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【1】 

『せんぱい』岩槻区に到着して、まったく道が分からなかった私を、城址公園まで案内してくださり

ました。岩槻に住んでいる人全員こんなにやさしい方なのだと思います。岩槻に住んでいる先輩、あ

りがとうございました。（10 代・男性） 

【2】 

ありがとう（無記名） 

【3】 

『せんせい』せんせいぼくのことわすれないでね（無記名） 

【4】 

『いつもありがとう。おふろや、はみがきごはんなどもありがとう！これからもよろしくネ』（無記名） 

【5】 

『お友達』いつも、お友達がいつも、いつも、ささえてくれてとてもうれしかったです。ぼくは、も

う引こしてしまいましたが、楽しい日々を送れてとてもうれしかったです。いままで本当にありがと

う。（10 代・男性） 

【6】 

『おねえちゃんいつもありがとう』いつも遊んでくれたりしてくれてありがとう！いつまでも仲良く

してネ。いつもありがとう！これからもよろしくね（10 代・女性） 

【7】 

『おとうさんこれからもよろしくね』いつも色々とありがとう！おかあさんの家事を手つだったり遊

んでくれたりしてくれているね！お仕事がんばるやさしいおとうさんが大好きです！これからもよろ

しくネ。（10 代・女性）  

【8】 

『おかあさんいつもありがとう』いつもありがとう！これからもよろしくネ！（～10 代・女性） 

【9】 

『おかあさんいつもありがとう』いつもご飯や、おふろ、はみがきなど、ありがとう。お手つだいを

たくさんできるようにするネ。これからも仲良く楽しくよろしくね！！いつも本当にありがとう。（無

記名）  

【10】 

『家ぞくみんなへよろしく』みんないつもありがとう！やさしくしてくれたり、遊んでくれたりとて

もうれしいよ。これからもずっといっしょにいてネ。よろしくね。（10 代・女性） 

【11】 

『雛めぐりボランティアの皆様』第 13 回まちかど雛めぐりが 3 月 13 日(日曜日)に終了しました。た

くさんの団体・グループ・人が関わっているイベントです。それぞれができる事をできるだけがんば

ってまちをもりあげようとして行われているイベントです。他のまちから来た人が“岩槻はいい街で

すね”と言われほんとうに嬉しくなりました。（50 代・女性） 

【12】 

おばあさんありがとう（無記名） 

【13】 

『せんせい』いつもありがとうございました。（～10 代・女性） 

【14】 

『せんせい』1年間ありがとうございました。（10 代・男性） 

【15】 

『せんせい』いつも 3－1がうるさくても優しくしてくれて、ありがとうございました。じゅ業中の先

生を見ると、つかれているように見えました。ありがとうございました。（～10 代・女性） 

【16】 

『親・おばあちゃん・親友・友達・彼女』いつも「ありがとう」 成人してこれからは自分が「ありが

とう」と言われるようにがんばりたいです。これからもありがとう。（20 代・男性） 

【17】 

おかあさんへ いつもたいせつにしてくれてありがとう（～10 代・女性） 

【18】 

岩槻に住む彼と知り合い 2 年ちょっと。彼は、泣いたり笑ったり忙しい私を、いつも優しく包んでく

れるあたたかい人です。そんな彼と今月結婚することになりました。岩槻での新生活、どんなことが

あっても、笑顔がありますように。Ｐ．Ｓ．いつもありがとう！これからも支え合いながら、2 人ら

しく過ごしていきましょう。（30 代・女性） 

【19】 

『おっとへ』いつもありがとう。まだまだがんばってね！（無記名） 

【20】 

『いつもありがとう 夫へ』あちこち痛いと言いながらがんばっている主人へありがとう。（60 代・女

性） 

【21】 

おばーちゃんいつもおいしいごはんありがとう。ずっと元気でいてね！！（無記名） 

【22】 

『産まれてきてくれてありがとう』2 人の子どもたちに出会えて私は幸せです。お父さんお母さん、

義理の父母にもお世話になってとても助かっています。いつも支えて下さってありがとうございます。

これからも夫婦＋子ども 2人一人前になれるようにがんばります。 

（30 代・女性） 

【23】 

『おかあさん』いつも色々めいわくをかけてごめんなさい。大好き。（～10 代・女性）  

【24】 

『おとうさん・おかあさん』20 年間（約）育ててくれてありがとう！（20 代・女性）  

【25】 

いつもありがとう（6月 10 日に岩槻幼稚園の園児たちから、お花とメッセージをいただきました。） 

【26】 

『おかあさんへ』いつも忙しい中、私を支えてくれてありがとう！なのにあまり手伝ってあげられて

ないし迷惑かけててごめんね。来年は受験でイライラしてることも増えるだろうし、もっと自分も忙

しくなって大変になると思うけれど、お母さんに迷惑かけないように無理しない程度にがんばります。

見守っててください！これからも私の一番のよき理解者でいてください。宜しくお願いします。ディ

ズニー行こ♪（10 代・女性） 

【27】 

お母さん、いろいろやってくれてありがとう。これからは手伝えるときは手伝うね。（10 代・女性） 
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【28】 

