
 

 

公共交通機関ではたらく方々への応援メッセージを募集したところ、 

伊賀市のみなさんから新型コロナウイルスに負けないエールや励ましの声、 

大切な思い出などのメッセージをたくさんいただきました。 

 

 

2020年伊賀市公共交通応援メッセージ 



またころながおわったらばすでぴくにっくにいきたいです。
高齢者にとっては、高速バスは、本当にありがたいです。コロナで、大変だと思いますが、どうぞ、がんばって下さい。又、バスでのおでかけを楽
しみにしています。
子供がいつも通学でお世話になっています。
孫と日乗車券で伊賀上野伊賀神戸を行ったり来たりして良く良く乗って守をしていました。ここ数ヶ月は乗れていませんが、やはり乗りごごちが良
いので、使わせていただきます！
でんしゃがすきなので、でんしゃでおでかけしたいです
ありがとう　にんにんでんしゃだいすき
伊賀鉄道は職場の研修で乗車します。忍者列車に乗れた時はウキウキします。バスも忍者ペイントを見かけた時はビックリしましたが、今ではボラ
ンティアで送迎をしている時バスをさがしている自分が有ります。コロナに負けないでガンバルド
公共交通は地域の足です。多くの人が頼りにしています。運転手さんなどは、感染リスクもある中、運行本当にありがとうございます。
高校への通学でバスを利用しています。上野市駅から名張駅までバス本で行けるので便利にしています。ＪＲ伊賀上野駅から行けるともっと便利に
なるのですが。（都合のいいバスは上野市駅発）
新型コロナウイルスで感染で不安な中、毎日バスの運転をして下さりありがとうございます。頑張って下さい。
子供のころから鉄道好きです。新型コロナの世でも安全な公共交通機関を応援します。がんばってください。
約20年間、通学通勤で伊賀線を利用してました。
近年は利用者が急に減った感じで残念です。

苦しい時期ですが、公共交通を利用する人が増えることを願います。
家の前を走る電車を毎朝見る娘。一生懸命手を降って「いってらっしゃーい！」と叫んでいます。
車ですれ違うバスにもいつも手を振ってます。運転手さんが手を振り返してくれると、恥ずかしそうですが内心すごく喜んでいます(笑)
コロナに負けず、地域の足を守って下さい。
マスク着用しマナーを守って楽しく乗りましょう
ゆったりまったり元気でＧＯ！
長女が３年間（この時は、伊賀線でした）、そして三女が３年間（この時には伊賀鉄道に）、利用させていただきました。大人になって、それぞれ
子供も生まれましたが、帰って来るたび、なつかしく思っているようです。ゴールデンウィークには、伊賀神戸に車を預け、次女一家も含め、０名
で伊賀鉄道に乗ったりしました。これからも、ぜひ利用していきたいと思っています。
来年からお世話になります！！僕たちの夢とのせて走って下さい！！コロナになんて負けるな。ありがとう。
関西本線の運転手さんコロナで大変な時でもいつも電車を走らせてくれてありがとう。駅で電車に乗る時や電車を見ている時も手を振ってくれたり
とってもうれしいです。黄色の点検する電車の運転手さんも停車している時にやさしく話してくれます。黄色の電車をみれたらとってもラッキーで
す。バスの運転手さんもやさしく手を振ってくれます。伊賀鉄道の運転手さんもたのしいイベントいつもしてくれてありがとう。コロナが減ったら
また電車のイベントまってます。がんばってください。
頑張れ！！伊賀鉄道！！！
毎日笑顔をありがとう　コロナのおかげであたりまえのように生活してた日々をあらためて感謝！！みなさんに感謝を込めて
コロナ撲滅
関西本線、ＪＲの運転手　これからも、伊賀上野駅が活性するよう、安全で電車を走行して下さい
公共交通機関は市民のための大事な足です新型コロナウイルスに負けないように頑張ってください
あって当たり前な存在ですが、無くなると大変な事になります。
これからの高齢化社会の為にも、いつまでも走り続けてください。
コロナの終息は必ずきます。もう少しです。がんばりましょう！
バス停の時間が、もっと時間をちぢめてほしいかな！
伊賀上野に住んでいます。名古屋へよく行き、三重交通高速バスを利用します。これからもどんどん高速三重交通バスにのります。
高齢者・・・バスツアー（コロナ収束祈願）に参加しました。個人的にしっかりした行動で対応すれば（したので）大丈夫でした。基本を忘れない
様に考えてから計画（行動）する事が大事だと思います。（大声でのおしゃべり・・・接触・・・マスク装着　手洗いのもと）
いつもみんなを安全に運んでくれてありがとうございます。これからも頑張ってください。
コロナに負けずはしってね！コロコロはしって下さい。
学生時代のバス・電車・汽車の乗車が懐かしいなあ。それと共に各々の運転手さんに感謝です。ありがとうございました。当時は満員が多かったで
す。
通勤、通学、買い物など日常生活になくてはならない公共交通機関。コロナ禍のなか私たちが安心して利用できるのも事業者の皆さまのご努力のお
陰と感謝しています。これからもよろしくお願いします。
鉄道を利用して、日帰り散策によく出かけますが、コロナ禍で自粛中です。
買い物や図書室の往復に行政バスは欠かせません。私もマスク、手洗いうがいは、ちゃんとして、コロナ対策をしますので、行政バスの運転手さ
ん、がんばって下さい。
あまり利用しませんが、飲み会の時は重宝してます。
田舎は出かける足がないと通常の買い物にも事欠きます。通学、病院に行くのもそうです。誰でものれる、公共交通は本当に大切です。コロナウイ
ルスがはやり、公共交通利用が大変な中、運行してくださっている事業者様、ありがとうございます。我が家も通学に利用しています。天候により
大変な時もあると思いますが、どうぞお気をつけて。感染症が収まり、変わらず運行が行える、私どもは利用できますように。

