
寄付者の皆様からのメッセージ 

 

子供が健やかに育つ環境を 

 

頑張ってください 

 

温泉に興味があります。いつか訪れてみたいです。 

 

活用、よろしくお願いします。 

 

頑張ってください 

 

第一次産業の活動に活用していただきたいです 

 

コロナ禍における観光事業（温泉宿など）の支援に寄付金が少しでも力になればと思います。 

 

頑張れ県民 

 

コロナで傷んだ観光業に携わる方々の、幾ばくかのお役にたてれば、幸いです。頑張ってください。 

 

コロナ禍で観光事業の打撃も大きいかと存じますが、中国資本に国土や建物を売却することなく、未来

の子どもたちの為にも、我が国の領土・文化・歴史をお守りください。 

 

何度も行ってますが、COVID-19 が落ち着いたら、また行きます！ 

 

つぶらなカボス、美味しいです。寄付では初めて、つぶらなカボスを頼みました。ここ数年、旅行ができ

ていませんが、大分県は好きな場所なので、ぜひまた旅行に行けるのを楽しみにしてます。 

 

母の故郷です。小さな頃は毎年夏休みになると大分へ遊びに行っていました。マリンパレスに高崎山、ラ

クテンチ、地獄めぐり…思い出のたくさん詰まった大好きな場所です。コロナで行けなくなってしまい

ましたが、母が元気なうちにもう一度、遊びに行けたらいいなぁと思っています。 

 

コロナが落ち着いたらぜひ温泉に行きたいと思ってます。頑張って下さい 

 

一度訪れてみたい街であり、万年筆とインクのセットという返礼品が魅力的だったので、ふるさと納税

しました。 

 



コロナ禍で遠出できずに大分県内をいろいろ回るうちに、別府の町の楽しさに気づきました。観光客向

けも良いですが、もっと大分県民がリピ通いしたくなる町・別府であってほしいと思います。 

 

別府は残念ながら伺ったことはありませんが、返礼品を検索していた際、アイスクリームで思わず寄付

させて頂きました。コロナ、コロナで全世界が大変な状態ですのでお役に立てれば幸いです。 

 

大分を是非、盛り上げてください！ 

 

また地獄めぐりしたいです 

 

別府が発展し、若者が活気ある取り組みができる施策に、活用ください。 

 

干ししいたけ、高級品です。でも美味しいので、出きるだけ食べてます。国産のしいたけ栽培が、今後も

栄えるよう期待しています 

 

大分の干しシイタケ楽しみにしてます！ 

 

学生時代大分に住んでいました。コロナが落ち着いたらまた遊びに行きたいです。 

 

父が別府出身で、叔母たちがまだ別府に住んでいます。カトレア醤油は祖父の家に行くと必ずあり思い

出の味です。初めてふるさと納税をしたんですが、欲しい返礼品と寄付したい自治体が合致して良かっ

たです。叔母たちを含め親戚はみな高齢者になりつつあるので、老人も暮らしやすい街づくりを引き続

きお願いしたいです。 

 

転勤で家族で大分市に住んだことがあり、別府市は買い物や温泉、レジャーで毎週訪れておりました。

海、山にとても自然豊かな別府市。また是非、訪れたいと思っております。 

 

観光はコロナの影響で散々2年間だったと思います。オミクロン株も気になりますが、来年は国内はリベ

ンジ消費も本格化していくと思います。他県以上の取込を行いたい、飛躍の年にしてください。また、市

民の年間所得は低い方だと認識しております。その事もあり、教育に対して出費も低くなっているので

はないかと思います。学童や無償塾、簡易図書館などを取り入れた、複合的な子ども食堂など創設も一つ

の方法だと思います。市の繁栄のためにも優秀な人材確保も必要だと思います。どうぞ、子供達の教育、

育成のため尽力してください。私は以前、武雄市図書館改修工事に参加しました。主に CCC さんがご依頼

された内装会社さんからのご依頼で書棚や机、椅子の輸送、搬入、設置を担当させてもらいました。洗練

された素晴らしい図書館になったと感じました。その後の反響では活気ある図書館に変貌した聞いてお

ります。当然、参考にはされておると思いますが、良い図書館を計画してください。 

 

地元で買えないのでふるさと納税にあってたすかります。コクと旨味が大好きです。 



初めて申込させて頂きました。別府に伺うの楽しみにしています。 

 

コロナで観光が厳しいと思いますが、頑張ってください！ 

 

別府が大好きです。応援しています。 

 

関東で手に入らないのでいつもネットでカトレアを注文してました。ちょっとしたプレゼントにも利用

してます。 

 

親戚が住んでおり、祖母の出身地でもあるので、私にも何かできることはないかと考え、納税させていた

だきました。 

 

縁があって福岡県の専門学校を卒業しました。在学中、別府には友人数人と出掛けた思い出があり、とて

も楽しかった思い出です。あの楽しかった日々が懐かしく、幸せな時間を過ごせたと、両親に感謝してい

ます。 

 

温泉が大好きです。応援しています。 

 

別府には家族旅行で何度か訪れたことがあります。温泉街の風景も素敵ですし、これからもそれらの景

観が守られることを期待しています。 

 

今年の夏に数年ぶりに、ふるさとの別府に行きました。以前と比べて観光客が駅前に居ないと感じまし

た。コロナの影響かと思いますが、再び国内外問わずお客様が沢山いる温泉街別府が戻ってくる事を願

っております。頑張れ、別府！ 

 

鹿児島のつげくしを重宝しています（ふるさと納税でいただいたもの）。今回、ブラシがあることを初め

てしり、かつ、椿油とセットだったので、これは魅力的、と思い、寄付させていただきました。大分と言

えば、杉乃井は大好きです。 

 

コロナ禍により、観光業界は厳しい状況だったと思いますが、日本全体でワクチン接種が進み、感染拡大

が抑えられて、今、明るい兆しが見えてきたところですね。観光産業、特に温泉はわたしたちの癒しなる、

とても大切なものです。今後もお世話になります。よろしくお願いします。 

 

別府温泉大好きです。 

 

他自治体にない返礼品があると良いと思います。日帰り入浴施設の割引券なんかも良いのではないでし

ょうか？ 

 



別府は大好きで毎年訪れています。毎回、どこを観光するか計画段階からワクワクしています。少しでも

お力となれれば幸いです。 

 

主人の両親が住んでいます。 少しでも住みやすい町になる応援ができればと思います。 

 

ベビークリームが良かったので、リピートしました。 

 

別府に母の別荘があるのでふるさと納税を利用しました。 

 

週末を湯布院の家で過ごすことが多いので、買物や食事に別府に行きます。益々の発展、特に交通渋滞解

消などを願います。 

 

大分県大好き、別府市大好きですまた観光しにいきます 

 

別府温泉へ行きたいとずっと思っており、寄付を行いました。この寄付が少しでも役に立つことを願っ

ております。 

 

父が大分県の出身で、別府は上京前の 10 代のころに青春を過ごした場所とのことです。私は最近初めて

訪れることができ、美味しいものと温泉を堪能してきました。そこで出会った甘いお醤油の美味しさが

忘れられず、今回ふるさと納税の返礼品に選びました。コロナ禍による観光客の減少で大変かと思いま

すが、返礼品のお醤油を使い切るころにはまた伺って直接購入したいと思います。 

 

大好きな別府温泉。街の雰囲気が大好きです。温泉の街の維持のために、ふるさと納税を使って頂き、

益々魅力ある別府にしてください。 

 

地獄廻りをして泥の温泉に入ったのが懐かしいです。こういうことで別府を楽しめるのは良いですね。 

 

別府が大好きです。これからも魅力的な観光地であり続けて下さい。 

 

別府には毎度毎度温泉に浸かりにやってきます。コロナ禍ならではの比較的静かな静かな中、湯船を独

占とできるのも良いですね。ただ、ただ街の産業としてコロナのダメージは大きいと思いますので、日本

を代表する温泉地として活気が戻ることを願っております。 

 