お父さん、いつも私たちを支えてくれてありがとう。毎日お父さんが頑張ってくれているおかげで、

家族が楽しく暮らせています。たまに怒ることもあるけど、ダメな所はダメと言ってくれることには

感謝しています。大変だと思うけど、毎日仕事頑張ってね。身体に気をつけてつかれた時はゆっくり

休んでください。私は、お父さんとゲームの話をしたり、ゲームをするのが大好きです！また一緒に

遊ぼうね。（10 代・女性） 

【29】 

『お母さんへ』いままでこの 14 年間育ててきてくれてありがとう。けがや熱などの時には一生懸命、

直そうとがんばってくれてありがとう。今年病気がはっかくされて一週間に二回は、早退や、休みで

行けなかったり、病院につれて行ってくれたおかげで、今では毎週楽しく学校に行けていることを感

謝しています。本当にありがとうございます。これからも僕を助けてください。（10 代・男性） 

【30】 

『お母さんへ』いつも仕事や、家での仕事などいろいろしてくれてありがとう。ぼくが家で生活でき

るのは、お母さんが料理を作ってくれたり、そうじや、洗たく物を洗ってくれたりしているからです。

部活の試合の時なども、いつもおうえんにきてくれてありがとう。これからもめいわくかけるかもし

れないけどよろしくおねがいします。（10 代・男性） 

【31】 

『お父さんへ』いつも、あたり前に仕事やってるようにぼくは思いました。だけど未来くるワークの

職場体験をして分かったことがあります。お父さんが一生けんめいに仕事をあきらめずにやっている

からお金がたまって それから働いたお金はバックやゲームやレストランなどいけるということが分

かったんだから お父さんにはすごく感謝しています。ありがとう！お父さん！（10 代・男性） 

【32】 

『ディサービスの皆さんに』いつも明るく義母に接してくれてありがとうございます。朝のおはよう

ございますから、帰りのありがとうございますまで、笑顔で対応ありがとう！（40 代・女性） 

【33】 

公園で散策中にこんにちはと小学生に言われベンチをゆずってもらった。あいさつをする子供が多く

なった気がする。（60 代・男性） 

【34】 

慈恩寺地区の墓地を見て気づくこと。この地区の古い墓を見ると、このあたりが大きな宿場であった

ことがわかる。歴史に思いをはせると、多くの僧たちの思いが、この地に生きづいているという気が

してくる。（50 代・男性） 

【35】 

民生委員が夕方犬の散歩中に立ち寄ってくれるので安心して暮らしております。外灯の数が多く付い

たので良いと思います。（ありがとう）（70 代・男性） 

【36】 

毎年春の岩槻城址公園での花見、楽しみにしています。（60 代・男性） 

【37】 

近所で畑をしているおじさん、おばさんが新鮮な野菜をたくさんくれました。ス－パ－では買えない、

作った人の顔がわかる、安心・安全の喜びです。（30 代・女性） 

【38】 

町で見かけた心暖まる出来事、郵便局前で、荷物を持った女性（80 才ぐらいの方）に「おもちします

よ」と声をかけていた 30 代の女性がいました。その日一日とても優しい気持ちでいられました。（50

代・女性） 

【39】 

花を生産しているものですが、何人かの人に差し上げたら、とても喜んでいただき、こちらが嬉しく

なりました。（60 代・女性） 

【40】 

自分の知らない所で沢山の人達が色々な活動を行っている事を知りホットな気分になりました。あり

がとう！（50 代・女性） 

【41】 

50 年以上前から夢だった岩槻駅西口駅前通りがやっと開設。整備が整い利用させていただきます。あ

りがとうございます。（50 代・男性） 

【42】 

毎日ふれあいプラザに行って入浴して、たまに歌って、ほんとうにありがたく思います（70 代・女性） 

【43】 

岩槻に引っ越して 3 年、近所の方々にも良くしていただいています。不便だなと感じる所も多々あり

