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わずかではありますが、被災された皆様のお役に立つよう、そして少しでも早い復興を願っております。
一日も早く日常を取り戻されますようお祈りいたします。
少しでも早く皆さんに落ち着ける日が来ることをお祈りします。
つらく大変な思いをされていると思います。無理をせず、この困難を乗り越えて下さい。
微力ですが寄付という形で応援させていただきます。 僕にできることがあればなんでもしたいです。
少しでも被災者のみなさまの笑顔を早く取り戻せたらと思い、少しばかりですが寄付させていただきます。
自然豊かな土地が、洪水で大変な被害にあわれてショックです。一日も早い復興を願っています。
災害からの復興応援しています。
１日も早く復興し元の生活を取り戻せますように、心からお祈りいたします。 一致団結してこの困難を乗り越えて下さい！ 応援しています！
一日も早い復興をお祈り申し上げます。
目前で災害が起き、心痛むばかりです。被災された方々はこれから先が真に困窮されることと思います。きっと熊野町は住民一丸となって救済に取り組まれるはずです。 僅かなことしか出
来ませんが、何かお役に立てることがあれば幸いに思います。
こんな形での応援しかできませんが、少しでも皆様が元気になっていただければと思います。少額ですが、お役立てください。
高校まで熊野町に住んでいたものとして他人事は思えません。皆さん希望を持ち続けてください。かかわる全ての人の健康、無事をお祈りしています。
みなさんのご無事を祈っております。
被害の甚大さに胸が痛みます。些少ですが復旧の足しにしてください。
何かできることがあればお手伝いします。
大変だと思いますが、頑張って下さい。
皆様の無事を祈っています。 強く気持ちを持ってがんばりましょう。
今回の豪雨により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。 ニュースでまだ行方不明者がおられることに心が痛みますが、地域の皆様で力を合わせ必ずや復興されることを切に
願っています。
僅かですが、日常生活の回復に役立ててください。
一日も早く元の生活に戻れることを祈っております…☆
かならず立ち上がれます！！
豪雨災害、心よりお見舞い申し上げます。 どうぞどうぞお身体におきをつけて。
ふるさと熊野町。ひとりでも多くの人が 早く安心して暮らせるようになりますように。
一日も早い復興を心からお祈りいたします。
熊野町で生まれ育ちました。 少しで申し訳ありませんがお役に立てば。。。 一日でも早く復旧しますように。
少額ですが、力になりたいです。
お見舞い申し上げます 故郷が被災している姿に胸が押しつぶされそうでした。
被害が大きくなっておりますが、元の熊野町に戻られることを心より願っております。
頑張って下さい。
一刻も早い復旧をお祈りします。
熊野町には筆の神様がついてます。 どんなときにも力を貸してくれます。 がんばれ熊野町！
遠くからですが、故郷くまのを応援します！
実家が川角です。 私の実家は無事でしたが、高校まで育ててもらった場所をテレビで見ることになり、なんともやるせない気持ちです。 一度、戻ろうと思っています。 無責任かもしれませ
んが頑張ってくださいとしか言いようがありません。
見えないところにも応援者はたくさんいます。 くじけそうなときは、そういう人たちがいることを思い起こしてください。 ご安全に！
心よりお見舞い申し上げます。 皆様の生活が1日でも早くもとに戻りますことを心より願っております。
大変な状況ですが、頑張って下さい！
お見舞い申し上げます、気持ちばかりですが何かの お役に立てて頂ければ幸いです。
陰ながら復興を応援しています。一日も早く平穏で幸せな日常が戻るように、ささやかですがお役立て下さい。
町民として色々ご協力させてください。わずかですが支援金送ります。
１日も早く、いつもの生活に戻れますよう祈っています。
生まれ育った故郷に直接何か出来ないかと思い、微力ではありますが寄付させて頂きました。大好きな熊野が１日でも早く元気になりますように。
生まれ育ててくれた熊野の被害に心が痛むばかりです 被災者の方へはお見舞い申し上げます 帰って手伝えなくて申し訳ないですが、声を掛け合いながら頑張ってください
