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1 コロナに負けずに頑張ろう！
2 大変な状況ですが今は自粛してみんなで乗り切りましょう
3

大変な状況の中、このようなプロジェクトを考えていただき本当にうれしいです。ありがとうございま
す。

4

コロナが収まったらまた帰省したいと思います。
これからもよろしくお願いします

柏崎市から上京して4年目の大学生です。柏崎市でも新型コロナウイルスに感染した方がいらっしゃ
るとお聞きし、患者様の一刻の早い回復と流行阻止を願うばかりです。
5
新型コロナウイルスの流行でしばらく帰省出来ないのは寂しいですが、ここが踏ん張りどころだと捉
えて頑張ります。柏崎市の皆さんも体調管理を行い健康に過ごせるように祈っております。
ついに柏崎市でも感染者が出てしまいましたね。出張関係の方だったとはいえ、これから感染者が
増える可能性がなくなることはありません。私も帰省したいという気持ちはありますが、今年は政府
6
が推奨しているオンライン帰省で我慢しようと思います。そうすれば乗り換えで待つ必要もないです
し！みんなでコロナに打ち勝ちましょう
柏崎市でも新型コロナウイルスの感染者が確認されたと聞き、大変心配しております。
7 一刻も早く事態が終息し、また柏崎市に帰ることができるよう願っています。
柏崎市を応援しています。
8 世の中厳しい状況ですが、自分ができること、自粛をしていこうと思います。
今回、帰省できない学生にとってとてもありがたいです！
9 柏崎を誇りに思います！
早くコロナが収まって柏崎に帰りたいです！
10 ありがとうございます。
11 うみのまち柏崎を元気に盛り上げてください！応援しています！
12 対策をしっかりして家族や地域の方が安全に生活できるように願っています。
13

帰省したいのをぐっと堪えて●●（県外地名）にいます。またいつか、元気で家族や友達に会える日
を、柏崎の食をまた味わえることを、柏崎の地を感じられることを楽しみにしています。

14 ありがとうございます！
15 大好き柏崎
16

コロナおさまったら、帰省したいです！！柏崎市も大変だとは思いますが、お互い頑張っていきま
しょう。

お互いコロナで大変かと思いますが、こういった支援をしていただけるのは心が温かくなって、生活
17 にわずかながら希望が持てます。
次いつ柏崎に帰れるかわかりませんが、負けずに頑張りましょう！
とっても帰りたいです。夏には海に行きたいなあ?と思います。花火大会も、延期は残念ですが、予
18 定が合えばぜひみに行きたいです。
柏崎にコロナが蔓延しないことを心から祈っています
19 アッパレ 大将軍 柏崎
20

県外に出て、改めて柏崎市の良さを知りました。今とても帰省したいという気持ちでいっぱいなので
すが、今は我慢しています。このような贈り物、とても素晴らしいと思います。ありがとうございます。

21 市役所で働きたいです
22

こんな状況でアルバイトもできず苦しんでる学生が多いと思うので、地元でこのような活動があると
知ってとても嬉しいです。

このようなプロジェクトを企画していただき、本当にありがとうございます。
23 コロナウイルスの影響で不安な気持ちが多い日々ですが、とても励まされました！
柏崎で過ごせる日々や、えんまいちや柏崎花火などの行事に参加できる日を楽しみにしています。
県内でも有数である花火大会の中止、非常に残念に思います。また、柏崎市内でも新型コロナウイ
24 ルスの影響がこれからも拡大していくと思われますが、市民の皆様が無事でいられるよう切に願っ
ております。
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25 ついに柏崎でもコロナ出ましたが、手洗いうがい徹底して再びコロナ感染者0の街へ！
26 帰りたいです。
日本全国大変な時期ですが、帰省できないこの状況の中でこのように支援してもらえるのは本当に
27 ありがたいです！柏崎の皆さんも3密を避けておうち時間心掛けてください！
そしてえちごんもコロナに気をつけてください！！
28 ありがとうございます！！
この度ご支援していただきありがとうございます。現在、私だけでなく、地方出身の学生は経済的に
非常に困難な状況にあるため、このような支援は大変嬉しいです。帰省したくてたまらない気持ちで
29 はありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、この状況が収まるまで、外出自粛を心が
けたいと思います。また、柏崎の方でも感染者が増えているということを耳にしました。今後感染者
が増加しないように、対策に努めていただけると安心です。どうぞよろしくお願いします。
このような企画をしていただきありがとうございます！
家族も心配している中、帰省を自粛しているのでとても嬉しく思い、すぐに申請させて頂きました！
柏崎にいる家族や知り合いがこの状況の中で安全に健全に過ごすことができるよう、祈っていま
30
す。柏崎の上に立たれる方々が、この大変な中でたくさんのことを考えて動いてくださっていること、
とても感謝します。まだこの警戒を要する事態はしばらく続くと思いますが、どうか辛抱強く市民を正
しい方へと導いていただきますよう、よろしくお願い致します。
31

関東はものすごい勢いで感染者が増えています。二の舞いにならぬよう今できることをしっかりやっ
てご自身の健康を守ってください！お互いに頑張りましょう！

小学校のとき●●（個人名）には大変お世話になりました。柏崎でコロナが広がらないように頑張っ
32 てください！
応援してます！
33

3月から柏崎に帰ろうと思っていましたが、この状況で帰れませんでした。こういったことをしていただ
いて本当にありがたいです！えんま市来年は参加したいです！

34

地元の柏崎がこのような活動をしていると聞き嬉しい気持ちです。
このような支援が広まっていくよう、少しでも協力できたらと思います。

35 コロナに負けないでください。
36

大変な中こんな嬉しいプロジェクトをありがとうございます。柏崎の方もえちごんもがんばってへくだ
さい！

37
38
39
40

このようなプロジェクトを立ち上げていただきありがとうございます。
地域活性化のための施策をどんどん行って欲しい。
柏崎だからといって油断せずに、みんなで頑張りましょう！
柏崎大好きです。

41

帰省をするか悩みましたがやめました。柏崎市市民としてこのようなプロジェクトはとても素敵だと思
います。自粛頑張ります。

42 家族に会いたい気持ちもありますが、今はステイホームでコロナに負けないように頑張ります！
このようなプロジェクト非常に嬉しいです。
柏崎に帰るどころかアルバイトも自粛中で楽しみがないところですが、届いたお菓子を食べながら地
元を思い、頑張っていきたいと思います。
また、私たちの代は成人式も延期になってしまい、それも実施できるか、また実施できたとしても帰
43
れるかどうかが大学の事情でわからないのも辛いのですが、成人をみんなで祝えればいいなと思い
ます。
柏崎もコロナウイルスの感染者が少しずつ出てきているようで心配ですが、これ以上の感染が増え
ないように対策を万全にしていただければと思います。
44 柏崎大好きです！コロナが収まったら絶対帰ります！
45 応援プロジェクトありがとうございました。こんな中楽しい気持ちになりました。
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残念ながら成人式が延期となってしまい、とても落ち込んでいたため、地元のこのようなものを頂け
るのはとても嬉しいです。柏崎市でも新型コロナウイルスの発病患者が出たということを聞きとても
驚きました。この新型コロナウイルスが早く終息することを願っています。また、終息したら地元柏崎
46
に帰省したいと思っています！この度は素敵な贈り物ありがとうございます！このような贈り物はと
ても活力になります！今後も勉学に励み多くの人を助けることが出来る素敵な看護師になれるよう
に頑張りたいです！！
●●（県外地名）は毎日感染者数が絶えません。そんな中、地元柏崎のコロナ情報も毎日確認して
47 います。離れていても家族と仲間たちが心配です。みんなでこの厳しい状況を柏崎市民の元気で乗
り切りましょう！
48 おいしい笹団子をたくさん食べたいです。
49

当初春休みに予定していた帰省も中止せざるを得ない状況となり悲しいですが、現在自身のできる
ことに集中し、故郷柏崎への感謝を忘れることなく頑張っていきたいと思います。

50

いろんなイベントが中止となり来年はみんなで綺麗な柏崎花火をみれることを願って今を頑張りま
しょう

緊急事態宣言が出された今、さらに新型ウイルスの危機を感じておりますが、このようなプロジェクト
51 を立ち上げていただき、感謝の気持ちで一杯です。地元柏崎のためにも今は自粛をし、少しでも早く
この事態が良い方向へ進むことを願っています。
52
53
54
55

一緒に頑張りましょう！
柏崎市にもコロナが出てるとということで感染拡大しないことを願います
素晴らしい企画ありがとうございます
柏崎もコロナに負けずに頑張ってください
私は今、大学で看護を学んでいます。今回このような事態になり自分の進もうとする道の厳しさを改
めて実感しました。今医療従事者として現場で治療に関わることはできませんが、看護学生としての
56 自覚をしっかり持ち徹底的に自粛を行っています。実家に帰りたいと思う気持ちはもちろんあります
が、今は辛抱して感染が治まったあと元気な姿で家族や地元の友達に会えることを願っています。
お互い頑張っていきましょう！
57

