⽅のために。 
・温泉もすばらしく、食べるものも美味しい別府市、年に一度は訪れる大好きな場所です。
災害続きで大変でしょうが、力を合わせて頑張ってください。陰ながら応援しています。 
・別府を始め九州の皆様に早く平穏な日々が訪れるように祈ります。 
・遠くてなかなかいけませんが、温泉に行きたいと思っています。いち早い復興を願ってい
ます。 
・今年、別府温泉行ってきました。温泉だけじゃなくて、とても、楽しめました。観光に力
いれて頑張ってください。温泉だけじゃなくて、とても、楽しめました。観光に力いれて頑
張ってください。温泉だけじゃなくて、とても、楽しめました。観光に力いれて頑張ってく
ださい。 
・平成 28 年 7 月 31 日、私の所属するバンドは、国東市にて行われた第六回龍神サマーフ
ェスティバルのバンドコンテストに参加し、同コンテストでグランプリを獲得した結果、賞
金 3 万を獲得しました。 その賞金うち、9 千円を私個人が得られることになったため、全
額別府市へ寄付したく思います。 
・温泉最高です。また行きたいと思います。 
・APU 在学当時は大変お世話になりました。 
・社会人になってから、第 2 の故郷を応援したいと思い、寄付致します。 
・別府温泉の種類の多い泉質が大好きです。大事に守って下さい。 
・震災に負けず、温泉の街を目指して頑張って下さい。別府の温泉は最高です。 
これからも住みよい街にしてください。 
・地震の被害が心配です。観光で訪れた際に、とても良かったので、また行きたいです。 
・別府市の大学に⻑⼥が行き、とても愛着を感じます。とても良い街、可能性を感じる街で
す。補助券で訪ねるのを楽しみにしています。 
・私の生まれ育った別府市がこれからも魅力的な街でありますように 
・主人の故郷の地です。いつまでも昔のいいところを残しつつ発展して行ってください。  
別府市に 10 年ほど前まで住んでいました。地震の風評被害を受けた別府市を応援したいと
思います。補助券を頂いて、家族で久しぶりに別府に旅行に行きたいと思っています。 
・観光で何度か訪れました。素晴らしい温泉の町だと思います。これからも頑張ってくださ
い。 
・別府市は出生地のため、年に 2 回は遊びに行ってます！これからも別府市を応援し続け
ます！！何事にも全力で頑張ってください！！！ 
・⽗の故郷で地震の被害が心配です。応援しています。 



・観光都市として益々のご発展をお祈り申し上げます。 
・未来を担う⼦供達が健康でいきいきと生活出来る為に、役立てて頂ければ幸いです。 
・１日も早く安心して生活出来る様復興をお祈りしています。 
・別府は高校の修学旅行で行きました。楽しい思い出の町です。ますますのご発展を祈念し
ます。 
・別府の盛り上がりを期待しています 
・別府温泉いつかいってみたいと思っています。 
・遠くてなかなか遊びに行く機会がありませんが、また行きたい地域の一つです。温泉と食
を楽しみにしています。 
・昨年夏に別府へ行きました。余りにべた過ぎるので地獄めぐり、期待していなかったので
すが、実際には結構楽しめました。今後も整備して、後世に残して戴きたく思います。応援
します。 
・今年は九州の災害が多く心を痛めております。久しぶりに温泉に、行きたいと思います？ 
・⼦どもが大学で別府市におります。 
・別府温泉は非常に魅力的なところで、後世に残していただきたく、納税いたしたくよろし
くお願いします。 
・中高と修学旅行で訪れたことがあります。また、結婚後も家族で旅行したりと御縁のある
街です。今回の震災で少なからず被害を受けられ大変とは存じますがまた、もとの活気ある
世界の別府でありますようにそれから、妻の友人が陽光荘の⼥将になっているとか申して
おりました。 
・地震の被害に負けないで 未来の⼦供たちが元気に過ごせる街づくりをしてください 
頑張ってください。 
・少額ですがお役に立てましたらうれしいです。 
・別府には兄弟もいますし、車で 1 時間ほどなので、買い物や食事によく行きます 温泉も
入ります 『おんせん県大分』の魅力が一番感じられる市で、大分県を代表する市なので、
益々のご発展を祈っています  
・児童相談所の運営に使用して頂きたいです。 
・風評被害等で観光客が思うように増えてこないとは思いますが、魅力的な土地だと思いま
すので、ぜひがんばってください！ 私も次は現地でお金を使うことで貢献できればと思い
ます！ 
・応援しております！ 
・温泉たくさんで食べ物も美味しい別府大好きです。毎年家族で訪れています。 これから
も別府の魅力を発信して世界中から人を惹きつける町として頑張ってください！ 