ますが（笑）他の市、区の方より、圧倒的に岩槻のかたは優しい！！親切、ニコニコしている！！こ

れからも親子共々よろしくお願いします。（30 代・女性） 

【44】 

御朱印巡りをしていて、岩槻のガイドマップは地図ごとに分かれていて、とても見やすかった。外国

人の友人にはからくり時計、人形会館のお土産を大変気に入って頂きました。（50 代・女性） 

【45】 

最近設置された交差点のオレンジのポ－ルのおかげで、車が交差点手前で減速するようになってあり

がたい。（30 代・男性） 

【46】 

最近の近所付き合いは、あいさつ程度であまり親しくないですね。あまり親しくなるのも善し悪しで

すが、年配になると少し寂しい気持ちです。でも、私は近所の寿会という老人会に入れてもらい 3 年

たちました。年齢の変わらないせいも有り話が同じで今はとても楽しくしています。病気になった時

など、親身になって相談に乗ってもらい本当に助かりました。（70 代・女性） 

【47】 

週末、岩槻公園で散歩をしていて色々な方から「おはよう」と挨拶され気持ち良い 1 日が過ごせまし

た。あたりまえの事がすごく大切な事ですね。（40 代・男性） 

【48】 

我が家の近くに児童公園があります。維持管理は公園緑地課で行っておりますが、予算の関係もあり

管理が行き届かない面もあります。そこで、ゴミ・落ち葉の清掃・砂場の異物除去・時には緑地内の

動物の汚物処理などを自分の日課にしている人がおります。近隣住民は有り難く感謝しております。

（60 代・男性） 

【49】 

不法投棄されている現場を目にします。朝ゴミを拾っている方を見ましたが、大変だなと思い、あり

がとうと言いたいです。（70 代・男性） 
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【50】 

岩槻駅が、長い工事の末、やっと完成が見えてきた気がします。利用しやすくなってありがとう！（20

代・女性） 

【51】 

住民にとって何が良いか良く考えて行動されていることに感謝しました。ただ催しで知らなかったこ

ともあり広報をこれからよく見ていきます。参加できることには出席します。明るい岩槻区が芽生え

ますよう頑張って下さい。そして区外からもたくさんの方々が参加して下さるような計画も多くして

ください。（70 代・女性） 

【52】 

小学生の通学時、車から守って、誘導している人達の働きに感謝しています。毎日やるのは大変な事

と思います。でも子供達が、ありがとうと言って、横断歩道を渡って行く姿を見ると安心します。（70

代・男性） 

【53】 

昨年 8 月に生まれた娘が最近、ハイハイができるようになりました。娘の初めての“自立”なんだな

－と思い感動しました。（20 代・男性） 

【54】 

鷹狩り行列の時に犬を連れて見学をしましたが、皆さんとても親切にして下さり（席を空けてくれた

り）とてもありがたかったです。（60 代・女性） 

【55】 

ＪＡの直売所で、新鮮で、おいしい野菜を買えて嬉しかった。（30 代・男性） 

【56】 

和土小の通学路近辺に住んでいます。朝、小学生達が家の庭先にいる私に、口々に「おはようござい

ます」と私より先にあいさつの言葉を投げかけてくれます。あいさつはとても大切なことであり、強

要されてできるものでもありません。学校や、ご家庭で自然とかもし出されるものと思います。毎日

嬉しく感じてます。（60 代・女性） 

【57】 

おはやし公園（城址）のお花の整備は綺麗で四季折々の景色がすてきです(桜、しょうぶなど)。人形

まつりの行列、毎年暑いですが、楽しみです。朝顔市、毎年購入していて、義母はその日を待って夏

中世話をし、取れた種を家で育てたり、種を知人にあげています。（50 代・女性） 

【58】 

岩槻に住んだばかりの頃、13 年前、子供（当時 10 か月）をベビ－カ－に乗せ、大宮駅から岩槻駅ま