このような企画をありがとうございます。わたしは●●（県外地名）に住んでいるので、GWは柏崎に
帰ることができません。お菓子を食べながら、自宅で過ごしたいと思います。

58 コロナウイルスに負けず頑張りましょう。
59 たくさんのイベントが中止になったりしていますが、コロナに負けず頑張って下さい、、！！
60

共に新型コロナウイルスの困難を乗り越えられるよう頑張りましょう！
地元柏崎の皆様が健やかな暮らしを送れるよう祈っております。

これ以上のコロナウイルス拡散を防止する為に外出を控えているのは勿論の行動ですが、1日誰と
61 も話す相手がいない方も多いと思います。こんな時こそ 声を掛け合って 日々の不安を和らげたいも
のです。広報の呼びかけがもう少しあっても良いかと思います。
62

この度は学生のために、心遣いいただきありがとうございます。現在帰省することもできず、柏崎の
仲間や家族に会えないのは寂しく思います。しかし、皆様と一緒に乗り越えていきたいと考えます。

63

２月、３月に柏崎に帰省しようと思っていましたが、コロナウィルスによって中止となり、ゴールデン
ウィークをも帰省できないことに残念な気持ちです。早く家族、祖父母、叔父家族に会いたいです。

64

市民一丸となって困難を乗り越えましょう！遠くから応援してます！私達もコロナに負けず頑張りま
す！

65

●●（県外地名）から柏崎へ今は帰省できませんが、故郷へいつか恩返ししたいと思っています。
ありがとうございます。

まずこのようなプロジェクトを行っていただきありがとうございます。
柏崎市にもコロナの感染者が確認されたことを聞いて残念でありません。私も帰省せず自粛しようと
66
思います。
一緒にこの危機を乗り越えていきましょう！
67 心が温まります。ありがとうございます。
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大変な時期にこのような温かいプロジェクト本当にありがとうございます。
これ以上の感染拡大が進まないように私たちの故郷をよろしくお願いします。柏崎大好きです。

69 大好きです
70

今回の取り組み本当に素晴らしいと思います。地元のお菓子が食べれるのはとてもうれしいです。こ
れからも街を活性化させてください、応援しています！

71

大変な状況で、寂しい思いもしていますがこのような取り組み非常に嬉しく思います。柏崎出身であ
ることを誇りに思います。ありがとうございます！

72

新型コロナウイルスにより、帰省したくてもできない状況が続いていました。精神的にも参っていまし
たが、応援プロジェクトがあると知り応募しました。非常にありがたいです！

73 みんなで頑張りましょう
74 大学を卒業したら柏崎市に戻り社会人として頑張ろうと思います。
地元に帰りたいけど帰れなくてとても寂しいです。
75 少しでも地元を感じていたいので応募しました。
よろしくお願いいたします。
GWに帰省しようと考えていましたが、世の中このようになってしまい断念しました。その中でこのよう
76 なことをしていただき嬉しく思います。笹団子大好きなので楽しみです！
大変ではありますが健康にはお気をつけください。
この度は素晴らしい企画を用意してくださりありがとうございます。
僕は今年の春も帰省しようと考えていましたが、状況が悪かったので帰省しませんでした。GWは絶
対帰りたいと思っていましたが、どんどん状況は悪くなる一方です。しかし、今自分が帰らないという
77 選択をしたことで、自分の家族の命が守られるのならとても嬉しいです。お盆にはコロナがもう収束
していることを信じて、今は手洗いうがいを徹底したり、人が多く集まるところにはなるべく行かない
ようにしています。
今は耐える時だと思います！一緒に頑張りましょう！
78 大変な時ですが頑張ってください！！
私は柏崎が大好きです。
ゴールデンウィークに柏崎に帰省するつもりでした…
私は、楽しみにしていた大学生活もオンライン授業という形になり自宅での受講になりました。その
ため大学の友達も作ることができません。ずっと一人です。また、緊急事態要請が出されたためバイ
トも出来ず、今はなんとか両親からの仕送りで生活していますが、この状況が続くと正直生活が厳し
いです。
国から国民一人当たり１０万円の給付が行われる予定ですが、これはスピードが命です。柏崎市内
はまだ関東と比べ営業時間短縮などの要請も緩く（短縮していない店舗が多いと思いますが…）仕
事・収入への影響は少ないと思います。しかし、私のように上京する娘・息子をお持ちのご両親は柏
79
崎市内にもたくさんいます。そのような状況で、私たちにとってこの１０万円は非常にありがたい収入
源となります。どうか迅速な対応をお願いしたいです。
また、私が毎日ニュースを見ている限り、コロナウイルスに対する国の対応は非常に遅いと感じま
す。どうか国に頼らず、国の政策を待たず、地方自治体が自分たちで考え、柏崎市民の皆さんに呼
びかけて欲しいです。そうしなければ、あっという間にコロナウイルスが市内に蔓延してしまいます。
長々と書いてしまい、ごめんなさい。
早く柏崎に帰って家族に会いたいです。柏崎の友達と遊びたいです。大好きなえんま市も無くなって
しまって、すごく残念です…
コロナウイルスが収束したら必ず帰ります。
実家で暮らす家族に万が一コロナウイルスを感染してしまう恐れがあり、実家に帰省出来ない中、こ
のような形で地元の愛を感じることが出来る機会を設けていただきありがとうございます。現在私は
80 就活生として就職活動をしていますが、このような柏崎市の温かみのある活動は大変励みになり、
とても元気を貰うことが出来ます。コロナウイルスの終息は先が見えず、大変苦しい状況ですが今
自分に出来ることから始めてネガティブにならず最期まで頑張ろうと思います。
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柏崎で感染者が出たということで、人と人との結び付きが強い地域がゆえに感染が拡大してしまわ
ないかとても心配しています。感染予防を徹底し、周りの大切な人たちの命を必ず守ってあげてくだ
さい。コロナはインフルエンザと違って、空気が乾燥しているとウイルスの力が弱まりやすいそうで
81
す。
こちらも感染の恐怖を感じながら、なんとか健康に生活できています。1日でも早く笑顔で柏崎に帰
省できることを願っています。
82 ありがとうございます！
83

このようなサービスは柏崎市はしないと勝手に決めつけていました。ですが市民のことをしっかり考
えて行動してくださっていると分かって感無量です。本当にありがとうございます。

84 地元に帰れず頑張ってます
85 コロナにかかった人が周りから差別されることなく生活できるような対策を講じてください
86 コロナで大変な時期ですが頑張りましょう！！
87

日本のみならず世界中が困難な状況に陥っている現状です。地元から離れた地にいますが、柏崎
人としてコロナウイルスに負けずに頑張ります！

88

大変な状況ですが、このような機会を設けていただきありがとうございます。
笹団子も網代焼も好きなので楽しみに待ってます！

私は現在大学4年生ですが、将来は小学校教諭になることを目指しています。地元新潟に戻って先
生になるために、今は採用試験に向けて勉強に励んでいるところです。この度はこのようなプロジェ
クトを計画していただいたこと、とても感謝しています。柏崎にいる家族のことが心配で会いに行きた
89
い気持ちもありますが、今は自分にできること、やるべきこと、今だからこそできることを考え、●●
（県外地名）の地で頑張りたいと思います。暗いニュースばかりの毎日ですが、皆さんで力を合わせ
て乗り越えましょう！楽しみに待っております。
一人暮らしで●●（県外地名）にいるので、家族に会えないのは辛いなと毎日思っていました。です
が、こういったことが励みになります！とても温かい気持ちになりました。
90
柏崎はご高齢の方々が多くいらっしゃるため、感染拡大したときが心配です。
コロナが終息し、また柏崎に帰れるように、家族、友人にはやくあえる日を願っています。
91

コロナがはやっている現在。いろんなお店が閉まっていて寂しいですが、それも柏崎のため。コロナ
収束には家にいることが大切。帰省も自粛しなくてはなりません。ドカメン食べたい

ついにコロナ感染者が出たと伺いました。今は帰省も出来ず、家族のことも心配で毎日電話をする
ようにしていますが、このような学生は本当に多いと思います。お菓子を食べて柏崎市を思い出しな
92 がら頑張りたいと思います。
柏崎市でコロナがこれ以上広まらないことを願っています。市の職員の皆さん、柏崎市のため、私た
ち市民のために毎日頑張ってくださりありがとうございます。
この春柏崎を離れ大学に進学しましたが授業もなく大学の友達もまだいなくてずっと1人で家にこ
もってる状況で柏崎に帰りたい、いつになったら帰れるんだろうって毎日思ってます。そんなときこの
93 プロジェクトを知りました。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。またいつものように過ごせ
るようになったらすぐに柏崎に帰って家族と柏崎の美味しいものをたくさん食べたいです。本当にあ
りがとうございます。
94 大変感謝します。
95

