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【１】 

母・祖母・彼氏へ いつもありがとう。これからもずっとありがとうを言いたい。（３０代・女性） 

 

【２】 

区民課の職員の対応が非常に良かった。弟達３人を亡くし、今年３月に亡くなった三男の全部戸籍等

（６か所転籍）について、ていねいに教えて頂いた。今回、再度来庁し、遺族年金の企業年金分の本

人の戸籍についても指導頂いた。大変、感謝しております。（６０代・男性） 

 

【３】 

 地域のクリーン推進委員さんの労を惜しまぬ清掃活動に感謝しています。（６０代・男性） 

 

【４】 

 私は川通小学校の交通指導員です。朝の立哨指導の時、子供達から大きな声で「おはようございま

す。」とあいさつをいただきました。とても嬉しかったです。子供達の成長を毎日見ております。 

（６０代・男性） 

 

【５】 

 介護を受けておりますので皆さんのお世話に感謝致しております。これからの人生生活に負けずカ

ラオケ等に時々行って前向きに生活しております。（７０代～・女性） 

 

【６】 

 小さなゴミ、空缶等を拾い、片付けをしている人を近所で良く見掛け、感謝です。（６０代・男性） 

 

【７】 

 自治会の役員様に大変お世話になっております。岩槻区役所の方々にお世話になっております。今

後ともよろしくお願いします。岩槻警察署の方々、交通指導ありがとうございました。 

（７０代～・女性） 

 

【８】 

 岩槻駅平成２７年度エレベーター稼働。東西自由通路が出来、老人子供、障害者のために感謝、嬉

しく思います。（７０代～・女性） 

 

【９】 

 岩槻区、永く住んでいるのに名所も見た事もないところがありましたが、健康ウォーキングに参加

させて頂き、そのすばらしさに感動しました。（７０代～・男性） 

 

【１０】 

 駅舎が新しくなり西口が出来ることとエスカレーター新設が喜ばしい。お林公園の見事な桜は今後

もこのままずっと後世まで維持していって欲しい。岩槻まつりはどうもマンネリ化？（４０代・男性） 

 

【１１】 

 芳林寺の桜がとっても立派でキレイなのにあまり知られていない、アピールされていないのが残念

…もったいないです！ 私自身「こんな所に？！？！」と驚いたほど。敷地に入っていいのかな…？

感がはんぱなかったので、もっとオープンにしてほしいです。よろしくお願いします。（３０代・女性） 

 

【１２】 

 特に、初夏に槻の森でウォーキングをするととても気持ちが良いです。新緑の中で運動や体を動か

すことはとてもおすすめです。早朝から歩いているとご年配の方をよく見かけるので、元気だなあ、

私ももっと頑張ろう！とパワーをもらえます。ほっこりした気分になれます。特に仲が良いというわ

けではありませんが、心の中で、パワーを“ありがとう”と思っています！（２０代・女性） 

 

【１３】 

 文化公園で運動プログラムに参加しています。あまり個人のプライバシーに触れられる事もなく、

当番がないのがいいですね。気の向くまま週３回程度楽しんでいます。（７０代～・女性） 

 

【１４】 

 区民作品展示コーナー、親しまれ、よいことかと（孫の作品が展示され、家族で見に） 

（７０代～・男性） 

 

【１５】 

 城址公園・文化公園の野鳥には感激です。公園の管理は大変でしょうがこれからも宜しくお願い致

します。 

 追伸 素晴らしい公園 しかし一部マナーが悪い大人たちがおります。特に年配者、気をつけて気

持ちよく使用する事を心掛けましょう。（６０代・男性） 

 

【１６】 

 東岩槻南口駅前の花壇の手入れをしている人に感謝しております。（６０代・女性） 

 

【１７】 

 久伊豆神社 広きさいたま市の中でも緑と趣きのある神社は無いのではと思います。こんな素晴ら

しい神社を多くの人に広めてはと思います。（６０代・男性） 

 