で着いて、ホ－ムについた際エレベ－タ－が無いことに気づき私が困っていると、近くにいた方々が、

改札まで手伝いますと（2、3名）言ってくれ、ベビ－カ－を持つのを手伝って頂いた事です。慣れな

い私に大丈夫と声をかけてくれた方ありがとうございました。（30 代・女性） 

【59】 

御近所にある第六天神社の境内をきれいに掃除して下さる方がおります。いつも大変だろうによくや

ってくれます。ありがとうございます。（70 代・女性） 

【60】 

『駅がキレイになってありがとう』足の不自由な母は通院の際、電車の利用でとても苦労していまし

たが、エスカレーター・エレベ－タ－ができてとても助かっています。トイレもきれいで、外出に不

安がなくなり、母の顔が明るくなりました。ありがとうございます。（50 代・女性） 

【61】 

強風の日に母と息子（6 才ぐらい）の子の帽子がとび、道路の方に飛んで行ってしまった。それに気

がついたダンプカ－は止まり、反対車線にいた女性が帽子を拾い届けていた。みんなの思いやりが温

かく、ほっとした出来事でした。（20 代・女性） 

【62】 

駅付近の道路などの発展が素晴らしいと思います。（20 代・男性） 

【63】 

通勤途中、自転車のチェ－ンが外れ、近くのス－パ－に断り、自転車を置かせていただくことが出来

た。同日、帰り道に自転車を押して帰ろうとしたところ、買い物客のお一人が外れたチェ－ンを直し

て下さった。ささいな事かも知れないがどちらの事もとても嬉しく感謝の気持ちでした。（40 代・女

性） 

【64】 

私の居住地では、小学生・中学生が「こんにちは」「さようなら」等、元気よくあいさつしてくれます。

そんな時、大人である私が先にあいさつするべきだったな～と反省しながら、大きな声で目を見なが

らあいさつをする様にしています。学校の先生、ご家族の教えによるものだと思いますがとても素敵

な一瞬です。「あいさつ」から始まる交流が基本ですものね。（50 代・女性） 

【65】 

駅が新しくなるので楽しみにおります。以前、トラブルで電車が止まった時に、ワッツを開放して頂

き、出社前の息子が休むことが出来て助かりました。ありがとうございました。（70 代・男性） 

【66】 

今まで 4回転居し岩槻に来て 30 年が過ぎます。変わらない美しい四季を見ることが出来るのは、元荒

川（東宮橋から見る山々や、各山の花）からの景色（特に介護に通う時、心を豊かにしてくれる）。日々、

夫の通院や毎回の食事のことや、思いがけない何かが起こる毎日の生活の中で、プランタ－で種から

育てて、野菜や花を咲かせ、虫とも共に土に触れ喜びを頂いています。（60 代・女性） 

【67】 

うちの前を通った子たちが窓辺の猫を見て「太ってる」「かわいい」「怖い」など思ったままを言って

いるのを見て、無限のつながりを。どこの誰かはわからないけど、ありがとう。（30 代・女性） 

【68】 

本丸公民館の前の花壇がいつも綺麗で、とても癒されています。ボランティアの方たち、いつもきれ

いにして頂き、ありがとうございます。（30 代・女性） 

【69】 

今、一番楽しい時間は、76 才になる九州に住んでいる母親との携帯電話での通話です。30 年前だと、

通話料金のこともあり、話もほどほどに電話を切るのがふつうでしたが、今は通話が無料となり、30

分以上話すこともあり、母親と離れて暮らしていますが、毎日会話する事が私の幸せです。（50 代・

女性） 

【70】 

私の母は大正 5 年生まれの 100 才に成ります。ホ－ムには入っていますが、いつも、だれにでも“あ

りがとう”と言っております。介護してくれる方にも“ありがとう”なので皆さんから愛されていま

す。ありがとうっていいことばだと思います。（60 代・女性） 
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【71】 