柏崎市でもコロナ感染者が出たとうかがいました。感染症への正しい対策が医療関係者でも理解し
ていないように感じます。正しい情報と物資を医療施設に届けて頂きたいです。

96

このような対策を練っていただきありがとうございます。
美味しくいただきます！

97 大好きな地元です。安心して帰省できる日が待ち遠しいです。
柏崎のこと、柏崎にいる家族のことを毎日考えています。柏崎は人と人のつながりを大切にする自
98 慢のふるさとです。今こそ協力してコロナに勝ちましょう。また活気ある柏崎にきっと戻れます。皆さ
んの健康を●●（県外地名）から願っています！
99 ありがとうございます。届くのを楽しみに待ってます。
100 不安な中でありますがふるさとの味笹団子を食べて前向きに頑張りたいと思います。
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現在、学部4年生で公務員を目指していて、柏崎市の採用試験の受験も考えている者です。コロナ
101 ウイルスの影響で、公務員試験の多くも延期になり、その日程がまた未確定の試験も多いので先が
見えない状況で不安が大きいてですが、故郷の味を思い出して頑張ろうと思います。
今は大変な時ですが、お互い思いやりの気持ちを忘れず乗り越えましょう！！
また笑顔で柏崎に帰れるように！！！
コロナの影響で帰省しようにも帰れず、バイトも休みになり、友人とも会えず、ただ一人寂しく過ごし
ています。そんな中、●●（市外地名）のことをニュースで知り、柏崎もこういうものがあったらなと
思っていた矢先のことでした。本当にありがとうございます。とても嬉しいです。
103 夏にはコロナが収まることを信じて、私は地元柏崎を離れてその時まで耐え続けます。大好きな友
人と家族がいる街に少しでも早く帰りたいです。
最後になりますが、今回のプロジェクトを考案してくださった方、そして柏崎市を支える全ての方々の
健康を●●（県外地名）から願っています。
104 大変ありがたいです。
105 帰ることはできませんが、こちらで家族を含めた市民皆様の安全を祈っています。
102

106

この度はこの様なプロジェクトを企画して下さり本当にありがとうございます。大好きな柏崎に今まで
のように帰省できる日が1日でも早く来る為にも、今は「私にできること」である自粛に努めます。

コロナの影響で学校での対面授業の再開がいつになるのか分からず、そして、バイトを探そうにも今
はシフトを入れてもらえないようで金銭面も厳しい…そんな中でこのようなプロジェクトで支援してい
107
ただき、深く感謝いたします。本当にありがとうございます。柏崎でもコロナ感染者が出たと聞きまし
た。とても心配しております。皆様もどうかお気を付けくださいませ。
108

ありがとうございます！
祭りが全部なくなって残念です

109 素晴らしい支援をありがとうございます。
笹団子や、柏崎のお菓子は全て大好きであり、応募させていただきました。現在●●（県外地名）で
110 学生をしており大変な状況ですが、このような試みがあると知り、とても元気付けられました。ありが
とうございます。
111 家に帰れなくて、とても寂しかったです。ありがとうございます。
112 だいすき！かしわざき！
113

この度はありがとうございますごい！！中学・高校は●●（市外地名）に通学していましたが、やっ
ぱり地元の柏崎が大好きです！大変な状況ではありますがお互い頑張りましょう！

114 このような世情の中での、配慮をありがとうございます。
このような企画を打ち立ててくださり、ありがとうございます。
お菓子には目がないものですから、このプロジェクトのことを知ってから迷わず申し込ませていただ
115
きました。大きなイベントを中止にせざるをえないような、大変な時期かと思いますが応援しておりま
す。
116 柏崎もコロナ感染者が出始めて大変だろうけど、頑張ってください。
大学の授業の開始日が延期されたり緊急事態宣言が出されたりなど精神的に疲弊してしまうことが
多い中で、帰省したくても帰れない状況となってしまったことを悲しくそして寂しく思っていたのです
117 が、このようなプロジェクトがあることを知り元気をいただきました。細やかなお心遣い本当にありが
とうございます。
一刻も早くこの事態が収束することを心よりお祈り申し上げます。
素敵な企画をありがとうございます！今は帰省もできず辛い日々が続きますが、収束したら必ずま
た帰ります。大好きな地元です。
本当なら今すぐにでも帰省して柏崎にいる家族や友人と過ごしたい気持ちですが、我慢。
今は我慢の時だと自分に言い聞かせています。
遠く離れた地で一人暮らしをしていると、故郷・柏崎にいつも思いを馳せています。
いつになってもやっぱり自分の故郷は柏崎。自分を温かく迎えてくれる場所があることに幸せを感じ
119 ています。
いつもSNSなどで柏崎の様子を拝見し、ささやかながら応援しております。これからも元気な柏崎で
ありますことを祈っております。
とにかく一刻も早く今の状況が収束することを願っております。そしていつか帰省できる日を心待ち
にしております。
118
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120 頑張ってください！
121 柏崎帰れなくて残念です。今回の企画ありがとうございました。
今回の大型連休で実家に帰省できないのは寂しいですが、家族の命を守るためにも自分にできる
122 ステイホームを心がけたいと思います。
柏崎市民のみなさんが健康でいれることを祈っています。
123 柏崎市大好きです！
124 大変な状況ですが頑張ってください。
125 ほんのび饅頭が好きなのでリクエストします。
このような支援をしてくださりありがとうございます。現在就職活動が難航し、アルバイトも無く、大学
の授業はオンラインという状況ですが、実家の家族からの支援により都内に留まって生活していま
126
す。今回の御恩を決して忘れず、故郷の更なる発展に貢献できるよう今後とも努力していきます。本
当にありがとうございます。
127 いつまでも柏崎は大好きです！
128

お菓子ありがとうございます！
励みになります！

129 あったかくて大好きです
130

一人暮らしを始めてから、柏崎の山や海の自然を恋しく感じる事が時々あります。地元から離れて
みたことで、柏崎の魅力にさらに気づけたような気もします。

131 国難に直面し、柏崎市も大変な時期かと思いますが、是非とも乗り越えて下さいませ。
じいちゃん、ばあちゃん、高齢の方が多い柏崎市なので、コロナウイルスがすごく心配です。わたし
は遠くにいて何もできないけれど、遠くにいるわたしたちのこともこんな風に考えてくれてくださってい
132
る柏崎市が守ってくださると信じています！コロナが収まった次の花火、えんまいち楽しみにしてい
ます！！最後になりましたが、素敵なプロジェクトをありがとうございます！！
133

柏崎のイベントが中止になって残念です。
ご支援ありがとうございます。

134 学校が始まらないけど帰らずに頑張ります
135 頑張りましょう
136

お菓子楽しみです！素敵なプレゼントありがとうございます
遠く離れた土地で柏崎のあたたかさを感じられて嬉しいです

私は現在、柏崎を離れて●●（県外地名）で生活しています。毎回帰省するたびに柏崎の良さを身
に染みて感じています。地元柏崎の自然、人の温かさが本当に大好きです！抱える問題もたくさん
137 あるかもしれませんが、1人1人が少しでも前を向いて進んで行けたらいいなと思います。また、私も
将来柏崎へ何かしらの形で恩返しができるよう、大学生活でたくさん学んで経験を積んでこれるよ
う、頑張ります！
138

柏崎市もコロナウイルスが少しずつ増えていますが、みんなで乗り切りましょう！！
素敵なプロジェクトありがとうございます。

139 頑張ってください
僕は海に山にと自然豊かな柏崎で生まれ育ちました。そんな大好きな柏崎で高校卒業まで
一生懸命陸上を続けてこれたのは本当に幸せな事だったと今実感しています。
世界的に大変なこの状況化でただの学生の僕が出来ることはあるのかと考えますが、わかりませ
140
ん。ただ一つ言える事は柏崎は中越沖地震という災害を乗り越えた経験があります。
当時まだ小学生だった僕は周りの大人が頑張っていた事を覚えています。
あの時を思い出し、今を頑張って下さい。僕も柏崎に帰らず、一人自宅で自粛してます！
141

柏崎市でも新型コロナウイルスの感染者が出たと聞いたので市役所の皆さんも感染しないよう気を
つけてください。

柏崎市大好きです。来春卒業ですがもちろん、戻りたいと考えています。大変な時期ですが、どうか
142 頑張ってほしいです。柏崎の姿を見て私も県外で頑張りたいと思います。
今回はこのような素敵な企画をしてくださり本当にありがとうございます。
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143

早くコロナが落ち着いて柏崎に帰りたいです。
感染拡大しないように今、みんなができることを頑張りましょう!!