【１８】 

 朝、子ども達の通学路で安全のため声を掛け、旗を振るおじさんに感謝です。いつもありがとうご

ざいます。（５０代・女性） 

 

【１９】 

 子供を保育園に通わせています。職員の方々の挨拶がとても気持ちが良く、特に迎えに行った時の

「おかえりなさい」に仕事の疲れが癒されます。自分も通っているつもりになっています。ありがと

うございます。（３０代・女性） 
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【２０】 

 スーパーでの買い物中に、お年寄りに頼まれて、たなの高い所にある品物をとってあげた時に、何

度もお礼を言われ、ちょっとした心づかいでも人に感謝されるとは…。そう言えば、この岩槻も一人

暮らしのお年寄りが多くなった事です。カゴの中の品物を見ればわかります。私もそのうちに仲間入

りになりそうです。その時は、皆様、どうぞよろしくお願い致します。（６０代・女性） 

 

【２１】 

 この地に移住したのが昭和４０年、もう５０年になろうとしています。当初、先人より岩槻に過ぎ

たるものが三つあると言われました。１．時の鐘 ２．城址公園 ３．遷きょう館 これ等を後世に

残していけるよう、大切に保存し伝えていきましょう！！（７０代～・女性） 

 

【２２】 

 毎年、岩槻城址公園の桜を楽しみにしています。今年も満開の桜を楽しませていただきました。あ

りがとうございました。（４０代・女性） 

 

【２３】 

 元荒川沿いの桜土手がとても美しく、心に強く残りました。（７０代～・男性） 

 

【２４】 

 何年間かコスモス祭りに参加（見学）さしていただいておりますが、とてもきれいで楽しませてい

ただいております。空き地や休耕田等がありましたら他の花（ポピーやひまわり）もあったらと思い

ます。ボランティアで、草取りや種まき等の募集があったら参加したいです。（７０代～・女性） 

 

【２５】 

 岩槻区民はご存知だと思いますが、岩槻城址公園の桜がとても綺麗で、仕事帰りに見て、満開時は、

いつも心が清らかになる気がして、リフレッシュしていました。この桜の木はずっーと変わらず毎年

花を咲かせて私たちに春の訪れを教えてほしいです。（２０代・女性） 

 

【２６】 

 昨年度は自治会の係（班）でしたので、防災訓練に参加する機会がありました。最寄りの公民館か

ら徒歩で最寄りの小学校に行き、様々な訓練の様子を見ることができました。いつどこで災害がおき

るかわからない昨今、消防団の方達の適切な誘導、説明に感謝！！ 普段の訓練の賜物だと思いまし

た。公民館に戻ってからの炊き出しもあり、感謝感激の一日でした。（６０代・女性） 

 

【２７】 

 家の近くに１０棟前後の建売住宅ができて一年近くになります。そこに入居された方だと思います

が、見知らぬ方から“おはようございます”と挨拶をされた。さわやかであたたかい空気になりまし

た。たったそれだけのことですが、幸せな気持ちになりました。挨拶は大事です！！ 

（７０代～・女性） 

 

【２８】 

 最近、駅前のカラクリ時計の下、時の鐘周囲、本丸公民館前、城址公園、諏訪神社から城址公園に

つながる細い道に山吹の花が咲いていました。そういえば山吹は岩槻区の花でしたね。黄色くてかわ

いかったです。お花を見ると皆やさしい気持ちになります。ありがとう！（３０代・女性） 

 

【２９】 

 諏訪公園の掃除に感謝です。毎日掃除を有りがとう御座居ます。（７０代～） 

 

【３０】 

 時の鐘は有名ですが、そこに大きなイチョウの木があります。秋のイチョウが色づく時期に行くと、

時の鐘とマッチしてキレイですよ。（４０代・男性） 

 

