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12131 シャインマスカット

毎日デイサービスやリハビリに通うため家族で1番予定が詰まって忙しく過

ごしてますね  何事も健康第一ですね これからも元気に楽しく過ごして下さ

いね

12623 梅ちゃん
普段なかなか言えないけど、孫の相手をしてくれたり、何かと気にかけて

くれてありがとう。

14160 みかんちゃん
お父さん、いつまでも元気で⾧生きしてくださいね。

また、孫連れて旅行に行ける日が来ますように！

12234 リリィ

お父さんが倒れて8年位経ち、今は元気になってくれてよかったと思ってい

ます。去年の豪雨でまだまだ不便でまた梅雨がくるのも不安で仕方がない

けど、体には気を付けてね！

12589 とんぼ
家族のために働いてくれてありがとうございます。

これからも体に気をつけて元気に過ごして下さい！

14463 くーちゃん
いつも、ありがとう と思っているけど！言葉にできないので。いつまで

も、元気でいてください。

11930 だんご三兄弟
「本当にありがとう。」

いつも感謝しているのに、なかなか言えなくてごめんなさい。

4145 ハッチ

天国にいる父へ

もう、亡くなって２１年ですね。母は父の分まで病気しながらも頑張って

ますよ。(^.^)安心してね。

14192 もぐママ お父さん、これからもゴルフを楽しんで⾧生きしてね。

9112 ツツジ

いつも自分の事は後回しで孫の為に色々やってくれてありがとうございま

す。

孫達はおじいちゃんが大好きです。自分を大切にして元気に⾧生きして下

さい！

12648 めうおつか 体に気をつけて、ゴルフを楽しんでください。

12264 ヨシジイ
私が６歳の時に亡くなった父、僅かな記憶の中の父と酒でも酌み交わした

いと思います。

5403 ダヤコ

いつも信頼して見守ってくれて、ここぞというときに助けてくれるお父さ

ん。今はもういないけど、私の心の中に生きています。本当にありがと

う。

13195 とんに

お義父さんとお義母さんがいつも支えあって仲良くしている姿を見ると、

私達もそんな素敵な夫婦になりたいと思っています。これからも、どうぞ

よろしくお願いします。

10699 ここはな
嫁に行ってもいつも心配してくれて味方でいてくれる。とても心強く感謝

しています。

9762 おっぺけ
3年前に亡くなったお父さん。毎日病院にお見舞いに行ってたよね。それが

できたのもコロナ前だったから。今となっては思い出だね。

8718 まみりあ
いつでも自分の好きなように気の向くままなお父さん。健康で元気に人生

を楽しんで⾧生きしてね。

10677 もり
いつもありがとう(^^)

健康には気をつけてね！

11571 コロぽん

おいそれとは帰省できなくなり、親はいつまでも元気だと思い込んでいた

…いや思い込みたい自分がいました。薄っぺらい言葉だけど『健康第一で

気をつけて！』
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8615 たっきー
いつも見守ってくれてありがとうございます。いつまでも健康に気をつけ

