
感謝のコトバ HP掲載

会員番号 ペンネーム 誰に伝えたい？ 感謝のメッセージ

352 かん 主人
家事や送迎他、いつもいろいろ助けてくれてありがとう。本当に凄く感

謝しています。

1065 aroma 若い時からの友人

結婚したての頃いろんなトラブルにみまわれ苦しんでいた時支えになっ

てくれました。

あの時あなたがいてくれたから今の私があります。

ありがとう。

1575 豊田の森ママ 主人

主人は3月に、2度めの定年を迎えました。家族の為に今まで⾧い間働い

てくれて、ありがとう。これからは、お互いにボケ防止に努力しましょ

う。

3916 ともかなママ 主人

起きるとご飯もたけていて、コーヒーも入っていて、週末は洗濯も済ん

でいる。

いつもさり気なくきづかってくれてありがとう！

4118 bowsy 母親

遠くはない距離だけど、なかなか顔を出せなくて申し訳ないです。子供

に尊敬する人は誰？と聞かれて、母親かなと答えていました。結局はそ

うなるんですね。

4142 あぷりこっと 息子
言葉は少なめだけど、お弁当をおいしいと言ってくれてありがとう。そ

の一言がうれしい母です。

4145 ハッチ 母
昨年、ガンで他界してしまい、もう親孝行できなくなりました。今ま

で、温かい愛情そそいでくれてありがとう。

4177 てい 同僚 挨拶を交わして下さり、ありがとう。

4326 献血マニア 主人 いつも優しくしてくれてありがとう

4367 アンジィ 娘

ママをママにしてくれてありがとう！あなたがお空に逝ってしまってか

らもずっとずっとママになれたことを感謝してるよ。ママはあなたのマ

マになれて本当に幸せ！ずっとずっと大好きだよ

4408 となりのプー 夫

いつも仕事を頑張っていて、

自治区の役員も頑張っていて、

家族と食事を共にする時間もないくらいに、多忙な毎日を過ごしてい

る。体調を崩さないかいつも、心配ですが、家族みんなの事を本当に考

えていて、プラス家族以外の他人にも必要以上に優しくて、お人好しく

らいに。

本当にいつもいつもありがとう!★☆

4423 きるみ 母 いつもサポートありがとう。

4718 オユミ 今は亡き父母

今は主人や娘夫婦そして三人の孫と主人の母と大家族で楽しく暮らして

います。

ありがとう。

5116 かりんと 旦那
いつもお仕事お疲れ様。家事や習い事の送迎の協力ありがとう、感謝し

ています★これからも元気で笑顔にすごしてね。

5142 とっぴー
親の面倒をみていてく

れる弟夫婦

コロナ禍で、寂しい思いをしている母に寄り添ってくれてありがとう。

電話での会話がとても元気なので、安心しています。

5403 ビーナちゃん
2年前に亡くなった恩

師

生前は何事にも親身に教えて下さったり、お気遣い頂きましてありがと

うございました。お礼もちゃんと言えないまま突然のお別れになってし

まいましたが、先生から教わったことを胸に、これからも生きていきま

す。

5538 ぎんのすけ 息子

生まれてきてくれてありがとう。あなたのおかげで私の人生が色鮮やか

なものになりました。あなたの人生が色鮮やかに実りあることを心から

願っています。

5581 しんちゃん 家族 いつもありがとう
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5680 てるてる坊主ちゃん お父さん お母さん