【３１】 

 東岩槻駅から春日部方面行きの電車に乗った時のこと。座席につくと岩槻駅をいねむりのため乗り

過ごしてしまった小学１年生の女の子ととなり合わせになってしまいました。大泣きされてしまいま

したが、私はあいにく人と待ち合わせをしていて、その子を手に右往左往していましたら、男子学生

さんが時間があるので春日部からＵターンして岩槻駅までつれていってくれました。今時勇気ある親

切な行動に大変感心させられ、とても嬉しかった出来事でした。（５０代・女性） 

 

【３２】 

 岩槻駅のホームが新しくなり、エレベーターの設置により、不便だったがとても便利になったので

とても喜ばしい事であります。（３０代・女性） 

 

【３３】 

 横断歩道、ゆずって渡る歩行者の何気ない「ありがとう」、会釈に嬉しく思う瞬間（５０代・男性） 

 

【３４】 

 母の日のスーパーのレジで５年生位の少年が二人カーネーションの小さな鉢植え持ってならんでい

ました。自分達のこづかいでプレゼントするのでしょう。二人の会話に少年らしいやさしさ、暖かさ

がうかがえ、とても感動しました。きっと、いいご家庭なんでしょうね。そして、この子達が素敵な

青年に成長してくれることを確信しました。（７０代～・女性） 

 

【３５】 

 ４０歳を過ぎた中年サラリーマンですが、この４月より通信制の大学３年に編入しました。人生残

り半分になってしまい、ふり返る時があります。自分にとって何がうれしいか、それは他人に感謝さ

れる事です。大学で得た知識を活用し、周りの人達に助けになるようなことをしていきたいです。大

学に行くと言ったけど、反対もせず、チャレンジすることを応援してくれた家族や両親に「ありがと

う」です。（４０代・男性） 
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【３６】 

 乳児と３歳の子供を連れてワッツへ行きました。毎日の子育てに追われ心身とも疲れていました。

図書館へ行く道のりで１人のおばあさんに声をかけられました。かわいい赤ちゃんね～でも育児でマ

マ大変でしょうと私にねぎらいの言葉をかけてくださいました。少しお話をし、最後に「大丈夫、子

供たちを育てるのは本当に大仕事だけど頑張って」と励まされました。両親が他界してほぼ一人で子

育てをしていた私にとってはありがたくて、心でありがとうと言いました。人と人のつながりは大切

なんですね。（女性） 

 

【３７】 

 私の実父は１０年程前にガンで亡くなりました。私が２人目を妊娠中の時です。父は早くに自分の

父を亡くし、父親としての見本がいなかったのでいろいろと悩んだりしたと思います。そんな父に対

して嫌な態度や言い方をした事、今でも後悔しています。こんな娘で幸せでしたか？ ごめんなさい

と同時に、育ててくれてありがとうと伝えたいです。（４０代・女性） 

 

【３８】 

・気に入った場所 － 岩商野球部グラウンドで春に見る事ができる桜満開の中での試合 

・子供が自転車を盗まれてしまい、困っていた所、１ヶ月程して自転車についていた名前と連絡先を

見て、連絡して下さいました。（４０代・女性） 

 

【３９】 

支援センターや児童館の方へ いつも明るく接してくださってありがとうございます。支えてくれ

る人が居ると思うと、心が軽くなります。これからも子育て、頑張ります。（３０代・男性） 

 

【４０】 

家族が障害者になってから回りの方にありがとうと言いたい。岩槻区にはお寺さんがいっぱいある

事がわかった。「見つけるのもときめきである」（６０代・女性） 

 

【４１】 

 子どもが新１年生の時、通学班についていけず、だいぶおくれて歩いていた時期がありました。い

つも通る小さな会社のおじさんがやさしく声をかけてくれて、親子で励まされました。思い出すとい

つも胸があつくなります。（４０代・女性） 

 