・一日も早く復興ができるよう応援しています。 
・冬の避寒として、娘と⺟と私の⼥三人での、鉄輪への旅が恒例行事になっています。時に
は、⺟の友人が加わることも。 何を蒸しても美味しい地獄蒸し。初めての時はビックリし



た足蒸し。猫が魚屋さんから魚を盗むところを見たときの、ほんとにこんなことあるんだぁ
という衝撃。何度いっても楽しい鉄輪温泉です。 しかし、今年 2 月、地獄めぐりがまるで
「韓国人めぐり」みたいになってしまっていたのには残念な思いがしました。毎回楽しみに
していた実験の説明も韓国語で行われ、日本語で行われないと言われた時には、がっかりし
ました。やはり、別府は日本の観光地。お金をもうけることも大切でしょうが、節度を持っ
た振る舞いを、別府市⺠の⽅々にお願いしたいと思います。早く以前の落ち着いた別府に戻
ってほしいです。 
・地震復興がんばってください！ 
・まだ訪問したことがないので、いつか訪問したいです。 
・人があたたかく、素晴らしい温泉のある別府が大好きです。息⼦は APU 出身です。家族
皆、第二の故郷と思って地域復興を応援しています。 
・別府には⼦供のころから毎年旅行に行っています。第二のふるさとであり家族の絆を再確
認する場所でもあります。元気な別府が続きますように！ 
・全国でも有名な観光地が近くの県にあって嬉しいです。温泉など、よく利用させてもらっ
ています。これからも発展して頂きたいものです。頑張ってください。 
・観光で訪問した際に良かったのでさらに、今以上に魅力的な観光地として頑張ってくださ
い。 
・九州をずっと応援しています 
・横浜からの寄付になりますが、⼦供たちの未来のために活用して頂ければ幸いです。地域
が活性化することを期待しています。 
・大学時代に別府の児童養護施設で実習をしました。懐かしいところです。 
・別府競輪の更なる発展に期待しています 
・別府は何度も伺っています。 いい街ですね。 
・地震の後は火山灰と大変ですが、がんばって下さい。 
・近い将来、素晴らしい、図書館美術館ができることを願っております。 
・ますます魅力的なまちになっていくことをお祈りいたします。 
・皆様の日常が、一日も早く戻りますように。 
・現在、息⼦が大分県内の APU 大学に通っていますので 親近感もわき、応援しています。   
・別府を世界が認める人気観光地にしてください 
・死ぬ前に一度は行きたい！と、思いながらも、経済的理由で夢叶わず。 頂き物を食べて
から、ザボンが大好きです。 お金を貯めて、寄付した上でザボンが届くなんて！ 嬉しい。  
大分の皆さん、頑張りましょう！ 
・地震復興にお役立てください 
・別府に住んで 7 年ほどになりました。 その間に⼦どももできて、のびのびとした暮らし
ができています。 これからも⼦どもや地域に優しい街づくりを期待しています。 
・大分市出身ですが、別府の温泉には大変お世話になりました。 また行きたいです。 



・大分は食べ物もおいしいし、温泉も沢山あるし 自然もいっぱいで大好きです！！ 地震も
ありましたが、これからもっと盛り上がるよう期待しています。 
・別府大分マラソンに過去出場し自己ベストを出した思い出の地です。 心ばかりですが復
興を応援しています。 
・昔旅行で訪れた事があり温泉の記憶が残ってます。 観光地の魅力を発信する為にお役立
て頂けたら幸いです。 
・これからも期待します。 
・別府の温泉の泉質はとてもいいと思うので是非良い環境を維持できるよう、⼩額ですがお
役立てください。 
・一度訪れた事があります。いつまでも魅力的な地域でいてください。 
・息⼦が別府市に住んでいますので、年に何回か訪れています 。別府市で、新鮮でおいし
い魚を食べてから、地元で、刺身、お寿司が食べられなくなりました。 
・私も九州出身です。少しでも地⽅の支援になれば幸いです。 
・昨年も宿泊補助券を利用させていただきました。別府の温泉が大好きです。今後も更なる
発展を期待しています。 
・魅力ある観光地になるよう頑張ってください。 
・1 日も早い復興をお祈りいたします。 
・私も住んでます！別府を素敵な町にしましょう！ 
・震災を受けた⽅々には、少しでも早く現状の生活に戻れることを期待しています。 
・震災復興、頑張ってください 
・地域の活性化を応援しています。 
・学生時代、4 年間別府に住んだことあります。たくさん別府の⼦供たちと交流しました。
別府とっても大好きです！就職して、東京に住んでいますが、いつまでも別府の人の優しさ
やきれいな自然忘れられません。また別府に遊びに行きたいです。 
・お義⺟さんの好きなざぼんをプレゼントできて嬉しいです。 別府は出張で何度が伺った