ただでさえ利用者が少ないのにコロナでますます少なくなって大変かと思います。かといって多くても感染リスクが上がり、どっちにしても大変で
すよね。私は電車が走っている時の音が好きです。次男も8月17日から鈴鹿の学校へ通います。電車を楽しんで通学して欲しいなと思います。お世
話になりますがよろしくお願いします。
いつも地域の公共交通の為に尽力頂きありがとうございます！
今では社会人になった子供達も学生時代には通学に大変お世話になりました！上野市駅や柘植駅に送って行った時に改札に入って行く子供達の後ろ
姿が懐かしいです。
これからも地域の為に安全第一でよろしくお願いします！
忍者のラッピングトレイン、バスが走る伊賀市ならではの日常の風景が郷土愛の１つだと思います
子どもが鉄道が大好きで小さい頃から電車によく乗っていました。コロナで乗客が減って大変だと思いますが頑張ってください。コロナが収束した
らまた鉄道に乗って旅行にいきたいと思っています。
中学、高校と6年間伊賀上野駅から西大手駅まで毎日電車通学してました。社会人になり車通勤になり最近利用することがなくなりましたが来月第
一子が産まれるので歩くようになったらまた電車に乗って出かけたいなぁと思います(^ ^)コロナに負けずこれからも地域の皆のために運行頑張っ
てください
いつも通勤に利用させて頂いている伊賀鉄道、もともと大変だった経営がコロナでさらに厳しいとは思います…
でも貴重な地域の鉄道として、生き残って下さい！
コロナに負けるな
3密にならないように、みんながんばろう
高校3年間ほとんど毎日、伊賀鉄道で通学しました。部活で朝が早い日も、受験勉強で夜遅くに帰る日も毎日利用した思い出の伊賀鉄道です。
これからも安全運転で頑張ってください！
いつもありがとう
伊賀市を縦断している伊賀鉄道は、私の高校時代の懐かしくも有り、楽しいい通学電車（５０年前）でした。伊賀上野駅から西大手駅までの短い区
間でしたが、青春時代の思い出です。今では、親子三代、子供や孫まで利用させて頂き、本当に生活に密着した重要な路線になります。今後もます
ます利用が深まる路線ですので、「安全運行」でよろしくお願い致します。　～頑張れ地域の足！～
伊賀鉄道沿線に住んでいるので、田んぼの向こうに電車が走っている風景が好きで、ずっと続いてほしいです。子どもたちは、高校の３年間、通学
でお世話になりました。セーラー服と伊賀鉄道は世代をこえて多くの人の記憶に残っている思い出なんだろうなと思います。
昔、伊賀鉄道で神戸まで行って大阪へ通勤してた頃、女学生が友達の座席を確保する為、椅子にボストンバックを置いて友が乗ってくるのを待って
いましたが、僕はボストンバックつかれてるのと・・・たらすぐにバックを除けて座わらせてもらいましたが、今はボストンバッグを置いた法が良
いコロナ対策です。
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家の前を通るかわいい忍者のラッピングバスにんまるや、伊賀鉄道の忍者列車を見る度に伊賀らしさを感じて新型コロナウイルスで落ち込んだ気持
ちも少しほっこりします。新型コロナウイルスが落ち着いたら、これらのバスや電車に乗って遠出することが目標です。それまで新しい生活様式を
取り入れてソーシャルディスタンスを保ちながらたくさん利用させていただくので、公共交通事業者のみなさんにはいつも通りたくさんの忍者を走
らせてもらいたいです。
これからバスをと思い電話で問い合せした時は本当に親切におしえて下さりありがとうございました。これからはバスと思って居ります。車はやめ
ました。
苦しくても出来る智恵を出しあって頑張って、出来るだけ利用しますから。
授業や部活動で土曜日に通学している日、土曜日なのでバスに乗っているのが僕と運転士の方だけでした。
運転士の方が、バスに乗っているのが僕だけだったからか、
「今日、部活か　」
「どんな部活しとるん　」
と、話しかけてくださったので嬉しく、一人で乗っている時でも楽しく乗れました。