【４２】 

 この頃の若い人達は皆さん、やさしくて、お茶の販売機の前で何にするか迷っていると、何かあり

ましたか？と話しかけてくれるし、乗り物にのればすぐ席を譲ってくださるし、挨拶もよくしてくだ

さるし、優しいし、自分が若い頃こんなふうにお年寄りに接していたか、反省の日々です。 

（７０代～・女性） 

 

 

 

【４３】 

 朝日新聞の販売や集金に来るネパールの青年が、こんにちは、お元気でしたか、花が咲いてきれい

ですね、花の名前教えて下さいと話しかけてくれるのでうれしくなります。（７０代～・女性） 

 

【４４】 

 春、岩槻公園の桜がすごくきれいでした。気に入っている場所です。（５０代・女性） 

 

【４５】 

 岩槻駅のエレベーター設置前、子供２人を連れ、ベビーカーを持ちながら階段をのぼろうとしてい

た所、区内の高校生数名が声をかけてくださり、とても気持ちがあたたまりました。皆さんも部活の

試合帰りで重たい荷物を持っている中、何かできることがあればと気遣って下さって、とても嬉しか

ったです。（２０代・女性） 

 

【４６】 

仲町商店街にある閉鎖目前の喫茶店が、地域の方達の応援で、子供達の方でも高齢の方でも車イス

の方でも気楽に入れてお客さん同士が話し合える、まちカフェとして継続する事ができた様です。毎

日ボランティアスタッフのおばちゃん方が明るく元気に働いています。こんな街カフェがもっと岩槻

に増えてくれればうれしいですね。（６０代・男性） 

 

【４７】 

 先日風の強い日、スーパーの前に駐輪しておいた所、沢山の買物をしてもどった時、自転車が重な

り倒れていました。おこそうにも荷物も多いし、こまっていたら若いお嬢さんが夢中で飛んで来て下

さり、笑みを浮かべながらおこして、そしてだまって立ち去りました。あの時は本当にありがとう。

（６０代・女性） 

 

【４８】 

 交通の便の悪さが高齢者の多い地域ではネックになっているが、全体としては「暮らしやすいまち」

と感じています。区役所の職員が親切でやさしく、区民として嬉しいです。（６０代・女性） 

 

【４９】 

 公園等の草を刈ってくれてありがとう。（３０代・男性） 

 

【５０】 

 岩槻の神社、仏閣をゆっくり見ていると、心が癒されます。川の流れを見ていると心が鎮まります。

“ありがとう”（６０代・男性） 

 

【５１】 

家では甘えん坊の次男（３才）。幼稚園では１人で着替えをしてクラス帽子をかぶって、元気よく園

庭へ走っていく姿が嬉しかった。体操着もたたんで袋へ入れて…。親の見ていない所では、色々と頑

張っていました。（３０代・女性） 
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【５２】 

緑花運動、公園にお花を植え、春のお花まつりにそなえ準備していたことや、旧市役所通りに花を

植え、町がきれいになり、良いことと思いました。暑い中、当番でお水をあげているとか耳にしまし

た。ありがとうございます。（６０代・女性） 

 

【５３】 

冬至でゆず湯に４才の娘と入った時、「ゆずはみかんの仲間だよ」と教えると、「ちがうよ。幼稚園

のおともだちだよ。」と教えてくれました。幼稚園におともだちがいて良かったと、ほっとしたひとと

きでした。（３０代・女性） 

 

【５４】 

私はグランドゴルフを町内広場にてやっておりますが、となりの保育園園児と月曜日の朝だけです

がラジオ体操をしています。４、５才児の子供達と一緒に楽しみにやっております。保育園長（美幸

保育園）さん、ありがとうと言いたいと思います。（７０代～・男性） 

 

【５５】 

朝のゴミ捨てのとき、面識のない方でも「おはようございます。いってらっしゃい」と言われると

会社に行く活力が湧いてきます。挨拶が自然にできる、アットホームな街だなと思います。 

（３０代・女性） 

 