ことのある素敵な町です。 なにかのお役に立てれば嬉しいです。 
・別府へは 5 回以上行きました。世界一の温泉地だと思っています。なかなか行けません
が、いつか⻑期滞在したいです。 
・別府大好きです！今年は二回遊びに行きました！古い町並みの良さを残しつつ、観光地
と・してますます発展しますように。 
・別府は 2 度訪れていますが、2 度目はどこを回るか迷いました。リピーターが楽しめるよ
うアピールしてほしいです。 
・以前こちらで頂いたつげのブラシがとても良いので、⺟にもプレゼントしたく思います。
宜しくお願い致します。 
・別府に年数回行き、大変気に入っております。観光への整備費用にご活用ください。 
・別府ならではの素敵なお礼の品ですね。これからも応援しています。 



・別府は心のふるさとです。心より応援いたしております。頑張れ別府♪ヽ(´▽｀)/ 
・震災の影響で観光が打撃を受けたと聞いております。今回の返礼品のおかげで、初めて別
府を訪れるきっかけができました。賑わいを取り戻す一助になれば幸いです。 
・去年、25 年ぶりに別府へ旅行に行きました。 以前より街が⼩さく感じられて、少し寂し
く感じました。 有名な温泉地でもありますし、昔の活気を取り戻して頂きたく 今回寄付を
させて頂きました。 応援しています。 
・安心して暮らせる町づくりを応援します。 
・魅力的なお礼品で感謝しています。 
・いろいろと大変なことも多いですが、応援しています。頑張ってください！ 
・⼦供達が未来です。 将来の為の投資に使ってください。 
・⼦供のために使ってください。 
・旅行では何度かお伺いしてます。これからも頑張ってください。応援してます。又お伺い
します。  
・別府で大学生活を過ごしました。少しでも助けになるようにと思い寄付し、宿泊補助券を
利用して第二の里帰りをしたいと思っています。頑張ってください！ 
・砂湯を利用した時施設が汚かったので残念でした。外国人の利用客も増えておりますので
改善をお願いします。別府温泉の発展を期待しています。 
・妻の出身地なので温泉をよく利用しています。じもせんの整備に期待しています。 
・実家が熊本なので九州を応援したいと思いふるさと納税しました。お礼のさぼんが懐かし
く届くのを楽しみにしています。 
・温泉を始めとする別府の素晴らしい観光地を守り、維持してください。大分の郷土料理も
大好きです。また遊びに行ける日を楽しみにしています。 
・⼦どもたちが元気に健やかに育つように 願っています。  
・別府温泉が好きで年に数回伺っております。何よりも街全体の雰囲気が好きですので、微
力ではありますが街の整備などに役立てて頂けたらと思います。 
・なかなか別府まで行けないのですが、いつか行ってみたいと思っています。 
・いつかは行きたい温泉地の一つです。 魅力あふれる地域を引き継ぐ、次世代を育てるた
めに、ささやかですが応援させていただきます。 
・地域活性化にお役立てください 
・夢が叶いますように 
・⽗の出身である湯の町別府が、ますます素晴らしい国際観光都市 になりますよう、応援
しております。 
・今年の夏旅行で別府にいきました。 温泉や食べ物を満喫できました。 また、行きたいで
す。  
・別府の温泉は格別だと思います。車の窓から、町中に湯気が立ち上がっているのが見える
と別府に到着したと感じます。 



・別府は親の出身地でもあり、良く旅行に行きます。素晴らしい土地ですので、また、活気
を取り戻して欲しいと願っております。 
・温泉観光都市としての発展を期待します！ 
・祖⺟が別府に住んでいます。 ⼦どもと老人にやさしい街づくりを期待します！ 
２年前、祖⽗・祖⺟・夫婦・⼦２人で旅行で訪れました。 祖⽗・祖⺟は「別府 yuya」の温
泉や食事を楽しみ、⼦どもたちは「城島高原パーク」でとてもはしゃぎ楽しんでいました。 
「別府ロープウェイ」は、中学時代の修学旅行でも訪れた場所で、忘れていた記憶を呼び覚
ます訪れとなりました。  
・息⼦が大学でお世話になった地です。 お湯良し！人好し！気候良し！ 素敵なまちの魅力
を大いに全国に発信していって下さい。 
・上手に活用してください 
・別府市に初めて観光で行きます。 宜しくお願いします。 
・ふるさと納税の別府のページが昨年より豪華になったような気がしてうれしいです。使い
勝手も便利にもなったような気がします。 別府に収めるはずの税金が他県に流れるのは嫌
だなと思っていたけど、今回別府市にふるさと納税ができてよかったです。   
・ますます温泉の充実を進めてください。 