少しでも被害にあわれてる方の力になればと思いました。ふんばってください！
熊野出身の友人がたくさんいます。これ以上被害が広がりませんように。早く日常が取り戻せますように。
１日も早い復興を心から願っています！
私の祖母の実家が熊野町です。早期復興を願います。
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
どうか一日も早く復興できますように。
頑張って下さい。
妻が熊野筆を愛用しています。大変だと思いますが、復興頑張ってください。応援しています。
わずかながらですが寄付させていただきます。 1日も早い復興を願っています。
以前熊野町を訪れ、熊野町の方に大変お世話になりました。気持ちだけですが、少しでも復興のお力になれればと思います。はやく普段の生活ができますように。
愛する地元、熊野の皆さんが1日でも早く元の生活に戻れますように。
熊野町出身です。この度の災害にあわれた方たちの為のお役立て頂ければ幸いです。
熊本からです。 すこしでもお返しができればと思います。 行政の方はこれからが大変だと思いますが、 熊本から応援しています。
大好きな広島が大変なことになっているのを見て、心を痛めています。 こんな形でしか力になれませんが、少しでも皆様の支援になればと思い、寄付させていただきます。
負けないで！これからも応援します。
自分の故郷が少しでも早く復旧することを祈ってます。
微力ながら力になれるとうれしいです。
テレビで災害の状況を知りました。一日でも早い復興を祈っています。
お見舞い申し上げます。 微力ですが、力になればと思います。
平穏な毎日が早く戻ることを願っています。
1日でも早く皆さんが元の生活に戻ることができますように。
熊野町の皆さんの1日も早い日常生活が取り戻せますように、、、。福岡県から応援しています。
止まない雨は無く、被災地にもやがて青空は広がります。 今は心が晴れなくても、必ず一息つける日が来ます。 少しづつ頑張ってください。
両親も亡くなり帰省することもなくなってしまいました｡ 筆の町として全国に有名になって嬉しく思っていましたが､このような形で熊野町のことをきくとは想像もしていませんでした｡些少です
が役立てて下さい｡
物産展で職人さんが子どもに合う筆を選んでくださって、子どもがその筆を愛用しており、全国書画展に参加させていただいてました。 訪れたことのない熊野町ですが、大変なことになって
いると親子で心配しております。少しですが、お役に立てていただければと支援金を送らせていただきます。
母の実家があり、小さい頃からよく訪れる私の大好きな町です。 こんなメッセージしか送れなくてごめんなさい。 直接行くことが出来なくてごめんなさい。 一人でも多くの方が助けられます
ように。 一刻も早く復旧できますように。
頑張ろう！熊野町！！！！！
テレビで災害の状況を見て本当に心が痛いです。ボランティアに伺う事も出来ず非力です。本当に少額ですが少しでも復興が早く出来るようお祈りしております。
ニュースで被災状況を目の当たりにし驚愕しました。1日でも早い復興をお祈りしています。
どうか一日も早い復興をお祈りいたします。少しでも力になれますように。
少しでありますが、復興に役立ててください。
熊野町で生まれ育ちました。被災された皆さまに心よりのお悔やみを申し上げます。遠くからで何も出来ず、もどかしい気持ちでいっぱいです。すこしですが役に立ててください。一刻も早
い復興をお祈りしております。
少しでもお役に立てば。
近くにいるのに故郷に何も出来ないことが、歯痒くもどかしいです。少しでも力になれますように。
復興頑張ってください。
家でテレビ見ているだけで何もできないので、せめても寄付だけでもと思いました。ゆっくり少しずつ立て直してください。
心ばかりですが復興に役立ててください。言葉になりませんが、気をしっかりもって前向きに歩んでください。
少しですが、広島の災害は他人毎でなく、協力出来ればとおもい寄付させていただきました。これからも大変ですが頑張って下さい。
被害に遭われた方、現地で対応に追われている方、どのようなメッセージが適切か想像の範囲を超えます。 微力ですが現地の方々が必要と思われる部分にお使いいただけますと幸いで