岩槻区に引っ越しし約 3 年ですが、東岩槻の南口の土地や環境がすごくのどかで、静かでとても素敵

な町だなと日々感じでいます。子供にとっても緑が多く公園も沢山あり、子育てにはとてもよい環境

で、この街にきてよかったなと思います。（30 代・女性） 

【72】 

障害がありますが、介護の仕事を始めました。毎日大変だけれど充実しています。「ありがとう」はよ

く云われますが、私からも皆さんに感謝を伝えたいです。「ありがとうございます。私が毎日笑顔でい

られるのは周りの方々のおかげです」（30 代・女性） 

【73】 

夏の暑い日に草刈りをやっていたところ、ご近所のご夫妻が、自分達の仕事をやめて、私の為にコン

ビニまでわざわざ行ってかき氷を買って来てくれました。その時のかき氷のおいしかったこと、汗が

スッ－トひいたのを今でも忘れません。感謝の気持ちです。ありがとうございます。（50 代・女性） 

【74】 

道路を改善されてありがとう。（60 代・男性） 

【75】 

双子を産んでバリアフリ－のありがたさを知りました。赤ちゃんのうちは、バギ－でしか、一人では

移動できない時、沢山できないこともあるけど、その中でバリアフリ－になっている設備に出会うと

考えてくれた人の気持ちにありがとう。きっと、なってみないと気づけないありがとう、区内に沢山

ありました。（30 代・女性） 

【76】 

市民のため、ご努力頂きありがとうございます。健康に留意してご活躍ください。（60 代・男性）  

【77】 

城址公園の魚たちがとても好きです。三色の鯉がとくに、きれいでかわいいです。いつも会いに行っ

てます。ありがとう！！（40 代・男性） 

【78】 

『おかあさん』おかあさんへ いつもやさしくしてくれたりおいしいごはんを作ってくれてありがとう。

（～10 代・男性） 

【79】 

『ママへ』いつもめんどうみてくれてありがとう。まごができて少しは楽しくなれたかなぁ これから

もよろしく。（無記名） 

【80】 

『おともだち』毎日いっしょに帰ったり、たん生日をおいわいしてくれたり、ありがとう。これから

もよろしくね（10 代・女性） 

【81】 

『おとうさん』いつもしごとおつかれさま こんどいっしょにこうえんにいきたいな（～10 代・女性） 

【82】 

『家族』来年の 4 月で大学を卒業します。ここまで自分を育ててくれた家族のみんな、本当にありが

とうございます。（20 代・男性） 

【83】 

『おともだち』プールなどいっしょにいってくれてありがとう またいっしょにあそんでね（～10 代・

女性） 

【84】 

『おかあさん』うんでくれてありがとう うんでくれたときいたかったと思うけど 出るなといって 7

月 7日に生まれるようにしてくれてありがとう いつも大好きだよ（10 代・男性) 

