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【１】 

「おとうさん」 

たまにおでかけにつれていってくれてありがとう。またつれてっ

てね。 

（10 代・女性） 

【２】 

「お父さん」 

単身で富山に仕事に行き、大変だと思います。いつも助けてくれ

てありがとう。まだ親孝行は難しいけれど、大学を卒業したら一

緒にれすとらんにでも行きましょう！ 

（10 代・女性） 

【３】 

「せんせい」 

３年間、私たちを教えてくださりありがとうございました。先生

のおかげで、楽しかったです。 

（10 代・女性） 

【４】 

「おばあさんへ」 

いつもおもちゃをかってくれてありがとう。 

（未記入） 

【５】 

「おともだちへ」 

いつもいっしょにとうげこうしてくれてありがとう。 

（未記入） 

【６】 

「せんせいへ」 

いつもべんきょうをおしえてくれてありがとう。 

（未記入） 

【７】 

「おかあさんへ」 

いつもめんどうみてくれてありがとう。 

（未記入） 

【８】 

「おとうさんへ」 

いつもお仕事をしてくれてありがとう。 

（未記入） 

【９】 

「おじいさん」 

いつもやさしくしてくれてありがとう。 

（未記入） 

【１０】 

「おばあさんへ」 
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いつもはげましてくれてありがとう。 

（未記入） 

【１１】 

「おかあさんへ」 

いつも家のしごとをやってくれてありがとう。 

（未記入） 

【１２】 

「おとうさんへ」 

ひまなときいきたい所につれてってくれてありがとう。 

（未記入） 

【１３】 

病気で仕事ができなかった時、生保を申請。その時の担当職員Ｍ

さんの説得してくれて、病院に通院し、２９年１月２４日から仕

事がきまって、働くことができています。とても感謝致します。「あ

りがとうございました」 

（50 代・女性） 

【１４】 

「父 母」 

いつもありがとう 

（20 代・男性） 

【１５】 

「おともだち」 

元気で！ 

（40 代・男性） 

【１６】 

「おとうさん おかあさん」 

いつも本当にありがとう！ 

（40 代・女性） 

【１７】 

「ちいきの人たちへありがとう」 

いつもわたしたちをみまもってくれて、ありがとうございます。 

（未記入） 

【１８】 

「おじいちゃんやおばあさんの地いきの人へ」 

ぼくたちが登校するときに見守ってくれてありがとうございます。

これからもよろしくおねがいします。 

（～10 代・男性） 

【１９】 

「お母さんへ いつも家事やぼくの手伝いをしてくれてありがと

う。」 

いつも料理や洗たくなどさまざまなことをしてくれたり、ぼくが

こまっているときに手伝ってくれたり、注意をしてくれたりして

ありがとう。これからもよろしくおねがいします。 

（10 代・男性） 
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【２０】 

「先生へ ありがとう」 

６年生の１年間トラブルがあるとたくさんめいわくをかけてしま

いましたが、クラスでいろいろたのしいきかくをたててきぶんて

んかんでイベントを作って遊んだり最高の最強のクラスにしよう

とがんばってくれてありがとうございます。とってもたのしかっ

たです。そして何よりもぶじに卒業できました。４月から中１ス

タートです。部活に勉強せいいっぱいがんばります。 

（10 代・女性） 

【２１】 

「彼氏へ」 

いつも一緒に居ることが多くてケンカもあるけど、優しさや楽し

い時間をくれてありがとう！ 

（20 代・女性） 

【２２】 

「おばぁちゃん」 

いつも足がいたいのにごはんを作ってくれてありがとう。いつも

下でねさせてくれてありがとう。これからもよろしくね。大大好

き。 

（～10 代・女性） 

【２３】 

いつも一緒にいてくれてありがとう！色々と大変だったけど、こ

れからも一緒にいようね。 

（20 代・男性） 

【２４】 

「おかあさん おとうさん おばあさん おじいさん」 

いつもありがとう。 

（10 代・女性） 

【２５】 

「おかあさん」 

おかあさんいつもごはんや、弟の世話、色々といそがしいのに夏

休みの宿題をてつだってくれてありがとう。大好き♡ 