お父ちゃん お母ちゃん いつもありがとう。

コロナ禍でなかなか頻繁に会いに行けないけれどいつも「家族のみんな

元気にしてる」て、メールや電話をしてくれたり 時にはサプライズの

宅配が届いたり 会えない分、気にかけてくれてありがとう。子供達も

とても喜んでるよ。

まだまだコロナ禍生活が続くけれど無理せず、いつまでもお身体大切に

して下さい。

また、会えるの楽しみにしてるね。

5684 shigemaro 家族と両親

今年2回も緊急入院してご迷惑お掛けしました。

不自由させて済みませんでした。

本当に感謝しています。

5719 福ちゃん 家族
祖父母、両親、姉兄、自由に育ててくれてありがとう。

子どもへ、健康に成⾧してくれてありがとう。

5783 なし ⾧女 人間として他人を労わることの大切さを教えてくれてありがとう

5829 ぱー子 亡くなった母
こんな親不孝な私に、無償の愛をありがとう。

亡くなってからも心の支えになってくれてありがとう。

5839 くみ 子ども 夢を叶えてくれてありがとう

6428 ナオさん 家内

私のことを瞬間湯沸かし器という貴女。そうなんだわ。いけないことで

あるとわかっていてもついつい大きな声を出してしまいゴメンなさい。

そんな私を４８年も我慢して連れ添ってくれありがとう

6448 さくら 母 いつも色々と助けてくれてありがとう！

6688 ちゃまやん 亡くなった母

昨年6月に89歳で亡くなった母の介護は年々大変になり、温かい言葉を

掛けることは少なかったので、今も後悔しています。

「もっともっと穏やかな毎日を過ごさせてあげられたら良かったです。

ごめんなさい。元気な頃に沢山の心遣いをしてくれて本当に感謝してい

まず。天国で安らかに過ごせていることを願って手を合わせているから

ね」

6758 しゅなママ 夫と子どもたち

夫へ。いつも仕事で疲れているのに家事や育児を手伝ってくれたり、家

族でお出かけに連れて行ってくれたりありがとう。

子どもたちへ。いつも２人の顔を見られるだけで幸せな氣持ちにさせて

くれてありがとう。

6776 ものみんた 妻

僕の奥さんになってくれて有り難う。

子供達を産んでくれて有り難う。

子供達を立派に育ててくれて有り難う。

僕の面倒も見てくれて有り難う。

妻への沢山の有り難う と 感謝を込めて孫達の幸せも願いたい。

6779 メイ＆きら 両親
いつもありがとうございます。ただただ健康に日々過ごして欲しいです

ね。

6961 なな
以前、お世話になった

上司

その当時、何気なく聞いていたアドバイスが今となって、大事なことを

伝えてくれていたと気づきました。ありがとうございます。

7385 クロマメ 妻

自分の体調が悪いときでも、朝早いときでも、夜遅いときでも、いつも

食事を作ってくれてとても感謝しています。自分は食事は作れないので

とても助かっています。

7416 うさまろ 息子
いつも優しく側にいてくれて、ありがとう。あなたの笑顔がママの力で

す。

7500 かばちょ 母親
いつも大らかな気持ちで見ていてくれて、感謝してます。自分も親に

なって怒ってしまう事が多々ありますがそんな時に特に思います。

7509 9393 子供達
家の事も色々手伝ってくれてありがとう。いつまでも兄弟仲良しでいて

ね。
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7941 今日も雨 中学校の時の先生

中学を卒業したのはもう25年近く前ですが今でも思い出す先生がいま

す。卒業してから会えていませんが今もふとした時に思い出しお話がし

たいと思う時ぐあります。

担任をしていただて１日目、怒鳴られたことを覚えています。けれど見

離さずずっと気にかけてくださっていたこと感謝しています。

8075 栗太 両親

嫁いで25年経ちますが、今でも色々と気にかけてくれてありがとう。息

子、犬など毎日のようにお世話になっています。

これからも⾧生きしてください。

8081 マルホン 夫と息子2人

昨年5月、老人施設職場にてコロナ感染し対策としてホテルで個々に宿

泊をしてくれたり、体力落ちて仕事、家事を無理しないよう手伝ってく

れたお陰で回復して今元気でいること

8086 チャーミ 主人
いつもお庭の手入れありがとう。きれいな花があるねって、周りの人か

ら褒められます。全部お父さんのおかげです。

8134 さくら散歩 妻 豊田に来て、結婚してくれてありがとう

8193 リョウ 自分
いつもお疲れさま 人に優しく たまにストレスを感じるけど笑顔のま

まで 頑張れ自分

8216 おおちゃん 母親 いつも、励ましてくれてありがとう。

8220 ぽめ 夫 自由気ままな生活をさせてくれてありがとう

8225 あきちゃん 元職場の上司

上司と折り合いが悪く、ついにこの部署から出て行けと絶対絶命の大ピ

ンチ。その時拾ってくれた異動先の上司に感謝したいです。はねっかえ

りの私を受け入れてくださりありがとうございます。あの時繋がったの

で、無事定年退職でき、年金生活に入ることができました。

8370 べー 母
いつも見守ってくれてありがとう。コロナが落ち着いたら温泉旅行に行

こうね！いつまでも⾧生きしてね！

8418 apo 医療従事者

コロナ禍で感染リスクの１番高い病院・病棟勤務されている医療従事者

の方々。ご自身やご家族の命の危険もあり恐怖心も強い中で、親身に

なって勤務していただき本当に感謝しています。身近にコロナ感染した

身内はいませんが、皆さんの働きに本当に敬服致します。

8615 たっきー お父さん
いつも見守ってくれてありがとうございます。黙ってフォローしてくれ

てなんか、カッコいいです。

8628 たえもも 夫

毎日一緒にいるのにそれが当たり前になりすぎてあなたという心の支え

に感謝する気持ちをきちんと伝えられずにいます。今までいつも暖かく

のんきに私に寄り添ってくれてありがとう。そしてこれからもずっとラ

ブラブでいようね。

8652 シニアマウス 妻
結婚して48年、子育て、親の介護、孫養育、私の入院等々わがままな私

に気⾧に明るく対応してもらえ感謝感謝です。

8716 はちみつ 母

天国へいった母へ

いつも当たり前にいると思ってたのにいなくなって母のありがたみがわ

かりました。ありがとう。

8718 まみりあ 母

いくつになってもいろいろと心配してくれるね。自分も母になって、我

が子を想う母の気持ちというものが痛いほどよくわかるようになりまし

た。親の心子知らずでした。本当にありがとう。感謝の気持ちでいっぱ

いです。

8744 ゴマ 両親
いつも心配してくれてありがとう！ようやく私も幸せな生活が送れそう

です。

8766 ぷりん 夫
いつも子供たちとたくさん遊んでくれてありがとう(^人^)