144

なかなか帰省できず、自粛生活が続いていますが、コロナに負けず頑張ろうと思います！柏崎市で
感染拡大が起こらないこと祈ってます！！

素晴らしい支援だと思います。感謝申し上げます。私の周りの大学の友達も外に出れなく、友達にも
145 会えず｢苦痛｣を感じています。行政として柏崎市の良さを学生に再確認させるいいチャンスだと思い
ますので、今後とも温かいサポートに期待しています。この度は、ありがとうございます。
146 えちごんすち
147 好きです柏崎
148

特産品ありがとうございます。
よろしくお願いします。

149 海見たい！
150 柏崎大好きです！！
151

柏崎市に家族や友人がいるのでとても心配です。地元に帰れないのは悲しいですが、今は我慢を
頑張ろうと思います。対応など大変な事が多いと思いますが、頑張ってください。

今年のお正月を最後に帰省できていないので、このような企画をしていただき心がほっこりしまし
152 た。ありがとうございます。大変な情勢ではありますが、柏崎のことを懐かしみながら頑張って乗り越
えたいと思います。お互いに頑張りましょう。
コロナ対策で大変な状況の中、帰省できず県外、市外で1人歯を食いしばりながら頑張っている学生
たちに、このような心通う素敵なサプライズを本当にありがとうございます。私も、息子に、帰ってくる
な...と同じことを言いました。胸が張り裂けそうになりました。
153 ふるさとから届く、思いやりの心。きっと子供達は皆この想いに応えて、もう一踏ん張りしてくれると
信じています。
コロナの終息を切に願いながら、県外、市外で頑張っている子供達、そして柏崎のみなさんが無事
このコロナウイルスを乗り越えられることを祈っています！
154 頑張ってください
155 柏崎市にも感染者が出て大変だと思いますが、頑張ってください！私もがんばります^_^
進学先の●●（市外地名）は、柏崎市とほぼ同じ位の人口ですが、大きな病院が３ヵ所と、開業医も
そこそこあります。
大学のシンポジウムに参加すると、医療・福祉に関する考え方や発想力の違いを感じます。
この差は、従事する人の満足度ややりがい、ひいては、定着率にも影響するのではないかと思いま
156
す。
柏崎に留まる事も大切ですが、一度外へ飛び出し、他の地で学ぶ事は、学業以外の事を客観的に
知る機会にもなり、卒業後にも役立つと感じています。
広い視野を持ち、柔軟な発想力を持つ看護師を目指します。
燕市が同じような企画をしたと聞いて柏崎も何かして欲しいなと思っていました。
企画・協力に携わった皆様に心から感謝申し上げたいです。
157
本当にありがとうございます。
大変な状況ですが、お体に気をつけて頑張ってください。柏崎大好きです！
帰りたいけど帰れず会いたい人にも会えません。
コロナの感染者数も多く不安の毎日です。
158 なので出来る限りの自粛を心が得ています。
柏崎は大切で大好きな街なのでこれ以上感染が拡大しないことを祈っています！
みなさん頑張ってください！！！
とてもとても嬉しい企画です。
帰ってくることも大学へいくことも友達に会うこともできず、毎日怖々一人で頑張っている我が子を思
159 うと胸がつまる毎日です。少しでも故郷を感じる事ができたらきっと救われると思います。
市役所の皆さまも毎日大変な思いをなさっていることと思います。１日も早く終息できるよう、頑張り
ましょう！
160 みんなで協力しあって感染を防ぎましょう
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161

離れてみて柏崎の良さを感じています。柏崎がもっと多くの人に知ってもらえるように私も何か取り
組みたいと思うし、柏崎の人にも頑張ってほしいと思っています。

162
163
164
165

この様な機会を設けて頂きありがとうございます。
コロナに負けず頑張って下さい。
このような企画をしてくださりありがとうございます。
成人式が秋に延期になりとても残念です。多分参加出来ないだろうと思います。

166

タカハシのお菓子大好きです
ありがとうございます

167

上京して1年が経ちますが、既に柏崎の街、人、自然が恋しいです。大好きな柏崎、コロナに負けず
頑張ってください！

168 来年は絶対花火を見に帰ります
わたしの家族、友人、柏崎市民のみなさんのためにコロナ対策に努めてくださりありがとうございま
す。また、わたしのように柏崎を出て暮らしている学生にも気をかけてくださり非常にありがたく感じ
169
ます。柏崎もついに新型コロナ感染者が出たと聞き、ショックではありますがこれ以上広まらないよう
みなさんが健康でいられるよう祈っております。
迅速な対応ありがとうございます。一学生として非常にありがたいです。
170 柏崎市が地元で良かったと思いました。
感染拡大阻止を目指して頑張って下さい、応援しています。
家族から柏崎はまだまだ新型コロナウイルスや自粛への意識が低いと聞いています。日本全国、ど
171 この地域も大きくメディアで取り上げられないだけで状況は変わらないと思うので自粛生活辛いです
が共に頑張りましょう!!
172

この様プロジェクト大変感謝します。
ありがとうございます！

コロナで厳しい中ですが、柏崎市民として応援しています。
現在大学で●●（県外地名）に来ていますが、休みの度に柏崎に帰省しています。
173
コロナの影響で帰省が厳しく、寂しく思っています。こんな時こそ、力を合わせて頑張りましょう。
一刻も早く、コロナが収まることを願っています。
私は今年大学4年生で大学では体育の教員免許取得と並行し、アイスホッケーに取り組んでいま
す。高校時代も大学に入ってからもなかなか時間が作れず、えんま市には6,7年行っていません。今
年は教育実習の日程がたまたま合い、えんま市に足を運ぶ予定でした。
今回の新型コロナウイルスの影響により、たくさんの方が辛い思いをされているとおされていると思
います。このような状況の中でも危険と隣り合わせでたくさんの命を支えてくださっている医療従事
174 者の皆さん。そして私たちの生活を確保するために今も尚働いてくださっている方々に心より感謝し
ます。自粛生活が続く中で慣れない生活に辛い思いをされている方もたくさんおられると思います。
自分のため、自分の大切な人のため、そして最前線で働いてくださっている方々の負担を少しでも
減らすためにも、みんなで力を合わせて乗り越えていきたいです。
スポーツもできない状況ですが、事態が収束し、また笑顔で集まれる日を願い、今は自分のできるこ
とをやって行きたいと思います。「苦しまずして栄光なし」踏ん張って行きましょう！
175

イトーヨーカ堂の跡地や、本町にシャターが降りてる店舗が多くなり残念です。
魅力ある企業の誘致に力を入れて欲しいです。

176 コロナ撲滅に向け頑張ってください！
177 柏崎市のこのような気の利いた対応を、柏崎出身者として誇りに思います。
今回の支援、とってもありがたいです。企画して下さった方々や企業の方々をはじめ、この企画に携
わったすべての人に感謝を述べたいです。緊急事態宣言により帰省することができず、残念に思っ
178 ていましたが、このようなかたちで地元のお菓子を食べることができるのはとても嬉しいです。
今は大変な状況が続いておりますが、柏崎市へ元気に帰省できる日を楽しみにしております。皆様
もご自愛ください。
179 みんなが我慢をして苦しい時ですが、頑張って乗り越えましょう。
180 コロナウイルス感染者が出ているようですがウイルスに負けずに頑張ってください。
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今回はこのようなプロジェクトを企画、実行していただきほんとうにありがとうございます。現在●●
（県外地名）は緊急事態宣言が出ており、身近に感染者が何人も出ている状態です。そのため、不
安が募り、帰省を自粛している中で、大好きな地元柏崎から、このような応援プロジェクトを受け、と
181
ても大きな勇気を頂きました。柏崎市でもコロナウイルスが出ており、大変だと思いますが、お互い
不要不急の外出は控え、県外に住まわれている方、県外で頑張っている学生達が早く柏崎市に帰
れるよう、頑張っていきましょう。この度は本当にありがとうございます。
182

このようなプロジェクトを企画してくださり、大変嬉しく思います。これからまだ続くであろう自粛生活で
も頑張れそうです。

183 実家に帰りたくてやまやまですがみんなで自粛頑張りましょう。
息子は柏崎で育ちましたが、バドミントン選手になりたくて中1から親元を離れて●●（県外地名）へ
進学しました。新型コロナで緊急事態宣言がでて、高3の集大成の時に活動ができなくなり、この週
末でインターハイも叶わなくなるかもという瀬戸際です。
184
もちろん、GWに帰郷する予定もありません。
こんな時、故郷から応援をもらったら一瞬でも本人の張り詰めていた気持ちが和らぐかもしれませ
ん。素敵な企画をありがとうございます.
185 ありがとうございます。
186