大変な思いをされている方々のお役に立てればと思い僅かばかりですが寄附させて頂きました。どうかこれ以上の被害が出ないようにと思っています。
元熊野町民です。故郷の苦境を知りたまらなく悲しい思いを感じています。被災された皆さんに心よりお見舞い申し上げると共に、いくばくかのご寄付をさせて頂きたいと思う次第です。遠
方で何もできず申し訳ありませんが、少しでも助けになれば幸いです。
実家が広島にあります。遠方にいるので直接のお手伝いができず申し訳ありません。少しですがお役立てください。
一日も早い復興を祈念しております。
少しですが、私のふるさとの役に立ちますように。被災された方々が、1日も早く日常を取り戻せますように。
愛用している熊野筆の生産地、少しでもお役にたてれば幸いです。
まずは安否確認、救出をお願いします。自治体職員の方々もご苦労様です。気をつけてください。
お見舞い申し上げます。 微力ながら出来る限りのお手伝いをさせて頂きます。 一日も早い復興を！
今回の災害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。常々、広島のラジオ局の某番組を県外から拝聴し、笑いを貰い元気を頂きました。そんな広島県の貴町が一日も早く平常
通りになるように、心から願っています。
皆さん頑張ってください！
今は辛く大変だと思います。必ず時は過ぎ、また新たなスタートを切れる時は必ず来ます。まとめて大きな寄付はできませんが、こちらも少しずつでも支援できるよう遠くからですが応援し
ています。また、暑さも増してきてますので、どうか皆さんが無事に過ごせるよう祈ってます。
水害被害に遭われた皆様におかれましてお見舞い申し上げます。 状況は私達の想像を遥かに絶していると存じますが 少しでも皆様のお役に立てればと思います。 どうぞ頑張りすぎませ
んようご自愛くださいませ。

平成３０年１０月４日現在
平成３０年７月 熊野町豪雨災害

ふるさとチョイス応援メッセージ

知人の地元だそうで、寄付させていただきます。
被災された皆様、1日も早い復興をお祈りしています。
少しでも早く生活の立て直しができますように。
筆の里でお世話になりました。大変苦しい思いをされているとお察ししますが、諦めないでください。
突然の災害で、先々の御心配あると思いますが、残念ながら亡くなられた方の為にも生きてる証を強く持ち続けて下さい。ご冥福をお祈りいたします。
復興を願っています。
一日も早い復興を願ってます。
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 悲嘆の中にあられると思いますが、諦めることなく頑張ってください。 市職員、警察官、消防官、自衛隊の皆様、困難な任務の中かと思い
ますが、市民の為、どうか宜しくお願い致します。
1日も早く復興できますようにお祈りしています。
微力ながらご支援させていただきます。
テレビでの映像見るたびに心辛くなりますが、 自分たちがと思うと・・・。少しばかりですが、金銭的な応援させて頂きます。
いつも熊野筆を使っています。早い復興を祈っております。
親戚が熊野町に住んでいます。幸い、親戚宅は被害はなかったのですが、幼い頃によく遊びに行った町なので・・・。１日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
一日も早く皆さんの日常が戻りますように。
一日も早い復興を祈っております。
広島の復興力・熊野の復興力を信じています。
負けるな！ガンバレ！
場所が遠いので何もできませんが、熊野町の皆様めげずに頑張ってください。
微力ながら復興の願いを込めて。
あの慕わしい町に、このたびの水害、本当に言葉もありません。一日も早い復興を、心より祈っています。
1日でも早く、普段の生活に戻れるようにー 頑張ってください！
これからが長く厳しい戦いかと思います。 みんなで一緒に乗り切りましょう！
皆様の笑顔が戻られますよう祈っています。
一日でも早く安心して暮らせることをお祈りしています。
頑張れ 熊野!! 応援しています。
熊野が1日も早く元気を取り戻せますように！
この度はお見舞い申し上げます。 １日も早く皆さんに笑顔が戻る日を祈っています。 頑張れ熊野町!