て生活してください。

11742 しょこぶる

私の時は育児関わらず

孫の時も子育てに興味なし

ひ孫はニコニコしっぱなし

耳が聞こえたらもっと沢山ひ孫と会話できるのにね

10578 ちぃ

お父さん天国で楽しくしていますか？

私は、3人子供ができました！

お父さんが欲しがっていた男の子も２人もできました。一緒に遊んで欲し

かったなー。

12635 とく
お父さん、いつも孫と遊んでくれてありがとう。自転車に将棋にと多趣味

なお父さん。これからも元気に楽しい日々を過ごしてね。

10651 ぴっぴ
いつまでも反抗期の終わらない娘だけど、いつも優しく接してくれてあり

がとう！これからも元気に反抗させていただきます☆

11591 Herlock Sholmes 無言でいろいろ教えてくださいました。ほんとうにありがとう。

6448 さくら いつもいろいろとありがとうございます！

13361 アミ−

昨年亡くなった父さん。

コロナの影響で納骨も遅くなり一回忌にも出席出来ずごめんよ。父さんの

分まで母さんには孝行するからね。あの世で見守っていて下さい。

8225 あきちゃん
照れくさくて感謝の気持ちを伝えることができてなくてごめんなさい。心

の中は、ありがとうの気持ちでいっぱいだったよ。

10263 miki
厳しい父でしたが、いつも見守っていてくれましたね、天国から見ていて

くれてますか？母をお守りください。

13228 りこ
雨の日も暑い日も畑の手入れお疲れさまです＆いつも美味しいお野菜をあ

りがとう♪

14490 みーたん いつもありがとう！

8398 うめちゃん
色々と体の調子が悪くなって、思い通りにならないこともありますが、そ

ういうときこそ、好きなことをして気分転換してください。

10654 めーちゃん

優しくておおらかなお義父さんが大好きでした。

嫁では無く、本当の娘の様に大切にしてくれてありがとうございました。

父の日は天国で大好きなお酒を沢山飲んで下さいね。

14208 クーさん

いつもありがとう。

頑張り過ぎる面があるので、無理のない程度に母のフォローをしてくださ

い。

11628 はな

お父さん、いつもありがとう☆

コロナであまり会いに行けなくなっちゃったけど、終息したら遊びにいく

ね!