別府に旅行した妻が、カトレア醤油を購入しました。お刺身にももちろん合いますが、煮物に使うといつ

も使用してる醤油とは全然違った感じに仕上がり、すごく美味しかったです。 

 

実家の母が大分出身で昔よくかぼすジュースを送ってくれていました。美味しかったのでまた飲みたい

と思ってこちらに寄付をさせていただきました。届くのを楽しみにしています。 



帰省時は駅でお茶を購入しています。いつも温かい接客ありがとうございます。今後も応援しています。 

 

美味しかったので、頼みました。 

 

ありがとうございます！ 

 

別府温泉に訪れたことがありますとてもいいところでした 

 

いつまでも魅力ある街であってください。 

 

有効に活用して頂けますようお願い致します。 

 

クリスマスと年に数回、別府に友人と行きます。ステキな返礼品を見つけてうれしいです。 

 

椎茸が大好きです。美味しかったらまた寄付をさせていただきます。宜しくお願い致します 

 

こちらのドリンクの大ファンです。いつも美味しくいただいております。 

 

昨年も同じもつ鍋セットでふるさと納税させていただきました。届くのが今から楽しみです。お湯も人

も熱過ぎるほどに温かい別府、また温泉めぐりしたいです。 

 

有効に活用して下さい。 

 

はやくコロナが終息し 温泉ブームがやって来ますように 

 

祖母が住んでいます。コロナでなかなか訪れることができませんが、少しでも別府の皆様に役立ってほ

しいと思い寄付しました。大変な時ですが、さらに魅力ある市になることを願っています。 

 

コロナ禍で観光業は大打撃ですが頑張ってください。コロナが終息し、家族の介護が一段落したらそち

らを訪問したいです。 

 

地元で買えないのでふるさと納税返礼品にあって助かります。コクと旨味が大好きです。 

 

以前こちらのどんこを申し込み、とてもおいしかったので、今回も申し込みさせていただきました。 

 

産業の発展、就職先の安定のためのまちづくりをお願いします 

 

ワンストップ申請がもっと簡単に出来る(作成済+送料不要の封筒同封等)ようにして欲しい。 



大分に転勤してカトレア醤油を知り、それ以降、欠かせない調味料となっています。 

 

大分県で仕事をしたことがあり、こちらのどんこを知りました。これからも地域の魅力ある品をご紹介

ください。応援しています。 

 

コロナ収束後にまた、別府の湯につかりに訪れたいと思います。 

 

ずっと別府市で育ちました。結婚して市外に出ましたが、大好きな別府市がこの先も魅力あふれる町で

あって欲しいと願います。 

 

ツーリズム別府大使の脇あかりさんのファンとして、別府市に興味を持ちました。東京パフォーマンス

ドールの活動は休止してしまいますが、今後とも脇あかりさんをよろしくお願いいたします。 

 

応援しています！お醤油美味しいです！県内どこでも買えるように販売してほしいです！ 

 

祖母の住む別府市へ寄付させていただきます。お役立ていただけると嬉しいです。 

 

コロナが終息したら別府に行きたいです！ 

 

別府の素晴らしい温泉文化を維持、継続できる様に利用してください。 

 

大分県にはまだ行ったことがないですが、コロナ禍が収まったら家族で行ってみたいです。別府温泉に

もぜひ！ 

 

東京に在住し 40 年が過ぎました、今でも出身の宇佐市を思い出し、たまにアンテナショップ（交通会館）

に通っています、そこで何時も感じますが店舗の広さの関係もあるのでしょうが入口が入りづらい（閉

塞感）のです、陳列も努力されてる事と思いますが、温泉関係の物ばかりで魅力を感じません、とっても

残念です。 

 

カトレア醤油待ってました！応援しています！ 

 

今は関西に住んでいますが、大分市出身です。たまに大分へ帰省しますが、大分の観光地が少なく感じて

います。新たな観光名所となる様な見所ある、大分にして頂きたく思います。 

 

別府には温泉巡りでよく訪れてます。特に共同浴場が好きで来湯してるのですが、運営が厳しい浴場あ

ると思います。別府の温泉文化を絶やさない為にも、浴場で出会う地元の方々との一期一会の場が失わ

れない為にも、微力ながら応援させていただきます 

 



日本有数の観光地で子どもたちがのびのびと過ごせる環境を支援していきたいです。 

 

ブランドの『大分のどんこ干し椎茸』を一度食べてみたくて申し込みさせて頂きました。楽しみにお待ち

しております。 

 

いつか故郷の別府に帰りたいと思っています。 

 

益々の観光地としての発展を期待します。 

 

コロナ禍の関係でなかなか地元別府に帰省できませんが、ふるさと納税という形で少しでも応援できれ

ばと思っております。 

 

子供の頃に大分県に住んでいましたが、休暇に別府に行くのが楽しみでした。その頃の楽しみは専ら、杉

の井パレスの広い温泉や遊園地、猿山でしたが、今良い歳の大人になってみると、年季の入った公衆浴場

や、昔ながらの温泉宿で湯船にザボンなどを浮かべてゆっくり浸かったりして過ごしたいなあと思いま

す。別府にしかない良さを残し、新しくし過過ぎないこなれた感じの街づくりをしていっていただきた

いです。 

 

応援しております 

 

美味しいどんこを栽培を応援します！ 

 

コロナ禍で大変な時ですが、活気のある街に早く戻れる様遊びに行きたいと思います。 

 

いつも、おいしくいただいております。 

 

コロナが落ち着いたら、行きたいと思っています。それまで入浴剤で楽しみます。 

 

前回送って頂いた椎茸美味しかったです。これからも応援しています。 

 

コロナ後にはぜひ行きたいです。大変な世の中ですが、頑張って下さい 

 

応援しています！ 

 

たまご美味しくてファンにになりました 

 

温泉を大切に 

 



コロナ禍において、皆さんのご苦労は如何程かと思います。どうぞ頑張ってください。 

 

温泉を利用した観光業に期待します。 

 

コロナに負けないように頑張りましょう。 

 

ここ数年、年に何回か別府鉄輪温泉で体と心をリフレッシュさせてもらっています。頑張れ別府！のエ

ールを送ります。 

 

コロナに負けず頑張りましょう！ 

 

このご時世、大変でしょうが、頑張って観光を盛り上げてください。 

 

コロナに負けずに頑張って下さい！応援しています。 

 

アルゲリッチ応援、ありがとうございます。 

 

温泉入りに行きます！ 

 

温泉！ 世界に羽ばたけ ！！ 

 

競輪も好きなのでコロナが落ち着いたら行ってみたいです 

 

地域の活性化にご活用ください。 

 

益々のご発展をお祈りします 

 

少額ですが、ご活用ください。 

 

旅行したことがありますが温泉が素晴らしかったです。 

 

頑張って 

 

沢山の方が別府を訪ねますよう。 

 

別府市民、温泉施設の方々が安全で健康に働けることを応援します。お身体気をつけてお過ごし下さい。 

 

いつか温泉に行きたいです 



いつもおいしくいただいております。 

 

別府何度訪れても本当に素敵なところです。観光業の大変な時期ですが、頑張ってください！また、遊び

に行きます 

 

今年家族で別府旅行に行って別府のことを好きになりました。JTB も大好きなのでふるさと納税に JTB の

プランがありふるさと納税することに決めました。今後こちらのシステムが続く限り家族で毎年別府に

行きたいと思います。 

 

故郷の別府にはなかなか帰れないため、ふるさと納税で応援させていただきます。 

 

別府がもっと豊かいつまでも元気な街でありますように〜�✨ 

 

いつも暖かい癒しをありがとう‼ 

 

別府競輪が大好きです。これからも楽しませてください 

 

熊本地震、七月豪雨災害の時はお世話になりました。心ばかりです♪ 

 

新型コロナにめげず、頑張って下さい。「バングラデシュのチキンカレー」は今まで食べた事が無いので、

今回寄付してみました。 

 

