＃さつま町エール便（県外学⽣向け⿊⽑和⽜贈呈）学⽣からのメッセージ
No. お住まい
1 福岡県
2 千葉県
3 ⻑崎県

町への思い・メッセージ
大きい夏祭りやたくさんの行事ごとがあって、とても暮らしやすかったです。鹿児島もコロナに負けず
に頑張ってほしいです。
自然豊かで食べ物も美味しく大好きな町です
大学生活が始まるはずが、こんなことに、実家を離れて不安なこともあると思いますが、地元の応援に
感謝し頑張ってくれるでしょう。
今年大学に入学しました。陸上部に所属しており、日本選手権、日本代表を目指して頑張っています。

4 岡山県

新型コロナウイルスの影響により、さつま町の皆さんも大変だと思いますが、皆さんで力を合わせて乗
り越えましょう！私も、さつま町にいい報告ができるように頑張ります！
さつま町エール便のお知らせを見たことにより、今のこの状況を乗りきってまたさつま町に帰りたいと
いう思いがより強まりました。自分は、大学で学んだことを故郷であるさつま町で活かしたいと思って

5 熊本県

おり、将来自分が為すことがさつま町の発展の一助になれば幸いだと考えております。その為、この気
が滅入るような⻑期の自粛期間中に、故郷が我々をサポートしてくれるという事実は、多大なモチベー
ションに繋がり、とても嬉しいです。本当に、ありがとうございます。
さつま町は自然がいっぱいで人も暖かくて僕にとって心休まる最高の故郷です。今もとても帰りたい気
持ちでいっぱいです。しかしさつま町のためにも帰るわけにはいきません。なので、このさつま町産の

6 ⻑崎県

牛肉を味わい故郷を懐かしく思い出しながらこの暗い世の中を乗り超えて行きたいです。また大学で勉
学に励み、さつま町に貢献できるような人材を目指します。今回はこのような企画をしていただき本当
にありがとうございます。

7 山口県
8 熊本県
9 千葉県

今、コロナのせいで苦しい生活をおくっている人もいる中このような対処をしてくださってありがとう
ございます。
たとえ離れていてもさつま町は、わたしのたった一つの故郷です。さつま町に帰ることができない今、
エール便はとてもありがたいです。
私はさつま町で生まれて、さつま町にはたくさんの思い出があります。人もあたたかく、自然豊かで空
気も澄み渡っていて本当に良い町です。さつま町が益々活性化していくことを願っています。
新型肺炎の拡大で世の中大変混雑している中で、私ども学生の為にこのような支援をしていただき、本

10 福岡県

当にありがとうございます。福岡からですが、さつま町の方々の健康と新型肺炎が発生しないことを心
から祈っています。大変な時期ではあると思いますが、みなさん協力して頑張っていきましょう。

11 熊本県
12 沖縄県

このような取り組みをして下さりありがとうございます。
地元に帰省できない学生がいる中でこのような取り組みをしていただくのは素敵だなと思いました。さ
つま町のおいしいお肉待ってます（＾̲＾）
学生のためにこのような企画をたててくださり、ありがとうございます。さつま町は高齢者の方も多

13 熊本県

く、新型コロナに対する町⺠のみなさんの不安も大きいと思います。学生も、帰省したい時期ですが、
町⺠のみなさんに感染を拡大させてしまう危険性を考え、帰省を控えています。町内外と距離は離れて
しまいますが、この危機を乗り越えるべく、お互いにがんばっていきましょう。
大学の授業がオンライン授業になったため、帰省したいのですが、さつま町にコロナウイルスを持ち込

14 東京都

む可能性があるため帰省できない状況です。コロナが終息するまでまだもう少しかかると思いますが、
私も東京で出来る限りの努力をしているので、さつま町の方も被害をゼロに抑えられるようにお互い頑
張りましょう。
この度は県外学生にこのような支援をしていただき誠にありがとうございます。私は大学入学とともに
県外に引越しました。今年で三年目になりますが、ふとした瞬間にさつま町を思い出します。例えば竹
林の匂いを嗅いだ時や、トラクターを見かけた時です。そういう時はさつま町の人の温かさを懐かしく