8441 さといも

お祝いされる側の父です。この頃父の立場がかなり変わってきましたね。

多様性やジェンダーレスと世間はルールが変わってきました。理想の父親

像はどんな感じ？

8744 ジャビット
70歳を超えて、そろそろ体力も衰えてくる頃かと思います。無理せず身

体、大事にしてください。いつもありがとう。

2



「父の日」メッセージ

会員番号 ペンネーム 『父の日』メッセージ

13034 ぶんた

施設に居るお義父さん。久しぶりに会えて嬉しかったよ。元気で居てね。

天国の父へ。お母さんとお兄と私の事を見守っていてね。そちらでのんび

り過ごしてね。

12947 しょうママ

いつも家族のことを気にしてくれてありがとう。

学生時代のころは、そっけない態度とってごめんね。今はとても感謝して

います！体に気をつけて⾧生きしてね！

5581 しんちゃん

天国にいるとーちゃんへ、いつのまにかとーちゃんの年を越えてしもた

ね。５２歳とは早すぎたね。不摂生ばかりしてるから、そのうちそっちに

いくけんね！

8075 栗太
毎年の玉ねぎやトマトきゅうりさつまいもの苗植えから、日曜大工など結

婚してからも沢山助けてくれてありがとう。

8676 みふぃ

孫達のことをとてもかわいがってくれていてありがとう。なかなか会えな

くなってしまって、子供達も寂しがっています。早く気軽に会えるように

なりますように。

10690 たまら
いつも県外から気にかけてくれてありがとう。このGWでスマホデビューし

てくれたのでこれからは写真も沢山送るね！

14605 湊

僕を育てるために、家族のために、いつも働いてくれてありがとう！無事

に就職することが出来ました。これからちょっとずつ恩返しをしていきま

す！

13591 びわ
いつもありがとう。子どもたちもじじに会いたがってます！早く自由に会

えるようになりたいね。

13757 ぶどう

単身赴任で頑張るお父さん！

コロナでなかなか会えないけれど孫の体調を気遣ってくれてありがとう。

次会うときには泣かずに抱かせてもらえるといいね。

13551 おかぴー
1年前に他界した父。私の子どもを可愛がってくれてありがとう。私達家族

を天国から見守ってくれてありがとう。

12354 ゆきんこ

あなたに性格も顔も体型

までそっくりな私は⾧女として大切に愛情深く育てられましたね。天国か

らもずっと見守ってくれているのでしょうね。いつまでも有難うお父さ

ん！

13320 りんりん
近くに住んでいるけれど、なかなか会いに行けなくてごめんなさい。決し

ていい嫁ではないのに、いつも優しくしてくれてありがとうございます。

10466 ユミ

いつも美味しいお米を送ってくれてありがとう。米作りや畑仕事、当たり

前と思っていたけど、今自分も体の衰えを感じる年齢になってきて、改め

てありがたみを感じています！

6961 なな

父が、大学を検討する時に、私の行きたい学科がある大学を探してくれま

した。口数は少ない父でしたが、密かに力になっていてくれた存在です。

ありがとう。

11765 めー
お義父さんいつも私たちのためにありがとう。

そして、天国のお父さん、夢でもいいから逢いたいです。

11201 ぽん
父さん、いつもありがとうございます。

これからも、身体に気をつけて、母さんと仲良く過ごして下さいね。
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13593 あゆみ
お父さん、いつも孫たちと遊んでくれてありがとう。コロナが終わったら

孫たちを新幹線に乗せてあげてね。

4408 となりのプー
お父さんいつもありがとう!家族の為にいろんな事がしてくれて!

いつでも、家族と為に遊びに連れて行ってくれてありがとう!

14587 kaopi
お父さん、⾧生きしてね～

いつもありがとう

14371 ゆづ丸 パパだいすきっ！！

11168 りん お父さんいつもお仕事お疲れ様です！いつまでもお母さんと仲良くね！

12626 はるか
いつも孫の面倒を見てくれてありがとう。

これからも体調に気を付けて、元気でいてね。

11212 ともみん コロナでずっと会えてないけど飲み過ぎず元気でいてね

4326 献血マニア いつもありがとう。元気⾧生きしてください

13021 あも
いつも家族のために、たくさんありがとうございます。元気に健康で⾧生

きしてください。

6211 カスタード いつまでも見守っていてね！

5839 くみ

子供の頃に釣りや野球観戦に連れて行ってくれました。

おじいちゃんになってからも私の息子をいろんな場所へ連れて行って楽し

ませてくれてありがとう。

12454 のん お父さん、子供たち大きくなったよ。空から守っててね！

10996 narunaru

今はなかなか会えないけど

大好きなチョコレートをまた送るね。

体に気をつけていつまでも元気でいてね。

6776 ものみんた ひ孫の顔を見る為にこのコロナを乗りきろう(^○^)

11403 ケン

今年も元気でありがとう。少し前に、病気の治療で入院し、命の危険を言

われましたが無事退院。お互いコミュニケーションが足りませんが、元気

な姿を見るだけで満足。

10814 みかん いつも孫の運転手&執事ありがとう。とても助かってます！！

4633 ももくろ いつまでも元気に⾧生きしてください。

5116 かりあ いつもありがとう。感謝してるよー

3897 ともママ

今は亡きお父さんありがとう

私はお父さんに似て丈夫な身体で元気に過ごしてます。

懐かしい子どもの頃のことが時々思い出されます。

13619 さっちゃん

お父さん、いつも明るくて私の事を気にかけてくれて本当にありがとう。

感謝してもしたりないくらいです。

これからもよろしくね。

11445 omo
いつも見えない部分で私たちを支えていてくれてありがとう。からだに気

をつけていつまでも元気でいてください。

12584 ななこ

昔から大好きだったお父さん。

子供の時に連れて行ってくれたサーカス、教えてくれた色々な事、今でも

ありりと覚えています。感謝しきれないほど大好きです！

7388 しお

お父さんいつもありがとう！あなたは子供達の良きおじいさんです。子供

達はあなたが大好きです。これからも健康に気をつけて、元気に子供達と

遊んで下さいね！

341 みんと いつも家庭菜園の野菜をありがとう。元気で⾧生きしてね。
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9714 海ママ