また、運転士の方が自分たちがいつも乗っているバスがどれか覚えていてくれて。
「バス来たで！」
と、言ってもらえたので乗り遅れたりすることがありませんでした。

公共交通事業者の方
これからも通学などに利用させて貰います。これからもよろしくお願いします。
忍者号を見る度に子育て中の思い出がよみがえり、ホッとする一瞬です。孫育てでも今度は何時に通るかなと探すのも楽しみの会話です。終電前の
暗やみの電車は味わいがあって大好きです。共にがんばりましょう！
自分で車で運転して通っている同じ道であってもバスや電車に乗って外の景色を眺めていると心ときめく花や山野草に出合う事がありうれしく思
う。時期折々の新しい発見があり又これもいいものです。時々バス電車に乗って出かけてみようと思う６８才になった老人です。（乗るだけで楽し
い事がある）
新型コロナウイルスで思うように出掛けられず世の中がどんよりした雰囲気ですが、いつも変わらず走っているにんまるや忍者列車を見つけると1
歳の娘は笑顔で指を指して教えてくれます。そんな小さな幸せをいつもありがとう。今まで通りいかないことが多い大変なご時世ですが、その中で
も今まで通り頑張っているものを見ると勇気付けられます。これからも伊賀みなさんを支えてください。
通学通勤に乗車した近鉄電車。老車にムチ打ちガンバレ伊賀鉄よ。週回程度運んでもろてます。
いつもありがとう。コロナに負けないでがんばってネ。
いつも素敵な景色、おもてなしありがとう！心がやすらぎます♪
でんしゃをみるのがだいすきです。いつもありがとうございます。
コロナウイルスに負けないで！休まず鉄道・バス・タクシーをうごかしてくれてありがとうございます。
暑い中、マスク等着用で大変でしょうが、頑張って下さい。よろしくお願いします。
鉄道を殆ど利用したことがなかった頃、不慣れながらに駅員さんから切符を購入して
ホームで電車が来るのを待っていたのですが、この乗り場で正しいのか、
目的の電車が来る時間は合っているのかと不安になってしまったのですが、
人見知りだった私は駅員さんに尋ねる事も出来ずにうろうろしていました。
すると切符を購入した時の駅員さんが声を掛けてくれて、その乗り場で良い事と
もうすぐ目的の電車が来る事を親切に教えてくださって嬉しかったことがあり、
十年以上前の昔の事ですがずっと心に残っています。
今はコロナで大変ですが、それでも公共交通は生活に欠かせないものです。
その中で頑張っている皆さんは尊敬します。頑張ってください。

コロナにならないように気をつけてガンバッテ下さい。いつもありがとう。
ころなにまけるな　ありがとう
頑張ってください
ＩＣＯＣＡカード伊賀線で使えたらとても便利になります。よろしく。
孫が保育園の頃、伊賀鉄道の車内に絵を飾ってもらい、一緒に乗ってみたのを思い出します。

みなさん、がんばってください。
孫は、鉄道が大好き。
コロナに負けずがんばってください
雨の日や雪の日の車・バイク等の運転は控えたいので、いつでも気軽に乗車できる公共交通を利用したいと思います。
子供が通学に伊賀鉄道、近鉄、三重交通を利用しています。駅員さんや乗務員さんのコロナ対策のおかげで、毎日安心して利用することができてい
ます。ありがとうございます。
いち早く終息すると信じて頑張ろう！
コロナウイルスが流行していても、ぼくたちは、あなたたちをずっとおうえんしています。ぼくは電車が好きで、コロナウイルスがしゅうそくした
ら、電車に乗って、いろいろなところへ行きたいです。
年がとってくると公共交通が大事だなとこのごろつくづく思います
　　名張へ通勤している時、帰りの電車で桑町駅に着くと、家内と一緒に迎えに来ていた義孫が、電車が見えると同時に、飛び上がって「顔でん
しゃ，顔でんしゃ」と喜び大きな声で叫んでいた日を懐かしく思い出します。
中学校　高校と　満員電車通学でした　　ローカル線の旅を　楽しみたいです
中学生になって新しい友達と校区外へも遊びに行けると思ってたけど、コロナで友達とも遊べない。早く、バスや電車で友達と映画をみに行きた
い。
いつもバイトの行き帰りに、電車を使用しています。新型コロナウイルスが世間を騒がしていても、運行し続けてくれてありがとうございます。毎
日お仕事お疲れ様です。
コロナの感染対策から三密を避けるため、電車やバスに乗れず、移動に不便を感じております。コロナが広がるまでは、いつも当たり前に利用して
いた公共交通機関の有り難みを感じる日々です。まだまだ落ち着かない日々ですが、頑張ってください。
伊賀鉄道忍者アピールを全開に頑張って下さい
なんせ、大事な足なんやさかい！乗って残さなあかん！のろさ！！
毎日、通勤でお世話になっております　
　
コロナ禍で大変な中、お仕事お疲れ様です。
私が仕事に通勤できるのも、皆さんのおかげです。
娘が（２才）が乗り物好きで、バスや伊賀鉄道を時々利用しています。親の私自身、学生の頃は毎日乗っていたのが懐しいです。運転手さんには、
いつも手を振ってもらったり話しかけていただいたりして娘はとても嬉しそうにしています。いつもありがとうございます！これからもお仕事頑
張って下さい。
高校３年間、毎日、伊賀線に乗って通っていました。名張にある高校まで通っていたので、家から高校まで２時間ほど。大変だったけど、いい思い
出です。伊賀線をみるとその当時を思い出します。ありがとうございました。今度は子供がまたお世話になるかもしれません。これからも宜しくお
願いします。
いつも安心・安全な運転、ありがとうございます。
この前お姉ちゃんと2人で乗ってお出かけしました。とても不安でしたが優しく声をかけてもらって安心しました。
コロナで大変だと思いますが、感染しないよう気を付けてください。
伊賀市の伊賀鉄道いつまでも走って下さい。応援してます。
うんてんしゅさん　いつもありがとう☆
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お仕事お疲れさまです
主人と娘が毎日お世話になっております