15 山口県

思い、帰省したくなります。ゴールデンウィークも帰省する予定でしたが、今回このような事態にな
り、非常に残念です。しかし、半年後、来年、再来年、また元通りの生活を送れるように微力を尽くし
ていきたいと思います。
この度はありがとうございます。

16 福岡県

コロナで大変な日々が続いていますが、こういった形で支援をしてもらえるのは本当にありがたいで
す！コロナを乗り越えて、来年さつま町で成人式を迎えられることを楽しみに頑張りたいと思います。
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＃さつま町エール便（県外学⽣向け⿊⽑和⽜贈呈）学⽣からのメッセージ
No. お住まい

町への思い・メッセージ
この春、県外へ進学した者です。先日、新型コロナウイルス感染拡大のため全国的に緊急事態宣言が発
表され、今は大学での対面授業もなく、友だちにも会えず、毎日1人で過ごしている状況です。たしか

17 沖縄県

に、心細く、不安もあります。私と同じように不安を抱えた学生は多くいると思います。しかしこうし
た状況の中、地元さつま町のこのような支援のお話を伺い、とても嬉しい気持ちになり、励まされまし
た。心から感謝したいです。ありがとうございます。これからも自宅での自粛生活は続きますが、頑張
りたいと思います。

18 沖縄県

さつま町でコロナ感染者を出さないように頑張ってください。

19 福岡県

ありがとうございます☺
今大変な時期にあると思いますが、一人一人みんなで協力する事でこの困難を乗り越えていきましょ

20 兵庫県

う！さつま町に帰省したいと思う気持ちはありますが、今は我慢をして感染を広げないような行動をし
ていきたいです。
学生のためアルバイトで生活しています。アルバイト先も休業し生活も苦しいですが、新型コロナウイ

21 東京都

ルスの影響を考えると帰省もできません。このような時に故郷であるさつま町からの応援はとてもあり
がたいです。ありがとうございます。収束して、帰省できる日を楽しみにしています。
この度はこのような支援をしていただきありがとうございます。私は大分県の大学に行って3年目になり
ます。私は部活をしているので、あまり帰省する機会は少ないです。少ない帰省ですが、帰省するたび

22 大分県

に人の温かさや、自然の香りを懐かしく感じたり、友人や家族とたくさんの思い出ができたりすごくい
い町で大好きな町です。今は非常事態で、いろんな活動ができていないと思いますが、私は大分で頑張
りますのでさつま町も元の生活ができるように共に頑張っていきましょう。この度はありがとうござい
ます。

23 大阪府

このような時期ですが、町⺠のためにご尽力ください。

24 福岡県

自然豊かで食べ物が美味しいさつま町が大好きです！
私は地元であるさつま町が好きである。GWも帰ろうと考えていたが、コロナウイルスの影響で帰ること

25 ⻑崎県

を断念した。帰ることが出来る回数は年に数回しかなく、そのうちの1回がなくなってしまったことは悲
しいが、さつま町の牛肉を⻑崎で食べて、少しでも悲しさを紛らわすことが出来たらなと思う。

26 福岡県
27 福岡県
28 宮崎県

さつま町に帰りたいです。コロナに負けるな！
この度はこのような企画をありがとうございます。新型コロナウイルスのせいで学校にも行けず、不安
な毎日を過ごしているためとても嬉しいです。本当にありがとうございます。
コロナに負けないように頑張ろうさつま町！
今回、⺟からこの企画を教えてもらい参加することができました。県外にいても、さつま町を⾝近に感

29 京都府

じることが出来て嬉しくなりました。このような企画を考え、実行したさつま町がとても誇りです。本
当にありがとうございます。
4月から慣れない1人暮らしをしています。大学もなかなか始まらず寂しいようですが、今回このような

30 広島県

贈り物にとても喜んでいます。離れてみて、さつま町の良さを感じているようです。ありがとうござい
ます。
福岡に進学しましたが、地元が大好きで自粛期間中も帰省したかったのですが、福岡で1人残りました。

31 福岡県

家族や親戚がほんとんどがさつま町にいるので、さつま町内からコロナ感染者が出ないことを心から
願っています。
18年間生まれ育ったさつま町。僕の⻘春時代が詰まった場所です。GW帰って家族やみんなに会いた