子供たちの笑顔をたくさん見せてもらえて幸せです！
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8770 エイトレンジャー 母親
なかなか直接言えないけど…産んでくれてありがとう。そして育ててく

れてありがとう。

9112 桃子 夫

いつも優しく包み込んでくれて感謝しています。

家族の時間、夫婦の時間も取り分けて幸せな家族になりましょうね。

これからも末永く宜しくお願いします。

9127 papalote 医療従事者

⾧引くコロナ感染症対応、誰もが当初の緊張感を失いつつある中、仕事

とは言え常に最善の防御対策を取りながら患者の世話を⾧期にわたって

行って頂いており心から感謝したい。

9178 まめ 離れて暮らす父母

遠くにいても、いつも私たち家族のことを気にかけ、応援してくれてあ

りがとう。私たちが元気に幸せに過ごすことが、少しでも恩返しにつな

がると信じて、頑張ります！

9196 梅ちゃん 母
いつも家族の事を心配してくれてありがとう。身体に気をつけて過ごし

てください。

9496 ジョイ ⾧男

「毎年母の日にお花を(嫁の名前で。本人が贈ってくれていたとつい最近

分かりました)贈ってくれてありがとう。亅県外に住んでいてコロナ禍で

中々会えないですが、二人の孫にも早く会えるといいなぁと思います。

9574 ねこまる 子どもたち
怒ってばかりのママだけど、いつもついてきてくれてありがとう！もっ

とあなたたちの笑顔のために頑張るよ！

9621 らぴす 父と母

この年になって、子供の頃にいろいろと教えてもらったこと、しかられ

た事など沢山思い出すようになりました。あの時、こんな気持ちで言っ

てくれてたんだと思えるようになりました。直接伝えるのは恥ずかしく

てなかなか言えませんでしたが、お父さん、お母さん、育ててくれて、

ありがとう！

9637 2児ママ 母親

自分が母親になって気が付くことが多い。お母さんの我慢強さ、寛容

さ、努力、他にも色々いつも影から助けてくれて感謝してもしきれな

い。これからはいままで以上に孝行します。⾧生きしてね。

9649 ぷちだい 母
いつも助けてくれてありがとう。

これからもよろしくお願いします。

9708 あっしゅ お母さん

いつもありがとう

自分に子供ができて子育てして、お母さんの大変さが、わかるように

なったよ。

9773 みな 友達
いくつになっても連絡とったら、たまに遊んだり、環境が変わっても話

を聞いてくれて元気をくれてありがとう！！

9839 あゆるり 娘
ママの元に産まれてきてくれてありがとう。

ママは、あなたのためならきっとずっと強くなれます！

9867 成人教育委員会
平成16年度PTA成人教

育委員会の仲間たち

平成16年からずっと仲良しの仲間。コロナ禍で会えなくなったけど今は

LINEで近況報告。励まし合い、支え合える仲間が居るってすごく嬉しい

よ。いつもありがとう！これからもずっとずっと繋がっていようね

9944 ききき 子供
君の笑顔で私達を明るくしてくれてありがとう！いつも元気の源になっ

ています！

9945 haruhi 友人

あなたとは高校で出会ってから、約20年になりますね。

コロナ禍になってから会う機会が減ってしまったけど、たまに電話で話

すあなたの声を聞くと元気になれます！

友人としてあまり自慢出来る私ではないけれど、今日までお付き合いし

てくれて感謝しています。

これからも末永くよろしくお願いします。
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9991 かんかんた 母

コロナで帰省ができなくなって2年が過ぎました。それでも変わりなく

孫たちに贈り物を定期的に届けてくれることに感謝してます。

元気でいればまた必ず会いに行けます。それまでお互い元気な姿で頑張

りましょう！！

10003 とっちん 両親を含めた先祖代々
貴方たち一人でもかけていれば、私は存在いたしません。心から感謝を

申し上げたいです。

10218 さくらんぼ こどもたち
いつも仕事でお迎えが遅くなってごめんね。それでも今日楽しかったー

とか、ママ大好きーと言ってくれてありがとう。

10284 じじさん 友達
⾧い時間が過ぎて本当に多くの友がいて、励まし力づけてくれて有り難

いことです。文字で感謝を伝えます。

10428 はなママ 子ども

私をお母さんにしてくれてありがとう

本当に感謝してます

これからもずっとよろしくね

10462 さとみ こどもたち

お母さんのこどもとして生まれてくれてありがとう。

朝慌ただしく送り出す時も、仕事で疲れて迎えに行く時も、どんな時も

笑顔でお母さん大好きだよと言ってくれるあなたたち。

世界中のどんな贈り物よりもその笑顔がお母さんは嬉しいです。

世界で一番大好きだよ。

10578 ちぃ ひかる

いつもいつも子どものために、私のために動いてくれてありがとう！

自分のことより家族のことを優先してくれるあなたが大好きです！

あなたと結婚してよかった！

10610 たぁみぃ 母親
私たちや孫のことを大切に思って、いつも温かく笑顔で受け入れてくれ

たお母さんが大好き！

10634 マウ 主人

結婚して33年!!