甚大な災害、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの災害に心痛めております。 皆様が少しでも楽に暮らせるようになりますように心より祈っております。
大変だと思いますが、皆応援しています！少しでも力になれますように！
生まれ育った故郷の熊野が1日も早く穏やかな生活に戻りますように。
微力ですが応援させて頂きます。
先祖代々の墓所がある熊野は特別な場所です。 １日も早い復旧を心より祈念しております。
第三小学校に通ってました。中学から広島市内に通学しましたが、長く暮らした熊野がこんな事になり心配しています。何か役に立てれば幸いです。
筆の里でお世話になりました。これからも応援しています。暑さとの闘いになりますが、体に気を付けて頑張ってください！
第２の故郷です。遠方なので微力ですがお手伝いさせてください。
陰ながら応援してます。
少しでも早く皆さまの生活が元に戻れます様に。
熊本地震にあいましたが、それよりひどい現状だと思います。とにかく暑さに気を付けて、早い復興をお祈りしています。
大変な災害に見舞われ、心中お察し申し上げます。 負けないで下さいね。全力で応援します。 暑さが厳しくなって来ました。どうぞお身体に気をつけてください。
早く復興することを祈っています。
豪雨により被災された方々に心より お見舞い申し上げます。 皆様が無事でありますようお祈りいたしております。
子供の頃に育った町。 一日も早い復旧を祈っています。
出身者です。被災者の皆様に心からのお見舞いを申し上げます。また救命活動に当たられている自衛隊・消防・警察の皆様、町職員の皆様に心から敬意を表します。遠くて何もできず、ま
た少額で申し訳ありませんが、気持ちだけ寄付させてください。一日も早く皆様の日常が取り戻せますようお祈りしております。
気持ちをしっかり持って、頑張ってください！
今回の豪雨災害での復旧・復興活動に少しでも お力になれたら嬉しいです。
一日も早く日常を取り戻せますように。
苦しい時こそ団結が大事です。 頑張ってください！ このような事しかできませんが。
社内に出身者がいます。 大変とは思いますが遠くから応援しています。
被災者の方々が、1日も早く前を向いて進んで行けますようお祈り申し上げます。
なにもできませんが、すこしでも災害復興の為に使ってください。
1日も早い復旧、復興に頑張って下さい。
些少ですが、被災地域のご復興にお役立て頂ければと思います。 神奈川県川崎市より、、皆さまの復興を祈ります。
筆の町が早く復旧されますよう応援させていただきます。
皆さんが一日でも早く、いつもの生活に戻れますように。
災害の様子をテレビで見て胸が痛くなりました。皆様のお役に少しでもたてたら嬉しいです。
従姉弟が住んでいたため子供の頃から熊野町で遊んでいました。住んでいたこともあります。 少しでも協力できればと思い支援させていただきます。
心から応援しています。くじけないで明日を信じて頑張って下さい。
わたしの故郷も昨年の九州北部豪雨で甚大な被害を受けました。復旧には時間はかかりますが、必ず助ける人がいます。気持ちを強く持ってください。
1日でも早く復興できることを祈ってます。
しんどい日々が続いておりますが、どうか身体を壊さず無理しすぎないようにと願っております。 早く日常が戻ってきますように。
実家が熊野町です。生まれ育った町です。とても悲しいですし、心配しています。少しでもお役に立てますよう微力ながら協力させてください。 元の熊野を取り戻せるよう出来る事からして
いきます！
頑張ってください。
広島県出身の者です。 皆さんが一日でも早く元の生活に戻れますように。 応援しています。
広島県出身です。被害の修復に、微力ながら送らせていただきます。静かな日常が取り戻せるようお祈りしております。
1日も早い復興を心よりお祈りいたします。
少額ですが応援させてください。（青森出身 東京都在住 / 祖父母が広島出身 東京都在住の夫婦より）
元地元民です。綺麗なふるさと熊野の復興に使ってください。
遠方におります故、寄附という形で微力ながらご協力させていただきます。 復旧までは、長い長い道のりだと思います。 でも、心は一つ。 元気な熊野町を取り戻すため、共に頑張りましょ
う！
熊野町の皆さん、頑張ってください！