コロナで大変な中、ほんとにありがとうございます
不特定多数の人が利用する公共交通機関だけに、不安なこともたくさんあると思います
でも、なくなってしまうと本当に困るので十分気を付けてお仕事がんばってくださいね
以前、里帰りの帰り、重い荷物をそっとおろしてくださった運転手さんありがとう。年令が増すごとにちょっとした親切がどんなにうれしく感じる
ことか…。暑いこのごろではますます普通ができなくなる毎日です。「いき」ができることがどんなにうれしいことか…。どうか公共交通を残して
ください。お願い。
中学は、スクールバスを利用していました。孫は、乗り物が大好きです。
５０年前、保育士をめざして２年間四日市の短大へ電車で２時間通学していたこと。発車時間に遅れそうになって走っていたら少し待ってくれたこ
と今でも忘れることはできません。感謝！感謝！感染対策をして、コロナに負けずにみんなでがんばろう！
伊賀鉄道の通学定期利用者が減っていて、さらに今年は、はくほう高校の定員数もさらに減ってしまい、さらに少さくなるかと思います。しかし、
伊賀鉄道はなくなってしまうと、観光客からも不便だと思い、伊賀市全体のけいきも悪くなってしまうかもしれません。ぼくも、伊賀鉄道がなく
なってほしくないのでがんばって下さい！！
県外への通院にバス、電車を利用させてもらってます。コロナ禍の中、いつもの時間に乗れることを大変ありがたく思います。
就職した当時、みんなで楽しく旅に出掛けた思い出があります。
今はコロナで大変ですが、ワイワイ楽しみながら電車に乗れる日が来ることを願います。
学生時代、町の学校から帰省する時、伊賀線にのるとほっとした気持ちになりました。新学期が近付き町に戻る時にはいつも発車時間ギリギリで
「待って」と叫んで電車に待ってもらったのも苦い思い出です。伊賀鉄ガンバレ！
若い頃、バスで通勤を行っていました。
年を取ると、公共交通機関は、無くてはならない存在でもあり、コロナに負けず頑張ってください。
通学に毎朝使ってます、これからもよろしくお願いします。
以前は子供が３６５日と言ってもいい程バス通学でお世話になりました。それも卒業と共にバスに乗る事、近くへ行く事もなくなりましたが、久し
ぶりにバスに乗ってみると、スーパー、テレビで見るコロナ対策が車内でもされていました。運転士さん暑いだろうなと思っていたら、大雨降った
り曇ったり、晴れたりと一日に色々な天候になる事多い毎日なのに安全運転していただきご苦労様です。みんなの足にもなっているので、頑張って
下さい。コロナに負けるな！！運転士さん頑張れ！！
娘が毎朝通学に利用しています。
3年間よろしくお願いします。
踏切で止まったとき、忍者の電車が来ると大人の今でも当たり！みたいで喜んでしまいます。
ICOCAなどのI Cカードが使えたら便利だなと思います。娘にICOCA定期を与えたいので。
子供が保育所の頃、ギャラリー列車に絵を飾ってもらい、ビデオ片手に往復した事を懐しく思い出しました。地元発信の色々なイベント列車も楽し
みです。今後の発展を望んでおります。
大学に行ってますが、伊賀上野駅や伊賀鉄道でもICOCAが使えたらと思います。