私の考えや行動を押さえ付ける事なく尊重してくれた事が…

人として一番の財産です。

ありがとう

10651 ぴっぴ
おばあちゃんとおじい

ちゃん

遊びに行った時には、いつも暖かく出迎えてくれてありがとう。もっと

たくさんの思い出を作りたいので、⾧生きしてね^ ^

10654 黒猫 義母

結婚前から優しくしてくれて、私が病気で⾧期の入院中は息子の世話

と、私の事も色々と気遣ってくれました。

私の母はお姑さん(私の祖母)に虐められてた話しか聞かないので、本当

に優しいお姑さんで感謝してます。

「⾧生きし過ぎてる」

と言いますが、これからも元気で⾧生きして欲しいです。

心配ばかりかけてすみません。

これからは出来る限り、お義母さん孝行をして行きます。

本当にありがとうございます。

10682 you-me 母

今のように福利厚生も手厚くない中、女手ひとつで育ててくれ感謝の気

持ちしかありません。今でも気を遣ってくれ本当にありがたいです。親

孝行ができるようにいつまでも元気でいてくださいね。

本当にありがとう。

10690 たまら 従姉妹

同い年でずっと一緒に生きていくものだと思っていたけど、色々な病気

で療養中の貴女。ただ生きていてくれるだけでありがとう。コロナが落

ち着いたらまた愛知に遊びにきてね。

10709 つかちゃん 両親

自分が親となり孫が出来、親の今までの生活、気持ちなどが分かり、自

分はそこまで追いつけないと日々思うようになり、親の無償の愛を感じ

る近頃に感謝したいです。
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10731 まい 昨年亡くなった父と母

病気がわかったことで家族一致団結して、よりいっそう絆が強まりまし

た！いなくなってさらにわかる父の偉大さ、存在の、重要性。母を、大

事に守って過ごしていきますね。お母さん、うしろにはみんなついてる

から安心してね。父ももちろんいると思います。

10738 ローズ 同僚 いつも情報展開ありがとうございます。

10761 T.H 旦那様 ちょっと変な自分を寛大な心で見守ってくれてありがとうございます

10804 むらさと 母

いつでもどんな時でも、見守りながら、自由に育ててくれて、ありがと

うございます。

母の子で、本当に良かったと歳を重ねるごとに思います。

10814 みかん 家族 いつも味方でいてくれてありがとう。

10872 りゅりら 仕事仲間(友達)

6年間一緒に仕事をしてきて困った時や失敗しちゃった時にフォローし

てくれてありがとう。のりちゃんがいたから楽しく仕事ができました。

ほんとに感謝しています。ありがとう

10887 ブル君 親父とお袋 自分が親になったらどれぐらい大変か分かった。ありがとう

10935 はるちゃん 母親

母親になって初めて、お母さんの気持ちを色々理解できました。

散々迷惑かけてきてごめんね。いつも私の気持ちを尊重してくれてあり

がとう。⾧生きしてね。大好きだよ。

10980 エス 夫
つわりで辛かった時に積極的に家事をしたり、上の子達と遊んでくれて

ありがとう。

10996 narunaru 主人

結婚して35年、いつも当たり前に幸せの時間を過ごせているのは貴方が

優しく守っていてくれているからだと心から感謝しています。

これからもわがままな私を笑顔で包んでくださいね。

11028 jasminecha 私に関わる全ての方々
日々感謝の想いでいっぱいです。私が今ここに在るのはたくさんの方々

のお陰です。

11037 菜の花うさこ 夫

もうすぐ10回目の結婚記念日。

歳の差婚で、子宝には恵まれませんでしたが、それでも毎日がとても幸

せです。

相手を思いやり、いつでも感謝の気持ちを言葉にしてくれる夫。

これからもずっと一緒に歩んでいこうね。

ありがとう。

11042 みみ 夫
いつも私のことを気にかけてくれてありがとう。私より⾧生きしてくだ

さい。

11087 かなしーり 子供たち
毎日朝早く起きてくれてありがとう。

毎日学校行ってくれてありがとう

11102 ぽ 夫
休日のお買い物や趣味に付き合ってくれてありがとう。たまに作ってく

れるパスタ最高です。居心地の良い家であるように私も頑張りまーす。

11135 まな みーちゃん
いつも身の回りの世話や元気をくれてありがとう。いつも背中を押して

くれるので仕事も頑張れるし、毎日が楽しいよ。

11160 choco 子ども
いつも元気でいてくれてありがとう。一緒にいてくれてありがとう。

生まれてきてくれてありがとう！

11162 ぺんぺん こども 元気で何より

11168 りん 子供達
自立して行動できる様になり、良し悪しがキチンとできる様になり無事

大きくなってくれただけで感謝です！

11201 きみちゃん 旦那さん

パパ、いつも優しく温かな気持ちで接してくれてどうもありがとう。と

ても嬉しいです。

又、力強いところも頼もしいです。

この幸せが末永く続きますように。
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会員番号 ペンネーム 誰に伝えたい？ 感謝のメッセージ