【５６】 

ゴミ０運動の日、近くの外国人の方もされていて“おはようございます”と気持ちの良い挨拶。笑

顔になりました。（５０代・女性） 

 

【５７】 

強風の日、駅前に置いてあった自転車が、ドミノ倒しの一番下になっていて困りました。荷物を道

路において、引っ張り出そうとしていましたが、動きませんでした。大学生位の男性が来て、自転車

を出せる様に力を貸してくれて、御礼もそこそこに去っていかれました。若い人もやさしい人多いん

だな～と、心が暖かい気持ちで一杯になりました。ありがとう。（６０代・女性） 

 

【５８】 

いつもありがとう（６月１２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。） 

 

【５９】 

岩槻幼稚園のみなさんへ 毎年、きれいでかわいらしいお花をありがとう。とてもうれしく思いま

す。みなさんも、ありがとうの気持ちを大切にして、たくさんのお友だちと元気に、楽しく遊び、学

んでください。そして、さいたま市、岩槻区のことをずっと好きでいてください。本当に、どうもあ

りがとう。（岩槻区役所職員一同） 

 

 

【６０】 

いつも帰ってきたときに、いろいろと話しかけてくれるお母さんに「ありがとう」といいたいです。

つかれて帰ってきた時にどんなことがあったの？や、今日はこんなことがあったんだよ！というふう

に話しかけてくれます。たくさん話しているうちにいつも元気になるので、いつも元気にしてくれる、

そんなお母さんに「ありがとう」と言いたいです。（１０代・女性） 

 

【６１】 

私が中学校の部活で大会があったときなどにお母さんが毎日早起きをしてお弁当を作ってくれた。

栄養やカロリーの事をよく考えて私、父、兄の 3 人分をわざわざ作ってくれた。その他にも学校から

帰るといつも夕食を作って待っていてくれてとてもうれしかった。また、テスト前はイライラして強

くお母さんにあたる事がよくあるけど、場を読んで怒らずながしてくれてうれしかった。「お母さん、

ありがとう！！」感謝の気持ちを忘れず、生活していきたいです。（１０代・女性） 

 

【６２】 

私は母にありがとうと伝えたいです。毎日朝ご飯を休む事なく作ってくれ、学校に行く時は、温か

い声で「いってらっしゃい」と送ってくれます。辛い時には優しく背中を押してくれる、その手に、

いつも助けられました。楽しい時、辛い時、うれしい時、悲しい時、いつもそばにいてくれて支えて

くれた母にとても助けてもらいました。本当に、ありがとう。（１０代・女性） 

 

【６３】 

おかあさんいつもありがとう。（無記名） 

 

【６４】 

私は岩槻駅を利用して通勤しております。駅が耐震工事のため変わっていくので、「長い間ありがと

うございました。」と言いたい気分になりました。岩槻は高齢化の問題があるので、弱者になっても利

用しやすい駅になってほしいと祈っています。岩槻ならではの、お年寄りの方の知恵を生かした、ま

た、自然エネルギーをふんだんにとりいれたまちになっていくことを願って。電車も太陽光をとりい

れられるといいですね。（３０代・女性） 

 

【６５】 

いつもそうだんにのってくれたり、仲良くしてくれて、ありがとう。そうだんに、のってくれなか

ったらなにもできないままでした。こんど、しっぱいしてもいいからちょうせんしてみたいと思いま

す。色々とありがとう。これからもそうだんに、のってくれたらうれしいです。（１０代・男性） 

 

【６６】 

母さんいつもテニスの大会を仕事を休んで大会を見にきてくれて本当にありがとう！！いつも１回

戦で負けてしまうけれど次の夏の大会では３回戦くらいまでは勝てるように努力して、大きな大会で

は県大会を目指し、家族をよろこばせてあげたいです。また大会でかつやくして埼玉市のきたいのエ

ースとよばれるように頑張って、テニス選手になれるよう努力します！！ （１０代・男性） 
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【６７】 