以前は無愛想で怖かった。結婚してから、帰省のたびに「何でも持ってい

け」と食材をくれたり心配ばかり。本当は色々思ってくれていたんだね、

ありがとう。

11111 ジングル いつもありがとう

12896 グクテテ 仕事を寡黙に頑張る父を尊敬しています。いつもありがとう。

13475 のっくんママ
口下手な事はわかってます。愛情表現が下手なのも分かってます。それで

も、いつも気にかけてくれてありがとう。

8193 リョウ
今は亡き父 私が17歳の時 他界し35年たちました。

生きていれば84歳 天国で見守ってくれてるかな。

3916 ともかなママ

いまだにこっそりお年玉をくれるお父さん、いつもかげで応援してくれて

ありがとう。

娘に甘いとこも含めて大好きだよ！

14170 まきん お菓子の食べ過ぎに注意して⾧生きしてください

10828 うるとらっぴー 嫌いだった。でも、もっと⾧生きして欲しかった。

13016 ケイン

父は26年前に62歳の若さで癌で亡くなりました。

私も間も無く61歳となります。

父の分まで⾧生きしますので見守っていてくださいね。

14235 のぶ
いつも喧嘩越しになってしまうけど、本当は感謝してます。お父さんあり

がとう！

14043 みずどん
亡くなって16年。お父ちゃん、ずっと見守っていてくれてありがとう。娘

は幸せに暮らしているよ。

5538 ぎんのすけ
お父さんが元気でいてくれるだけで幸せです。ありがとう。いつまでも健

康でいてください

13922 ミミママ

パパいつもお仕事頑張ってくれてありがとう！

それに、ゴミ捨てや料理などの家事も頑張ってくれて助かってるよ！

これからもよろしくね♪

8652 シニアマウス
お父さん、1年前にお母さんが96歳でそちらに行ったよ！第二の夫婦暮らし

楽しんでね！

10758 しゅう
家族のために毎日毎日働いてくれてありがとうございました

本当に感謝しています

11127 ウザヒロ
80才になった父、ひ孫ももうすぐ1才になるので、母と仲良くまだまだ元気

でいてください。

9773 みなみん

アラサーにして実家住まいで、いつまでも面倒を見てくれて本当にありが

とうございます！今年の夏も畑にいっぱい野菜を作ってください！食べま

す！

13702 ずきんちゃん
子供の頃から変わらず、ずっと優しく見守ってくれるお父さん。ありがと

う。

14099 陳竹林 他界してもういません。

1574 キョッピ

お父さん、いつもありがとう。99歳の今は私がやってあげるほうが多く

なったけど、今まで本当に色々助けてくれました。まだまだ⾧生きしてく

ださいね。

13054 みゆ
お父さん、お母さんが天国に旅立って２度目の父の日ですね。お母さんの

分も⾧生きしてね。

14276  norichann
自分に初孫が生まれ、10年程前に亡くなった父を思い出します。良く可愛

がってくれてたな~と。
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13070 こめこ

おとうさん

どんな時も見守ってくれてありがとう

まだまた⾧生きしてね

8716 スマッピー

お父さん、いつも心配してくれてありがとう。

何かあったらすぐ駆けつけてくれてとても感謝してます。

体にはくれぐれも気をつけて

いつまでも元気でいてください。

11638 ひらしん スタイリストに父の日コーデをしてもらい、服を買った

6779 メイとキラ
ここ最近手術を乗り越え あの大きかった背中が小さく見え 寂しく感じ

元気に母と体力をつけて欲しいですね

11135 まな
いつもありがとう。そろそろ農業は息子に任せて少しは楽をして下さい

ね。まだまだ至らない事が多いとは思いますが。

12075 かっちゃんの子

孫のために私達兄弟のために、色々助けて下さってありがとうございま

す。これからも元気なお父さんのままで居てください。身体には充分気を

付けて下さいね。

14248 あーちゃん
小さい頃から父の存在がなかったので子供や孫が父親にプレゼントしてい

る姿がとても新鮮で嬉しく思っている今日この頃です。

13740 あーもん 実家に帰ると、お父さん手作りの野菜をいつもくれてありがとう！

7123 たくぽん

いつも喧嘩ばかりして、悪いのは、私

でも、絶対謝らない、謝りたくない!