応援してます。頑張ってください。 

 

豊かな源泉を守って下さい！ 

 

観光資源の魅力をより広げる活動を期待しています。 

 

別府市の皆さまのご健康と今後の発展をお祈り致します。 

 

別府温泉の大ファンです 

 

別府市頑張れ 

 

少ないですが応援しています！ 

 

なかなか地元に帰れていませんが、応援しています。 

 



安定して住める町作り頑張って下さいませ 

 

応援しています！ 

 

人気温泉観光地として、これからも繁栄を期待しています。 

 

コロナが落ち着いたら行ってみたいです！ 

 

いつか安心して遊びに行ける日を楽しみ待っています。 

 

小中高生を過ごしたふるさとをいつも応援しています。観光業は今は大変でしょうが頑張ってください。 

 

この宿泊券を利用して別府観光をしたいと思っています。 

 

以前別府市に住んでいました。別府市の発展の一助になれば幸いです。 

 

コロナが落ち着いたら、温泉に入りに行きたいと思います。 

 

大変な時期ですが応援しています 

 

ふるさと納税頑張ってください。 

 

遠い北海道の地から、いつか温泉に入りに行きたいなと思っております。頑張ってください！ 

 

ますます魅力たっぷりな別府市に期待します。コロナに負けずに頑張って！ 

 

昨年旅行で初めて行き、とても楽しかったです。温泉や入浴剤の魅力がもっと伝わったらいいなと思い

ます。 

 

早く別府でプリン食べて温泉入って美味しいもの食べたいです！！ 

 

旅行楽しみにしています。頑張れ別府 

 

観光業に関わる全ての皆様、応援しています！！ 

 

保護犬猫の支援の為に使って欲しいです。人間と動物が共存できる環境を整えてください。 

 

昨年も別府のカゴを購入しました。素敵な工芸品です。貴重な国産のカゴをこれからも作ってください。 



あまり旅行の出来ない近年ですが、久しぶりに別府温泉へ行ってとてもリラックスできて、すごくいい

街だなと思いました。ありがとうございました。 

 

育った別府の住みよい環境づくりに役立ててください 

 

応援しています。 

 

これからも素敵な魅力発信してください 

 

ヴェルスパ大分がＪリーグへ行けるようにご支援お願いします！ 

 

過去何度も伺っていますが、また伺いたいです。コロナで厳しい状況もありますが、まずは食べることで

応援したいと思います。全国からの応援を感じていただければと思います。 

 

伝統的な手仕事を応援したいと思い、松田浩樹さんの竹仕事が好きで購入します。 

 

まだまだ大変でしょうが頑張ってください！ 

 

いつか別府温泉に行きたいと思います！ 

 

別府温泉及び周辺地域の良さを次世代に、そしてその先の未来へと、よろしくお願いいたします。 

 

学生時代別府に通学していました。今は遠く離れていますが、大分愛は変わりません。温泉の維持は大変

だと思いますが、また別府に行った時は温泉に入りたいと思います。 

 

別府大好きです。 

 

応援しています。 

 

素晴らしい温泉の繁栄が続きますように。 

 

応援してます！ 

 

これからも豊かな温泉事業を応援しています。 

 

別府とかかわりができたのも子供がお世話になったので。嬉しです。地域活性化できますように。 

 

たぬきケーキが好きなので選びました。楽しみにしています。 



未来の子供が生きやすくなる、環境を作ることに役立てたらいいです。 

 

街の発展のためにご利用ください。 

 

頑張ってください。 

 

活気のある、新しいことを発信できる町作りをぜひ。 

 

子どもの教育・福祉へ活用ください 

 

別府温泉のリピーターです。駅前商店街の活性化を楽しみにしております。 

 

別大マラソンではお世話になりました！ 

 

別府の温泉は大好きで良く生きます。観光がちょっと飽きてきたのが残念ですが。。 

 

大分県別府市の子どもたちを応援しています。 

 

未来を担う子供たちのために、有効な活用をお願いします。 

 

訪問者をほっとさせる街であり続けてください。時々びっくりさせてください（いい意味で）。 

 

別府市出身の者です。生まれ育ったこの街にほんの僅かではございますが、お返しができたらと考えて

います。また、トミタカさんは私が高校生の頃からお世話になっていたケーキ屋さんです。すごく懐かし

くなったので、思わずこちらを選んでしまいました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

別府温泉の大ファンです。コロナで大変でしょうが頑張ってください。 

 

子供たちの夢ある将来に生かして頂ければ何よりです。 

 

素晴らしい温泉を維持して下さい。 

 

楽しみにしてます。 

 

いつか行ってみたい街です。これを機会に計画を立てたいと思います。 

 

いつか、名湯別府温泉に入りに行きたいです。 

 



祖父母が、すんでいました。遠い昔?修学旅行が、別府でした。温泉、特別です。 

 

本年は大変お世話になりありがとうございました。来年が皆様にとりまして実り多い年となりますよう

に祈念しております。 

 

大分に住んでいた頃、よく別府の温泉に行きました。また旅行に行きたいです。わずかですが大好きな別

府の為になれば幸いです。 

 

別府へは、家族旅行で行ったことがあります。いいところでした。また、是非、家族で伺いたいです。 

 

別府が大好きです。全面的に応援します。 

 

応援してます 

 

別府の温泉は日本一です。コロナが収束し早く別府に行ける日を待ち望んでいます。皆様も負けずに頑

張ってください！ 

 

昨年に引き続き、今年も寄付させていただきます。 

 

観光に役立てて頂ければ幸いです。 

 

応援しています。 

 

亡父が育った土地で、家族旅行をしたいと思っていますがまだ実現せず、いつか行きたいと思っていま

す。 

 

亡父の故郷なので、温泉と共に地域活性化を応援しています。 

 

今は別府を離れていますが、私が育った故郷をいつまでも応援します！ 

 

今年からふるさと納税を始めましたが、私が生まれ育った故郷をこれからも応援していきます！ 

 

別府の温泉街の活性化に使って欲しい 

 

素晴らしい図書館を期待しています！ 

 

新しいタイプの図書館、期待しています！ 

 



応援してます。 

 

頑張れ！日本！ 

 

毎年、別府を訪れるのを楽しみにしています。多少なりともお役に立てれば何よりです。 

 

長野市長！応援してます! 

 

少し昔ですが、行橋別府１００キロウォークで、ゴール後に別府の温泉地で癒されました。お寿司等の魚

料理も美味しかった記憶が残っています。今後も温泉旅行等で訪れたいと思うので、これからも元気な

別府でいてください。 

 

旅行で訪れて良くしてもらったので御礼に寄付します。 

 

別府温泉地が大好きです。家族で旅行に行けるのを楽しみにしています。 

 

別府出身の今宮健太選手をずっと応援しています。そのご縁で別府市を身近に感じさせていただいてい

ます。コロナ禍で温泉や観光のお客さんが減少されて大変だと思いますが、少しずつ元に戻りつつある

かと思いますのでがんばってくださいませ。 

 

別府は父方の祖父母の家があった街です。祖父母も亡くなり、コロナのこともあり、ここ数年は別府へ訪

れる機会がないままですが、いつか必ず訪れたい街です。応援しています。 

 

別府は一番よく行く温泉地です。応援しています。 

 

コロナに負けず頑張って下さい 

 

いいところなので再度いきたいです。。 

 

もう一度別府温泉に行きたいです。 

 

楽しみです。 

 

一日でも早い復興を願っております。 

 

これからも魅力ある温泉地として頑張ってください。 

 

自由に旅行ができる世の中に戻ったらぜひ伺いたいです 



また温泉に入りたいです。頑張れ別府！！ 

 

毎年 別府温泉に行っています。今年も年末に行くのを楽しみにしています。いつまでも魅力ある街で

あってほしいです。 

 

産業振興にお役立てください。 

 

毎年別府温泉に大阪から旅してます 温泉に魅力を感じ微力ながら寄付させていただきます 今後とも

よろしくお願いします 

 