11213 ヘキサ 主人

いつも私の事を心配して頂きありがとうございます。何事も先回りして

考え、行動して提案してくれるやさしさにいつも甘えてばかりですが、

これからも末永くお付き合い下さい。

11217 ルルの父 亡くなった父

コロナ禍を言い訳にしてなかなか実家に帰らないうちに亡くなってし

まった父。いつもわがままいっても黙って見守ってくれましたね。今迄

本当にありがとう。

11288 いちご 息子
第二子妊娠中で寂しい思いもさせてるけど、洗濯物運んでくれたり重い

荷物を持ってくれたり助けてくれてありがとう！大好き！！

11312 さやさや 家族 いつも支えてくれてありがとう！

11322 みゅう 旦那さん いつもだらけていても、怒らず、優しくしてくれてありがとう。

11329 きくりん 姉 闘病中の姉を見ていて残りの人生を大切に生きようと思いました。

11357 都会の村人 ヨメサン
⾧い間、面倒を見てくれて、ありがとう。今後も宜しくお願い致しま

す。

11394 ミー 夫

同い年で私より数倍元気。

よく食べよく歩く主人のうしろをゆっくりゆっくりついて行ってます。

二人でよくしゃべり（私の方がよくしゃべりマス）よく笑って一日一日

元気に過ごしましょうね。

いつもありがとう！

11398 ヨンボギ 夫

いつも、推し活に理解を示してくれてありがとう。一緒にハマってくれ

たおかげで共通の話題が増えて毎日が楽しいよ！夏にあるライブに一緒

に行けるの楽しみにしてるね！

11425 momo 母 いつも助けてくれてありがとう。

11445 omo 夫

休日はいつも夜ご飯を作ってくれてありがとう。

全く手伝わずに趣味に没頭している私をおおらかに見てくれてありがと

う。

11533 トンボ 父母 産んでくれてありがとう。

11539 ハナハナ 主人
我が家の便利屋さん。壊れた物の修理や害虫駆除など何でもやってくれ

てありがとう。

11550 J 母 いつも私や娘のことを気にかけてくれて、ありがとう!

11561 りうたん 夫

心配症の私の気持ちを、いつもあなたが持ち上げてくれます。コロナ禍

で毎日うんざりしているけど、あなたとなら何とか頑張れる。一緒にい

てくれて、ありがとう。

11571 コロぽん 親(両親も義理の親も)

親が80代に入り、健康でいてくれるのが一番だと痛感しています。当た

り前が当たり前でなくなってしまうことが多い昨今、なかなか帰れませ

んがお互い身体に気を付けて過ごしましょう！

11591 Herlock Sholmes 亡き父母
この世に生んでくれてありがとう。

育ててくれてありがとう。

11628 はな 夫
いつも色々ありがとう。行きたい所に連れていってくれたり、お皿洗い

してくれたり、感謝しています。

11638 ひらしん 妻
ありきたりの言葉だけど、いつも家族のためにいろいろとしてくれてあ

りがとう^_^これからもよろしくね(^_-)

11726 和ちゃん 奥さん 僕の健康をきずかって、毎日美味しい料理を作ってくれてありがとう。

11730 ファニ 母

いつも美味しいご飯と家の中を明るくしてくれてありがとう

いつでも帰りたい我が家です

いつまでも笑顔で健康でいてください

11760 モリカワユウカ ⾧女
いつも私が忙しいときに兄弟の面倒をよく見てくれます。仲良く遊んで

くれてありがとう！

11765 めー 父
たくさんのこと感謝しかないです。

ありがとう。
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11861 りょうちん 家族
怒ってばかりのママだけど、いつも母として妻として大切に思ってくれ