この日ぐらいは、謝ってみようかな

14104 HIROKO
突然あなたがいなくなって20年以上経ちました。そちらの暮らしはどうで

すか?

8086 ママリン
兄弟に間違われるほど若く見えたお父さん（私が老けてた？）いつまでも

若々しく元気でいてください!

10997 しろくま
私たちは楽しく暮らしています。でも今年の父の日はビールを贈れなくて

寂しいです。

12343 きっころピンク

お父さん、ありがとうございました。

何も親孝行出来なくてごめんなさい。

後悔ばかりです。

12582 うさりんこ
普段は照れ臭くて素っ気ない態度をとってしまうけれど、本当は尊敬して

います。世界一優しいお父さん、大好き！

8770 くらすます
去年12月に闘病の末に天国へ旅立ったお父さん｡育ててくれてありがとう。

幼少時､優しくしてくれたことを思いだしせつなくなります。

13846 きよP
亡くなっなってから6年になりますが、いつも近くで見ていてくれる気がし

ていますよ。家族仲良く暮らしてますので安心してね。

352 かん

お元気ですか？

自分の好きな事をして人生楽しんで下さい。

そしてお体を大事にして下さい。

7838 スーまま
自分の事より何より家族を優先してくれるマイホームパパ、家族の為にい

つも一生懸命なパパに感謝です。

4142 あぷりこっと お父さん いつも私の見方になってくれてありがとう。

12272 しー
いつも私の味方でいてくれてありがとう。家族の為に一生懸命なお父さん

が大好きです。
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12926 ひら

父が亡くなってもうすぐ７回忌．帰省する時には父が好きだった赤福を良

く買って帰っていました。

コロナが落ち着いていたら名駅に買いに行ってお供えしてあげたいです。

11161 こばちゅう いつまでもお元気で

8573 りさぽん

夫へ。いつもお仕事ご苦労様です。家族の為に体調が悪くても休む事無

く、仕事を一生懸命頑張る姿は素敵です。ストレスが溜まると思うけど、

定年までよろしくね。

12774 oxford 

ご無沙汰していますが、ご元気していらっしゃいますか。日頃の感謝を込

めてささやかなプレゼントを贈らせていただきました。体調にはくれぐれ

も気を付けてくださいね。

11322 みゅう いつもありがとう

5680 あずっち

お父ちゃん、いつもありがとう。電話やメール少ないけれど遊びに行くと

「また、遊びにおいで。身体に気をつけて」優しいお父ちゃん。いつまで

も身体に気をつけて元気でね。

9700 Wあるぱか

父が元気な内に後何回会えるんだろう。年１回ペースなら１０年間で１０

回程度…１０年後も父は元気だろうか、もっと会えるよう親孝行出来るよ

うにするから元気で待っててね

11625 みゆ
お父さんいつもありがとう。子供達もじいちゃんに慕っていて昔と比べ物

にならないくらい優しいじいちゃんです。これからも元気で！

1565 ヨーコ

カッコよく、行動力があり、そして優しい自慢の父です。

近づけるよう、日々を進んでいきたいです。

いつも、ありがとう！

これからも、楽しんで過ごしていきましょう♪

9877 わたこ
私が17歳の時に亡くなったけど、いつも近くにいると思っています。よく

孫に会いに来てるよね？またふらっと遊びに来てね

8209 sibasann
亡くなった父は、気が短くて大変でしたが、高齢になると少しは穏やかに

なりました。時々、話をした時の言葉を思い出します。

4369 あゆりん
結婚してからお父さんの偉大さがよくわかったよ。これからも元気でいて