（～10 代・女性） 

【２６】 

「おとうさん」 

いつもしごとをがんばってくれてありがとう♡。これからもがんば

ってね♡。これからもよろしくね。 

（10 代・女性） 

【２７】 

「パパへありがとう！！」 

仕事がとっても忙しいのにたまのお休みの日も家族のために使っ

てくれてありがとう。いつもは言えないけど大好きだよ♡ ｂｙマ

マ 

（20 代・女性） 
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【２８】 

いつもせんたく、ごはんづくり、ぼくのせわをしてくれてありが

とうございました。これからはごはん作りの手伝いをできるおう

にがんばるね。これからもよろしくね。 

（～10 代・男性） 

【２９】 

建設課南部水道建設第一係のオペレーター大人の声対応はれた空

のよう、ひきつぐ職員の方はおちついて話す。わかりやすい話ス

バラシー。他の課もふえてください。ありがとう水道様、環境対

策課もありがたい対応、となりの建設にこまっていた。しんどう

そう音に光るさいたまへ ありがとうございます。 

（60 代・女性） 

【３０】 

「おかあさん」 

おいしい料理を作ってくれる。私が「～がいい。」というと、その

料理を出してくれる。私が今いちばん食べたいものが食べられる

と幸せな気持ちになれるから。 

私はお母さんがふだんしている家事をやってみた。なんて大変な

の。せんたく物は限りなくあるし、くつのよごれはちっとも落ち

ない。こんなに大変なことをもんくも言わずにやってくれる。な

んてやさしい人だろう。 

（10 代・女性） 

【３１】 

「おばあさん」 

バレエのチケットを２まいかってくれありがとう。ママともかと

ちゃこであと自分の分で４まいもかってくれてありがとう。 

（～10 代・女性） 

【３２】 

「●●様 ありがとう・・・」 

出会った日はとても幸せでした。でも少しつかれました。お体大

切に、お元気で・・・ 

（未記入） 

【３３】 

「●●様」 

昨日のケガはダイジョウブですか、あまりムリせず幸せな日々を

おくって下さい。ありがとう！！ 

（未記入） 

【３４】 

「まま大好き♡」 

ママ、いつもいつも大好きだよ！いっしょにねてくれてありがと

う！おいしいごはんつくってくれてありがとう♡かわいいおよう

ふくかってくれてありがとう☆ずっとずっといっしょにいてくれ

てありがとう！これからもずぅーとずぅーといっしょだよ♡ずっ

とえがおでいてね！だいすきだよ！ 

（10 代・女性） 
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【３５】 

「おかあさん」 

私のすべてをうけいれてくれてありがとう 

おかあさんみたいな「おかあさん」に私もなりたいな 

（40 代・女性） 

【３６】 

「おかあさんありがとう」 

いつもわたしのことを見てくれてありがとう。 

（～10 代・女性） 

【３７】 

「せんせい」 

いつもありがとう 

（～10 代・女） 

【３８】 

「おばあさんへ」 

いつもはげましてくれてありがとう。 

（未記入） 

【３９】 

いつも自分のことだけでなく、ぼくや弟達のことを見てくれてあ

りがとう 

（10 代・男性） 

【４０】 

「おともだちへ」 

おさそいありがとう（あそびの）赤ちゃん８月２日に生まれたよ。

こんどあそぼうね。 

（～10 代・男性） 

【４１】 

ムスコへ 

私のことであなたにも色々メイワク心配かけて本当にごめんね。 

これから先も色々大変なことがあるかもしれないけど共に頑張っ

て行こう！ 

私の子供は一生涯あなただけだから末長く死ぬまでママのことよ

ろしくね。大好きです。のぶ・・・そして、こんな私のことをお

もってくれてありがとうね。大・大好き・・・ 

（40 代・女性） 

【４２】 

「おかあさん」 

私のこと産んでくれてありがとう。 

しかってくれてありがとう。 

だきしめて愛情をそそいでくれて、色々ありがとう。 

今まで大変メイワク、ワガママ、etc 心配かけてすみませんでした。 

私と出会ったすべての人達に感謝申し上げます。 

ありがとうございます。 

（40 代・女性） 
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【４３】 

「おとうさん」 