今は先が見えない未来に対して不安があると思いますが場所は異なれど共に闘っていきたいです。
そして地元に帰ったら両親にさらに親孝行できるように頑張ります。

現在、大学進学のため●●（県外地名）で過ごしています。今回のコロナウイルスの件もあり、自宅
で待機せざるを得ない状況が続いています。また、バイトも学校も休業・休校しており現在の自分の
生きがいとしましては、美味しいものを食べる。面白い動画をみる。自分の将来を見つめ直し、自分
は何をするのが最も効率的なのか。などを常日頃考えています。
神奈川県もコロナウイルスの感染者がかなり多く、本音を言いますと今すぐにでも実家に帰省した
い。その気持ちでいっぱいです。実家は祖父母と共に暮らしており、そんな中、帰省し、家族に。ある
いは大好きな地元である柏崎にウイルスを持ち込んでしまう可能性がある。そのようなリスクを背
187
負って帰省するのは言語道断であり、今は我慢する時だと考えています。家族を失いたくないです。
今回の柏崎出身学生応援プロジェクトは、自粛をしている私にとって大変ありがたく励みになると思
い、申し込みさせていただきました。柏崎市も感染者が徐々に増えていて心配なところではあります
が、一人一人が力を合わせて対策していけば必ず収束すると思っているので、神奈川県と遠い場所
ではありますが応援しています。
分構成や内容が未熟ではありますが、これを読んで少しでも力になってくれたり、共感してくれる人
がいれば幸いです。
今回のコロナで、大学は連休明けまで休みです。
●●（県外地名）から帰省には、実家に高齢者がいるため、泣く泣く断念しました。
188
今回の皆様のご支援ありがたいです。柏崎も行事の中止が決まり大変残念です。
これ以上柏崎の感染者が増えないことを祈ってます。
189

とても嬉しい企画をありがとうございます。娘にサプライズで申込みました。泣いて喜ぶと思います。
「柏崎市出身で良かった。ありがとうございます。」コロナが終息します様に。

190

こういったプロジェクトを企画してくださってありがとうございます。
柏崎市でコロナが大流行しないことを祈っています。

娘と同じようにたくさんの学生が、夢や希望を抱いて故郷を離れました。
自宅待機を余儀なくしていますが、収束を願い、信じて一日一日を過ごしています。
国民 市民 一人一人の行動が 未来を切り開きます。
191
柏崎の子供たちの明るい未来を、柏崎市民で一致団結して切り開いて行けたならと願います。
故郷の応援！！は、とても喜びます！！心強いですし、わたくしたち家族も心強いです！！
ありがとうございます！！
192

ありがとうございます。
コロナが収まったら戻りたいと思います。

新潟から進学のため上京して思ったことがある。それは柏崎市＝原子力発電所というイメージが強
く、花火やきれな海などの観光の面についてのPRが全くできていないと感じる。そのため、柏崎市の
ブランドを向上するためにも是非、PRを強化してほしい。また就職で新潟県へのUターンを希望して
193
いるが、柏崎市の企業についての情報が他の市に比べ、あまり入ってこない。そのため、柏崎市内
の企業を集めた合同説明会を実施したり、●●（市外地名）が実施している、交通費補助などを含
めた「企業見学ツアー」を県外在住者向けにも行って頂きたい。
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大変な状況の中、このようなプロジェクトを開いてくださりありがとうございます。地元である柏崎が
大好きです。

195 コロナの影響で思うようにいかないことが多いですが、自分の健康第一で頑張って行きましょう。
196 柏崎のお菓子をいただきながら、柏崎のことを思って頑張ります。
市民が安心して暮らせるよう医療の充実(総合病院の在り方)を願います
197 市民の安心が活性化に繋がります
今、この大変な時だからこそ強く感じます
198
199
200
201
202

ＧＷや、夏休みなど、長期休暇しか自由に自宅に帰って来られない息子達にとって、実家に帰って
来るな！というのは私達家族にとっても辛いことでは、ありますが、今の日本をはじめ世界の状況が
ある意味有事。故郷の味を送ってくださるとのこと、有難く思っております。きっとホッコリしてくれるで
しょう。
感染が広がっているので気をつけて頑張りましょう
コロナで大変ですが、頑張ってください
忙しい中ご支援ありがとうございます。
今は耐える時です。コロナに負けず頑張りましょう。
今の予定だと成人式出れないのが心残りです。

203 来年は花火が見たいです。
自分の育った街から、こうした支援をいただけることはとてもありがたく、感謝しています。いつか、な
204 んらかの形でお返しできたらなと考えています。大変な状況のなか、いつ終わるのだろうという不安
もあるとは思いますが、みんなで助け合って乗り越えていきましょう！
205 素敵な企画をありがとうございます！
206 皆さんが健康であることを願っています。
えんま市やぎおんなど軒並み開催中止だとお聞きしました。大変な状況ではありますが、学生支援
207 とても嬉しいです。ありがとうございます。帰省できないのは残念ですが、お互いに辛抱して頑張りま
しょう。
温かいお心遣いに感謝致します。
●●（県外地名）でひとり自粛生活をしている娘の体の心配をしながらも、帰らせてあげられない現
実の間で苦しい思いをしておりました。
208
どうか柏崎市が新型コロナに負けず乗り越えられますよう祈っております。
日頃の生活において、できるだけの協力をし感染拡大防止に努めたいと思っています。
よろしくお願い致しますm(__)m
209

学生のサポートありがとうごさいます！
助かります！

210 コロナに負けず頑張っていきましょう！
頑張ってください！
●●（企業名）の関係者からコロナ感染者でて広がっていると聞きますが、友達に●●（企業名）で
働いている人がいたりして、心配です。
ただ、コロナで体の心配も大事ではありますが、心の余裕というのもまた、大切なことのように感じま
す。
211
どうか、みんなで助け合って、笑って苦難を乗り越えて行けたら、いいなと思っております。
GWに帰りたかったのに帰れなくて、寂しい思いをしている所に、故郷のお菓子を送っていただけるこ
とについて、本当に嬉しいです。
大切に、頂きたいと思います。
本当にありがとうございます。
212

とても嬉しい贈り物ありがとうございます。今は、しんどくて大変ですが、美味しいお菓子食べて頑張
ります。

213

このようなプロジェクトを開いていただきとても嬉しいです。
頂いたものを食べてふるさとを感じ、コロナを乗り切りたいと思います。

214 コロナが治ったら帰省したいので、どうかみなさまお元気でいてください！
215 新型コロナウイルスが落ち着いて柏崎にいきたいです。
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いつも柏崎市民のために頑張ってくださってありがとうございます。柏崎に住む家族のことが心配で
すが、今は帰省を自粛し、コロナが早く収束するのを祈るばかりです。市職員の皆様もこの事態で多
216
忙を極めておられると思いますが、どうかお身体に気を付けてお過ごしください。柏崎の美味しいお
菓子を送ってくださること、本当にありがたく励まされる思いです。どうぞよろしくお願い致します。
217

柏崎市も大変な時ですが、離れていても互いの地で頑張りましょう！
落ち着いたらまた、柏崎へ帰りたいです。

218 来年はぎおんの花火を見れることを楽しみにしています！
219

ついに柏崎市でも感染者が出てしまったみたいですが、同じ空の下みんなでウイルスと戦いましょ
う！実家に帰った時、元気な柏崎市であることを祈っています！

柏崎市でも数名罹患者が出たという事で、大変な状況にあると思います。みんながあまり出歩かな
いようにしている為、飲食店などのダメージも大きいのではないでしょうか。この騒動が収まったら地
220
元に帰省し、少しでも貢献できるようお金を落としに行きたいと思っています。今はお互い厳しいと思
いますが、きっと春は来ます。明るい未来を目指して、頑張っていきましょう。
この様な企画をありがとうございます。初めての土地で初めての一人暮らし。コロナウイルス感染対
221 策のため、大学生活も順調なスタートとはならず、不安な毎日だと思いますが、大好きな網代焼を食
べて、元気を出してもらいたいです。みなさんの暖かい気持ちに感謝しています。
222

懐かしい味をありがとうございます！
コロナ対策頑張ってください！！

223

僕たちは元気に暮らしてます！
柏崎の皆さんも一緒に頑張りましょう！

224 また帰省できる日まで、コロナに負けず頑張ってください。
1月の後期試験が終わってから●●（県外地名）の祖父母の家に身を寄せているのですが、コロナ
ウイルスの蔓延のため、●●（県外地名）にも新潟にも戻ることが困難な状況になってしまいまし
た。大学はオンラインで講義がスタートするので問題はないのですが、ずっと祖父母にお世話になっ
ていることを申し訳なく思っています。また、祖父母もコロナウイルスに対して恐怖を感じているよう
225
で、家庭内でも暗い雰囲気が漂っています。そこで、柏崎のお菓子を食べることにより、少しでも前
向きな気持ちになることができればいいなと考え、応募させていただきました。柏崎でコロナの感染
が拡大しないことを心から祈るとともに、コロナが落ち着いた後に安心して柏崎に帰省することを楽
しみにしています。
大変な状況の中、このような企画をしていただきありがとうがざいます。ありがたく応募させていただ
きました。
早く以前のような平穏な生活が戻ることを願い、今は皆が我慢の日々を送っています。そんな中、ふ
226
るさとからのプレゼントはきっと子どもたちの励ましになると思います。ほっとした時間をありがとうが
ざいます。
今はただただ、コロナが早く終息することを願うばかりです。
227 今、新型コロナウイルスで大変ですが、みなさんで乗り越えていきましょう。
地元に帰りたい思いでいっぱいですが、大切な人を守るためにも自分を守るためにも今は自宅に居
228 ます。柏崎市からこのような形でサポートしていただけると、より一層地元愛が深まりました。ありが
とうございますm(__)m
●●（県外地名）に住みながら大学に通っている者です。アルバイトをしているのですが、平日土日
関係なく未だに多くの人が来店されます。自粛宣言が出てからご来店されるお客様は増え、売り上
げも上がっている状況です。スーパーやドラッグストアと隣接していることもあり、来客される方が多
いのかと思いますが、いつ感染者がでてもおかしく無い状況です。アルバイトの時は毎回不安と恐
229
怖を感じながら働いております。今年は帰省もできないので、アルバイト先と家の往復の日々で、不
安に思うことが多いです。柏崎に住まわれている方々も先の見えない状況に不安や恐怖を感じるこ
とが多々あると思いますが、予防と自粛に努めて一刻も早く元どおりの日常になるように頑張りま
しょう。
230 頑張ろう、柏崎。
231