不特定多数の客を乗せることに不安があることと思います。ご苦労様です。一人一人新しい生活様式に気を配り感染拡大を抑えていきたいです。に
んまるに乗ってみたいです。
いがてつどうのみなさんいつものしごとつかれますよね　がんばってください
市内循環のにんまるは娘が塾行く時に利用したことがありますが、本数が2時間に1本なので、もう少し増えればいいかなと思います。
免許返納した人も利用しやすくなり便利かと思います。
伊賀神戸駅で乗り換えて、電車の窓から城之越遺跡の景観を見るのが私の楽しみです。この度上野市駅の駅舎と伊賀鉄道の関連施設が国の登録文化
財になったという記事を読みました。伊賀市には自慢できるものがあります。私の大好きな伊賀鉄道を安全に運行するためにご尽力いただいている
方々に感謝とお礼を申し上げます。
子供が電車に興味を持ち始め、一緒に乗れたら楽しいなあと思っています！コロナが原因で苦しい時代ですが、これからの世代の子供たちも電車や
バスなど乗り物に乗れることを楽しみにしていると思います。みなさんでこの時代を乗り越えて行きましょう！
毎日バス通学をしています。下車の際運転手さんが「いってらっしゃい」と元気に声をかけてくれます。勉強も部活（陸上部）もがんばります。
いつも安心して電車が乗れるように、気をくばって頂いてありがとうございます。健康に気をつけて安全対策おねがいします。
伊賀鉄道の沿線に住んでいます。始発電車の音で目覚め、最終電車の音を聞きながら深い眠りにつきます。出来るだけ利用しようと思っています
が、年齢を重ねる毎に出かける機会が少なくなります。いつもありがとうございます。
近鉄、伊賀鉄道、三重交通の乗務員の皆さん、大変お世話になっています。公共交通がないと移動ができません。自粛生活で大変厳しくなっていま
すね。これからも微力ながら乗り続け、応援したいと思います！
高校生の頃、伊賀線を利用していて、朝は満員で大変な思いをした事があります。なつかしい思い出です。
高校への通学でバスを利用させていただいていたのですが、中学校のときの同級生と出会えたり、高校の友達と話しながら帰ったりとバスでの思い
出はとても楽しいものばかりです。今はなかなか外に出る機会もなく、家にこもりきりですが、また気軽に外出できるようになったら友達と伊賀市
で遊ぶ際に利用させていただきたいと思います。公共交通事業者の方々に関しましては、日々新型コロナウイルスに負けず運行を続けていただきあ
りがとうございます。これからも体調に気をつけて頑張ってください。
大阪から移住した当初、車がなく、バスを利用していたのですが、小銭がなくて困っていたら、運転手さんが「今度払ってくれたらいいよ！」とや
さしくして下さったこと本当に感謝しています。ありがとうございます。今はすっかり車ばかりの生活ですが、友人・知人が来た時はできるだけバ
スも乗ってみて！とすすめています。
津までの塾、頑張って、マスクして消毒液持って電車で行ってます。孫が…
現在のコロナ禍の状況の中で、毎日大変な御足労をお掛けしています。学生、高齢の方が多い伊賀市にとって公共交通機関は欠かせないものとなっ
ております。
そんな中毎日変わらず、定時運行にご協力頂き誠にありがとうございます。公共事業者で勤務している方も一人間になりますから感染症の恐ろし
さ、または多数の命を預かる立場として非常に責任感のある仕事をして頂き感謝仕切れません。どうかこれからも私たち伊賀市民にとっての安心、
安全な運行宜しくお願いします。応援しています！！私達はONE TEAMです！

公共交通機関は不安に感じることがありますが、必要なものなので　みんなでエチケットを守り利用したいです。
いつも大阪や名古屋への高速バスと伊賀鉄道を利用させて頂いています。これからも安全・安心な公共交通機関として、活躍を続けてください。
電車が大好きで近くの駅までよく電車を見に行っていた息子も今年で２０歳。あの頃がなつかしいなあ…
大変でしょうが頑張って下さい
保育園の時、僕達の絵を乗せて走ってくれてありがとう。いつか、僕の子供の絵も乗せて走ってね。
コロナにまけないで毎日がんばってください。
学生、高齢者には必要な乗り物なので、なくさないでほしいです！
コロナに負けず頑張ってください！
関西線が使えるようになると便利になるし、伊賀鉄道も将来使えるようになったらすごく嬉しいです。
コロナウイルスはこわいけど、でん車やバスで、いろんな所へ行けてうれしいです。ありがとう。あつしより
コロナに負けず、頑張って下さい。
うんてんありがとう。これからもよろしくね。ひかり
通学に普段から利用している者です。私たちもコロナウイルスにかからないようエチケットを徹底して、事業者の皆さんが安心して営業できるよう
に努力します。皆さんも頑張ってください！
公共交通機関の存続はは大切です！
存続のために、伊賀市民として、協力していきたいです。
三重交通ならびに伊賀鉄道さんよく利用させて頂いております。伊賀市民にとって、なくてわならない生活の足です。またコロナ対策に全力で取り
組まれているのを目にしまして、感銘を受けております。今後共宜敷くお願いいたします。
運転するお仕事は凄く気をつかうのに、更にコロナで感染にも気をつけないといけない環境の中、市民の為に毎日働いてくださりありがとうござい
ます。これからも大変な毎日が続きますが市民の為に運転よろしくお願いします。
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コロナにうつらない、うつさないための3つの約束は、とても分かりやすかったです。コロナに対する意識をしっかり持って、公共交通機関を利用
したいと思います。