まいにちあそんでくれてありがとう。 

（10 代・男性） 

【４４】 

「おともだち」 

今日たのしかったね。 

（10 代・男性） 

【４５】 

「ともだち」 

いつも笑顔にさせてくれる・ 

（10 代・男性） 

【４６】 

「おともだち」 

いつもありがとう 

（～10 代・女性） 

【４７】 

「おねえちゃん」 

紙しばいがんばって！！ 

（10 代・女性） 

【４８】 

「おともだちへ」 

いつもともだちとなかよくしていて、いっしょにあそんでくれて

ありがとう 

（～10 代・女性） 

【４９】 

「せんせい」 

いつもべんきょうをおしえてくれてありがとうございます。 

（～10 代・女性） 

【５０】 

「おともだち」 

いつもありがとう 

いつも話したりしてくれてありがとう！ 

（10 代・女性） 

【５１】 

「おかあさんいつもありがとう」 

おかあさんおしごとがんばってね 

（無記入） 

【５２】 

「ままへ」 

おいしいごはんをつくってくれてありがとう 

（無記入） 
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【５３】 

「せんせい」 

いつもがっこうでべんきょうをおしえてくれてありがとうござい

ます。ずっとおしえてください。 

（無記入） 

【５４】 

「おかあさん」 

べんきょうをおしえてくれてありがとう 

（未記入） 

【５５】 

「お母さん」 

お母さん、いつもぼくの事を見守ってくれて、ありがとう。これ

からもお願いします。 

（10 代・男性） 

【５６】 

「ともだち」 

ありがとう 

いろんな人にありがとうをつたえたくて書きました。ともだちの

いいところやわるいことが、まねしたり注意できるから。 

（10 代・男性） 

【５７】 

「おとうさんありがとう」 

いつもがんばってくれるおとうさんありがとう。 

（～10 代・女性） 

【５８】 

「ままへ」 

いつもおいしいごはんつくってくれてありがとう 

（未記入） 

【５９】 

「ままだいすき」 

（未記入） 

【６０】 

「おかあさん」 

おかあさんだいすき 

【６１】 

「おかあさん」 

いつもごはんをつくってくれてありがとう 

（女性） 

【６２】 

「おかあさん」 

いつもおいしいごはんつくってくれてありがとう。 

（～10 代・男性） 

【６３】 
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「せんせい」 

いつもありがとう 

（～10 代・女性） 

【６４】 

いつもびょうきのかたをなおしてありがとうございます。 

●●より 

（未記入） 

【６５】 

「せんせい」 

いつもべんきょうやあそびをおしえてくれてありがとうございま

す。とってもわかりやすいです。 

（～10 代・女性） 

【６６】 

「おかあさん」 

いつもありがとう 

（20 代・女性） 

【６７】 

「市役所のみなさん」 

投票ばこの設置ありがとうございます。 

初めてメッセージの投票ばこに楽しめました。 

【６８】 

「おかあさん」 

おうちのおしごとやごはんのよういをいつもありがとう。 

たくさんおてつだいします。 

（～10 代・男） 

【６９】 

「おかあさん」 

おかあさんへ 

引越しの時はいそうろうさせてもらってありがとうございます。 

５０肩で体がつらいのに助けてくれてありがとう 

今度は、色々助けるのでこれからも宜しくね 

（40 代・女性） 

【７０】 

「おともだち」 

いっしょにぼくのおうちであそぼうね！！ 

（～10 代・男性） 

【７１】 

「東岩槻のケーキやさんのお隣で、子ども食堂を開いてくれてい

るみな様へ」 

あたたかいこころでこども達や親ごさんたちをみまもって下さっ

てありがとうございます。 

あったかいだれかとつながれるということ、それ自体が安心なの

だと年を重ねていたら気づくことできました。 

（50 代・女性） 
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【７２】 

久しぶりに７段ひな飾りを見ました。嫁いだ娘が幼い頃の記憶が

よみがえりました。 

嬉しさと懐かしさを思い起こしてくれてありがとうございました。 

（70 代・女性） 