素敵な企画を考えてくださりありがとうございます！
いろいろ大変だと思いますが頑張ってください！
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柏崎はとてものどかで、地元に帰るといつもリラックスした気分になれます！
232 成人式楽しみにしてます！
これからの柏崎の益々のご発展とご活躍を願ってます！
233

新型コロナへの対策頑張ってください。
もっと他にも支援があると助かります。

234 このようなプロジェクトありがとうございます。
コロナウイルス感染者の多い地域に娘が居る、もし娘が感染したらと思うと柏崎に帰って来てそばに
いてほしいと思いました。娘も帰ろうかなと言いましたが、心を鬼にして今は帰って来るなと、帰らな
235 いことが柏崎をコロナウイルス感染から守ることだと伝えました。柏崎で慣れ親しんだ味のお菓子を
食べて娘が故郷を思い柏崎も県外にいる子供達のことを気にかけてくれているんだと感じてくれるこ
とでしょう。今回のこの取り組みに心から感謝しています。ありがとうございます。
236

柏崎へ帰省できなくて寂しく感じておりましたが、この企画を知りありがたい気持ちになりました。コロ
ナが１日も早く終息しますよう、家族も含め柏崎市の皆さんが安全に生活できるよう祈ってます。

237 ありがとうございます。
アルバイトも軒並減ってしまい、帰省するには時間ができたのですが、市内でもコロナが
発生したと聞いて実家には高齢の祖父母が居るのでとても心配です。
今回、このプロジェクトがあることを同じ●●（県外地名）に来ている知人より教えていただきました。
238 僕は今、地域政策学部で学んでいて将来は地域に貢献できる大人になりたいと思っています。県外
にいる学生のことも気にかけていただき感謝しています。
早く、コロナが終息して来年の成人式には出席して同級生と会いたいです。
この度はありがとうございました。
素敵なご支援をありがとうございます。
239 このような取り組みをしてくださっていることを知り、とても心が温まりました。
コロナが終息したら、また帰ります。踏ん張りましょう！
240

中学、高校は柏崎で過ごしました。花火、海の夕日など誇れるものはあると思うので、柏崎の魅力と
いうものを頑張って発信し続けてください。

241 ありがとうございます。
242 ありがとうございます。
243

安心して帰省できるようになったら、早く帰省したいと考えております。
今は●●（県外地名）ですが、●●（県外地名）で自分にできる感染予防に努めたいと思います。

244 柏崎市をよろしくお願いします。
245 ありがとうございます。
246

プレゼントありがとうございます!
コロナに負けず頑張ります！

新型コロナウイルスにより、成人式もなくなり、地元に帰れませんが、今は我慢をし、いつか地元に
帰れることを願い、頑張りたいと思います！
247
柏崎も感染者が出たようなので、これ以上拡散しないよう、みんなで協力してほしいです！
柏崎のお菓子がもらえて嬉しいです。ありがとうございます！
このたびは、このような学生向けの応援プロジェクトを発案していただき、誠にありがとうございま
す。
私はブルボンのお菓子や笹団子が大好きなので、届きましたら是非おいしく頂かせてもらいます。
248
柏崎市でもコロナウイルスの感染者が確認され、不安になっている方々が数多くいらっしゃると思い
ますが、自分自身も柏崎市を愛する一人として、ともにこの困難を乗り越えていきたいと思っており
ます。そして、コロナウイルスが収まり、柏崎市に帰省できる日を楽しみにしています。
249 今後も柏崎の地域活動応援してます。
250 自粛生活頑張りましょう
251 頑張るのでよろしくお願いします。
252

地元の温かいプロジェクトが本当に嬉しかったです。
ありがとうございます。
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253

1日でも早い収束となり、また柏崎に帰れる日を楽しみにしています。市長、無理しすぎず頑張ってく
ださい！

254

海の花火大会が中止となったのは残念ですが、また来年に綺麗な花火が見られることを願っていま
す。

255

支援ありがとうございます。とても助かります。
柏崎でもコロナが増えてきているので、予防をしっかりしてみんなで乗り越えましょう。

今は私の大好きな柏崎市の安全と平和と第一に願っています。
256 私自身も今はしっかり耐えて、柏崎に帰省できる日を楽しみにし、今を生きていこうと思います！が
んばろう柏崎！
257 がんばれ！！柏崎！！
258

届くのたのしみにしています。ありがとうございます。
柏崎市も感染者が出ているので心配ですが、気をつけて頑張ってください。

259 ありがとうございます！
このような取り組みにとても感謝しています。ありがとうございます。家から出れない誰とも会えない
私にとってとてもハッピーなニュースでした。
●●（県外地名）のように感染者が増えないように早め早めの対策をお願いしたいです。高齢者は
多いですし一人暮らしの方は少ないと思うので●●（県外地名）より家族間感染に気をつける必要
260
があると感じています。保護者は大変だが小中高を閉鎖するのは感染を広げないためには必要な
ことだと思います。
私は現在就活生で将来どうなるかわかりませんが明るい未来が来ることを信じています。コロナウイ
ルスが収まったら実家に帰りたいと思います。
261 支援していただいてありがとうございます！
262

インターンシップに柏崎の企業でお世話になるかもしれません。
１日も早く元の生活に戻れますように皆んなで頑張りましょう。

263 今回のような、温かい対応に感謝します。
地元である柏崎市からこのようなお気遣いをいただき、大変嬉しく思っております。一人暮らしをして
264 いると、一人で新型コロナウイルスと闘っているような、孤独を感じる時もありますが、地元である柏
崎市が県外に住む学生に目を向けて下さり、心も救われました。本当にありがとうございます。
●●（県外地名）の大学進学で、3月にアパートへ入所してすぐ行きが出来なくなり一ヶ月が経ちまし
た。 大学も始まらず友達もいない知らない土地で一人で生活していますが、柏崎のお菓子を頂くの
265
はふるさとの皆さんからの温かいお気持ちも一緒にいただけることだと子どもに伝えたいと思いま
す。 母
コロナウイルスの影響で厳しい状況の中、出身学生への支援企画を実施してくださり感謝していま
266 す。柏崎市内でも感染者が出始めているということで緊迫した状況ではありますが、この山場を乗り
切れるように市民一同、一丸となって頑張ってください。私も頑張ります。
持ち込まない為、絶対に落ち着くまでは帰りません。
267 誰もが苦しいときですが、なんとかなるはずです！
前向きに頑張っていきましょう！
県内のいろんな市町村でコロナが出る中、ずっとコロナを出さずにいた我が故郷からもついにコロナ
が出てしまいました。。。
最初の感染者が出たニュースを知ったときは大変驚きました。
268
実家には祖父母もいるため当然私は帰省を自粛しているのですが、やはり心配でならないです。
最小限に感染を留められるよう対策をしっかりとしていただき、また安心して帰省できる日が来ること
を祈っています。
コロナウイルスで大変な中、私達学生のためにこのようなイベントを計画して頂きありがとうございま
す。柏崎も感染者が出てしまい、不安な気持ちの中帰省する訳にもいかない環境の中この様な形で
柏崎に触れることができること、とても感謝致します。
269 大好きな柏崎、コロナウイルス限らずこれ以上良くないことが続かないことを、更なる発展と皆様の
幸せを願っております。
職員の方も変化の中、対応や決断など大変でしょうけどお体にお気をつけください！
無事に落ち着いたらまた元気に帰省したいと思います！皆さん一致団結して頑張りましょう！
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感染が拡大しないように、外出自粛を徹底してください！（；＿；）
免疫力の弱いお年寄りの方、大切な家族を守りたいです。