32 徳島県

かったのですが、コロナで帰ることができませんでした。コロナが収束したらさつま町に帰ってみんな
に会いたいです。

33 山口県

有難いご支援ありがとうございます。
このような試みをして頂きありがとうございます。大切な故郷さつま町を守るために、帰省を控え、今

34 福岡県

私は福岡の住まいで自粛をしております。大変な時期ではございますが、みんなで力を合わせて頑張り
ましょう。

35 福岡県

今はこのような状況ですが皆んながまた以前のように過ごせる日々が戻ってくると思うので、それまで
さつま町が負けずに元気な姿であり続けてくれることを心から願っております。
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＃さつま町エール便（県外学⽣向け⿊⽑和⽜贈呈）学⽣からのメッセージ
No. お住まい

町への思い・メッセージ
この支援についてはさつま町に在住している友人から情報をもらい応募させていただきました。コロナ

36 福岡県

ウイルスの影響によりこの様な大変な時期にも関わらず私たちのためにこの様な支援をいただきありが
たく思います。

37 京都府
38 福岡県
39 福岡県
40 熊本県

自然豊かでいいところ！人が優しい！
コロナウイルスの影響で生活が大変な中、今回のような企画は、私自⾝とても勇気をもらい、頑張ろう
という気持ちにさせてくれます。これからのさつま町のますますのご発展をお祈りしています。
さつま町は空気を美味しく、ひとも親切で⿊⽑和牛をはじめ特産物も美味しいため全国に広まるようPR
をしていきたいと思います！さつま町頑張れー！！
こういう時期の中、1人5000円、また児童につき1万円、そして学生に牛肉を給付してくださることはと
ても助かりますし、私も将来さつま町に貢献できるようにしたいと感じました。

41 福岡県

しばらく学校はオンライン授業 住居は借りてるがある住めない お金ばかりかかり大変です

42 福岡県

学校はオンライン授業 バイトもできない 出費がかかり生活きついです

43 熊本県

帰省の度に元気をもらえる大切な場所です。このような企画で学生の応援をしてくださりありがとうご
ざいます。
さつま町は、産まれてから中学校まで、私が過ごした多くの思い出がつまった場所です。川内川で川遊

44 京都府

びをしたり、若竹公園に行ったり、旧庁舎のさつま町役場へ度々訪れたり、⻘春がたくさんつまってい
ます。これからも変わらず自然豊かな帰りたくなる故郷であってください！！夏には！必ず帰りますね

45 宮崎県
46 佐賀県

有り難いです。
熱い支援の数々ありがとうございます。終息に向けて、これからも「オールさつま」で頑張ってくださ
い。

47 茨城県

自然豊かで大好きです。これからも応援しています。

48 福岡県

自然豊かで住みやすくとてもいいところです。帰省期間が楽しみです。
全国的にコロナウイルスの影響で大変な中、このような支援をしてくださいありがとうございます。ま

49 愛知県

た⿊牛を育ててくださった方々もこの支援にご協力いただいてとても助かります。さつま町でもまた、
町⺠の皆さんが普段通りに過ごせる日が早く来るように祈っています。

50 福岡県
51 福岡県
52 大阪府
53 福岡県
54 東京都

人が優しく、自然豊かで、思い出がたくさん詰まった町なので、これからも発展し続けてほしいです。
I L♡VE さつま町。コロナの影響でさつま町の美味しい物や美しい物が無くなってしまわない事願って
ます☆キバレ〜܂さつま町
自然豊かな町が大好きです。
今コロナで店も自粛したり、経営が大変になっている所も多々あると思いますが、地域が一丸となって
頑張って欲しいと思います。
地元に帰れず寂しい思いをしていたので、今回このような企画を考えてくださり、心があたたまりまし
た。地元がさつま町で良かったなと思います。ありがとうございます。