～伊賀鉄道～
中学校時代には、通塾で利用させていただきました。高校時代には、登下校で利用させていいただきました。現在は、アルバイトの通勤で利用させ
ていただいています！
伊賀市民にとって、なくてはならない交通機関です！
これからも、コロナに負けず、頑張って下さいね！
いつも親切にして下さる運転手さんに感謝をしています。
学生時代、毎日三重交通バスを利用し、登校していました。誰にでも優しい運転手さんばかりだと思います。現在、私は妊婦となり、お腹が大きく
なるにつれて車の運転が難しくなりました。チラシの「３つの約束」は分かりやすく「乗ってもいいんだ！」と驚きました　公共交通事業者の皆さ
んお疲れ様です。いつもありがとうございます。
通学に公共交通機関を利用しています。コロナに対する正しい意識を一人一人が持つことが何より大切だと思います。
自分自身も、マナーを守り利用して行きたいと思います。
数年前まで通学で伊賀鉄道を利用していました。友達とお喋りしたり勉強したり楽しい時間でした。またみんなで笑って乗れる日が来るように願っ
ています。
　伊賀鉄道は、地域の大切な交通です。
娘たちの高校時代、通学でお世話になっていまして、思い出もたくさん乗せてもらいました。季節感溢れる様々なイベントや、車内の掲示等、我が
家の話題にもなっていました。ありがとうございます。
　私は、毎日、犬と散歩をしながら、行き交う電車を眺めております。今度は、私自身が、ゆっくりと伊賀鉄道に乗車し、城下町へと歩みたいと思
います。
　新型コロナウイルスの終息を願いつつ、伊賀鉄道の益々のご繁栄を、陰ながら応援しています。
通学で毎日利用していました。伊賀鉄道、バス維持していくのにはかなりの費用がかかると思いますが無くなってしまうとますます衰退してしまう
と思うので自分達も出来るだけ利用したいと思います。
上野市駅の旧市役所跡地の駐車場を観光客用兼ねて拡大して機械化して24時間利用できるようにし伊賀鉄道、バス利用者は割引するようにしたら良
いと思います。勿論、上限金額設定して。
近鉄、JR利用者は伊賀上野、伊賀神戸の駐車場までマイカーで行っているので。
機械化した方が確実に駐車場収入取れるし人件費も抑えられると思いますけど。8時～17時しかおらんシルバー人材の方の人件費よりましやろう
し。
あと、名張に通学する学生の定期代が近鉄伊賀線時代より高くなってるのでもう少し抑えれるように割引なり助成金出すなりして学生の利用者を減
毎日新型コロナウイルスの感染者が増えていくなか公共交通を運行し続けていただきありがとうございます。これからも体調に気をつけて頑張って
ください。
日々新型コロナウイルスの感染者が増えているなか公共交通を運行し続けていただきありがとうございます。これからも体調に気をつけて頑張って
ください。
乗り物大好きです
たくさん乗りたいです
かつて９６３年頃（昭和３８年頃）高校へ通学の際に三交バスを雨天時に利用させて頂きました。満員状態の時も度々でした。今昔の感がありま
す。市民（特に高齢者）の足として今後とも走行して下さる様に応援しています。
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、交通インフラをいつも通り支えて下さり大変感謝いたします。
コロナが終息したら、また以前のように利用させてもらいますので、どうか感染症に気をつけて健康にお過ごし下さい。
普段は車通勤のためあまり利用することはないですが、飲み会の時はいつも利用させてもらっています。
コロナで大変ですが感染に気をつけて頑張ってください。
いつまでも伊賀鉄道は元気に走っていてほしい。乗ります。
忍者電車頑張れ
いつまでも元気に走れ　忍者電車
コロナに負けずがんばってください
忍者電車大好きです
普段はマイカー移動ですが、のんびり伊賀鉄道の旅がしたくなって、昨年今頃初めて1日フリー乗車券を利用しました。いつもとは違う景色、発見
がありました。次は春にでもと想っていたのに、残念です。コロナが収束したら、また利用したいと思っています。
名古屋や大阪に出かける時はバスはとても便利で利用しています。
大阪の便はまた増便してほしいです。
伊賀鉄道を三重大学病院に通院の時、大三輪神社へ参りに行く時に利用させてもらっています。「ＩＣＯＣＡ」が使える用になればいいのにと思っ
ています。
取り組に応援しております。頑張って下さい。
電車、バスの利用時は必ずマスクを着用して、気持ちよい環境を保持出来るように、お互に注意したいものです。
鉄道好きの才です。コロナが流行ってあまり外に出られないけどいつか外に出られたら鉄道にたくさん乗りたいです。コロナに負けずにがんばって
ください！
孫をのせてコミュニティバスにのりたいが新型コロナで（親が反対していて）思うようにのせられない。
伊賀線の電車は夏には風鈴　園児達の絵が飾ってありました。ほのぼのしてました。（通勤電車で）
今回の券は公平でいいと思う。前回は一部の人のみ有利　コミティーバスは旧市内のみ同じ税金は払っているのに公正さを欠いている。郡部へもバ
スは走らせてほしい。高齢になるにつけ車を手離せない不安券はありがたい。ありがとう。
大変な時期に運転ありがとうございます。大変な時期ですが私たちは予防をしっかりしながらまた利用させていただきたいと思います。
いつも伊賀鉄道を利用させていただいています。大変な中運転本当にありがとうございます
いつも運転ありがとうございます。予防をしっかりして利用させていただきたいと思います。
にんまるの運転手さんにむけていつも手をふりバイバーイとバスを見かけるたびに大よろこびです！時々乗って買物に行きます。
三重県産の木材をふんだんに使った内装の車両はとても気持ちよく乗っていられます。いろんなイベントを企画してくれてありがとう！
伊賀地区にとって欠かせないモビィリティ。今私達にできる３つの感染リスク対策で守ろうモビィリティ。守ろう生活と生命。
伊賀鉄道がだいすきです。また乗りにいきます。
忍者列車やにんまるバスと出会うと「今日はラッキー！！」と気分が上がります！！公共交通を支え、生活を支えて下さっている方々へ感謝・応援
しています！頑張りましょう！！
いつも利用させていただいています。本当に感謝申し上げます。私たちもしっかり予防対策をします。
私は”しらさぎ”が始まった時からずっとコミュニティバスを利用しています。運転手さんとも顔みしりになり楽しく便利に利用させてもらってい
ます。もっと利用客がふえることを祈っています。
平素は伊賀鉄道を利用させて頂いております。コロナ禍の影響か利用客が少ないことを心配しています。経営的に厳しいでしょうが何んとか頑張っ
て欲しいと思っております。
伊賀鉄道乗ってみたいです。運転手さんありがとうございます
皆でマナーを守り、コロナに負けない、助け合い。
いつも利用させていただいてます。大変な時期に運転ありがとうございます。
忍者電車のNゲージやプラレールを商品化してください。
伊賀鉄道・上野市駅　伊賀神戸駅ノンストップ特急。伊賀神戸駅　名張駅の復活。
リニア新幹線亀山駅に合わせて、関西線の複線電化。
大阪行き直行バスの増設。
京都行き直行バスの復活。