271 県外で柏崎の食べ物を食べれるのはとても嬉しいです！ありがとうございます！
272 はやく新型コロナウイルスが終息し、活気ある柏崎に戻れますように。
273 いろいろ大変な中このような元気が出るプロジェクトをやってくださりありがとうございます。
コロナに対する恐怖と柏崎にいる大好きな家族、友達に会えない寂しさで精神的にとてもきつい状
況でしたが、このような支援があると聞きとても心強く、ありがたく思っています。柏崎ではコロナ感
染者が発生する前から、広報柏崎で市長が毎日メッセージを発信していたと家族から聞きました。
274
市民の不安な心に寄り添った優しく心強い市だと、誇らしく思いました。
未曾有の事態が続き、大変な状況だとは思いますが、これからも柏崎をよろしくお願いします。応援
しています。
275 応援プロジェクトありがとうございます。
276

帰省したら、また柏崎の街を散歩したいと思います。住んでいた期間が短い分、いろいろ新しい発見
があって楽しいので！

277

このような支援をして頂きとてもありがたいです。帰省を自粛しこちらの方でできることに取り組みた
いと思います。

278 自然豊かな柏崎市が好きです。
279

今回は、ありがとうございます。また落ち着いてから柏崎に行きたいと思います。今は家族や友達、
後輩などに会えるのを楽しみに取っておきます。頑張ってください。

今年行ってる就活にて、面接会場に向かう途中で寄りました●●（県外地名）駅の広告にて柏崎市
の花火大会の広告を見ました。その時は急いでいたのでじっくりと見れなかったのですが、広告を見
て地元の懐かしさと素晴らしさを離れた地で感じることが出来ました。結局、花火大会は中止になる
280 と市のホームページにて見て残念には思いますが、賢明な判断だと思います。来年は花火大会見
に行きたいです。
現在、私は就活と卒論を頑張っています。どちらもコロナウイルスの影響で大変ですが、柏崎市の
お菓子を食べて頑張りたいです。
このような状況の中、ご支援頂き誠にありがとうございます。この度受けた恩を忘れず、故郷の柏崎
281 市が、我々に対してとってくれた行動を周りの人に広めたいと思います。今までに無い危機が世界
中を襲う中、このような暖かい支援を忘れずにいようと思います。
282 頑張ろう！
283

海の街柏崎。海の花火は日本一だと思うので、楽しみにしています。
このような対応をしていただき、元気が出ました

284 頑張れ！
285 一緒に力を合わせて乗り越えましょう。●●（県外地名）から家族や友人のことを想っています。
お菓子ありがとうございます！！
祖父も働いていたブルボンは地元の誇りです！！
286
来年こそはまた綺麗な花火が見れるのを楽しみにしています！
駅裏のナルス跡地、どうにかしてください！！
287

柏崎にもコロナ感染者が出たことを知りました。
心配です、早く収束することを願っています。

288 柏崎！頑張れ！自粛はストレスもあると思うけど家族の時間を大切にして欲しいと心から思います。
289 ふるさとの臭いがします
290

パチンコなんかせずに家で自粛しててください。
大人ならそれくらいできるはずです。

291 コロナが終息しますように願っております。
292 柏崎市だからといって気を抜かず自粛に努めてください
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ゴールデンウイーク帰って来るのを楽しみにしていたのに来れない息子です。
夢をかなえるために塾生となり頑張っています。
293 塾生は対象外でしょうか？
頑張っている息子のため応募してみました。
だめですか？
アルバイトができなくて、家賃も生活も困ってます。不安しかありません。
294 早くコロナが終息して柏崎に帰りたいです。
柏崎市、頑張って下さい。
295

頑張ってください！
自分も頑張ります！

296 いつか柏崎に恩返しします！
297 正直なところ早く帰りたいです。
298

帰れない学生に大変有り難い贈り物だと思います。感謝致します。
この難局を1人1人責任ある行動をとり頑張って行きましょう。

299

とっても有難い支援です！
帰省できない子供にとっても有難いです。

300

帰省できなくても、頑張ります。
ありがとうございます。

301 支援ありがとうございます
302 とても素晴らしい活動だとおもいます。元気がでました！
現在、一人暮らし2年目になりますが、学校や生活で疲れてしまった時や辛いことがあった時などに
必ず家族や地元柏崎でのことを思い出して元気を出しています。何度も帰りたいと思ったことがあり
ます。都会に憧れて18歳で柏崎を飛び出して来たのですが、離れてみてから地元の温かさに気づく
ことが多く、本当に住みやすくて素敵なまちだと思います。
中学、高校での先輩や後輩、同級生の約半数は柏崎に残って過ごしています。
303
春休みやゴールデンウィークに帰省する予定でしたが、知らず知らずコロナを柏崎に持ち込みたくな
いと思ったら家族にも同級生にも会えず…、こちらでも●●（県外地名）の学校に通っているのです
が、クラスメイトはほぼ都内に住んでいるのでこの2ヶ月は本当に孤独でした。
家族や友人、恩師がいる柏崎にこれ以上の感染者が出ないことを、●●（県外地名）から祈ってい
ます。
現在、大学一年で、上京して間もないですが、既に柏崎が恋しいです。
ゴールデンウィーク中に帰省する予定でしたが、大好きなエンガトルテやしんふぉにあなどのお菓子
304
を食べて乗り切ろうと思います。
このような支援制度を設けてくださってありがとうございます。
305 今は外出もあまり出来ず、また柏崎にも帰れなく辛いですが、●●（県外地名）で頑張ります！
柏崎でも感染者が出たと家族から聞きました。外に出ないわけにもいかず、大変だと思いますが、
306 一刻も早く事態を収束するためにできる限りを尽くしお互い頑張りましょう。この度は家族にこちらを
勧められ、お言葉に甘えて申し込んでおります。心遣い誠にありがとうございます。
307 柏崎は平和で良いところ
親からこのプロジェクトのことを聞き、応募しました。
あたたかい心遣いありがとうございます。
コロナ感染者が出始めていることも耳にしました。これからさらに困難な状況になると思いますが、
308 柏崎市民同士助け合いながら乗り越えられるように県外から応援しています。
大学でもオンライン授業など新たな試みの準備が整ってきていますが、初めてのことが多く、正直不
安になる時もあります。そんな中地元からのエールをもらえれば頑張れると思います。
それでは懐かしい柏崎からの贈り物が届くことを楽しみに待っています。
309

このような支援をしてくれる柏崎市に感謝しています
ありがとうございます
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息子は、今年度の成人式に参加するため、ゴールデンウィークに帰省して仲間に逢えることを心待
ちにしておりました。しかし、このようなことになってしまい、●●（県外地名）でひとり寂しくステイ
310 ホームを守っています。そんな我が子に、地元柏崎の懐かしい味と、頑張る学生を応援してくださる
お気持ちのプレゼントをありがとうございます。
「応援プロジェクト」に感謝！
311

大変な中、ありがとうございます
故郷を思い出し、食べてくれると思います。

312

温かみを感じました！！ありがとうございます！！
あとできればお米もほしいぜ！！

313 お菓子ありがとうございます。コロナに負けず、みんなで協力してがんばろう。
314 がんばれ！柏崎！
今回の企画ありがとうございます！●●（市外地名）の取り組みを見て柏崎でも実施してくれること
を待ってました。
315
ホームページでのお知らせが少し分かりづらいと思いました。どこを開けばこの企画のページに辿り
着くのか
316

柏崎市の企業への独自支援策は心強い。どうか柏崎市一丸となって健康と経済ともにこのコロナ禍
を乗り越えてほしい。我々学生も柏崎市には今帰らず、ウイルスを持ち込まない。頑張ろう柏崎市！

317 大変な中ご苦労様です。このような支援をしてくださる地元の柏崎を誇りに思います。
318 ご支援ありがとうございます。美味しく食べさせていただきたいと思います。
この度はこのようなプロジェクトをしてくださり、誠にありがとうございます。
先日コロナウイルスが柏崎でも出たというのをネットニュースで見かけました。柏崎には家族、友
人、先生等たくさんの大切な人がいます。遠くに離れている間に感染が広がることを考えると恐ろし
319 いです。私が現在いる地域も感染者が広がってきております。少しでも感染が広がらないよう不要不
急の外室を控え、予防に務めていきたいです。次に帰省する頃にはコロナウイルスが終息し、また
以前の様に外で遊んだり、お祭りに行ったり、等柏崎の良さを実感したいです。遠くではありますが、
柏崎が少しでも早くあたりまえの生活ができるよう、応援しております。
県外学生へのご配慮ありがとうございます。
320 終息後にまた帰省したいと考えております。
今後ともよろしくお願いします。
既に何人か感染者の方が出ていると聞いています。僕たち県外の者も地元のために各地で帰省し
たい気持ちを抑え自粛生活を送っています。決して楽しい期間ではありません。辛い期間です。柏
321 崎市から支援があると聞いた時とても温かい気持ちになりました。何か自分達のために動いてくれ
てるんだ、という事実が僕たちの支えになり、同時に地元の温かさを再確認できます。早くこの事態
が収束することを願っています。共に頑張りましょう。
322