55 福岡県

今回このような取り組みをしてくれるさつま町には驚いたし、とても嬉しいです。有難うございます。

56 熊本県

自然豊かなところがとても好き

57 熊本県

自然豊かな場所が多い。空気がキレイ。
新型コロナ感染症の影響でさつま町に帰れず、友達とも会えずで憂鬱な日々を過ごしてました。そんな

58 山口県

所に素敵な取り組みありがとうございます！地元のお肉を食べ元気を出して勉学に励みたいと思いま
す！

59 愛知県
60 東京都
61 広島県
62 熊本県

自然豊かで人も温かいさつま町。コロナウイルスが落ち着いたら、帰省して美味しい空気をいっぱい
吸ってリフレッシュしたい。私が心からのただいまを言えるのは大好きなさつま町だけ(*^^*)
コロナもみんなで協力すれば乗り切れると思うのでみんなで頑張りましょう！
さつま町は自分の故郷であり、小さい頃から慣れ親しんできた町です。現在コロナで大変であると思い
ますが、いつまでも明るく元気な町でいてほしいです！
色々と大変な時ですが、みんなで助け合ってさつま町を盛り上げていきましょう！
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＃さつま町エール便（県外学⽣向け⿊⽑和⽜贈呈）学⽣からのメッセージ
No. お住まい

町への思い・メッセージ
私はさつま町で生まれ育ちました。専門学校に通うまでの18年間をさつま町で過ごしたくさんの思い出
がある町です。
今現在、福岡県ではコロナウイルス感染者が非常に多く、不要不急の外出は控えていますがいつ自分が

63 福岡県

コロナウイルスに感染するか分からない状態です。ゴールデンウィークは実家に帰省しようと考えてい
たので、家族に会えない分⾟い思いをしています。そんな時に⺟からさつま町から学生へのエールで牛
肉の贈呈という話を聞きました。学生のためにエールをして下さるさつま町の方々には頭が下がる思い
です。本当にありがとうございます。この牛肉を食べて、栄養をつけたいと思います！
祖父・父が牛を飼育しており、牛肉を消費していただくことは、ありがたく感じています。現在、熊本

64 熊本県

県に外出自粛ということで、大学に行けておりません。14日の判断で解除されて、よりよい学びができ
るようさつま町からもらうお肉で元気をつけたいと思います。
大学進学のために実家のあるさつま町を離れましたが、今でも⻑期休暇に入ると必ず帰りたくなる大好

65 福岡県

きな場所です。今はこのような状況で帰省を控えている状態ですが、早く実家に帰れる日が来るように
今は北九州の方の家で自粛したいと思います。早くこの状況が収まることを願いつつ、今はお互いに思
いやりを持って頑張れたらと思います。
さつま町には生まれた時から住んでいて たくさんの思い出があります。さつま町は自然が豊かで 竹林や

66 大分県

ホタル、温泉など県内外の多くの人に知ってもらいたいです！これからさらにさつま町が盛り上がるよ
うに応援しています。私も自分ができることを精一杯取り組み さつま町の力になれるように頑張りま
す。今このような大変な時期ですが 頑張っていきましょう！

67 福岡県

学校にも行けず、バイトもできない状況です、支援していただけると助かります
さつま町も新型コロナウイルスの影響で大変かと思いますが、県外の学生に向けてこのような支援をし

68 福岡県

てくださりありがとうございます。今年の連休も帰省は出来ませんでしたが、このさつま町エール便で
故郷を訪れた気分になろうかと思います。とてもさつま町らしい企画で、温かい気持ちになりました。
これからも勉学に励もうと思います。
私は、コロナがすごく流行り始める前にさつま町に帰ってくることができました。今地方にいる学生に

69 福岡県

とっても、ありがたく元気が出る支援であると思いました。
これから先もさつま町コロナゼロで全員が元気だといいです！

70 福岡県

このような支援に感謝します。

71 山梨県

いつでも心はさつま町⺠！キバレさつま町！！

72 熊本県
73 福岡県

本来帰省できる時期に帰れず，悲しく思っています．
事態が収束したら実家でゆっくりと過ごしたく思います．
コロナに負けないように頑張りましょう。

74 大分県
75 京都府
76 福岡県

大学進学まで18年間過ごしたさつま町、今回コロナウイルスの影響でつらい日々を過ごしている人もい
るかと思います。地元さつま町で暮らす皆さんが穏やかに過ごせる日が早くくることを願っています。
ホタルが見れて綺麗！
コロナ自粛の中、学校が休みになって、勉強したいのに勉強できないと言う状況が続いています。お店
などもほとんどが自粛や営業短縮などでみんな⾟い思いをしています。こんな時こそ力を合わせてこの