てありがとう。

11908 たくじー 妻 子育てご苦労様でした。あとは私のみとりお願いします。

11930 だんご三兄弟 旦那 ワガママな私とずっと一緒にいてくれて、ありがとう。

11961 トシ 妻

気が付けば今年で結婚２０年（出逢ってからはや２５年）

２人で故郷を離れ、知る顔のない土地でよくここまで頑張ってくれまし

た。おかげで無事ハッピーリタイアできました。これからもあまりぜい

たくな生活は望めないが、あと２０年ぐらいは健康で楽しく暮らしてい

きましょう。

11979 すだっち 私たちの子供達

成人した4人の子供達へ感謝の気持ちです！結婚して、子供も1人いる⾧

女が、私と妻の事をいつも気に掛けていて、いろいろ心配してくれま

す。いつも兄妹を巻き込んで色々やってくれて有難う。感謝してます！

12075 ドラ応援 旧職場のみんな
みなさんに指導していただいたことが、とても役に立っております。心

より感謝しております。有難うございます。

12096 おしるこ 子どもたち
生まれてきてくれてありがとう。いつも怒ってしまうけど、大好きだ

よ。

12147 ゆぴ 実家の家族

バタバタな年子育児のサポートいつもありがとう！

２人とも実家のみんなのことが大好きだよ！

これから暖かくなるのでお出掛けしたり、思い出いっぱい作れると嬉し

いです。

12173 メグミルク 中学の先生方

いつも娘をあたたかく見守って下さりありがとうございます。不登校の

娘をこころよくいつも受け入れて下さり、一緒に泣いて笑ってくれて、

支えてくれてありがとうございます

12264 ヨシジイ 家族 母へ、妻へ、娘夫婦へ、孫たちへ、いつもアリガトウ！

12270 ゆらは 夫 毎日お仕事頑張ってくれてありがとう。

12272 しの 両親
会えなくなって親のありがたみをあらためて感じています。いつも心配

してくれて、見守ってくれてありがとう。

12279 ゆう 中学生の息子

いつもフォローをありがとう。3年前にリウマチを発症してから力仕事

などお願いすることが増え、嫌な顔せず手伝ってくれてすごく助かって

ます。反抗期もなく日々の出来事を話してくれるアナタが大好きです。

妹とも仲良くしてね☆

12306 まなママ
3人のお父さんの旦那

様

面と向かってしまうと言えませんが一生懸命働いてくれていて感謝して

います。

12354 ゆきんこ
取引き先のお客様の皆

様

毎月毎月お客様とのやり取りがあって成り立つ仕事内容（商品を配達し

代金を受領する）ですと、自分だけでは決して完結しません。本当にい

つものご協力に感謝です。

12372 ミーコ 子供達
相手の立場になって、言葉をかけてくれてありがとう。

家の手伝いを進んでやってくれて助かってます。

12402 タケちゃん 愛ちゃん Happy Motherʼs Day！

12406 じゅんこ 私に関わる全ての方々

皆さん、いつも私をフォローして下さったり、支えて下さりありがとう

ございます。

お陰様で楽しく元気に生きています。

皆さんがそれぞれに幸せで健康でありますように願っています。

12454 のん 母

いつも子供たちがばぁばの家行きたいと言ったら、いつもいいよーって

言ってくれてお泊まり&遊びに行かせてくれて本当ありがとう。たまに

はゆっくりして自分の時間も作ってね。

12546 ちっち 夫

仕事が大変な時も子育てに積極的に参加してくれて、家事も手伝ってく

れてありがとう。

本当に感謝しています。
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12559 ミックスジュース 実家の近所のおばさん