コロナで大へんですが、またのりに行くのでがんばってください。
高齢化社会となって、ますます公共交通機関の重要性を感じます。
忍者列車　忍者服で乗車する家族や団体さん、駅で撮影する鉄道好きの方、踏切で初めて見かけて喜ぶ子どもや学生さん。「伊賀市にようこそ！」
と心の中で声を掛け、何だか嬉しくなります。
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来年は伊賀線まつりが開催できますように。
公共交通がいつも通り動いてくれていると、コロナ禍の非常時でも普通の日常がすぐに取り戻せる気がします。春のピリピリした雰囲気の中でも、
通常運転をしてくださり、ありがとうございました。やっぱり公共交通が動いているのは心強いです。
高校生の時に 大阪市内迄 当時 上野市～ 
  
玉造迄 通学してました 伊賀線 今でも
思い出します どうか コロナに負けないで 頑張って下さい

伊賀市の公共交通存続に賛同します。子供が、名張まで通学してたので、伊賀鉄道の重要性は認識してます。
学生や地域の皆がまだまだ必要としています。バスも電車もかわいらしく、写真をとっているかたも沢山いらっしゃいます。これからも廃線にしな
いでください。
頑張ってください
学生時代通学に使っていた伊賀線、今の車両と違って荷物室みたいな場所がありそこに乗るのが楽しかったな。今コロナウィルスの感染が拡がって
いてなんとなくうつむきかげんになりがちだけど、昔の様に自由に、希望が持てる日がかならず来ると思います。負けずにｶﾞﾝﾊﾞ。
毎日　公共交通動かしてくれて　ありがとう

三密を守り　コロナなんかこわくない！
車が運転しにくくなったらりようさせてくださいね。
高校へ通った伊賀線は、青春の思い出です。伊賀線の電車を見ると心が和みます。いつまでも伊賀線と共に過ごしたいです。
息子の通学で毎日お世話になり、ありがとうございます。
乗車してるのが息子１人…なんてこともあるみたいですが、そんな日は運転手さんが気さくに話しかけて頂いてるみたいで、家庭での話題になって
ます。
買い物すら会話なくてもできる便利な世の中ですが、逆に運転手さんから何気ない人とのつながりや温かさを経験させてもらって嬉しく思います。
コロナ等、不特定多数の乗客と接する仕事でこの時期、今まで以上に大変だと思いますが、頑張ってくださいね！

中学時代は、伊賀線通学でした。今の車両じゃなくて、木の車両やったような記憶が。懐かしい思い出です。今でも、大阪、名古屋、東京出張時に
伊賀神戸まで伊賀鉄道乗ってます。
早朝から夜遅くまでご苦労さまです。これからも、安全に留意して頑張ってください。
地域公共交通事業者の皆様へ　
　
　コんな時期です。

　ロくでもない噂が飛び交います。

　ナえずに笑顔で頑張ろう!