別府出身です。いつも応援しています。 

 

災害が多いので備えてください 

 

少額ですが地域振興にお役立てください。 

 

応援してます。 

 

ブルーラグーン期待してます！ 

 

今後も無添加のお礼品を揃えて頂けるのを楽しみにしております。 

 

温泉、観光業との両立頑張ってください 

 

どんこが美味しいので毎年楽しみにしています。 

 

子供たちの未来のために！！ 

 

別府には，家族でよく温泉旅行に行ってました。とても思い出深い場所です。ここ数年行ってませんが，

また行きたいです。 

 

温泉、食、ロケーションと魅力が詰まった街ですね ますます、魅力が増しますように 

 

このような状況でも、子供達に楽しい思い出を作ってあげれるように、お使いください。 

 

コロナに負けず、頑張って下さい！ 

 

応援しています！がんばれー 



いつか別府温泉に行ってみたい。 

 

日本一の温泉を大切にして下さい 

 

観光資源の魅力の更なる向上を期待しております 

 

観光場所や地元グルメが、たくさんあってとても楽しかったです。一日しか時間がなく、残念だったので

また行きたいと思います。 

 

観光産業従事者として、これからも応援致します。 

 

また伺います 

 

別府に行きたい。 

 

コロナで温泉街や観光産業は大変だと思いますが、街の魅力を維持して頑張っていってください。 

 

未だ大変な状況かと思います。皆さんが 1日も早く元の生活に戻れれるように願っております。 

 

現役時代に良く仕事で訪れました。九州の憩いの温泉地として益々の発展を祈ります。 

 

温泉旅行が楽しめるアトラクションを期待してます！ 

 

子供たちの健全な育成に期待しています。 

 

好きです。別府。来年こそたくさんの観光客が来ることをねがってます。そして行きます。 

 

お役に立てますと幸いです 

 

別府競輪も頑張ってください。 

 

いつまでも自然を守って下さい 

 

アフタ・コロナの文化・芸術の発展を心よりお祈り申し上げます。 

 

5 才娘がしいたけ好きです。友達が別府に住んでいるので、別府のしいたけにしました！よろしくお願い

します。 

 



コロナに負けるな！ 

 

ラグーンがオープンしたら是非いきます 

 

頑張りましょう 

 

いつまでも綺麗な温泉でいて！ 

 

応援しています！ 

 

旅行で行きました。また行きたいと思います。 

 

温泉のために使って下さい 

 

素晴らしい町づくりを応援しています。 

 

毎年お湯を頂き、お世話になっております。 

 

またのんびりゆったり別府温泉に浸りながら暮らしたいです。 

 

魅力ある街をこれからもつくってください 

 

障がい者にも優しい町づくりを進める別府を応援します。 

 

東洋のブルーラグーンぜひ完成させてください！ 

 

応援してます。 

 

元気な子供が育つ町作り 

 

少しでもお役に立てればと思います。 

 

このご縁で温泉に久々に行きたくなりました。 

 

がんばりましょう！ 

 

がんばってください！ 

 



来日当初は APU で留学しました，自分にとって第二ふるさとのような場所です。またいつか帰れる日を

楽しみにしています。 

 

こんにちは 干し椎茸大好きです コロナに負けないで 皆さん頑張ってください 

 

これからも癒やしと華やかさのある温泉を目指してください 

 

故郷なので地域振興に頑張ってほしい 

 

別府の温泉、ゴルフ、海の幸など素晴らしい観光地としてもっと多くの人に知ってもらいたいです 

 

別府は 3年前に亡くなった父の故郷です。なかなか行けないですが、いつも思っています。忘れることは

ありません。これまでも、これからも応援しています。 

 

応援しております。 

 

子どもが APU に通学しており別府市にお世話になっております。山も海もあり風光明媚で住みやすい街

で本人も大変気に入っています。 

 

コロナの影響で観光業が盛んな別府市にとっては厳しい時期ですが、がんばってください！応援してい

ます。 

 

市民の皆さんがんばってください 

 

頑張ってください。 

 

さらに魅力ある温泉都市へ 

 

別府の繁栄に尽力願います 

 

別府の魅力を知り応援したくなりました。これからも地元の魅力を世界に発信していってください。 

 

息子が 4月から APU に進学するので、別府市を応援したいと思いました。 

 

若い時に何度も言った別府温泉。楽しかった思い出を提供してくれた別府市に納税をしようと思いまし

た。これからも応援してます！ 

 

コロナで大変な時かと思いますが、別府市の益々の発展を願っております。 



少額ですが、財源の一部としてお役立て下さい。 

 

コロナで大変だと思いますが、頑張って下さい！ 

 

がんばれ 

 

別府の観光地としての魅力をもっと多くの人に伝えて欲しいです。 

 

別府の素晴らしい景観や温泉が絶えないように守ってもらいたいです 

 

１２月ぎりぎりでの寄付となってしまい申し訳ありません。別府といえば温泉、いつか地獄めぐりに 

訪れたいです。 

 

文化の発信、期待しています！ 

 

コロナが収まったら、温泉入りに行きたいです。 

 

今の湯けむりの町を維持してください 

 

別府大好きの APU 卒業生です！ 

 

年に一度は大阪から別府温泉に出向いています 全国各地の温泉に出掛けてますが やっぱり別府温泉

が一番いいなって夫婦で話してます これからも出向きたく思ってます コロナ対策など大変だと思い

ますが こちら側も徹底した対策して出向きますので よろしくお願いします 

 

頑張って下さい。 

 

別府は子供の頃から行っている大好きな場所です！ 

 

コロナで大変でしょうが、共同湯文化を盛り上げてください。 

 

毎年、美味しくいただいています。クリスマスや年末年始の卵のご馳走です！これからも、幸せな食を提

供してください。応援しています。 

 

健康的な子供たちに成長されることを願っております。 

 

また遊びに行く日を楽しみにしてます。 

 



蘭王たまごの卵かけご飯が美味しかったので、リピートさせていただきました。有り難うございました。

またよろしくお願いします。 

 

さらに温泉の魅力を発進。 

 

温泉王国をこれからも大切に守ってください。 

 

別府温泉、大好きです。 コロナが落ち着いたら絶対にまた行きます。それまでは入浴剤で我慢です。 

 

APU 学生のサポートをお願いします。 

 

コロナ禍で大変ですが、頑張りましょう。 

 

別府市の豊かな自然と観光を応援しています。 

 

頑張ってください 

 

少額ですが、ご活用ください。 

 

頑張ってください。 

 

GO FIGHT 

 

応援しています！ 

 

コロナに負けず、頑張ってください。 

 

応援しています！ 

 

子育てをお願いします。 

 

義父が一人で住んでいます。市には、高齢者介護にも頑張ってほしい。 

 

「湯は別府」本当にそうです！！コロナで大変だと思いますが温泉施設守って下さい。お礼の品の多さ

にビックリしました。しかもほしいものがいっぱいでした。 

 

町の湯けむりがとても素敵です。温泉も最高です。 

 



みんなで助け合い、元気な日本に早く戻れますように！ 

 

熱海市への応援ありがとう 

 

日本の観光産業の復興に繋がる様な、街づくりを宜しくお願いします。 

 

約 12 年別府市に住んでいました。 コロナ前の賑やかさが一日も早く戻ることを祈っております。少な

い額ですがお役に立てれば幸いです。 

 

一度観光に訪れたいと思っています。温泉に入りたい。 

 

自然災害の対応が毎年大変かと思いますが、どうか安心安全な街作り頑張って下さい！ 

 

別府出身ですので、地元には頑張ってほしいです！ 

 

いつか、行けたらいいなと思いふるさと納税しようと思いました 

 

コロナに負けず、頑張ってください。 

 

頑張ってください 

 

障がい者に優しい町づくりをお願いします。 

 

地域の活性と発展を応援しています！ 

 

大好きです 

 