【85】 

『おかあさん』いつもおいしいごはんを作ってくれてありがとう！！とってもおいしいよ！！やさし

くしてくれたりいろいろな場所につれてってくれて楽しいよ！！（10 代・女性） 

【86】 

『おとうさん』いつもおもしろいから楽しいよ！！たくさん笑えるよ！！それにいろいろなところに

つれてってくれてありがとう（10 代・女性） 

【87】 

おとうさんいつもほんとにありがとう（無記名） 

【88】 

『おかあさん』ごはんつくてくれてありがとう（～10 代・女性） 

【89】 

『おかあさん』いつもぼくのためにごはんをつくってくれたりおこずかいをくれる。いつもお母さん

におせわになっているので今度は親こうこうをしたいです。（10 代・男性） 

【90】 

『お母さん』いつも迷わくをばっかかけててゴメン。これからもよろしく（10 代・女性） 

【91】 

『おとうさん』いろいろとありがとう（無記名） 

【92】 

まま大すき。（無記名） 

【93】 

『お母さん』いつもありがとう これからもよろしくおねがいいしたす。大好きです。とくにいつも

おしごとをがんばってくれるところがすごくかんしゃしています。（10 代・女性） 

【94】 

『おかあさん』ごはんをつくってくれてありがとう（～10 代・女性） 

【95】 

『おとうさん』ようせつのしごと fight だよ！がんばってね！（10 代・女性） 

【96】  

『おばあちゃん、おじいちゃん』岩槻から引っこすことになって、いく所もない私たちを、「いっしょ

にいよう」って言ってくれてありがとう。（無記名） 

【97】 

『おとうさん、おかあさん』いつもいつも色々とありがとう。いつまでも元気で長生きして下さい。

（女性） 

【98】 

7 月末日に東岩槻に引越をしてきた者です。今までは春日部に 30 年程住んでいましたが、こちらの土

地はいろいろな面で楽しめるようでうれしいです。引っ越しをしてきて、65 才をむかえ人生の楽しみ

を作って行こうと思います。（60 代・女性） 
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【99】 