77 熊本県

危機を乗り越えていきましょう。今日知ったことですが、⻤滅の刃と言う大人気ヒットアニメの裏で、
さつま町の書道家の方の文字を使ってくださっていたということを知りすごく嬉しく思っています。全
国でこのニュースでさつま町と言う名前を知ってもらえるといいなと思っているので、ぜひもっと大々
的に宣伝をして、さつま町を世の中に広めてもらいたいと思います。がんばってください。

78 京都府

京都府ではまだ緊急事態宣言が解除されず、自粛が続いているなか県外の学生に支援をしてくださるの
はとてもありがたいです。さつま町も大変だと思いますがみんなで乗りきりましょう。

79 北海道

お肉を食べて、 コロナに負けずに、頑張ります。応援有難う御座います。

80 福岡県

県外に出てみて改めてさつま町の良さを感じました。コロナに負けず頑張ってください。
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＃さつま町エール便（県外学⽣向け⿊⽑和⽜贈呈）学⽣からのメッセージ
No. お住まい

町への思い・メッセージ
インスタグラムやホームページでさつま町が様々な活動を行い頑張っている様子をみて、とても嬉しい
気持ちになり元気が出ます。自分が小学生の頃に名前やキャラクターの募集があったさつまるちゃんが

81 福岡県

大活躍している姿を見てすごいなあと思います。県外の大学に進学したことで鹿児島やさつま町のこと
がより好きになったと感じています。新型コロナウイルスが収まり安心して帰省出来る日が来るのを心
待ちにしています。
さつま町は全国の地方町村と同じく町の過疎化が進む小さな町です。しかし私の親世代の方々、高齢者
の方々、自治体が町のイベントを一丸となって盛り上げるなど、町おこしに対する姿勢が凄く素敵な町

82 東京都

です。新型コロナウイルスは特に高齢者の多いさつま町ではより脅威的な存在ですが、きっと町一丸と
なって乗り越えてくれると信じています。また平穏な日常に戻ったら少しでも早く実家に帰れるよう僕
も今の期間にできることを頑張ります。

83 高知県

年に数回帰省した時、自分自⾝がゆったりとと落ち着けて、のびのびとできる町がさつま町です

84 熊本県

不安定な時期ですが、頑張ってください！

85 京都府
86 東京都
87 大阪府
88 神奈川県

コロナウイルスによる混乱で大変な中、このような取り組みをしていただきとてもありがたく感じてい
ます。これからも頑張ってください。
きばれ！
3月から帰省していて、３週間隔離のもと、現在も自宅で自粛生活を続けている。
故郷から離れた学生にこのような支援をしていただけることに深く感謝し、さつま町で生まれ育ったこ
とを誇りに思います。
感謝で一杯です
このような企画をしてくださりありがとうございます。コロナウイルスの影響で予定していた帰省がで

89 大阪府

きなくなり、残念でしたが、また帰省できることを楽しみにがんばります。県外に住んでいますが、
SNS等を通じて、さつま町の魅力を発信していきます！
帰省したときは、さつま町は⻑閑な所で地域の人も優しく、帰ってきてよかったと思っていつも思って

90 岡山県

います。さつま町は周りに自慢できる素晴らしい地元なので、周りの人たちにこの企画を自慢してさつ
ま町を自分なりにPRしたいです。
この度は、このような学生支援をしていただきありがとうございます。私は、自然豊かで人の温かいさ

91 福岡県

つま町が誇りです。福岡の友人を招いたこともあります。若者をきっかけに、さつま町がもっと発展し
ていくことを願います。コロナをはじめ、多くの社会問題があり大変なことも多く、対応などで忙しい
と思いますが、職員の皆様も体調には気をつけて励まれてください。

92 沖縄県

今回こういった形でお忙しい中県外の私たちに気を使っていただいて感謝いたします。この思いを忘れ
ず、いつかさつま町に恩返しできるように頑張ります。ありがとうございます。
私たちを支えてきてくれた町の人たちも少しずつ歳を重ねて今度は自分たちが支える時代が来ると感じ

93 大分県

ています。一村一品という言葉がありますが、さつま町には恵まれた食材、伝統工芸品、植物、観光名
所など様々な素晴らしいものがあると学んできました。その素晴らしいものを日本の人たちでなく、九
州から近いアジアの人や海外の人からも、知ってもらえる地元になってほしいと思ってます！
次の時代を担う若者が試行錯誤しながら頑張っている姿をあちこちで見かけたり情報を目にしている！