ね！また遊びに行きます。

11678 まろやか
父は他界していません

でも、最後まで介護出来たので後悔はしていません

11160 choco いつもありがとう。

14290 じょうまま
私を産んで、大きく育ててくれてありがとう！真面目で何をするにも真剣

なところ尊敬してます&#9833;離れてるけど、これからもよろしくね！！

5770 ゆきち

以前は寡黙な義父のことが苦手でした。

けれどいつも気にかけてくれる優しさに気づいてから大好きになりまし

た。

お義父さん、いつもありがとう。

9486 ひまわり
お父さんいつもありがとう。もう若くないのでお酒はほどほどに身体に気

をつけてね。
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「父の日」メッセージ

会員番号 ペンネーム 『父の日』メッセージ

9489 さえちゃん

今年いろんなことがあなたに起こり今ものすごく大変だと思います

でもあなたは乗り越えられるはずです

持ち前のマイペースでぼちぼちやってください

応援しています

9196 ほのももママ
お義父さんいつも美味しいお野菜をありがとうございます。

元気に人生を謳歌してくださいね。

9363 ibiza

２人目が産まれてから

上の子の習い事の付き添いを代わりに行ってくれたり

下の子を見ていてくれたり、とても助かってるよ。

いつもありがとう。

12546 ちっち
いつもありがとう！

これからもずっとお母さんと仲良しでいてね。

1065 aroma

お父さんいつも本当にありがとう。

頼りないと思うこともあるけど一つの会社でずっと⾧年働いてくれるのは

頼れるってことだよね。

これからは元気に楽しく過ごそうね。

13278 待つお
あまり喋らなくて何を考えているかよくわからないけど、いつも見守って

てくれてありがとう。

6969 ぷに

いつも私の子供達と全力で遊んでくれてありがとう！

今はアメリカに赴任しているので、気軽には会えないけれど、いつか遊び

に来てね！

11028 jasminecha

天国のお父さんへ

血のつながりのない私を育ててくれてありがとう

大きな愛で包んでくれたこと、甘いものが大好きだったお父さん ずっと

忘れないよ

10872 らんまる

お父さんへいつも優しくお母さんと娘の会話の聞き役してくれてありがと

う。

いつも私の意見を尊重して理解してくれて本当にありがとう大好きです。

5719 福ちゃん
好きなことを自由にやらせてくれてありがとう。子どもに口うるさく言わ

ないようにすることの大変さがわかった。

9247 はるママ

お父さんが病気で、旅立って7年。いつも家族を大切に守ってくれました。

年々お父さんの偉大さ、優しさを感じます。

これからも、空からみんなを見守っていてね。

11312 さや
おとうさんいつもありがとう。

これからも体調に気をつけてね。

11427 なんやねん
21年前に死んだしまったおとうさん。僕は元気に過ごしてます。弟の面倒

までみれなくたごめん。

9867 お父さん大好き！
いつも明るく、逞しく、優しい父。一緒に過ごした時間は貴重な宝物。こ

の先も変わらず大好きだよ！

13379 S☆S いつもありがとう。これからも体調に気をつけて、元気に過ごしてね。

13397 ひつじ
あれからもつあっという間に一年経ってしまったね、私はすごく毎日寂し

いけど、頑張ってます、これからも見守っててね
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「父の日」メッセージ