初めて寄付させていただきます。少しでも何かの役に立てれば幸いです。 

 

別府の温泉や食事が大好きです！ 

 

コロナ禍で大変だと思いますが頑張ってください。 

 

いつまでも日本一の温泉町で頑張って下さい。別府の泉質は最高です。応援しています。 

 

別府は温泉も食べ物も良くて大好きです。 

 

子育てを応援します。 



頑張ってください 

 

昨年ふるさと納税でいただいたプリンとロールケーキが、家族皆が大好きでリピートしました！他の卵

とお肉も楽しみです。コロナ禍で大変と思いますが、皆様ご自愛ください。 

 

頑張れ別府 

 

コロナで厳しい状況かと思いますが、頑張ってください。 

 

コロナで大変だと思いますが頑張ってください。 

 

妻の出身地であり、里帰り出産の際には、長男を保育園に入れていただき大変感謝しております。 

コロナが落ち着いたら、是非また帰省したいです。 

 

別府の温泉大好きです。コロナでなかなか行くことができなかったので少しでも応援できればと思い申

し込みました。来年はいるようようになればと思っています。 

 

近々久々に別府に赴き鉄輪温泉に行きたいと思います。その際に利用させていただきます。 

 

良い街作り今後も期待しています。 

 

いつも別府市の温泉で仕事のリフレッシュをさせてもらったいます！今後とも観光に力を入れてくださ

い！期待しています！ 

 

コロナで観光業が打撃を受けていると思いますが、同業者として応援してます！ 

 

日本一の温泉観光都市として、観光振興とコロナ対策の両立を実現し、全国の模範となってください！ 

 

別府温泉に行くことで応援させていただきます。頑張って下さい。 

 

3 年前に旅行で行きました！その時すごく気に入ったかぼす緑茶だったので、また味わえたらなと思い申

込させていただきました。また旅行が気軽にできるようになったら温泉めぐりしたいと思っていま

す・・！ 

 

コロナに負けず、心地よい湯の町であることを願っています。 

 

コロナ後の観光復興頑張ってください。 

 



別府市が活性化されますように！ 

 

がんばってください 

 

観光客激減とのことで少しでもお役に立てれば幸いです。 

 

有意義に使っていただければ幸いです。 

 

遠隔ワークと温泉別荘を持ちたいと思う別荘、share house の受け入れ施設の準備 

 

今後のご発展をお祈りいたします。 

 

去年も利用させて頂きました。 

 

大好きな別府が観光でもっと豊かになるように応援しています！ 

 

温泉地別府、食べ物も美味しくて大好きな所です。 

 

11 月に伺います。 

 

魅力ある観光都市づくりを応援しています。 

 

子育て支援、よろしくお願いします。 

 

日本屈指の温泉地なのでにいつかは行きたい温泉です、地域発展に頑張って下さい。 

 

微々たる金額ですが何かのお役に立てば幸いです。 

 

ふるさと納税の代理自治体として、被災地支援を行ってる自治体を応援してます！これからも頑張って

ください！ 

 

夫婦で旅行した素敵な街でした。また遊びに伺います。 

 

٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ 

 

別府が、大好きで、何度も色々な旅館に泊まりに行ってます。これからも、素敵な旅館やホテルが、でき

たらいいな。 

 



応援しています。 

 

町の繁栄応援してます。 

 

魅力あふれる別府のまちづくり、頑張ってください。 

 

頑張ってください。 

 

子ども達の、好奇心が湧く様な取り組みを進めて下さい。 

 

こんなご時世ですがお互いに頑張りましょう！ 

 

コロナが治まったら 別府の温泉に行きたいです。 

 

アジアを代表する観光・学術都市となるよう頑張ってください 

 

以前旅行で入った温泉が素晴らしかったです。応援しています。 

 

応援しています。 

 

少しですがお力になれればと思います 

 

我が家の家族旅行の行先 NO.1 の別府市を応援します。 

 

APU 生です。別府冷麺ととり天がいつも恋しいです。 

 

熱海のために、別府市さん、よろしくお願いします 

 

コロナに負けずに頑張ってください 

 

地球に優しいまちづくりをお願いします。 

 

大好きな別府温泉、コロナ渦に負けず頑張ってください。 

 

大好きな町です 

 

コロナ禍の中、観光業界も大変でしょうが、別府温泉の底力で頑張ってください。 

 



初めての応援です。返礼品が楽しみです。 

 

毎年､秋に関アジ関さばと温泉を楽しみにおじゃましています。これからも観光客にフレンドリーな街づ

くり進めてほしいです。 

 

若いころ５年間勤務しました。懐かしいところです。 

 

別府 8 湯めぐりを機会に馴染みになってきています。なかなか楽しい企画です。来年中に名人目指しま

す。 

 

コロナで影響を受けた観光産業を応援します 

 

街の活性化を！ 

 

微力ですが、お役にたてれば幸いです。 

 

よく旅行に行っています！別府温泉大好きです！ 

 

どんこが欲しくて応募しました。別府は小さい頃から馴染みのあるところです。なかなか行けないので

すが、いつまでも明るく頑張って下さい。 

 

先日旅行に行きましたが、温泉がとても良かったです。地獄めぐりも楽しめました。ありがとうございま

した。 

 

別府市の発展を応援いたします。 

 

見どころの多い大好きな観光地です。 

 

海に近い景観を活かした街づくりを期待しています。 

 

地域活性化のお役に立ちましたら幸いです。 

 

コロナ化で大変ですが，別府温泉の魅力で皆さんに癒しを与えてくださるよう応援しています。 

 

皆様も引き続きお体ご自愛くださいませ。 

 

いつもありがとうございます。温泉癒されます。 

 



市には 7割、3割の恩恵分は宿泊関係だけでなく、レストラン、衣類、お土産など全納税事業者に広げる

べきでしょう。そういう自治体はいくつもありますが...。53 軒のホテル、旅館一覧リストだけでは部屋

数とか露天風呂とか、識別できるものがあれば便利ですが...。パンフの 3部だけではふるさと納税者に

は不親切ですね。 

 

1 ヶ月後、14 年ぶりに別府・鉄輪温泉に宿泊します。今から楽しみです！ 

 

より良い街づくりを応援しています。 

 

いつか別府旅行に行きたいです。人も街も、笑顔に溢れた別府を訪ねるのを楽しみにしています。 

 

頑張ってください 

 

応援してます。 

 

コロナ収束したら、また、遊びに行きます! 

 

別府大好き！ 

 

大変な時期だと思いますが、頑張ってください 

 

観光地がもっと素晴らしいところになりますように 応援しております。 

 

熱海市への代行業務ありがとうございます。コロナ関連でも大変な状況とは存じますが、微力ですが少

しでも協力できれば幸いです。よろしくお願いします。 

 

これからも素敵な特産品を期待していますので頑張ってくださいね。応援させて頂きます。 

 

コロナ中いけませんが、せめて温泉気分をあじわいます。 

 

明豊高校野球部が好きで、特に今年のセンバツはその活躍する姿に毎日笑顔になれました。夏の甲子園

は残念でしたが、監督さん含め、個々の勇姿にとても元気をもらうことができました。市の経済活性化に

は観光が重要な街だと聞いており、本当はすぐにでも温泉旅行に出掛けたいところなのですが、まだま

だ東京から行くのはなかなか気が引けてしまうので、非常に微力ではありますが、この納税を以て少し

でも貢献できたらいいなと思っております。コロナ禍が落ち着いたら必ず遊びに行きます！ 

 

温泉やロケーション等、魅力ある街だと思います。観光資源を活かして更に素敵な街づくりを応援しま

す。 



大好きな街です。また別府に出掛けたいと思います。色々な事が起こるこのご時世ですが、皆様が笑顔で

元気であります様に願っています。 

 

もっと観光客が増える魅力的な市になれると思います。がんばってください。 

 

飲食店の支援に使って下さい。 

 

88 湯巡りに参加させていただきます。 

 