・毎年別府マラソンに参加しています 楽しく厳しい大会運営に感謝しています 
・別府は妻の故郷ですが、もっともっと、人が呼べる魅力のある観光地になってください。
応援してます。 
・別府市⺠に仲間入り予定です。 嫁ぎ先のまちがもっと魅力的になることを願って。 
・温泉が大好きなので今後も温泉維持のために頑張ってほしいです。 
・地震に負けるな！ 
・大分の温泉が一番好きです。これからも頑張ってください。 
・日本最高の温泉、これからも頑張ってください。 
・湯ー園地楽しみにしています。 
・未来を託せる⼦育てを 
・湯〜園地のプロジェクトに感動しました。 市⻑さんの演出だとしても賛同しますし、も
し、本当にやらかしたのであれば、さらに賛同するものです。  どちらにしても、うまく
だましてくれれば納得するものです。  このような破天荒なプロジェクトは大好きです。  
微力ながら、ひと口加わりたくふるさと納税させていただきます。 別府市に期待していま
す。関係者各位の奮闘に期待します。 
・地震に負けず頑張ってください！ 
・素敵な街づくりに期待しています！ 
・亡き⽗の故郷です。親戚の⽅々も元気に暮らしてくださっています。これからも良き待ち
でありますように。 
・これからも良き街づくり、がんばってください。 



・素敵な街です。 応援しています！ 
・別府温泉に昨日入りに訪れました。とてもリフレッシュしました。がんばってください 
・湯〜園地計画の実現に期待しています。 
・温泉文化の継承と発展に貢献されることを期待しています。 
・高齢化や地震の影響で閉鎖される共同浴場の存続と観光への一層の活用、観光客マナーの
向上、観光客利用に対する地域のみなさまの理解促進などに活用していただけると幸甚で
す。 
・夫婦で旅行に行きます。楽しみです。 
・期待してます！よろしくお願いします。 
・別大マラソンに毎年、出場しています。とても素晴らしい大会です。宿泊券を利用させて
いただきます。 
・若者にとっても魅力的な街になって下さい！ 
・より良い温泉街を目指して頑張ってください 
・⻑野市⻑が先頭になって別府を PR されており頼もしく思います。生まれ故郷の別府松原
の猥雑な空気が懐かしく思い出されます。素晴らしい温泉、自然と、泥臭さも混じった別府
の街中の雰囲気が大好きです。また、これからも１００キロウォークへのご支援もよろしく
お願いします。 
・⼦ども達が楽しみにしています。 よろしくお願いします。 
・温泉と文化でにぎわう街になってほしい 
・温泉はもちろんのこと、温泉地の雰囲気が好きです。日本人に生まれて良かったと心から
思います。さらなる地域の活性化を願っています。 
・CM などで頑張っている姿を見せていただいています。 姉が在住しており、別府公園で
のイベント、出来るだけ参加しているようです。 私もいつの日かそちらに住むことになり
そうな予感、、、。  元気な別府のためにも⼦供たちにたくさん質の良い経験をさせてあげて
ください 
・別府観光の際には、大変お世話になりました。 
・両親の出身地です。お年寄りに優しい街であって欲しいと願っています。 
別府は魅力豊かな街で大好きです。 
・いつも生協で大分産のどんこを購入しています。肉厚でたいへん美味しいです。少しでも
寄付がお役に立てれば嬉しいです。 
・別府で生まれ育ち、結婚のため 11 年前に別府を離れました。 別府が大好きです！ これ
からも頑張って下さい！  湯〜園地、成功することを祈っています！ 別府 SA に足湯があ
ったら嬉しいです！ 
・色々な温泉がありますね。またゆっくり訪れたいです。 
・復興へ向け、微力ながらお手伝いいたします。 
・素晴らしい湯の町！大好きな街です。これからもずっと人に優しい街であってほしいで



す。 
・復興へ向け、微力ながらお手伝いいたします。 
・湯〜園地の youtube とても別府らしい夢がある映像で楽しく拝見しました。きれい、だけ
ど庶⺠も楽しめる温泉街へのますますのご発展を願って寄付します。   
・今春、旅行を予定していましたが、地震でツアーが中止になってしまいました。来年は九
州初上陸、別府温泉楽しみにしてます。 
・どんどん過疎化してる大分、故郷でもあるので、何とか役立ててほしい。 
・別府は遠いけど何度も行っております。温泉による魅力ある街作りを期待いたします。 
・大分の食べ物、別府の温泉は、最高です。 
・毎年 福岡にある実家帰省の際、必ず寄らさせていただいています。 これからも活気が
あって魅力のある温泉地（観光地）であって下さい。 
・別府温泉には家族で出かけています。 これからも素晴らしい別府を守ってください。  