母を早くに亡くした私に、中学の頃、土曜の学校がある日にお弁当を

作って持たせてくれてありがとう。あれから30年以上経ってもありがた

い忘れられない思い出です。

12571 ともちゃん 母親

もうすぐ母の日だね。お母さんは私と違って都会の大阪に住んでいるし

高齢だから、人一倍感染や入院が心配です。このコロナ禍を乗り切って

少しでも元気で⾧生きしてね。ちょっと早いけど、母の日おめでとう。

母の日のプレゼント、今年も送るから楽しみにしててね。

12582 いちご大好き 両親
幼い頃から愛情豊かに育ててくれたお陰で今の私があります。親になっ

てさらに有り難さを感じる毎日です。本当にありがとう。

12584 ななこ 両親、祖父母、子供 周りの人たちから愛情をもらったことに感謝しています。

12623 うめ 旦那
休みの日には子供達と遊んでくれたり仕事で疲れててもお風呂入れてく

れたりありがとう

12635 とく 友人

コロナ禍になって以来、毎年恒例だった夏休みの再会が叶わないけれ

ど、毎年誕生日メールをありがとう！遠く離れていても自分のことを

思ってくれる人がいるというだけで、心温まり日々がんばれるよ。再会

の日まで元気でね。

12648 リケルメ 妻 いつも家の事をありがとう。

12785 たろ 異動前の職場の方

いつも仲良くしてくれてありがとうございました。あなたがいない職場

がこんなに寂しいなんて思いませんでした。お互い新たな職場で頑張り

ましょう。

12887 ゆー ４歳の娘

いつもお手紙書いてくれたり、お手伝いしてくれてありがとう。

余裕がない時、優しくできなくてごめんね。

これからもよろしくね。

12902 ゆなみ
山歩きの楽しさを教え

てくれた友達

山歩きが出来る体力がないと心配している私に一歩ずつ歩けば何処へで

も行けると多くの山に連れて行っていただきこの歳になっても歩けてい

る事に感謝です。

12907 みえちゃん 夫

料理が得意でユーモアのあるあなたのお陰で毎日の晩酌が美味しくて愉

しいです。再婚同士で、子供がいなくても楽しい毎日が送れるのもあな

たが元気で居てくれるからです、ありがとうそしてこれからも宜しく。

13021 あも 夫 いつも頑張ってくれてありがとう。

13022 とも 2人の子どもたち

シングルマザーになって18年、この春、保護者を卒業。あなたたちを支

えてた様でお母さんが支えてもらってた。良い子に育ってくれてありが

とう。

13034 ぶんた 夫

いつもお仕事お疲れ様です。

最近、ケガをして、身体の衰えを感じる、と言っていましたね。

お互い、身体に気を付けて、心身共に健康でいられる様に努めましょう

ね。

13054 みゆ 天国の母

亡くなって二年以上たった今でも孫達はばあちゃんに会いたいと泣く時

があります。それだけ愛情を注いでくれていたんだと思います。本当に

ありがとう。

13070 こめこ 母親

今でも色々お世話になりっぱなしです。

本当にありがとう。

身体に気をつけてこれからも元気でいてください。

13104 ゆきちゃん 最愛の夫、ひでくん

いつも家族をとても大切にしてくれてありがとう。

こうちゃんもえいちゃんも私も、パパが大大大好きです！

あなたと結婚できて、毎日本当に幸せです。

これからもたくさんの幸せな思い出を作っていきましょう！
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13145 みーさん 会社の先輩

この度20年お世話になった会社を退職することになりました。失敗が多

かった私をあきらめずに叱ったり、励ましたりしてくれた先輩。本当に

ありがとうございました。自分の軸を持ちなさい、の言葉、忘れませ

ん。

13160 たぬきち 一人息子

社会人として立派に成⾧してくれてありがとう。コロナで帰省もままな

らず、オンラインでしか会うことができませんが、元気で頑張ってくだ

さいね。

13195 とん 夫

毎日毎日お仕事ご苦労様です。

帰ってきたら、子供のお風呂も毎日いれてくれ、遊んでくれ感謝してい

ます。

13209 sweetchan
夫

年金暮らしで二人でなんとか暮らしてます。

でも家にじっとしているのが嫌いな二人。夫は渓谷や手軽なハイキング

コースを探し、車で連れて行ってくれます。家でじっとしていると何か

と暗くなりがちな毎日。いろいろと考えてくれる夫に感謝してます

13278 待つ 息子 無事に産まれてきてくれて、ありがとう。

13361 アミ− 母
母さん２年前に親父を亡くした直後に色々と嫌がらせを受けたみたいだ

けど、側にいて力になれなくてごめんよ。

13397 ひつじ 夫
いつも支えてくれてありがとう、手伝ってくれてありがとう、だいすき

だよ

13412 そうママ 両親

遠くてなかなか会えないけど、いつも気にかけてくれてありがとう！！

自分が子育てして、改めて両親のすごさを感じます。コロナが落ち着い

たら旅行に行こうね♪

13551 おかぴー 母親
いつも色々助けてくれてありかとう。いつまでも元気で楽しんでね。

これからも色々お出かけしようね。

13615 あかり

大好きなお義母さん(ほ

んとは義理って付けた

くない)

いつも旦那さんよりも私を優先してくれて、好きなお菓子とか用意して

くれてありがとう。

旦那さんと喧嘩したときに私の味方になってくれて、話を聞いて慰めて

くれてありがとう。

泊まりに行ったときに、疲れたやろ？ゆっくり休んどき！寝転んど

き！って枕を差し出してくれるお母さんがいるおかげで義実家でもくつ

ろげてます。いつか子どもたちが結婚してもお母さんみたいなくつろぎ

を与える義母になりたいです。本当に大好きです。

13652 トク 子どもたち 生まれて来てくれてありがとう。幸せをありがとう。

13702 すっちゃん 母
結婚してからも子供の頃から変わらず気に掛けてくれていつもありがと

う。

13740 あー 旦那さん いつもありがとう

13757 茜 夫

管理職になり仕事がますます忙しくなったのに、帰ってきてから夕飯作

りに励んでくれてありがとう。いつも助かっています。これからもよろ

しくね！

13846 きよP 夫 家事、育児、一緒に頑張ってくれてありがとう！

13881 ともやん 子どもたち いつも元気でいてくれてありがとう！
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13910 マダム 両親