いつもおいしくいただいております 

 

頑張ってください 

 

また観光に行けたら、と思います。皆さん、ご自愛ください。 

 

何時までも住み良い町であることを期待します。 

 

いつか行ってみたい場所のひとつです。いつになるかわかりませんが、いつか妻と行きます。 

 

関東在住の大分県出身者として、今回の熱海の被害に対し別府市が立ち上がっていることに感銘を受け

ました。少額ではありますが、何かお役立ていただけると幸いです。 

 

いつも面白い企画感心しております。これからも頑張ってください 

 

温泉大好きです。ジモ泉がこれからも存続出来ますように。昨年トートバッグを注文しました。メッセー

ジがとても良かったです。今年も注文しました。 

 

観光が盛り上がりますように！ 

 

温泉大国、別府市が大好きです。コロナ禍で大変な状況だと思いますが、頑張ってほしいです。 

微力ながら遠い地より応援しています。 

 

学生も快適生活できる町つくりをよろしくお願いいたします。 

 

学生に優しい町づくりを期待しています。 

 

学生が過ごしやすい町づくりをお願い致します。 

 



学生に優しい町づくりをお願い致します。 

 

2 年前に初めて別府市に旅行に行きました。景色、食べ物、街並み、温泉がとても気に入り、それからは

年に二度ほど旅行に行ってます。これからも別府という素晴らしい街を守っていってください。 

 

古くて新しい温泉地の魅力を、今後とも磨いてください。 

 

代理での寄付収集は被災自治体の負担軽減のためにも重要だと思いますので、大変ですが頑張ってくだ

さい。 

 

頑張ってください。 

 

観光都市として賑わいを取り戻すことを信じています。 

 

代理業務ありがとうございます。 

 

いつもおいしくいただいております。 

 

別府は私の大好きなまちです、ずっと行きたいです。 

 

同じ温泉地、熱海のために有難うございます。 

 

今は離れてしまいましたが、生まれ故郷の別府を応援しています。 

 

代理での寄付受付、職員の方も処理が大変だとは思いますが宜しくお願い致します。 

 

美味しいしいたけ作り頑張ってください 

 

代理で寄付を募っていただけるのはありがたいです。どうぞよろしくお願いします。 

 

代理申請業務ありがとうございます。 

 

ありがとうございます。応援しています。 

 

別府市の観光業界の皆さん、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け大変な思いをされていると思

います。これからも新型コロナウイルスに負けず、頑張ってください。収束したら、別府市へ観光に行き

ます！ 

 



代理支援ありがとうございます。微力ながら寄付をさせていただきます。よろしくお願い致します。 

 

熱海市のために代理ありがとうございます。子供の頃からよく行く馴染みのある市なので土砂災害に心

を痛めていましたが、迅速に代理寄付を受け付けてくださり有難いです。別府市には他のふるさと納税

でお礼の寄付をします！ 

 

古くからの小さな、家庭的な旅館を守って欲しい 

 

毎年行っています。大好きな町です。これからも応援します。 

 

毎年家族旅行を楽しみにしてます。 

 

代理寄付ありがとうございます。 

 

私は大分県出身者です。大変な状況にある自治体に代わって別府市がこのようなご支援を引き受けてい

るのが、とてもうれしいです。別府市の仕事も大変な中、本当にありがとうございます。別府市の方々も

体を壊さないようにご支援を続けてください。 

 

熱海へのサポート是非よろしくお願いします。別府にも一度伺ってみたいです。 

 

代理受付ありがとうございます。 

 

代理受付、感謝です。陰ながら応援しております。 

 

別府市の皆様 代理手続きしてくださりありがとうございます。 

 

熱海も別府も大好きな温泉です。被災地熱海への別府市の温かい応援を知り、利用させて頂きました。 

 

静岡県熱海市の迅速な災害復興を願っております。微力ながら支援協力させていただきます。別府市・茨

城県鏡町自治体の方も代理業務ご苦労様です。 

 

代理にて申請くださり、熱海市は非常に助かっていると思います。少しですが、応援させてください。 

 

コロナが終息したら、観光したい。 

 

代理納付での被災地協力、ありがとうございます。 

 

代理手続き、ありがとうございます。 



代理作業ご苦労様です。ありがとうございます！ 

 

当初、別の自治体で代理寄付をしようかと思っておりましたが、別府市が代理寄付を行うことを知り、活

用させて頂きました。職員の皆様、日常業務で大変な中、代理寄付の対応ありがとうございます。 

 

コロナが落ち着いて、ゆっくり温泉に行きたいです。熱海市のバックアップ、ありがとうございます。 

 

熱海にも別府にも良い思い出を沢山いただきました。これからもよろしくお願いします。 

 

熱海市への寄付金の取次ぎをやっていただいてありがとうございます。自然災害が年々巨大化して怖い

ですね。別府市の皆様もお元気でお過ごしください。 

 

熱海市への代理寄付よろしくお願いいたします。同じ温泉地の別府も応援しています。 

 

熱海市の代行対応お疲れ様です。ささやかですが、自分にできる納税寄付で、少しでも役にたてたらと思

います。 

 

代理寄付手続きありがとうございます。 

 

代理での寄付受付大変お疲れ様です。熱海市様へのサポートよろしくお願いいたします。 

 

代理対応ありがとうございます。 

 

別府市さん熱海市のためにありがとうございます。隣の市の伊東市より。 

 

被災地の職員は災害対応が最優先になるかと思います。事務手続きの代理をありがとうございます。 

 

代理受付ありがとうございます。この度の熱海市の災害に心よりお見舞い申し上げます。少しでも復興

のお役に立てればと思います。 

 

コロナ禍で大変だと思いますが頑張って下さい。 

 

コロナに負けず、頑張ってください 

 

コロナ禍が落ち着いたら、是非伺いたいです。 

 

少しでも地域の発展に貢献できれば幸せです。 

 



息子が別府の寮生活をしてます。別府の皆さんも温かく、海も山も、、自然が豊で、温泉も大好きです。

コロナの影響に負けず、よりよい街になりますように。 

 

素敵な別府温泉を応援してます。 

 

応援したいです 

 

美味しい地産品を楽しみにしています。 

 

コロナで大変だと思いますが、頑張ってください。 

 

別府市の景色は日本一美しいと思います。美しい自然、温泉、おいしい食事、あたたかい人々、人生で一

度は訪れたい場所です。特に春の別府市は本当に美しいです。これからもずっと、今のまま素晴らしい別

府市で！ 

 

先日初めて別府に行きました。温泉が街並みにとても馴染んでいて、ステキでした。このとてもいい雰囲

気を大切にして下さい。 

 

コロナに負けるな！ 

 

応援させていただきます。 

 

コロナ禍で厳しい状況ですが、応援しています。 

 

コロナ渦中で大変な時が続いています。お互い頑張りましょう。 

 

貴市の発展に微力ながら応援させていただきます。 

 

小さい頃四国からサンフラワーに乗って別府温泉行きました。頑張って下さい 

 

別府の湯を満喫しに伺うことができる日を楽しみにしています。 

 

長男が卒業後、、次男が現在別府で寮生活です。温泉も海も山もキレイで、すごくいい街。 

 

何年か前、家族旅行でお邪魔しました。まだ子供が小さくて別府八湯は制覇できませんでしたが、今度は

夫婦二人でゆっくりと温泉を堪能したいです。コロナに負けず、頑張ってください。 

 

だいぶ前ですが観光で行った際、美しい自然に囲まれた素敵な場所だなと思いました。またいつかお伺



いしたいです。 

 

別府市生まれです！！小さな頃から大人になってもやっぱジェノバのアイスは高級で特別な思い出のア

イスです！コロナに負けんぞー別府は日本一 

 

コロナが落ち着いたら、また別府に行きたいです。とても素敵なまちですね。 

 

少しですが、お役に立てると幸いです。 

 