『お母さん・お父さん・おばあちゃん・おじいちゃん』いつもありがとう。（10 代・女性） 

【100】 

『おかあさん』世界中で 1番親しいのは、友人ではなく、お母さん、貴女一人だ。いつまでも一緒！！

のお母さん！！（30 代・女性） 

【101】 

『家族』いつも困ったとき、なやんでいるとき、僕の支えになってくれてありがとう。一緒になって

喜んだり、笑ったり、そのおかげで楽しく毎日を過ごせています。今までありがとう。そしてこれか

らもよろしくお願いします。（10 代・男性）  

【102】 

岩槻区役所で未来くるワーク職業体験をさせていただきありがとうございます。おかげさまでさまざ

まな知しきと経けんをえることができました。僕は特にめいわくになってしまったと思うのですが。

やさしくフォローしていただいたおかげで失敗してもあまり気分が悪くなりませんでした。この体験

を将来役に立たせて頑張ります。今回は本当にありがとうございました。（10 代・男性）  

【103】 

『お母さん』毎日いつもごはんをつくってくれたり、部活のときには応えんしてくれたり、いろいろ

ありがとうございます。ぼくがやんでいたりしても、相談してくれたり、毎日感謝しています。ぼく

も部活や勉強がんばるので、お母さんもがんばってください。これからもよろしくお願いします。（10

代・男性）  

【104】 

忘れ物をしたときに友達が貸してくれた。（10 代・男性） 

【105】 

友達が困っているときに私を助けてくれた。（無記入） 

【106】 

僕に「ときめき」を与えてくれた君 

僕に「ありがとう」を言わせてくれる君 

僕に友情をくれたお前 

僕に「遊び」を教えてくれたお前 

僕に「知識」をくれた先生 

僕に「学び」を教えてくれた先生 

ありがとう （10 代・男性） 

【107】 

『せんせい』せんせいがおもしろいことおしえてくれてありがとう（～10 代・女性） 

【108】 

『おじいちゃん』おかしかってくれてありがとう。（～10 代・男性） 

【109】 

いつも私に世話を焼いてくれる両親。時にはつらく当たっちゃったりしてごめんんさい。私のことを

思って言ってくれたことなのに反発してしまったこともあった。でも、後になって考えるとすごく悪

いことをした気分になって、私があやまると笑顔で許してくれる。こんなあたたかい家庭にうまれて

幸せです。本当にありがとうございます。（10 代・女性） 

【110】 

『お母さんへ』いつも家のことまた仕事もしてくれてありがとうございます。その事には、いつも感

謝しているのですが、いつも勉強を教えてくださったりしてくれてありがとうございます。これかも

よろしくお願いします。（10 代・男性） 

【111】 

『お父さんへ』家族のために毎日夜まで働いてくれてありがとう。仕事などは手伝えませんが、家で

は手伝いできるようにしたいと思います。あなが、がんばっているようにぼくも勉強はがんばりたい

と思います。これからも仕事は全力でやりすぎないでください。（10 代・男性） 

【112】 

『クラスのいつメンへ』2 年前から同じクラスで、いろいろさわいだね。すごく楽しい毎日でした。

もう高校も卒業して、それぞれが自分の目標に向かって進んでいくけれど、まだまだ 4 人で思い出を

作っていきたいです。今までありがとう！これからもヨロシク！かのまよ最高！（10 代・女性） 

【113】 

『おかあさん』かいしゃ せんたく がんばってね（無記入） 

【114】 

『せんせい』いつもおせわになっています。（無記入） 

【115】 

『おかあさんへ』いつも家の事をしてくれるかたわら仕事もしてくれて、ありがとう。いつもつっけ

んどんな僕ですが本当に感謝してます。（10 代・男性） 

【116】 

『お母さんへ』ふだんの生活での、せんたくものや料理を作ったりしてくださりありがとうございま

す。僕はあまり手伝いをしていていので、もうすこし伝いをしたいと思います。（10 代・男性） 

【117】 

『両親に日頃の感謝を』お父さん、お母さん。私はいつも二人に対してそっけない態度をとってしま

います。二人は私に対して親切に接してくれるのに私は冷たく接し、むげに扱ってしまって本当にご

めんなさい。私を産んでくれたこと、いつも世話を焼いてくれるところ。本当に大好きです。いつも

ありがとう。（10 代・女性） 

【118】 

『おかあさん』いつも優しくしてくれてありがとう。大人になったらその分お返しするね！これから

もたくさん思い出作ろうね！（10 代・女性）  

【119】 

『おとうさんへ』いつも大へんな仕事をしてくれてありがとう。（無記入）  

【120】 

『サンタクロースさんへ』子供達にプレゼントありがとうございます。（無記入）  

【121】 

『おかあさんへ』今月で私は 19 歳になります。19 年前、自分の命も危うい状態で私を帝王切開で産

んでくれて、私は生まれてくることができました。今こうして生きていられるのは、すべてあなたの

おかげです。本当にありがとう。これからも末永くよろしくお願いします。娘より（10 代・女性）  

【122】 

『せんせい』いつもありがとうございます。（無記入）  



平成２８年度受付分 

6 

【123】 

『おとうさん』おしごとしてくれてありがとう。お金をかせいでくれてありがとう。本を買ってくれ

てありがとう。（～10 代・男性）  

【124】 

『おかあさん』いつも大へんな仕事をしてくれてありがとう。（無記入）  

【125】 

『せんぱい』ありがとうございます。（10 代・男性）  

【126】 

『おかあさん』いつもおせんたくやおりょうりやへやのそうじやおしごとやお金をかせいでくれてあ

りがとうございます。いろんなところへつれてってくれてありがとうね。（無記入） 

【127】 

先日、課税課の若い職員さんの窓口対応に感謝してペンをとりました。初めての申告でしたが親切・

丁寧な説明をしていただき、来年からはもう自分で申告できそうです。本当にありがとうございまし

た。（70 代・女性）【128】『亡くなった母へ ありがとう』貴女が旅立ってから 6 ヶ月が経ちました。

親不孝な娘でごめんなさい。貴女にもう 1度会いたいです。会ったら貴女に お母さん、ありがとう と

言いたいです。（30 代・女性） 

【129】 

『先生』毎日ていねいに授業をおしえてくれてありがとうございます。（10 代・男性） 

【130】 

『せんせい』いつも丁寧に授業を教えてくださりありがとうございます。（10 代・男性） 

【131】 

『せんせい』いつも楽しい授業をしてくださりありがとうございます。（10 代・男性） 

【132】 

『嫁さんに行く娘へ、幸福になってください ありがとう』岩槻の町は良い所ですね 浦和区から岩槻

区に引越してもさいたま市だからよかったです。（60 代・女性） 

【133】 

『毎日の生活』だいちゃん、君が産まれてきてくれて、もう 1 年たったよ。毎日がだいちゃん中心の

生活で、忙しくて自分の時間が欲しい！と思ってしまうけれど、だいちゃんがいるからこそ、毎日が

充実して幸せな気持ちで過ごせるんだなと。おかーさんこれからも頑張るよ！だいちゃん、これから

もよろしくね！！！！！！本当に君に会えて良かった。（30 代・女性）居心地の良い環境づくりに感

謝です。（４０代・男性） 

たくさんのメッセージを 

本当にありがとう！ 