下校の時に、いつも笑顔で「おかえり」とあいさつをしてくれる防犯ボランティアのみなさん。私

の好きなしゅん間はこの時です。防犯ボランティアのみなさんありがという。（１０代・女性） 

 

【６８】 

東岩槻保育園の先生方、いつも子供達のお世話ありがとうございます。いつも子供達の事を考え、

パワフルに頑張ってくれている先生に感謝です！！（無記名） 

 

【６９】 

城址公園に行くのが好きです。ときどき鯉や鳥にえさをあげてます。あげてはいけないと、かんば

んが立っていますが、とてもかわいくて、私が行くと寄ってくるのです。1ｍを超える魚もいます。か

くれて、えさをあげてる人が私の他にもいるのでしょう。たくさん食べてるしょうこですね。岩槻に

は、動物たちにどくをのませよう、いじめようなんて人が１人もいないのです。日本中で動物をいじ

めるニュースがあり、とても悲しく思います。人と動物が楽しくいられる、城址公園がとても好きで

す。（４０代・男性） 

 

【７０】 

スーパーで、とてもいっぱい買ったときに、てんいんさんが、かごをふくろに入れる台まで、はこ

んでくれました。そんな、気づかいのある、お店がふえてくれれば、うれしいです。（１０代・女性） 

 

【７１】 

お姉ちゃんが、優しくしてくれたこと！ぐたいてきに、自分のおこづかいで、おかし、ジュースを

買ってくれたから（１０代未満・男性） 

 

【７２】 

おかあさんありがとう（無記名） 

 

【７３】 

おかあさんいつもごはんおいしいよ。ありがとう。（無記名） 

 

【７４】 

普段通学路の道などですれ違う人や、どこかへ出かけたときに、会う人から、元気よくあいさつを

してくれるので、とてもうれしいです。それで自分もあいさつをしっかり返し、自分からもできるよ

うにがんばっています。（１０代・男性） 

 

【７５】 

職業体験の３日間、毎朝早く起きて私のお弁当を作ってくれてありがとう。兄２人のお弁当もある

のに、私の好みに合わせて作られたお弁当は、とってもおいしかったです。まだ学生生活は長く、お

弁当を作ってもらわなければいけない時も多くあると思います。その時はよろしくお願いします。い

つか私が、お母さんにお弁当を作りたいです。お母さん、本当にありがとう。（１０代・女性） 

【７６】 

部活仲間へ。いつも、仲良く接してくれたりしてくれてありがとうございます。つらい練習のとき

は、お互いにはげましあって最後までがんばることができました。ぼくは、いつも友達に助けてもら

っています。本当にありがとう。（１０代・男性） 

 

【７７】 

私はさいたま市中央区にすんでいます。今日は母が亡くなり色々な提出物のために来ました。日頃

から人々に親切をと心がけていますが、私自身を親切にされた事が何度も有ります。そのたび幸せな

気分になります。日本に生まれてきて良かったです。（５０代・女性） 

 

【７８】 

女房から区役所３階の通路に展示中の「区制１０周年」の写真の中から、私の叔母ではないかとの

情報を聞き、確認の為、朝一番で区役所を訪ね、叔母の写真をデジカメにて撮影後、総務課の職員に

写真の写しが欲しい旨お願いしましたところ、快く希望を聞いていただき感謝しております。区役所

でお願いした直後に叔母宅を訪れ写真を見せたところ、この方は誰、この方は誰々さんと昭和１８年

にタイムスリップし昨日が如く喜んでいました。思わぬ形で叔母さん孝行ができました。今回の件で

区役所の方々に助けていただき、スピーディーな対応に感謝致しております。有難う御座いました。

（６０代・男性） 

 