・温泉遊園地，とても楽しみにしています。 
・がんばろう大分！ 
・これからも応援し続けます。 
・九州を盛り上げてください 
・今年度から来年度にかけて別府観光に行く予定です。 
・微力ながら協力させていただきます。 
・２０年位前から気にいって、毎年何か月かを湯布院で過ごしていました。その折には別府
によく出かけますが昔の元気さがないように思います。最近はいろいろ頑張っておられる
ようですが、あれだけの温泉もっと多くの人に利用してもらいたいと思っている一人です。
頑張ってください！   
・また遊びに行きます！ 
・別府市で生まれ育ちお世話になりました。まだ、家族、親族も多く住んでます。これから
も別府市を応援させて頂きます。 
・素晴らしい温泉と思っています。温泉観光に利用してください 
・別大マラソンにエントリーしています。宿泊補助券を利用させていただきます。 
・毎年１回は家族旅行に行かせて頂いている大好きな地域です。 頑張って下さい！！ 
・日本一、温泉らしい街、いつまでも元気な街でいてください。 
・年に数回別府の温泉に入り楽しませてもらっています。ひょうたん温泉のような⼦連れで
も気楽に楽しめる温泉施設が増えると嬉しいです。 
・地震災害からの復興を応援しております。 
・温泉をさらに盛り上げてください 
・別府の観光資源を世界に広め、経済発展して下さい。 
・温泉がとてもよかったです。 
・今年８月に名探偵コナンのミステリーツアーで行きました。２回目でした。地獄蒸し、お



いしかったです。 
・地震被災に負けず頑張ってください。 
・今年も二度目の行橋別府 100 キロウオ−クで大変お世話になりました。  両市と大会の
ますますのご発展をお祈りしています。 
・別府が大好きです。 何度も足を運びたいと思います。 
・いつまでも魅力ある観光地であり続けて下さい。 
・九州を応援してます。 
・APU 出身です。大好きな場所別府の役に立てたら光栄です。また遊びに帰ります！ 
・⼦供のために使ってください 
・別府温泉名人として、ずっと応援しています！ 
・⼩倉の実家に帰省した際は、いつも家族で別府温泉にお世話になっております。  これか
らも、頑張って下さい。 
・別府がんばれ！「湯〜園地」、待ってるぜ！ 
・別府大好きです。また遊びに来ますね！ 別府湯園地計画楽しみにしています！ 
・別府温泉が人気観光地になりますように。 
・魅力ある町づくりと、⼦供の育成に役立てばと思います。お礼の品も魅力的で届くのがと
ても楽しみです。(初めて食べます！) 
・地震復興に少しでも貢献できればと思い、寄付させて頂きました。 
・地震もさることながら、かつて賑わった地⽅温泉街の多くが衰退の一途をたどっていま
す。そのような中、別府市は次々と新たな取り組みに着手し、常に観光客を引き付ける努力
を人一倍されています。まずは元気なところを応援することで成功を最大化できれば、ほか
の地⽅も刺激を受けて後に続いてほしい。そのような思いから今回応援させていただきま
す。 
・まだまだご苦労が絶えないと思いますが、遠くから応援しています。早く元どおりの生活
に戻れますように。 
・旅行で別府温泉に行ったときに大変よくしていただきました。また行きたいと思います。 
何かのお役にたてればうれしいです。 
・今年の夏に地獄めぐりしました。猛暑で本当に地獄でした。 次は冬にゆっくりと温泉を
楽しみに行きたいです。 
・別府大好きです。いつも別府旅行を楽しみにしています。 
・湯園地出来るの楽しみにしています。 
・別府はいいところですが、なかなか認知してもらえない。 アピ−ルしてはいるのですが。。。 
ともに歩みましょう。 
・別府大好きですが、街全体も観光も古いところばかりで、ちょっと残念です。頑張って活
性化してください。 
・日本一の温泉地別府は大変魅力的です。その素晴らしさをもっと国内外に継続的に発信し



て下さい。 
・日本一の温泉の街別府にもっと元気になって貰えるように 2 度目の寄付をします。 
・頑張ってください、応援しています！！ 
・別府の温泉が大好きです。地域振興に役立ててください。 
・⼦育て支援を宜しくお願い申し上げます。 
・別府温泉の素晴らしさを世界に広めてください 
・今までは遠くの観光地として思っておりましたが、今年、娘が そちらに嫁いだため、初
めてお訪ねいたしました。とてもいい所でしたが、震災や近隣の火山の噴火などがあり、大
変だと思います。 それも含めて、微力ですが、市の発展のために使っていただければ と思
います。 
・別府大好きです。⺟がマンションを持っていて毎年何度も訪れています。杉の井での滞在