親になり、孫が生まれ、還暦を迎え

ようやく人としての役目を終えたかなと思います。お二人は今の私を見

てどう思ってますか？ まだまだ努力が足りない？ よく頑張ってる？

笑

還暦を超え、いよいよ人生のラストステージに向かいます。

いつか、其方の世界で会えた時に褒めて貰える様に、あと少し頑張って

みようと思います。お二人の娘として恥ずかしくない様に、あと少しだ

けがんばってみます。

もう少し直接お礼を言うのは待っていて下さいね。

色々あったけど、楽しい人生になりそうです、だからこの世に生んでく

れてありがとう！って直接伝えたい。

今になってお二人の想いがわかります。もう少し待っていてね。

13913 かたくりこ 妹
入院中は本当に助かった！！

何から何まで…ありがとう！

13926 夏生まれ 両親
若い頃は、迷惑かけたこともあると思うけど、自由に決めさせてくれ

て、意思を尊重してくれて、ありがとうございます。体に気をつけて。

13931 としちゃん 主人と子供 いつも健康でいてくれて、ありがとう。これからも元気でいてください

13981 naopu-
身近にいるすべての人

達
こんな人間によく付き合ってくれてる頭下がります

13983 さあママ 夫

毎日休みなく朝早くから夜遅くまで働いてくれてありがとう。

疲れていても、いつも家族のことを大切にしてくれて、ありがとう。

あなたと結婚できて、子供にも恵まれて、私はとても幸せです。

これからも楽しいこと、辛いこと色々あると思うけど、たくさん話をし

て、一つずつ乗り越えていきましょう。

13985 えみりん 夫
だいたいのわがままはほとんど、聞いてもらえます。

いつもありがとう。

14073 きー 両親
いつもありがとう。なかなか会いに行けないけどまた3世代みんなで旅

行に行こうね。

14132 トトロ 亡くなった祖母 自分の子供だけでなく、孫まで育ててくれてありがとう

14170 まきん 実母 孫守りありがとう

14272 たーちゃん 子どもたち
怒ってばっかなママなのにいつも大好きって言ってくれてありがとう。

ママもゆうととほのちゃんのことが大好きだよ。

14276 norichaann 弟
母と同居し会社勤めしながら毎日の見守り、助かっています。ありがと

う。

14323 ちゃあちゃん 娘夫婦たち いつも気にかけてくれてありがとう

14369 にくまる 仕事の同僚

あなたがコロナの濃厚接触者で2週間休みになって気づきました。毎日

昼休みに数分間話せる時間が自分にとって大切な時間だったなと。いつ

も話を聞いてくれてありがとうございます。

14371 さるぴょん 旦那さん
翔ちゃんと出会ってからずっと幸せです。いつも色々ありがとう！だい

すき！

14433 ゆう お客様

自分の子どものようにいろいろと気遣っていただき、本当にありがとう

ございます。本当の身内よりも本音を話せる関係で、ありがたい存在だ

と思っています。

14587 かおぴ お母さん
いつもありがとう。

遠く離れているけど、私達を想ってくれてありがとう。
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14619 空 家族
ありがとうございます。

この一言につきます。

14628 楽園の使者 二人の孫
生まれてきてくれてありがとう。じじとばばはあなた達の成⾧が楽しみ

でしかたありませんよ。

14753 プリン 旦那
12月に子どもが生まれて、仕事から帰ってからもお休みの日も、子ども

のお世話をしてくれたり、私を助けてくれてありがとう！

14771 だゆき 娘 毎日幸せをありがとう

14805 あーちゃん 彼氏
付き合って2年以上経ちました。どんな時も嫌いにならずそばに居て支

えてくれてありがとう。これからもずっと一緒に居ようね。大好き！

14851 yurily4 夫

更年期の不調でいろいろな事が出来なくなり、何かとしんどい毎日。

いつも気遣ってくれて、買ってきたお弁当も文句言わずに食べてくれて

ありがとう。

14868 みどり 両親
いつも気にかけてくれて、見守ってくれてありがとう。いつでも味方に

なってくれるので、安心して挑戦出来ます。いつも感謝しています。

14870 つゆだく 母親
産んでくれてありがとう。おかげでお父さんを独りで寂しく死なせずに

済みました。

14873 ぽん お母さん

只今子育て真っ只中です。母がたまにお手伝いに来てくれて本当に助

かっています。

コロナでストレス発散がうまく出来なく、子育てもいっぱいいっぱ

い・・・。はじめての子育てってなかなか自分で体験しないとわからな

いものですね。

改めて、子育てしているママ・パパお疲れ様です！！

14886 peko
お世話になった大工さ

んたち

短い間でしたが大切して頂き、ありがとうございました。

第2のステージに立つ為、日々頑張っております。大工さんたちのおか

げで、さらに建築に興味を持ちました。

14900 ななこ 家族（夫、母、兄）

夫へ

いつも食事の支度や、病院へ連れて行ってくれてありがとうございま

す。

母へ

毎日、忙しい中を電話をしてくれてありがとうございます。毎日、母の

声を聞けて癒されてます。

兄へ

健康でいてください。心よりお祈りしております。

14907 のんきち
少年野球の監督やコー

チ

いつも子供たちの指導をありがとうございます！

家族みんな野球が好きになりました。

暑い日も寒い日も、雨が降る日も真剣に子供たちと向き合って下さり感

謝しています。ありがとうございます！
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