【７９】 

公務員の人たちは、私たちのことを考えて仕事をしているのでいつもありがとうございます。 

（１０代・男性） 

 

【８０】 

そうだんにのってくれてありがとう（１０代・男性） 

 

【８１】 

丁寧に分かりやすく接してくれてありがとうございます。（１０代・男性） 

 

【８２】 

私は１４年間、たくさんの人に出会い、たくさんの人に助けられて育ちました。家族や友達、地域

の人々、行事で出会った人々などたくさんの出会いとたくさんの感謝を感じました。どんなときでも

私の周りには助けてくれる人がいて苦しんでいるときに支えてくれる人がいて感謝してもし足りない

人がたくさんいます。このように毎日毎日を楽しく過ごせたりしているのも、悩み事を素直に話せる

のも全ていつも私のそばにいてくれる人たちがいるからです。いつもありがとう。（１０代・女性） 
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【８３】 

私がありがとうを伝えたい人は母親と友達です。いつも母親にはたくさんの場面で助けられていま

す。私は、そんな母に迷惑をかけてばかりいて感謝の気持ちを伝えることが少ないけれど、それでも

いつも、応援してくれて、本当にありがたいと思います。友達は、私が悩んでいるときに相談にのっ

てくれたり、アドバイスしてくれたり、とても、良い友達だと思います。いつも、迷惑をかけている

ことの方が多いので、もっと、役に立てるようになりたいです。（１０代・女性） 

 

【８４】 

私は、小学生のころひどいいじめを受けていました。そのいじめはどんどんエスカレートしていく

ばかり。なにより友達がいなかったのがとても辛かったです。ある日、転入してきた女の子がいまし

た。背もスラリと高く、指もとてもきれいでした。本当は話しかけたいけれど、その子がいじめに巻

きこまれるのがこわくて、話しかけられませんでした。その日の放課後、なんとあの子の方から話し

かけてくれたのです。今や学校は違えど大親友。あの日のあなたにありがとう。（１０代・女性） 

 

【８５】 

先日車のトランクが開いたまま走っており、大切な道具を全て落としてきてしまいました。心あた

りがある場所へ行ってみると、きれいに並べられて踏まれたりしないように置かれていました。東京

から転入しましたが、岩槻へ引越して良かったです。岩槻の皆さんのあたたかい優しさに感謝。私も

そうなりたい。（３０代・女性） 

 

【８６】 

水をきれいにして下さってありがとうございます。（４０代・女性） 

 

【８７】 

友だちへ。説明力が苦手な僕だけど必死に理解してくれてありがとう！！これからも友達でいよう

ね。（１０代・男性） 

 

【８８】 

部活の友にありがとうを伝えたいです。自分は小・中とサッカーをやっていて高校では続けないで

楽な部活に入ろうと思っていました。しかしサッカー部に入った友達に誘われて入ってもしこの時に

サッカー部に入っていなかったらつまらない生活をおくっていたと思います。サッカー部の仲間がい

るから楽しい毎日がおくれていると思う。そんなサッカー部にありがとうを伝えたい。（１０代・男性） 

 

【８９】 

自分が困っていたときに、いつも相談にのってくれたり、助けてくれる友達に感謝しています。 

（１０代・女性） 

 

【９０】 

７９才を向える先生（師）。人生を行動する中でおおいに私には参考になりました。ありがとうござ

います。（６０代・男性） 

【９１】 

おばあちゃんありがとう。（無記名） 

 

【９２】 

昨年の夏は腰を痛めて大変つらい暑い夏でしたね。今時間をみつけウォーキングに励み健康に気を

つけている様子です。野球帽をかぶり風にも負けずこれからもがんばって下さい。素敵なお父さん、

おじいちゃんでいて下さい。（６０代・女性） 

 

【９３】 

落ちついた雰囲気、職員の対応、１０区の中でも１番良いです。 

居心地の良い環境づくりに感謝です。（４０代・男性） 