94 福岡県

このパワーを充分に発揮出来きる様に協力していきたい！みんなの故郷がいつまでも豊かで明るい町で
ありますように！
さつま町は緑豊かな綺麗な町です。大きな川内川やたくさんの綺麗な川、竹があり住みやすく、自慢で

95 広島県

きる町です。コロナの影響はすごいものですが、コロナに負けないよう町を盛り上げていけたらいいで
す。

96 福岡県

帰るといつものんびり安心します。さつま町で育って良かったです！

97 東京都

厳しい状況の中、学生の為に支援していただきありがとうございます。

98 大阪府

自然がいっぱいであたたかいさつま町が大好きです！コロナが収束したら早く里帰りしたい〜！

99 福岡県

毎年綺麗なホタルを見るのを楽しみにしています。

100 宮崎県

支援に感謝しています。

101 熊本県

さつま町出⾝でよかったと感じました。
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＃さつま町エール便（県外学⽣向け⿊⽑和⽜贈呈）学⽣からのメッセージ
No. お住まい
102 福岡県
103 京都府
104 佐賀県

町への思い・メッセージ
小中学生の時に吹奏楽部に入っていたため、何かしらの形で音楽の町であるさつま町をもっと盛り上げ
られたらと思っています。
こんな機会を作ってくだりありがとうございます。
大好きなさつま町に帰れなくて残念です。1日でも早く皆さんに笑顔が戻れるよう願っています！優しく
温かい人ばかりで、食べ物も美味しく自然豊かなさつま町が大好きです！！一緒に乗り越えましょう！

105 福岡県

自然豊かな場所で育ったことを誇りにおもいます。

106 福岡県

これからも頑張って欲しいです。

107 沖縄県

108 福岡県

コロナの影響で休みが延びてしまったため8月まで大学では授業があるようなので今年の夏はそちらに帰
れなさそうでとても残念です。自然豊かでみんなが優しくて、そんな素敵なさつま町が大好きです。
豊かな自然と優しい地域の方々に囲まれたさつま町での日々が大切な思い出です。
いつか地元に戻って活動出来たらと考えています。そのために今は勉強を頑張ります
地元から離れた土地で生活して4年目になりますが、今でも帰りたいとふと感じます。それほど温かく、

109 福岡県

心休まる、大切な町です。このような支援も、厳しい現状の中、企画して下さり、さらに協力して下さ
る方々が多くいらっしゃることに、感謝しております。

110 熊本県

この度エール便として県外の学生に支援していただけることをありがたく思います。

111 愛知県

今はとても厳しい状況ですが、せびさつま町一体となって乗り越えてください。

112 岡山県
113 福岡県

18年間育ってきて凄く好きな町なので早くコロナが落ち着いたら帰省したいです。実習もさつま町で行
うことを決めているのでボランティアなど何かしらの形で貢献できたらと思っています。
さつま町は自然が豊で北薩広域公園や総合グランドはスポーツなどをするときも使えるのでありがたい
と思う。これから人口が増えていくような町になってほしい。
学校も休校になり、帰省すると、宮崎に戻ってから2週間は自宅待機しなければならず、帰省もできませ

114 宮崎県

んでした。そんな中、住所が変わっても、さつま町出⾝の学生を支援してくださり、ありがとうござい
ます。新型コロナが心配される中、外に出てみると、さつま町が頑張っていることを、⾝を以て感じま
した。これからも、故郷の事を忘れず、成⻑していきたいと思います。

115 山口県
116 岡山県

これからもっとさつま町をPRして、町を活性化させていってほしいと思います。
このような企画をしてくださりありがとうございます。 地元⿊⽑和牛を食べて就活を頑張りたいと思
います。
いつも実家に帰ると癒されます。遠く離れていても、facebookなどをみてさつま町から元気を頂いてま

117 新潟県

す。飲食店の皆さんへの協力なども対応しており、町全体でコロナに対して活動しているなと感じまし
た。これからも頑張って欲しいです。
大学卒業後は地元に戻り福祉の道を進みたいと考えております。この⾟い状況にさつま町では大きな給