は⼦供にとってもわたしにとっても欠かせない年間行事となっています。その際に使わせ
ていただきますね。 
・別府出身で、親戚も沢山そちらにいます。 別府の発展を応援します。 
・今月初めに家族で別府温泉へ行かせて頂きました。⼦供達も非常に喜んでおり、是非また
行きたいと思ってますので、魅力的な街にして下さい。 
・未来ある⼦供たちのため、魅力あるまちづくりがんばってください。 
・個性を生かしてください。 
・別府の温泉が好きで、今年は 2 回いきました。 車が運転できないので、バスで移動しま
すが、路線バスがわかりにくい。ちょっと移動に苦労します。  
・別府市に一度行ってみたいと⼦供にも言われてます。 いつかお伺いしたいと思います。 
・少額ですがお役に立てれば幸いです。 
・私の心を癒してくれる別府市が大好きです。 将来必ずこの地に戻ります！  
・毎年一回、別府の雰囲気が好きで、別府に旅行しています。 来年は、ふるさと納税制度
を活用し訪れたいと思います。 本納税を活気ある街づくりにご活用いただければと思いま
す。 今後ともよろしくお願いいたします。 
・復興頑張って下さい。 
・TV 等ではあまり放送されませんでしたが、風評被害含め地震による影響が出たと聞いて
おります。大好きな温泉地なので、微力ながら応援します。地震復興頑張ってください 
・約１０年前、別府市の山の上の大学に通っていました。東京のような都会ではないけれど、
海で遊ぶ、温泉に入って仲良くなると、都会ではできない学生生活を楽しみました。 地震
で被害を受けられた⽅もいらっしゃると思います。わずかですが、お役に立てれば幸いです。 
負けるな別府！取り戻せ賑わい！ 
負けるな別府！賑わいをとりもどせ！ 
・何度か旅行にいきました。 これからも温泉観光地として頑張ってください。 
・宮崎からおおいたが高速開通で身近になりました。 



・大分大好き❗ 
・別府温泉の整備と近代化に期待しています！ 
・別府大好きです。 
・いつまでも魅力的な別府市でありますように。 
・親友が大分県出身で、何度か旅行で行きました。また、ぜひ訪れたいです。熊本地震で大
分県をより一層身近に感じることが出来ました。 大分頑張れ！ 
・魅力ある別府市でありつづけますように。 
・熊本地震の際、旅行中で、旅館すえよ志の⽅に助けていただきました。帰るときも心配し
てくださり、街の通りすがりの⽅も優しくしてくださいました。心から復興をお祈りしてい
ます。力のある街ですので、経済が活性化してますます発展されることを切に願います。だ
から、あえて復興緊急支援のボタンは押しません。 
・震災の時観光で訪れてましたが、時地元の⽅々にお世話になりました。また観光として安
心して行ける様に選択させて頂きます。 
・最近、別府のコマーシャルビデオも作成され、勢いを感じます。 この勢いに乗って、最
近やや押され気味の湯布院を抜き去って下さい。 
・⼦供の将来のために使ってください。 
・ＰＲ動画が面白いです。 
・震災支援、遅くなり申し訳ございません。僅かですが、少しでもお役に立てれば幸いです。
本当に必要としている⽅達へ届きますよう、願っております。 
・別府にある立命館アジア太平洋大学に息⼦が通学しており、別府市には色々とお世話にな
っております。遠く離れた町で息⼦がお世話になっている町に少しだけでもお礼が出来れ
ばと思っています。 
・孫が立命館アジア太平洋大学に通学しており、別府市にはお世話になっているので、少し
だけでもご協力できればと思い、申し込みさせていただきました。 
・素敵な町だといつもかんじています。 
・温泉の魅力を活かした観光し易い街づくりを期待しています！また観光で行きたいので、
楽しみにしています。 
・⼦供がのびのびと遊べる環境作りを応援します。 
・大分県は⺟⽅の親戚が住んでました。 私も何回か遊びに行っことがあります。 素晴らし
い日本を代表する温泉がたくさんあるので 横浜から応援してます。  
・友だちが住んでいる街なので応援します。 1 月 27 日にこの返礼品を活用して別府市にお
邪魔しようと思っています。 
・別府温泉 大好きです。 何回か旅行に行ってます。 来年は訪れたいと思います。 
・温泉が大好きです。 是非、別府温泉につかり、ゆっくりしたいものです。 これからも、
日本らしい街づくりに頑張ってください。 
・転勤族で以前大分に 3 年間住んでいました。 とても住みやすく⼦育てもしやすく楽しい



生活を送らせて頂きました。 大分を離れてからも、家族旅行に行く際は、行き先に悩みつ
つ結局大分に決定します。 本当に良いところですね！   
・自然豊かで美味しいものもたくさん、旅行で伺ってから大好きな所です。 