生まれ故郷で親戚も多数被災しており、大変心を痛めております。 このような形でしか力になれませんが、微力ながら少しでも復興のお手伝いができれば幸いです。
辛い毎日をお過ごしのことと思います。 特に小さなお子さんのいらっしゃるご家庭に心身の不安がなくなるよう、寄付させていただきたいと思います。 よろしくお願いします。
自分を育ててくれた町です。 みんながんばれ！
SNSたくさん使ってください。現地のことがわからないです。
水害に負けないで！ 応援する事しか出来ませんが１日も早い復興を願っています。
遠くから応援しています！！！ みんなが居ます！！！
ふるさとの町、必ず立ち直ります！
一日も早い復興を願います。
被害に遭われた皆様が一日も早く生活の再建が出来ますように。
大変な状況ですが、どうか一日も早く普段の生活が送れますよう、応援しています！！
少しばかりの寄付ですみません。1日でも早く皆様の心が安らぐ日が来ますよう祈っております。
一日も早く復興されることを願っております。
わずかな金額で申し訳ありません。何かのお役に立たせて頂ければと思います。
陰ながら応援しています！ 時間はかかるかもしれませんが、一歩一歩がんばってください。
復旧お祈りしています。
一日も早い復興をお祈り申し上げます。
2018年7月11日
１日も早い復興を願っています。
一日も早く、日常生活に戻れますように応援しています。
一日も早い復旧を祈っています。
この度の災害に心より御見舞い申し上げます。 今後も微力ながら支援させて頂きます。 お疲れの出ませんように。
早く復旧することを願ってます。
一刻もはやく日常が戻りますように。
数年前に訪れてから、ずっと熊野町のファンです。学校の子どもたち、先生方や筆工房の皆さんがご無事でいらっしゃいますように。一番困難な時期でいらっしゃると思います。一日も早い
復興の心からの祈りを東京から送ります。
以前に広島県に仕事で住んでいた際，被災された地域を毎日通勤で通っておりました。見慣れた懐かしい景色が一変したのをニュースで見て、大変心が痛みました。 この先、大変だと思
いますが、多少なりとも寄付金がお役に立てればと思います。
こころからお見舞い申し上げます。 一日一日を大切にしながら復興を目指して下さい。
カープファンがたくさんいることでしょう。復興、Ｖ３、日本一！！！
友人が現場でがんばってます。直接協力はなかなかできず、こんなことくらいしかできませんが、ずっと気にしてます。被害が少しでも抑えられることを願ってます。
自宅で小さな習字教室を開いております。書道に携わる者として本当にささやかですが応援させてください。
こんなことくらいしかできませんが、どうかみなさん頑張って復興をめざしてください。
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頑張ってください。
一刻も早い復興を！
地元、熊野町がまた笑顔で溢れることを願ってます。
寄付という形でしか応援できませんが、復活をお祈りいたします。
大変心痛めております。 1日も早く行方不明の方が見つかることと、復旧されることを願っております。
どうかこれ以上被害が広がりませんように。復旧のお役にたてれば幸いです。
そちらへ行けず、マンパワーでの支援が出来ませんが支援金という形で力になれたらと思います。 福岡も豪雨の影響を受けたのでとても他人事ではありません。 引き続き支援させていた
だくつもりでいますので、みんなでがんばりましょう！
一日でも早く、復興されることを祈念しています。
ご家族を亡くされた方々のために少しでも応援させてください。
少しでも早く復旧できるよう祈っています。頑張ってください。
落ち着いたら遊びに行きます！ 体調には気をつけてくださいね。
この度の災害につきましては、心よりお見舞い申し上げます。 わずかばかりですが、お役立ていただければ幸いです。 一日も早く、元の穏やかな生活が戻りますように。
今は熊野を離れましたが、熊野で育った思い出は忘れません！ 早く元の熊野町に戻りますように祈っています！
全国の人達が応援しています！
北海道から一日も早い復興を願っております。
熊野町の住民の皆さん、力を合わせて日常生活を取り戻しましょう。
この度の豪雨により、被災された皆様に心より御見舞い申し上げます。 厳しい暑さが予想されますが、どうか御自愛ください。
頑張ってください。
継続してサポートします！