118 福岡県

付金やこのようなエール便を行っていることを誇りに思いました。皆様におかれましてもお体にお気を
つけてこの状況を乗り越えましょう。地元をよろしくお願い致します。

119 福岡県

大変な時期ですがさつま町の皆さん頑張って乗り越えてください。漫画家として有名になって凱旋しま
す。

120 福岡県

とても豊かな町だと思います

121 福岡県

頑張れさつま町！
わたしは福岡の大学で栄養学について学んでいます。毎年春休みやGWはさつま町に帰省し、家族との時
間を過ごしていますが、今回はみんなのことを思い、帰ることを断念しました。そんな中さつま町に住

122 福岡県

む家族からの小包や毎日の電話、メールに助けられます。わたしにとってさつま町は帰る場所であり、
周囲の人が温かく、落ち着く場所です。今それが叶わないのはとても⾟いですが、さつま町に安心して
帰ることができる日を楽しみに頑張りたいと思います！

123 福岡県
124 熊本県

早く実家に帰ってゆっくりしたいです

125 宮崎県

国家試験合格後さつま町に帰ってきますのでよろしくお願いします！

126 静岡県

自分の育った町として、素晴らしい町だと考えている。現在新型コロナウイルスの影響で帰省出来ない
情況なので早く帰省できるようになって欲しい。
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＃さつま町エール便（県外学⽣向け⿊⽑和⽜贈呈）学⽣からのメッセージ
No. お住まい
127 熊本県
128 熊本県

町への思い・メッセージ
親しい友人がいて、また家族がおり、とても心安らぐ、非常に大切な故郷です。
自分の出⾝地がこういった行いをしていることが、すごくありがたいと思う。自分もさつま町のために
何かできたらと思う。

129 福岡県

さつま町の素晴らしい特産品をもっと全国に発信してPRにつなげてほしい。

130 福岡県

コロナでの県外学生への支援本当にありがとうございます。これからも大学生活精進していきます。
さつま町には高校生まで住んでいました。とても自然が豊かで、周りの人も凄く優しかったです。そん

131 福岡県

なさつま町で暮らせて良かったです。今回コロナで帰省する事が出来なかったので、早く帰ってさつま
町でゆっくりしたいです。
今回、このような素晴らしい企画を考案して下さりありがとうございます。私は地元であるさつま町が
大好きです。自然が豊かで 人々の温かみを感じられるさつま町はとても素晴らしい町です。これから地

132 熊本県

元を離れて生活することは寂しいですが、新しい土地でも頑張りたいと思います。そしていづれ、さつ
ま町に恩返しができるような人になりたいと思います。今は、全世界が大変な状況ですが、さつま町の
皆様のパワーでこの状況を乗り越えましょう！遠くからではありますが、応援しています。

133 大阪府

さつま町が大好きです!! 早く帰省したいです!!

134 福岡県

今回は私達のために尽力してくださりありがとうございます。勉強頑張ります！

135 奈良県

国試合格、お礼奉公を済ませたら帰ってくる予定なので宜しくお願いします。
医療従事者を始めとして、多くの方が⾝を挺にして日々全力で立ち向かっていることと思います。その

136 京都府

ような方々全てに感謝のエールを送ると共に、このご恩をお返しできるよう日々精一杯努めてまいりま
す。力を合わせて乗り越えましょう!

137 福岡県
138 福岡県
139 東京都
140 福岡県
141 沖縄県
142 大阪府

コロナで帰省できずに、家族やさつま町がとても心配です。
コロナに負けず、これからも自然豊かな町を守り続けていただきたいです
実家で過ごしているので、実家に送っていただけるとありがたいです
さつま町でゆったりと大学の授業を受けられるなんて夢のようです！上京しても帰ってきたい町です^̲^
来年に向けての勉強を頑張る中で不安もありますが頑張っていきたいと思います！
このような企画をしていただき有り難うございます！
自分自⾝が生まれ育った町の発展を願っています。
こんなに学生に支援してくれてとてもありがたいです。
帰省中に自粛要請が出たため、実家でオンラインで講議を受けています。

143 大阪府

頑張ってください！

144 ⻑崎県

少しでも早く平穏な生活が送ることができるように、前向きに頑張りましょう。
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