・別府の温泉が大好きです！！ 
・別府市出身です。 現在は仕事の都合で関⻄に住んでおります。 遠い場所から、少しでも
市政に協力したいと思い、この度寄附を申し込みました。 
・休日によく家族で別府に出かけます。温泉、グルメ、景色などがとても好きです。これか
らも魅力的な町づくりを応援しています！ 
・今年 6 月に再訪を果たせました（＾＾） あいにく雨模様で、観光の時間が短かかったの
が 少し心残りでした。 また必ず訪ねに行きます！ 
・今後も魅力的な観光地であってください。 
・別府は観光や温泉でよく訪問しており、好きな町の一つです。これからも湯の町として、
変わらず、魅力的な観光を九州以外にアピールして下さい。 
・これからも市⺠に優しいいい街作りを期待してます。 
・別府が好きです。 
・初めての別府温泉、楽しみにしております。 
・温泉施設の保護に力を入れてください 
・是非、復興に向けて頑張って下さい。  
・益々のご発展をお祈り申し上げます。 
・すばらしい別府の温泉を守っていってほしいです。 観光地としても活性化できるような、
寄附金の有効利用を望みます。  
・その年に旅した土地に、お礼の意味も込めて、寄付をしています。 今年も別府の温泉に
つかれてうれしかったです。 来年も行けるといいな。 
・今年、九州初上陸する予定でしたが、地震でツアー自体が中止になり諦めました。特に別
府温泉は楽しみにいたので残念でした。 来年の旅の一番の候補です。  
・別府市で温泉業務に携わっている皆さんお疲れ様です。 
・別府市には温泉や観光の場所が色々あり楽しませてもらっています。皆さんの支えがあっ
てこそです。ありがとうございます。 
・観光資源等の整備による都市発展を心より応援します。 
・毎年別府祭りと裏泉家で観光課にお世話になってます。 こちらの商品は、浅草の温泉座
で知りました。高価なので断念しましたが、ふるさと納税で発見。利用させて頂きます。 楽
しみにしております。 
・地震の知らせを受けて、いてもたってもいられず夏期休暇をとり別府市に帰省しました。
その事をこちら(現住所地域)のメディアにも協力頂き別府市復興の為に観光又は帰省をと
呼び掛けました。  みんな一緒に応援しちょんけんな〜！！！ 
・別府の雰囲気好きです。頑張ってください。 



・別府温泉が地域活性化するよう、温泉地としての魅力を活かして ますます盛り上げてい 
ただきたいです。 
・⼦育て支援が充実するように、上手に寄付金を使ってください！ 
・別府 PV 素敵ですね！是非、温泉ランド設立に向け頑張ってください！ 
・大好きな別府のために使っていただければ幸いです。 
・今年⺟と共に初めて訪れました。商業化されすぎた由布院には非常に残念に思っていたの
で、実際どうなのかと半信半疑でしたが、街の活気、おもてなし、お湯、そして食事と大変
満足感のある、素敵な思い出になりました。地震の後まだまだ大変かと思いますが、応援し
ています！ 
・娘も息⼦も別府の大学にお世話になり、家族みんな別府が大好きです。 
・これからも期待しています 
・がんばれ九州！ 
・以前、旅行で訪れました。引き続きよりよい街づくりを目指しがんばってください。 
別府は大好きな街で何回も旅行させていただいております。 観光事業に少しでもお役立て
いただければ嬉しいです。  
・踏ん張ってください。 応援してます。 
・別府市の共同浴場を守り残していくために税金を活用していただければと思います 
地震で大変でしょうから、少しでも助けになりますように。 
・湯〜園地の実現を期待しています。 
・大分県は⺟の故郷で、亡くなった祖⺟が晩年、別府市に 住んでおり、遊びに行っていた
ので思い入れが深いです。 復興に向けて少しでも力になればと思います。 
・別府の観光振興に役立ててください。 
・大学時代を別府市で過ごし、とても住みやすく第二の故郷だと思っています。これからも
定期的に遊びに行きたいです！ 
・観光に行く予定です。現在の状況の正確な情報発信が観光復興につながると思います。頑
張って下さい。 
・湯布院に負けないようにしてください。 
・伝統を生かしたまちづくりをしてください。 
・⼦供の頃、家族旅行でよく別府温泉に行きました。 大切な思い出の地です。応援してま
す。 
・誰もが知っている有名温泉地のブランドをこれからも守って下さい。応援しています。 
いつもありがとうございます。これからも頑張ってください。応援しています。 
・地震の当日、御地に宿泊しておりました。 怖かったですネ。 1 日も早い復興をお祈りし
ております。 
・復興が早く進みますように。 