わずかですが、何かにお役立ていただけると嬉しいです。どうか、お体壊さないようにお気をつけてください。
お体大切にして下さい。
１日も早くみなさまに笑顔が戻りますように。
一刻も早い復興をお祈りしております。
このようなことしかできませんが、一日も早く安心して暮らせる日が来るよう祈っています。
私自身が広島市出身のため、今回の甚大な豪雨被害に心を痛めております。猛暑の中、本当に大変だと思います。僅かながらですが少しでもお役に立てればと思い寄付させていただき
ました。一日も早くこれまでの生活が戻りますよう、心からお祈りをしております。
群馬県から応援しています。 少しですが、被災された方の助けになりますように。
1日でも早く安心して暮らせるよう応援しています。
がんばってください！
100年先も人々が安心して暮らせる街づくりに頑張ってください。
祖母が住んでいます。 1日でも早く復興することを願っています。
想像以上に大変で過酷な状況かと思いますが、応援しています。
復興には時間がかかると思いますが、熊野町のみなさん、なんとか踏ん張ってください。
応援しています。
今年３月に行きましたが現在の状況が信じられません。頑張ってください。
大変な災害に心を痛めています。 これからも何らかの力になればと思っています。 皆で力を合わせて立ち直りましょう！
熊野出身です。 力になれることは何でもやります。 一緒に復興に向けて頑張ります！！
直接的な支援は出来ませんが一日も早い 復興を願っております。
故郷の熊野町が少しでも早く復興できればと思います。
家族が生活してます。私も生活していました。 今は遠方から早い復興を願っています。
想像を絶する被害に貧者の一燈です。 一日も早く被災者の皆様に日常が戻りますように。
同じ県内でこのようなことが起きたのはとても心苦しいです。ほんの少ししか寄付できませんが少しでもお役にたてればと思います。
22歳から3年間、地元大阪を離れて、熊野町で介護の仕事をしながら一人暮らしをしていました。熊野で過ごした3年間があったからこそ、今の自分があると思ってます。本当に貴重な時間
でした。当時の会社の先輩方や、施設長をはじめ、お世話になったほとんどの方々が今回の災害に遭われました。幸い皆さんの安否確認はとれましたが、被害状況は非常に深刻だと思
います。熊野町は私にとって第二の故郷だと勝手に思ってるので、応援させて頂きます。
筆の町、熊野。お世話になりました。１日でも早い復興を心からお祈りいたします。
少しでも力になればと寄附しました、応援してます。
熊野高校OBです。緑に囲まれた自然豊かな熊野町が大好きです。一日も早い復興を心から願っています。
熊野町は夫の出身地です。子供もたちも、親戚に会える大好きな場所です。 そんな大切な場所が、一日も早く復興いたしますよう、 また、日常に戻れますよう、微力ながら協力させてくだ
さい。
早く元の状態になるようお祈りいたします。
筆を買いに当地を訪れたことがあります。はやく復興することを願っています。
熊野町の皆さんが少しでも笑顔で過ごして行ける毎日を送れることを心より願っております。
片付けのお手伝いに行けない分、義援金という形でお手伝いさせていただきました。一刻も早く復旧復興することを願ってます。また、亡くなられた方々のご冥福をお祈りします。
大変ですが頑張って下さい。
暑い日が続きますが、お身体に気をつけて頑張って下さい。
6月に広島旅行して熊野化粧筆を購入しました。とても良い買い物を手に入れたと思います。ありがとうございます。そして復興までの道のりは険しいでしょうが、どうか無理をしないでくださ
い。応援しています。
今回の大雨被害についてお見舞い申し上げます。 一日も早い復興を祈念いたします。
この度の豪雨災害からの一日も早い復興を心よりお祈りしています。
自然豊かでのどかな思いで深い熊野町が元の姿を取り戻し住民の方々が平穏な幸せを取り戻せますよう願っています。
この度の甚大な被災にお見舞い申し上げます。
熊野町は、父の出身地ですが、今は埼玉に在住しています。 被災者の皆様、陰ながら応援しています。1日も早い復興をお祈りしています。 一昨年、台風で自宅が浸水したとき、近所や
友人、親戚、職場などから、多大な支援をいただきました。おかげさまで、今では無事に自宅も生活も再建できました。人と人との繋がりのありがたみを、改めて実感した経験でした。 最後