祖父母に会えず寂しいです。
柏崎市でコロナウイルスが拡散しない事を願います。

323

柏崎はいい街ですが今コロナの影響で帰省ができませんが皆んなで力を合わせてこれから頑張り
たい

324

●●（県外地名）もこの新型コロナウイルスでみんなが困っていますが、柏崎のこともいつも心配し
ています。何とか乗り切って早く普通の生活に戻れるといいですね。

325

今回の支援、とても嬉しいです。ありがとうございます！
大変な時期だと思いますが頑張ってください。

柏崎に帰省ができないこと、毎年楽しみにしているお祭りがなくなってしまったことはとても寂しく感じ
326 ます。ですが、家族、友人、柏崎市を守るために、帰省せずにコロナが終息するのを待とうと思いま
す。柏崎市に住んでいる皆さんが、健康で過ごせますように、県外から祈っています。
327 はやく柏崎に帰りたい
328

コロナにかかられた方が出てきて、対策が大変な時期だと思いますが、遠くから地元柏崎市を応援
しています。

329 お互いコロナに負けず頑張りましょう！！
330 ありがとう
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331 辛い時期ですが柏崎の皆さんのパワーを集めて盛り上げていきましょう！
こんな状況で社会全体がピリついて、家で一人で過ごさなくてはならない日々が続き、心も体も嫌に
なってきているところでした。そんな中地元柏崎市がこんな取り組みをしてくれてることを母親から教
えてもらい、思わず笑顔になってしまいました。こんな行動を起こしてくれてると知るだけでも嬉しくな
り、元気になったのですが、どうせなら久しぶりに笹団子食べたいなぁと思って申し込んでみることに
332
しました。
こっちの友達にも私の地元がこんなことをやってるんだ！と自慢して、一緒に幸せな気持ちになれま
した。ありがとうございます。笹団子が届いて食べて、もっともっと幸せな気持ちになれるのを待って
ます！大変な状況ですが、みんな一緒に頑張っていきましょう！
333 地域活性化のための小さな活動から大きな活動まで陰ながら応援させていただいております
334

今の状況下で、帰省できないことを残念に思っていましたが、このような素敵な企画で支援して下さ
ることで少しでも柏崎を感じることができ、嬉しいです。ありがとうございます。

335

えんま市も花火も楽しみにしていたのですがなにより帰省できないことがとても残念です。
来年こそまた元気な柏崎に戻って欲しいと願っております。

336 コロナに負けずに頑張って下さい。
337 大好き。
338

今回はこのようなプロジェクトを企画して頂きありがとうございます。ゴールデンウイークには残念な
がら帰省できませんが、皆が早く何時もの生活に戻れるよう祈念申し上げます。

339
340
341
342

頑張れ柏崎
いつもお世話になっております。
発送手続き等 宜しくお願いします
事態が収まって帰省できるようになったら絶対すぐに帰省します！大好きです柏崎！！

343

大変な事態となりましたがこの危機を乗り越えるために一つになって頑張りましょう。
柏崎に帰れる日を楽しみにしています。

344 コロナに負けないように頑張ってほしいです
自然豊かな柏崎が大好きです、18年間暮らせたことは
345 今に思えば、ありがたいと思います。
コロナの影響で大変ですが、みんな頑張って乗り切って行こう
346 わっしょい 以上
347 柏崎が元気になるよう自分も元気でいます！
この度は、本当に素晴らしい企画をありがとうございました。
子供達も一人で頑張っております。
348
SNSで、励まし合っているみたいです。
ふるさとって、素敵だな～と感じてほしいです。
349 辛い時期ではありますが、頑張りましょう!
コロナウイルス感染拡大に伴い、なかなか大学に行けず自宅で研究・勉強を行う日々が続いていま
350 す。今回、応援プロジェクトを企画して頂き、このような状況下でも研究を頑張ろうと励みになり、感
謝しております。
351

新型コロナウイルスの影響で帰れない中、このような企画をしてくれて嬉しいです。
地元からの支援に感謝しながら、頑張りたいと思います。

352
353
354
355

網代焼きたくさん欲しいです。生産頑張ってください。
素晴らしいプロジェクトをありがとうございます。
柏崎のお米が大好きです！
学業に専念して、将来に備えます。
素敵な企画をありがとうございます。お世話になった方に贈り物がしたくて、柏崎市内のお菓子屋さ
んを巡ってプレゼントを選んだことを思い出しました。とても懐かしく感じます。この時期は柏崎の海
356
が、水田に響く蛙の鳴き声が、そして何より皆さんが恋しいですが、私も頑張って耐えぬきたいと思
います。
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357

入学式も中止になり、まだ一度も大学へ通えておらず、友人、知人も誰もいません。
このような企画を行なっていただき、ありがたいです。

358

成人式に帰るのを楽しみにしていましたが、延期になり残念です。10月までに落ち着くと願い、ステ
イホームしています。柏崎市でも感染者が出ているので家族も心配です。

359

●●（県外地名）に出てみて地元がよかったって思うようになりました。広々していて静かで空気がき
れいな気がします。

コロナの影響で帰省ができない代わりに、家族とテレビ電話をしました。皆元気そうでしたが、やはり
360 地元に帰れないというのは寂しいものがあります。今、私たちにできることをしっかりと行い、コロナ
の流行が1日も早く収束することを祈っております。
このような企画を立ち上げて下さってありがとうございます。
帰省したくても出来ない中、柏崎からたくさんパワーを貰えそうです。
361
また笑顔で柏崎に帰れるように、この事態を耐え抜きたいと思います。
柏崎市の皆さんも頑張ってください。
このような素敵な取り組みをしていただいてありがとうございます。
362 自粛が続き気が滅入っていたのですが、地元で応援活動をしているのを知り、明るい気持ちになり
ました。笹団子食べてがんばります！！
363 柏崎出身であることに誇りを持って頑張ります。
364 コロナに負けないで頑張ろう！
365

柏崎市長の櫻井様、本当にありがとうございます。助かります…。コロナが収まったら故郷の両親に
顔を見せたいと思います！！

366 このような企画をしていただきありがとうございます。
367 このような支援に感謝いたします。
368 コロナで帰れなくて悲しいですが、負けずに頑張ってください。
369

大学の学びのなかで綾子舞について触れる機会があり、改めて知見を深めていきたいと思いまし
た。離れて分かることを、地元に戻り再発見したいです。

新しい環境に身を置き新生活を迎えましたが、コロナウイルスの影響で新しい交友関係がなかなか
作れず、実家にも帰省できずと不安になることも多かったため、今回このようなプロジェクトを行って
370
くださったことに有難い気持ちでいっぱいです。また柏崎に帰ることができる日を楽しみに待っていま
す。
371

ありがとうございます。素晴らしい企画だと思います。
子供も喜ぶと思います。

372 柏崎市がより活発になるよう祈っています
素敵なプロジェクトをありがとうございます。
今年のゴールデンウィークは昨年成人式で帰省した時のことを思い出しながら一人暮らしのアパー
トで自粛しておりました。大学の授業も全てオンラインになり、地元柏崎にいる家族や友人はもちろ
373
ん、大学の友人にも会えずに気分が落ち込みがちになりますが、このプロジェクトを知って心が温か
くなりました。長期戦になりそうですが、安心して柏崎に帰り、笑顔で家族や友人に会える日が一刻
も早く来ることを願って、今は家で過ごします。
374 ありがとうございます。お菓子楽しみにしてます。よろしくお願いします。
375 このような企画をありがとうございます。
376 県外在住の学生のために、このようなプロジェクトをありがとうございます。
377 柏崎に早く帰って来たいそうです。これを励みにもう少し頑張ってもらいます。ありがとうございます。
378

学生を応援しようとしてくれる柏崎市の取り組みはとても良いと思います。
ありがとうございます。

379 ふるさと大好きです！
380 実家に帰ることが出来ないのでとても嬉しいです
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新型コロナウィルスでの外出自粛で、なかなか柏崎に帰省ができない為、家族や友達に会えなく、
381 寂しく思っています。柏崎の象徴の米山も思い出し、夏に向かって次回帰宅した時には登山したい
気持ちです。
382
383
384
385
386

地元のお菓子が恋しいです。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます
地元大好きー！
魅力ある町になってほしい。それを担う若者が戻って活躍できるようになる事を希望します。
ご支援ありがとうございます。

387

自粛期間はつらいですが、少しでも地元を感じられるこの企画を励みにこれからも頑張りたいです。
夏休みには地元に戻れるようになっていてほしいです。

私は今年から大学に進学したのですが、学校にもまともに行けず、ずっと家でのオンライン授業と
388 なってしまいました。このようなプロジェクトを行って頂き、本当にありがとうございます！あと少し、頑
張ります。
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