・カトレア醤油をより多くの人に知ってもらいたいです。 関東でも売れると思います。大



好きです。 
・別府の温泉に期待してます！ 魅力ある街づくりをお願いします！ 
・つい最近まで別府市に住んでいました。応援しています！ 
・別府の温泉は日本一だと思います。もっと良い温泉町として繁栄してください。 
・別府大好きです。特に温泉が好きで年何回か行きます。温泉などの整備に使っていただけ
ると嬉しいです。 
・昭和の香りを残した魅力的な街にしてください。 アーケードがいい雰囲気で再生できる
といいかな 
・別府温泉が大好きで毎年旅行しています。定年退職後は是非そちらに住みたいと思ってい
ますので、更なる街の活性を楽しみにしています。 
・妻の出身が大分なので別府温泉が大好きです。  
・より魅力のある町になることを期待します 
・別府温泉の化粧品に興味があります。 
・娘が来春 APU を卒業します。別府で４年間、平穏に過ごせたことを感謝しつつ、応援さ
せていただきます。 
・別府温泉の魅力がひろく知られますように 
・今まで九州を訪れたのは数回程度。 出張や旅行で訪問しましたが、残念ながら大分県へ
はまだ行ったことがありません。 今回、ちょっといいブラシ(櫛)を探していてこちらへた
どり着きました。 いつかこのブラシを持参して、大分県へ旅をしたいですね。  これこら
も、いいお仕事をしてください。 
・温泉王国「別府・大分」をいつまでも応援します。 
・”別府の未来を創る“ ために使ってください 
・温泉や美味しい魚や、歴史的な魅力をもっとアピールして、リピーターが増えるといいで
す。 
・大学卒業時に友人と大分県を旅行しました 暖かくのどかでした  
・別府市は非常に思い出深いところです。 ますます繁栄しますように。 
・別府市は色んな施設がありとても魅力的な街です。年に一度は家族で訪れる場所なのでこ
れからももっと別府を満喫したいと思います。 
・友人が数年前に住んでいたので１度行ったことがあります。 今度は家族と行きたいです。 
・ますます魅力ある街を期待してます 
・魅力ある温泉の活性化に期待しています。 
・昨年このチケットを利用して、別府へ家族旅行に行きました。温泉は気持ちいいし、⼦連
れで楽しめる観光スポットも多く、何よりお料理が最高においしかったです。関アジ、関サ
バに感激しました。 また、来年も家族で伺います。とても楽しみしています。 
・熊本地震の日に別府にいました。それから 2 度程大分に遊びに行きました。私達が遊びに
行って僅かではありますがお金を落とすことで復興に少しでも繋がればいいと思っていま



す。 
・私が⼦供のころは、駅前通りや銀座街、やよい銀天街はいつも夜遅くまで人でにぎわって
いました。あの頃のような、活気あふれる街づくりを、ぜひ、お願いします！ 
・地域の特色を生かし頑張ってください。 
・今回の震災に当たり、心よりお見舞い申し上げます。 年明けに九州へ旅行へ行くことに
なり、ぜひ別府にも寄りたかったのですが、時間や家族との都合により、伺う事ができませ
ん。ぎりぎりになってしまいましたが、少しでもと思い、ふるさと納税にて寄付をさせてい
ただくことに致しました。 例年は東北へ寄付をしているのですが、東北の⽅が近く、ボラ
ンティアなどにも行きやすいので、このような形ではありますが、少しでもお役に立ててい
ただければと思います。 まだまだ、大変な事が多いと思いますが、少しでも町が元気にな
って行きますように、お祈り申し上げます。 
・一日も早く復興されますよう、願っております。 
・以前住んでました。 ⼩児医療に役立ててください。 
・観光で訪れた者です。 温泉でのんびりと寛げ、 有意義な時間を過ごすことができました。  
機会があればまた訪れたいと思います。  
・もともと鉄輪に住んでいました。先日伺った際には、以前に比べ街並みもきれいになって
驚きました。これからもがんばってください。 
・別府市大好きです。息⼦がどうしても行きたいと、⼩学校のお祝いに杉乃井ホテルに行き
たいと思ってます。地域の活性に頑張ってください！ 
・九州復興頑張ってください。 
・地震の影響によって、観光客が減少していると聞きました。 沖縄からできることは限ら
れていますが、応援しています！頑張ってください！！ 
なかなか行けないのですが、別府には良い思い出があります。更なる発展をお祈りします。 
・以前に一度いきました また、行きたいです！ 
・ささやかですが、地域振興に役立てればと思います。 
・別府温泉大・大・大好きです。 
・別府の復興、発展応援しています！ 
・別府温泉大好きです。これからも頑張ってください 