に、私自身、被災者でしたが、実は自治体職員でもあります。被災者がまず頼りにするのは地元自治体です。町職員の皆さまも、今が底力を発揮するときです。大変かと思いますが、職員
一丸となって支援と復興にあたってください。
被災された方々、救助活動をされている方々への思いを支援金という形にさせていただきました。 幼稚園から高校まで、自分を育ててくれた大切な町です。 どうか、どうか災害に負けない
でいてください。 たくさんの人が応援しています。
いち早い復旧､復興を祈っています｡
2年くらい前まで祖父母の家が熊野町にあり、とてもお世話になってましたので、少しでも熊野町の皆様のお役に立てたらと思います。
頑張れ、侍ジャパン！！ 負けてたまるか！！
早い復興を願っています。
実家が熊野にある者です。 一緒に頑張りましょう！
猛暑の中、大変お疲れさまです。休憩と水分補給を十分して頂いて、あまり無理はなさらず体調にお気をつけ下さい。復旧、復興を心より願っております。
一刻も早い復興を祈ります。
熊野の筆を愛用させて頂いております。 この度は甚大な災害となり、心よりお見舞い申し上げます。 少しばかりですが、復興にお役立て頂ければと存じます。
学生時代を熊野ですごしました。夏は涼しくて、自然が豊か、静かでのどか、大好きな町です。1日も早く、平穏な日々が戻りますよう祈っております。
熊野町出身のものです。微力ながらも応援します。このお金が必要な方に届きますように。
早期に通常の生活に戻られることを祈念します。
頑張れ！！熊野町。
報道を見るたび、胸が痛みます。遠方で直接のお手伝いができず、申し訳ない気持ちでいっぱいです。１日も早い復旧をお祈りしています。
1日でも早い復旧を願っております。
毎日、ニュースを見て心を痛めております。暑い中、本当に大変な思いをされている方が大勢いらっしゃると思うと、ほんの少しですが力になれればと思います。皆様、体調にはくれぐれも
気をつけて頑張ってください。
寄付くらいしかできませんが、皆さんの生活が一日も早く元に近いものに戻りますよう祈っております。
そちらに伺うことはできませんでしたが皆様のお役に少しでも立てればと思い、少しではありますが送らせていただきました。
第四小と熊中出身で、とても心配しています。今は海外に住んでいますのでほんの少し寄付するくらいしかお役に立てることがなくてもどかしいですが、被災者の皆様にお見舞いを申し上
げますと共に少しでも早い復興を心より願っております。
町内在住です、体力に自信が無く何もお手伝いできませんが、せめて募金させていただきます。
私が生まれ育った熊野の1日でも早い復興を心より願っています。
成長期に過ごした思い出の地の被災は悲しくなりました。わずかですが、復興のお力添えになれましたら嬉しいです。 暑い日が続きますがご無理無いようにお願いします。
日常が戻りますよう願っています。
大変だと思いますが、頑張ってください。 応援しています！
熊野の化粧筆を愛用しています。これからもずっと作り続けてよき伝統を守って欲しい！応援しています。
熊野筆で息子がお世話になりました。
一日も早い復興を心よりお祈りしております。
少しでもお役に立てれば・・・
被害に遭われた方々に、心よりお見舞い申し上げます。 一刻も早い復旧を願っております。
１日も早く復興することを祈っています。
1日でも早い元の生活が戻りますように。
大変な状況の中、是非とも頑張ってください！
熱中症に気をつけてください。 早く復興されることを祈っております。
出来る範囲でボランティア参加します。 頑張ろう！
毎日暑い中、不便な生活を強いられていることと思います。どうか体調を崩されぬよう、お気をつけてください。
頑張ろう！
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広島県出身者です！ 微力ながら応援させてください。 心折れずに、がんばってください！！！
地元なので、被災者の皆様に微力ながら協力させて頂きます。
1日も早い復興を願っています。
四年前の安佐南区、安佐北区の土砂災害ではお世話になりました。少しでもお役に立てば、幸いです。
悔しいし腹立たしいけど。これが山あいで暮らす私たちの現実。 この現実を町民みんなで受け止めて、進んでいきましょう。 負けねーぞ、熊野！