会員番号 ペンネーム 『父の日』メッセージ

8766 ぷりん

いつも遠くから優しく見守ってくれていてありがとう。落ち着いて、冷静

なところ、本当に尊敬しています(^-^)こらからは自分のための時間を大切

にしてね

11240 キンキン 強く優しい父に感謝します。

10634 マウ

⾧年本当にありがとう！

今年はお祝いの席を企画しています。

心が伝わるように

家族皆で色々なアイデアを…

工夫しています。

楽しみに待っていて下さいね！

10738 ローズ

私ととーちゃんの共通な趣味は登山。

いつも、下調べありがとう！

お陰で、迷う事なく登山を楽しめてるよ！

これからも宜しくね！

8628 たえもも
いつも孫の面倒を見てくれてありがとう。これからも育じいとして大活躍

してね。

10838 きりん
いつも美味しい野菜とお米を作ってくれてありがとう！

こどもの相手もしてくれてありがとう！

12907 みえちゃん
子供が大好きだったお父さん、親孝行を満足にしてあげられずに逝ってし

まいました。いつまでも私達姉妹を見守って下さいね。

8627 とも
いつも心配のあまり、口うるさいお父さん。素直に受け入れられずそっけ

ない態度をしてしまい、ごめんね。いつもありがとう

8370 べー

お父さんがいなくなってからの父の日は寂しいよ。もっと⾧生きして私た

ちのそばにいて欲しかった。天国でおじいちゃんやおばあちゃんと又一緒

に暮らせていますか？

9178 まめ

子ども達の頑張りを褒めてもらえると、私も褒めてもらっているようで嬉

しくなっちゃう。お父さんに安心してもらえるように、幸せな家庭を作っ

ていくね。

10003 まりも

いつも静かに見守ってくださり、ありがとう。今も、お父さんに感謝の気

持ちを持ち、暮らさせて頂いています。生まれてこれたことに喜びを感じ

させてくれてありがとう。

11288 いちご
子育ても終えて毎週釣りばっかり行っているお父さん！お母さんに怒られ

ない程度に楽しんでね（笑）

9944 ききき 寡黙だけどちゃんと心配してくれて応援して見守ってくれてありがとう

11213 ヘキサ

いつも心配して頂きありがとうございます。

今は、結婚生活を楽しく過ごしています。

お父さんと過ごした日々は、忘れません。

13618 ちぃ

いつも遠くから見守っていてくれてありがとう。

本当に感謝しかありません。

また帰省したときにはゆっくり話しようね。

5684 shigemaro
母の日より疎かになりがちですがいつも感謝してますょ!! これからもタ

ローを床屋さんに連れてってね

14308 やまたそ

退職して趣味など増えているお父さんが楽しそうで、家族も何だか幸せそ

うです。

良きムードメーカーだと思います。これからもお元気で！
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会員番号 ペンネーム 『父の日』メッセージ

11782 あーちゃん
いつも私と息子のわがままを聞いてくれてありがとう！

今度おうちに来てくれた時には豪勢なディナーを作るよっ！

11042 ら

なかなか会えませんが、いつまでも元気でいてね

趣味のカメラはいいけれど、車の運転はほどほどに。そろそろ免許返納も

考えてね。

13983 さあママ

こんなご時世でなかなか会えないけど、いつも何かと気にかけてくれてあ

りがとう。バリバリ勉強してますますかっこよいパパでいてください。

無理はしないでね。

11563 はっち

天国のお父さん

あなたの孫は良いご縁があってお嫁に行きましたよ。あまりベッピンさん

でない事を笑っていたけど安心してね。

9001 とろ

立派に生きたお父さん、尊敬しています。亡くなってからもう20年以上経

ちますが、未だに母はパパが一番かっこいい！と、言っています。会いた

いです。

12279 ゆう

心配ばかりかけてごめんね。

そんなお父さんも７０歳。

世間で言う、おじいちゃん枠に突入したことを忘れず、自分を過信しすぎ

ないで何事にも今まで以上に気をつけてね。

11425 momo ありがとう！

8418 apo
病弱な母に家事全て丸投げするのではなく、思いやりをもって支えあって

生活していってください。

8134 さくら散歩

寡黙な父だったが、帰省すると出来た野菜や米などを車に乗せやすいよう

に梱包して待っていてくれましたね。今なら子を思う親の想いがわかりま

す

11908 たくじー
お墓の親父、ありがとう。いつまでも見守って下さいね。世話のかかる息

子より

10144 Angie
健康に気をつけて、身体を鍛えるお父さん本当に尊敬しています！

これからも健康第一で若々しいお父さんでいてね！

11561 りうたん
今年もビールをお供えして、父の日を迎えるね。私と夫と、呑んでくれた

ら嬉しいよ。

9722 Coco

あまり多くは語らない父ですが、思い返すと行動によって愛情を示してく

れていたなと感じます。ありがとう。

私もお父さんみたいな親になれるよう頑張るね。大好きだよ!!