高崎山が大好きです。何度か訪れたことがありますが、何度行っても楽しく、時間が経つ事を忘れてしま

います。お猿さんたちが可愛すぎます。おさる館も色々な写真や説明があり、楽しめました。高崎山、頑

張ってください。 

 

頑張って下さい。 

 

一度別府市を旅したのですが、とてもいい所でまたぜひお訪ねしたいと思っています。コロナ禍で観光

業が大変だと思いますが、少しでも力になりましたら幸いです。 

 

コロナウイルスに負けないように頑張ってください。 

 

頑張ってください 

 

ヒットパレードクラブを応援しています。早くコロナが収束し、別府へ会いに行きたいです。 

 

温泉がたくさんあって、魅力です。将来移住したいと思っています。3回旅行しました。今年も行こうと

思っています。別府ガンバレ！！ 

 

コロナが早く収まって、観光客が戻ることを願っています。我が子が APU でお世話になっています。子ど

も共々別府の町を応援しています。 

 

別府が大好きです。観光関連企業の皆さん，苦しいですが，もう一息です。頑張ってください。 

 

北九州から別府に道ができたので、ほぼ毎週末別府通いです。別府最高です！宿泊券、ずっと継続して下

さいね。ありがとうございます。 

 

大学時代の友人が住む別府市を応援します。 

 

この春もコロナに気をつけて別府に寄せていただきます 温泉大好きです 



コロナ禍で観光業が大打撃だと思います。このコロナが落ち着いたら、必ず別府の温泉につかりに行き

ます。それまで、少しでも納税で応援できればと思いますので、お役立てください。 

 

ふるさと別府には、毎年、帰っています。帰るたびに、新たな発見がある素敵な街です。 

 

微力ながら応援しています。 

 

温泉施設が益々繁栄しますようにお祈りします。 

 

応援しています。 

 

障がい者に優しい街を応援しています。 

 

コロナが落ち着いたら別府温泉に行きたいです！ 

 

別府に縁があり、大好きです。都会化しないでさびれないで欲しいです。 

 

娘が APＵでお世話になりました。私も九州に全く縁がなかったのですが、それを機に訪れ、食べ物のお

いしさや温泉に魅了されました。また訪れたいです。今はコロナ禍で大変でしょうが、頑張ってくださ

い。 

 

頑張ってください。 

 

コロナで大変だと思います。頑張って下さい。 

 

魅力ある温泉地お願いします。 

 

良い環境を維持してください。応援しています。 

 

わずかですが有効に使ってください。 

 

別府温泉よかったけど、空港から遠すぎて、他の温泉を選択されてしまう危険性あり。交通手段どうにか

してほしい。 

 

素敵な場所ですので、応援いたします。 

 

いつまでも魅力的な温泉地として発展して下さい。 

 



別府へは、よく旅行に行かせていただいているため、高級ホテル、高級旅館、アウトレット等の誘致に力

を入れていただきたいです。 

 

コロナウイルスの猛威がふるっていますが，応援してますので，乗り越えてまた活気あふれる都市にし

てください。 

 

学生の時にフェリーで行ってすごく好きになりました。 これからも温泉の街として観光客に優しい街で

あり続けて下さい。 応援しています！！ 

 

二本セットのつげぶらしをたのんだところですが、とてもよくて、昔の女性はこういうのをつかったん

だなあとおもい使いはじめたところ、ロングヘアの娘にとられました�ので わたしように、椿油のつい

たものをたのみます。ながくつかっていきたいです。また別府は温泉が有名なこと以外に、このような素

敵な、ブラシがあることをふるさと納税ではじめてしりました。 こういう素敵なものをながくつくった

いってほしいです。 発達障がいや知的障害のおこさんや大人のかた、また、観光地ですからコロナ後、

こういうかたたちが日本中からたのしみにあそびにこれるようなところの開発につかってほしいです！

頑張ってください。 

 

一日も早くコロナが収束し、別府の町に活気が戻ることを祈っています。 

 

娘がかみをまとめるのにつかいやすいブラシをさがしています。楽しみです。知的障害や発達障がいの

お子さんや大人のかたにつかってほしいです！頑張ってください！ 

 

いつも家族で温泉旅行に来て癒されています！ 

 

動物愛護に寄付をお願いします 

 

洗練さと独自性を大切にした観光事業を目指してほしいです 

 

別府には良く旅行に参ります。今回、初めて寄付をさせて頂きます。別府の温泉、観光資源の魅力向上に

お役立てください。応援しております。 

 

まだ伺ったことがないので、この機会に守るべき別府の文化を味わいに伺いたいと思います！応援して

ます！ 

 

コロナで大変ですが、頑張ってください！応援しています！！ 

 

訪れる日を楽しみにしております！ 

 



よく旅行で行ってました、また遊びに行ける日を楽しみにしています 

 

コロナに負けずに頑張りましょう 

 

お互い苦しいけど頑張れ 

 

温泉都市としての充実を期待しています。 

 

家族旅行で 3回ほど行っています。 日本一の温泉街を今後も残してほしいです！ 

 

大分県別府出身の声優の野上翔さんのファンなので寄付しました！素敵な方の出身県なのでこれからも

応援しております 

 

別府温泉をずっと守り続けてください 

 

母の出身地という縁があります コロナ禍で観光客が減って大変かと思いますが、日本一の温泉地は別府

です！ コロナ禍おさまったら必ず旅行にいきます、頑張ってくださたあ 

 

毎年名湯に入りに行ってます。 コロナ禍ですが、頑張ってください。 

 

頑張れ!! 

 

父親の故郷なので、何か貢献できなきかと思い、今回利用しました。 

 

コロナ前に一人旅で別府温泉を訪れすっかり虜になりました。 先日久しぶりに友人と行き、別府ラバー

ズを増やしました♪ 温泉の維持は大変だと思います。ぜひ、税を使っていただきたいです。 

 

別府温泉に家族で行きたいので寄付させていただきます。 

 

行ったことはありませんが有名な街ですよね よく温泉のもとにはお世話になってます 

 

温泉県の別府として頑張って下さい！ 

 

片親世帯応援 

 

コロナで大変だと思いますが、海外の客だけでなく、日本人も楽しめる観光の街づくりをお願いいたし

ます 

 



子供達がのびのびと育つ環境を整えて下さることを希望します 

 

別府の次世代育成に役立ててください 

 

障がい者支援をよろしくお願い致します。 

 

頑張ってください！ 

 

コロナに負けずがんばりましょう 

 

世界一の温泉地別府 今後も期待しています。 

 

ユニークな街づくりで、次世代の子どもたちの個性を活かすように、育成していただけると嬉しいです。 

 

別府市は懐かしいふるさとです。 引越しましたが、たびたび訪れたい町です。 

 

コロナが終息したら奥さんを連れて遊びに行きたいと思っています。 

 

コロナに負けずに頑張りましょう 

 

コロナで厳しい状況が続きますが頑張ってください。 

 

いつも温泉に行く事を楽しみにしていました。 今回も感染対策をしながら楽しみたいと思います。 が

んばってください！！ 

 

日本の人々にこそ愛される温泉、観光地に発展されることを願っています。 

 

応援しています。 

 

いつもお世話になっております。これからも宜しくお願い致します。 

 

また近い日に家族で伺いたいと思います! 