呉市民です。僅かですが、熊野町の復旧に役立つことができればと思っています。1日も早く普段の生活に戻れることを祈っています。
故郷の熊野町、1日も早く復興されることを祈ります。
ほんの少しですが、自分ができることだけでもさせて欲しいという気持ちで、寄付させていただきました。暑い中、復興の作業にかかわる皆さんの健康が守られますよう、そして、1日も早く
皆様に日常の生活が戻ることをお祈りしています。
皆さまの生活が一刻も早く元に戻ることを願っております。
人的お手伝いにいくことは出来ませんが、微力ながら寄附でお手伝いさせていただきます。 一日でもはやく心が休まる日が来ることを祈りしております。
一日でも早く、心穏やかに暮らせる日が来るように願っています。
三重県熊野市在住のものです。7年前、熊野市も大規模な水害に遭いましたが、立ち直りました。熊野町の方も酷暑の中、大変でしょうが、頑張って下さい。
お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆さまにお見舞い申し上げます。いち早い復旧を心よりお祈りいたします。
少しでもお役立てください。
少しですが、お役立てください。
瀬戸町出身にて報道を見て驚いております。 微力ながら寄付いたします。 一刻も早くの復興を願っています。
おふくろのふるさとなので、豪雨災害からの復興を応援しています。 暑い中ですが、怪我や病気には気をつけてがんばってください。
被災された方の暮らしが一日も早く良くなることを願っています。
このようなかたちしか寄り添う事が出来ませんが、心から応援申し上げます。
ganbare!
豪雨災害で大変だとは思いますが、みなさん頑張ってください。我々もできる応援をしていくつもりです。
熊野町の皆さんに早く平安が訪れますよう。ボランティアの皆さん、お身体をお大事にされてください。どうか無理をなさいませんよう。
母の故郷、熊野町の皆様頑張ってください！
大学時代の友人が熊野町で頑張っています。 一日も早い復旧をお祈りします。
素敵な熊野町をいつも応援しております。頑張ってください！！
早くもとの生活に戻れるよう微力ながら応援します。
娘が小学校4年生の時、書道の全国大会で賞をいただき、それにかこつけて初めて広島にお邪魔しました。娘と二人旅、思い出の町です。筆の里熊野町を応援いたします。
私は熊野町の病院で生まれました。残念ながら、記憶にはありません。いつか訪れたいと思いながら、今回の豪雨被害に胸を痛めています。私も東日本大震災を経験し自然の脅威を知っ
ています。復興を応援しています。
少しですが熊野町の復旧に役立ててください。
熊野町で大きくなり、いろんな経験をさせてもらいました。今、またこれから、熊野町で過ごす子どもたちにたくさんの経験をさせてあげられるよう、早く復興することを願っています。
未曾有の災害で日常生活すらままならない日々かと思いますが、復興に向けて頑張ってください。
この度の豪雨災害に心を痛めています。小学校建設工事で町の方々に大変お世話になりました。それ以来熊野町が好きになりました。一時も早い復興を、貴町と縁がある奈良からお祈り
いたします。
遅くなり申し訳ございません。いつも気にしてました。
依然として復興には時間がかかるでしょうが、応援しております。
僅かですが、少しでも、お役に立てて頂ければ嬉しいです。
役場の皆様、健康に気をつけて、休める時は休んでください。ふでりんの活躍も応援しています。
熊野町の方々には以前大変お世話になりました。1日も早く、皆様に平穏な日常が戻りますことを心より願っております。
心がつぶれそうな思いです。早く、少しでも元通りの生活に戻りますように。
被災者の方にいつでも いつまでも寄り添っています。安心して下さい。
一日も早い復興を祈っています。元気を出して下さい。
復旧を応援しております。
育ってきた地元の復興の手助けになればと思います。頑張ってください。
避難所生活の方が一日も早く日常を取り戻せることを願っています。
早く元通りの生活ができる環境づくりをお願いします
書家の鈴木猛利と申します。 この度、書展「無由？人を助けるのに理由は必要ない？」の収益を全額寄付いたします。
今とても、大変な思いをされている方に少しでも、お役立ちできますように。応援してます。
一日も早い復興をお祈りしています。
一刻も早い復興を祈念しています。
元気な熊野町に戻れますように、応援してます！！