12712 ちょこら
お父さん大好き!

いつも私のお出掛けに付き合ってくれてありがとう!

11760 イブサン
いつも忙しく仕事をしているお父さん、たまにはゆっくり休んで体を大事

にしてね

12182 ひーさん

子どもたちのために、カブトムシやクワガタ、カナヘビを捕まえてくれて

ありがとう。子どもたちにとって、ヒーローのようなかっこいいじーじで

す！ずっと元気でいてね！

11999 もも いつも家族を支えてくれてありがとう

12571 ともちゃん

コロナ禍で全然会えていないけど、元気に過ごしていますか？電話では元

気な声を聞いているけど、やっぱり本当は直接会って顔を見て安心したい

よ。
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8576 ガンダム３

 母の日と比べ、あまり騒がれてないが、私に２人の娘がいます。1人は孫が

小学生なので２人を連れてケーキで祝ってくれます。もう1人はお祝い金を

持って来てくれます。

9574 ねこまる

お父さん、いつも孫の面倒見てくれてありがとう！

この歳になってまで助けて貰ってばかりでごめんなさい

これからも⾧生きしてね

11961 トシ

語るべく親父は⿁籍にに入ってはや４年。コロナ下で満足のいく法要も営

めず、不詳の息子で今更ながら申し訳ない。父の日ぐらいは好きだった焼

酎でも供えて偲びますか。

10 ミラココア いい父でした。

11979 すだっち

私の父は、10年前に亡くなりました。もう少し親孝行しとけば良かった

なぁ。今年、孫が出来てとても嬉しい楽しみが増えました。娘から

掛け替えの無いプレゼントですね！

7423 ちょありん

誕生日が近く、父の日の感謝を伝えることができませんでした。そんな父

も既に亡く、命日もこの時期なので、誕生日のお祝いと冥福と併せて、感

謝を墓前に伝えたいです。

13931 としちゃん

昨年亡くなってしまったお父さん。私は先月26日で60歳になりました。今

月初孫が生まれる予定です。無事生まれてきますよう力を貸してくださ

い。

10731 まい
お父さん、病気になってあらためてどれだけ大切な人だったか実感してい

ます。最後まで笑顔忘れず楽しくすごそうね！

10887 ブル君
お父さん本当にありがとう

自分が父親になって大変さを知りました。少しでも恩返ししたいです

11394 みどり

今は亡き父はとても厳しい人でした。男兄弟の真ん中で女の子であった私

は父が大好きでした。

小学生の頃はどこにでも連れて行ってくれ「大きくなったらお父さんのお

嫁さんになる！」と言っていたと亡き母からよく聞きましたが、反面私は

父が一番コワイ人でもありました。兄に言わせると「一番甘かった」と

か。軍服姿（上官だった様で）で馬に乗った父の写真が今でも私の一番好

きな父です。

9224 俊一

お酒が好きで無口な父親。50代で亡くなった私の父は働き、好きなお酒を

飲み、子供達をニコニコながめている・・・。昔の父親像そのままだった

人ですが、70代になった私は全く父親そっくりになっていました。

いまはほどほどにお酒を飲み、ほどほどにウォーキングをし、ほどほどに

家の手助けをし、食事と睡眠はしっかりとっています。父さん今ボクは父

さんより20年も元気で⾧生きしていますよ！
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