 

別府温泉大好きです。これからも、観光に発展を期待しています。 

 

他の温泉より別府温泉が一番好きです。 

 

コロナ禍で大変ですがご自愛ください。 



別府大好きです！ 

 

子育てのしやすい街になりますように。 

 

子供のとき両親と旅行に行った思い出の場所です。 今度は私が子供たちを連れて訪れたいと思います。 

 

両親が利用します 親孝行を兼ねて応援しますので、利用しやすいメニューを充実してください 

 

早く観光事業が復興して下さることを切に願ってます。 

 

日帰りで大分の温泉へ行くことが多いですが、宿泊もあるので利用させていただきます。別府、好きで

す。さらなる発展を祈念いたします。 

 

大分の温泉と、椎茸、カボス、とても美味しいです！これからも頑張ってください！ 

 

かつて、転勤で大分県別府市に住んでいました。温泉に囲まれ、食が美味しく、住みやすい街でした。今

後の発展を応援しています。 

 

今年 20 年以上ぶりに訪れ、広大な景色に感動しました。これからも応援しています。 

 

以前母と別府へ旅行したことがあり、思い出深い地です。 感謝の意味も込めて、寄付させていただきま

す。 

 

別府温泉、大好きです 頑張ってください 

 

フェリーに乗って温泉に入りに行きます。 ポイントで予約できる宿や利用できるアクテビティをもう少

し拡大してもらったら毎年別府にふるさと納税するかもしれません。 湯治場的な宿で地獄蒸しを楽しむ

とか・・・。 期待しています。 

 

別府市が大好きです。 コロナ終息と観光業が再び盛んになりますように。 応援します。 

 

温泉大好きです 身も心もあたたかくなります 納税出来て大好きな別府の温泉が入れるなんてとてもお

得な気分です。 

 

別府にインターコンチネンタルが出来たのを聞いて別府に久しぶりに行ってみたくなりました。前に行

ったのは 10 年くらい前です。また、本を読むのは非常に大切なので、図書館事業はぜひ応援したいと思

います。 

 



僕は別府好きです 

 

別府温泉大好きです。応援しています。 

 

コロナ禍の観光業の継続は大変かと思いますが、日本を代表する温泉を次世代まで承継できるように役

立てて欲しいです。 

 

年に 1～2回は往訪しています。頑張って下さい。 

 

両親が別府温泉が好きです 良い旅行ができるよう利用してください 

 

別府は何回も行っていますが、やはり温泉が特別ですね。コロナで大変だと思いますが頑張って下さい。 

 

コロナに負けず頑張ってください！ 

 

魅力ある街つくりに活用してほしいです 

 

大分が、別府が好きやけん！ 

 

少しでもお役に立ててれば嬉しいです。 

 

別府温泉を家でも満喫したい 

 

漁業者が頑張れる政策を期待してます。 

 

頑張ってください 

 

別府市のより良い発展のために、役立てて下さい。夫婦で別府温泉に行くのを楽しみに、日々頑張りま

す。 

 

いつか訪れたいと思っています。素敵な町作りをお願いします。 

 

コロナに負けず頑張ってください。 

 

頑張って下さい。応援しています。 

 

コロナ禍が終息し、観光業が復活することを祈ります。 

 



コロナが終息したらまた別府に行きたいと思います。 

 

よく遊びに行ってます。定年後は暮らしたいです。 

 

家族旅行で別府温泉にて良い思い出が出来ました。応援しています。 

 

漁業者が潤うような政策を期待してます 

 

来月別府温泉に訪ねる予定です。ささやかですが、地域の皆さまを応援させていただきたいと思いまし

た。 

 

漁業が盛んになるような政策を期待してます。 

 

応援しております 

 

日本の宝、別府温泉のさらなる発展をお祈りしております。 

 

別府は大好きで、コロナが流行る前は毎年行ってました。ぜひこれからも温泉資源中心に魅力的な街づ

くりに取り組んでください 

 

こどもの人生初の一人暮らしが別府市でした。 その時、別府市民の方々に大変お世話になりました。感

謝の気持ちを少しでもと思い、はじめてふるさと納税をするときは別府市だと決めていました。これか

ら先も、こどもの第二のふるさとは別府市です。 

 

別府市へは温泉を楽しむためによく訪れています。別府市の未来のためにふるさと別府市を愛するたく

ましい子どもたちを育てて欲しいです。 

 

大変な時期ですが、頑張って下さい 

 

別府の温泉が好きです。コロナ禍で大変だと思いますが、応援してます。 

 

コロナ前はよく別府に行っていました。落ち着いたらまた遊びに行こうと思います！ 

 

大変なご時世ですが共に頑張りましょう！ 

 

これからも応援してます！ 

 

温泉大好きなので、もっともっと別府市の温泉の魅力を世界中に広めて下さい！！ 



子どもの頃に住んでいました。 子どもと、別府の話をしながらお風呂に入るのが楽しみです。 

 

別府温泉大好きです。 

 

観光資源に恵まれた別府市 障害者や高齢者に優しい街づくりを してもっと魅力的になってください。 

 

湯の町別府はずいぶん前に訪れた町です。 煙がもくもくたなびいてるイメージです。 また行ってみた

いです。 

 

先日は、修学旅行以来 25 年ぶりにようやく再訪することができ、楽しく癒される時間を過ごすことがで

きました。ノスタルジックさと新しさが混じった街並みも良かったです。 

 

大分県別府市が家族一同大好きです。毎年年末行ってます。 今年もこのトラベルポイントで行きたいと

思います。 

 

いつも遊びに行っています。大好きな街です！ 

 

微力ですが子育て支援などに寄付金お使いください。 

 

大分県は夫婦ともども大好きで 私の父も現在単身赴任で住んでいるため 今回旅行と共に会いにいきま

す！ とても楽しみです！ コロナ禍で観光業等影響を受けたかと思いますが、これからも頑張ってくだ

さい！！ 

 

別府温泉は家族旅行の思い出があります。たくさんの方々に記憶に残る温泉旅行を提供していただきた

いです。温泉 CM、最高でした 

 

観光客が減ってるとは思いますが、また別府に行きたいです。 

 

コロナの影響で昨年、今年と別府に行く機会が増えました。おかけで、このような魅力的な街が近くにあ

ることを再発見させていただきました。これからも、魅力ある街づくりに頑張ってください。 

 

コロナで大変でしょうが、宿泊・観光して応援させていただきます。 

 

頑張ってください！ 

 

別府市を応援しています！ 

 

育毛剤の効果を期待しています。 



頑張って美味しい椎茸作ってください！ 

 

別府には家族でよく泊まりに行くので、魅力的なホテル・旅館の誘致や、アウトレット等の家族で楽しめ

る場所を増やしてほしいです。  応援しています。 

 

温泉が湧き、素晴らしい景観をお持ちの別府市ですが、新型コロナの影響で観光としての利益がなく、大

変な思いをされていると思います。一日も早く元の活気が戻るようお祈りすると共に、その日が来たら

是非訪れたいと思っています。頑張ってください。 

 

別府市の今後益々のご発展をお祈り申し上げます。 

 

屋外温浴施設楽しみにしています 

 

がんばってください 

 

別府大好きです。応援してます。 

 

GOTO で 1 月に一人旅を予約していましたが、緊急事態宣言が発令されてギリギリ行けなくなりガッカリ

です。来年はリベンジしたいです。 

 

観光業の復活、市長と一丸で頑張ってください。 

 

観光産業はコロナ禍でかなりダメージを受けていると思いますが、少しでもお役に立てれば幸いです。

別府市で生まれ育ったので、いつまでも応援しています。 

 

今年初めて貴市に旅をしました。その体験が大変すばらしく，ぜひお役に立てたらと思い，寄付いたしま

す。 

 

頑張ってください。 

 

コロナ禍で温泉にもいけないので、こちらの入浴剤をつかって気分転換してみます。発達障がいや知的

障害のお子さんや大人のかたにつかってほしいです。 

 

頑張って下さい。 

 

コロナで大変だとは思いますが、頑張ってください 

 

こどもの教育に支援を希望 



これからも、魅力的なところがたくさんある、別府を楽しみにしています。また、うかがいます！ 

 

別府市出身です、これからも応援します 

 

別府温泉が大好きです 

 

別府には一度訪問したことが有ります。いいところですね。もう一度行ってみたいです。 

 

温泉が大好きで何回も行ってます。コロナに負けないでください。 

 

応援しています！ 

 

コロナが落ち着いて、温泉に行けること楽しみにしてます！ 

 

コロナウイルスもまだまだ大変な状況ですが、別府の魅力を活かし温泉、観光などを 盛り上げていって

ください。 応援しています！ 

 

 


