
　広報誌が届かなかったら…　『広報いけだ』は毎月１回１日発行です。
発行日の正午までに広報誌が届かない場合は、（公社）池田市シルバー人材センター
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スマホやパソコンで『広報いけだ』を
ご覧いただけます。
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10言語に対応 自動音声読上げ
便利な機能もいっぱい！

※ベトナム語は音声読上げ機能には対応していません

男性：49,732人（+55人）
人口：103,730人（+130人）

女性：53,998人（+75人）
世帯数：48,912世帯

▶早くこの緊急事態が収束し、
以前のような普通の生活が送れ
ますよう一人ひとりが密を避ける
よう努力していきましょう！

（あーちゃん 40代 会社員）

▶皆さんのおかげで私たちが健
康に過ごすことができます。本当
にありがとうございます。僕も皆
さんのような社会に貢献できる
ような大人になりたいです。どう
か体に気をつけてください。

（イット 男性 10代 学生）

▶コロナと闘う最先端でお仕事
されている皆さま、いつも本当に
感謝です。ありがとうございます。
どうかこれからもよろしくお願い
します。私も週３回医療従事者様
にお弁当をお届けしています。細
心の注意をしながら、今日も元気
で過ごさせていただきありがたく
思っています。先の見えない闘い
ですが、共に乗り越えていきたい
と思います。一日も早く終息でき
ますよう一人ずつ心掛ければと
願っています。

（ゴーゴーニスモ 女性 50代 配送
ドライバー）

▶ありがとうございます。わたし
は在宅勤務です。でも外に出て働
いていらっしゃる皆さまがたくさ
んいて、その皆さまのおかげで普
段の生活ができています。感謝し
かありません。

（M.E 女性 40代 会社員）
▶宅配業者の方、スーパーや小
売店の方、私たちが引きこもれる
のは皆さまのお陰です。ありがと
うございます。

（しんまいばあば 女性 50代 主婦）

▶皆さまが医療の現場で頑張っ
てくれるから池田市民は安心し
て暮らせます。感染の危険や、ご
家族への感染を気にされながら
のご勤務本当にありがとうござ
います。医療従事者の皆さまに安
心して仕事いただける池田市で
あるよう、私たち市民もできる事
を協力させていただきます。

（S.H 男性 50代 会社員）

▶とても不安な毎日ですがみんな
でコロナに立ち向かい、以前の生
活に戻れるように頑張りましょう！

（k.kaori 女性 50代 ヘルパー）

▶自分が感染するかもしれない
のに、まだ分からないウイルスな
のに、多くの人を助けていただき
ありがとうございます。体に気を
つけてください。ありがとう！

（K.N 女性 50代 専業主婦）

▶息子や私たち家族が、日常生
活を送れているのも、作業所の職
員さんや介護事業所のヘルパー
さんの努力のおかげです。ありが
とうございます。

（T.K 女性 50代 パートタイマー）

▶さあ勝とう。コロナに勝とう。
明日に向かって負けるな。負ける
な、大人も子どもも。日本も一つ。
世界は一つ。

（K.N 男性 70代 無職）

▶毎日感謝の気持ちで一杯で
す。今、皆さまがいらっしゃるか
ら私たちは生活ができています。
本当に本当にありがとうござい
ます。でも、自身の体も絶対守っ
てください。感染を広げることが
ないよう、私たちも頑張ります。

（ST 女性 50代）

▶私たちのために最前線で自身
の身をていして闘ってくださり、
本当にありがとうございます！言
葉が見つからないほど感謝して
います。自身の体もくれぐれも大
切にしてください。

（alice 女性 50代）

▶誰しもが不安である中、私たち
の生活を守るため最前線で身を
ていして頑張ってくださってる全て
の方に感謝しております。その方た
ちのためにも、今できることをそれ
ぞれの場所で実行し、この状況が
早く終息することを願っています。

（T.M 女性 40代 非常勤職員）

▶この時を共に過ごす市民とし
て同じラインに立ち、自分にでき
る事を考え、市民全員が協力して
乗り越えたいです。皆さま本当に
ありがとうございます。

（machi 女性 50代 医療関係）

▶介護施設で、母親がいつもお
世話になってます。施設スタッフ
の皆さま大変でしょうが、母親の
ことよろしくお願いします。解除
されれば、すぐに会いに行こうと
思います。自分自身もコロナにか
からぬよう、仕事、買い出し以外
は、外出しないよう心掛けます。
すみませんが、母親のことよろし
くお願いします。

（U.M 男性 60代 会社員）

▶本当に頭が下がります。家にい
て外出を控えるくらいしかできま
せんが尽力します。

（しょう5 男性 50代）

▶未経験の困難な状況に立ち向
かってくださっている医療従事者
の方々をはじめ、エッセンシャル
ワーカーの皆さま、本当にありが
とうございます！感謝しかありま
せん。少しでも感謝のパワーよ届
けー！！

（ひつじ 女性 40代）

▶使命感を持って対応いただい
ている姿を拝見させていただき、
本当に感謝申し上げます。ありが
とうございます。お体壊す事無
く、頑張ってください。どうか宜し
くお願いします。

（S.M 男性 40代 会社員）

▶医療従事者の皆さま、このよう
な状況の中で不安をもちながらも
働いてくださり、本当に感謝しかあ
りません。私にできることは、家に
いることぐらいしかありませんが、
その小さなことを守って、収束を
願います。応援しています！

（CHI-CHI 女性 10代 小学生）

▶コロナウイルスと闘っている全
ての皆さま、大変ありがたく感謝
しております。普通の生活がいか
に大切かをしみじみと感じるこ
の頃です。今年11月に3人目の孫
も生まれる予定です。はやく終息
を切に願っております。頑張りま
しょう。

（W.N 男性 60代 臨時職）

▶貴方の笑顔が大好きです。コ
ロナなんかに大切な人の素敵な
笑顔が奪われないように、どう
か、私たち一人ひとりが、目の前
の一人を絶対に守る。それを全
国民ができれば、こんな事態はす
ぐに収まるのです。

（もこmam 女性 40代 介護士）

▶あなたには、本当に感謝してい
ます。ちゃんと気付いています。
ちゃんと見ています。ストレスや
差別があるのも知っています。私
たちも少しずつ辛抱します。コロ
ナの終息を祈ります。

（いけだ なみへい 女性 40代 パート）

5月1～8日に、市ホームページと公式LINEで募集した感謝のメッセージを紹介します。
　31ページにも掲載していますので、あわせてご覧ください。

▶頑張らないでください。逃げて
ください。生きてください。運ばれ
てくる患者さんと、皆さんの命の
重さは同じです。皆さんに休息が
確保されることを願っています！

（S.S 女性 40代 主婦）

届けたい『ありがとう』の気持ち
新型コロナウイルスと闘う皆さまへ
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