あなた方の努力によってこの地域の交通が支えられています。ありがとう。

毎日、乗客の命を守りながら働いて頂きありがとうございます。ただでさえプレッシャーを感じるお仕事なのに、新型コロナウイルスで、お客様に
うつしてはいけない、自分もうつってはいけない、でも運行しなければいけない、と不安を感じながら働くのはかなりのご心労だと思います。理不
尽なクレームもたくさんあるはず…。本当に市民のためにありがとうございます。今は乗るのを控えていますが、子供も忍者電車やにんまる号大好
きなのでまたたくさん乗りに行こうと思います。交通事業者の皆様、ご無理なさいませんように。
公共交通は、特に高校生の欠かせない交通手段であり、私ども親や　祖父母にとっては、安心して学校へ見送ることの出来る唯一のものです。どう
かいつまでも続けて戴きますよう頑張ってくたさい。

学生の頃、毎日電車を利用していました。今現在、余り公共の交通を利用する機会も減りましたが、時間通りの運行、乗車。当時何気ない、当たり
前だった様な光景も、今年に入り、コロナにより大勢の人が生活リズム等を壊されました。そんな中でも働いて支えて下さる皆さんのおかげで、
日々、日常の生活がおくれています。
これからも宜しくお願い致します。
安全・安心。お喋り、居眠り、スマホ、読書、宿題、句作、おやつを食べる、自由な乗車時間。公共交通大好き。
年を重ねる事に地域の交通はとても大切です。子供達にはあぶないので自分での運転も(免許書返納）も言われていますし、自分でも返納した時を
考えると交通事業はとても大切に思います。もっと回数が増えるといいのですが・・・
新型コロナウイルスで感染リスクがある中、毎日運行してくださりありがとうございます。
バスが好きで見かける度に『バス！』と指差し、遠くても笑顔で一生懸命手を振る娘。
もう少し大きくなったら、大好きなバスに乗せてあげたいと思います。
まだ不安な日々は続きそうですが、安心して公共交通機関が使える日が早くきますように。
コロナウイルスに負けず頑張ってください！
JR関西本線でのICOCAエリア拡大待ってました！！
電車で旅行が大好きです。
コロナが終息したら、どこかに行きたいです。
息子、娘が電車・バスにお世話になってます^_^
大変な世の中ですが、皆んなの為に頑張って頂きたいです！！
伊賀線頑張れー(^-^)
通学バスのおっちゃん！
いつもありがとう^_^
緑中
伊賀市はクルマ社会ですが、公共交通機関を必要としている人もいます！
少ない人数かも知れませんが、確実に利用する人はいるので、その人たちのためにも頑張って下さい！
三重交通の名古屋行きのバスに20代のときによく乗って遊びに行っていました。
子供ができてからは自家用車でも行ける名古屋ですが、あえて三重交通のバスを利用しています。フロントガラスが大きいので運転席の近くに座る
と子供が大喜びです。
コロナが1日も早く落ち着いてくれるのを祈っています。

毎日コロナの危険がありながら、前線でお仕事されてる皆様に

「ありがとう」
毎日駅まで子供を送迎していました。
コロナで今学校に行く事ができません。
遅れそうになっても優しく対応してくださりいつもありがとうございます。コロナで大変ですが負けずに頑張って下さい。
また安心して乗れる日まで…
「いつもありがとうございます」

マスクとアルコール消毒を徹底し交通機関を利用致します。
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2年前、親子で友だちとイベントへ行くために、千歳のバス停からバスに乗って、高速バスに乗り換えて名古屋までいきました!
なんて便利なんだと感激しました!
昨年は大阪へ行きました。
今年も集まる予定でしたが、コロナが落ち着かないと遠出はできず、1年に1回の楽しみを、来年の楽しみにしています。
子どもがバスも電車も好きなので、近場で乗って、旅行気分を味わおうと思います。

普段の当たり前の光景を、コロナ後ありがたいことだと感じれらようになりました。
コロナ対策をしつつ、いつも通りにお仕事していただいて感謝しています。
私もがんばります。
高校の通学や大学の通学、前職の通勤の際毎日鉄道に揺られながら、通いました。大変お世話になりました。
大変な時期かと思いますが、本当にいろんな方の支えになっているとおもいますので、頑張ってください
高校時代3年間お世話になりました！
風鈴列車がいいですね。応援してます！
高校3年間利用しました。
塾の帰りに最終電車をよく利用しました。
伊賀市の高校生には、なくてはならない鉄道です。これからも、走らせて下さい。
出張時は、市駅から伊賀鉄道を利用しています。コロナに負けるな
コロナに負けるな！
学生時代、伊賀線で名張に通ってました。時には寝過ごしたりしながら…。今はコロナで今まで以上に利用が減っているかもしれませんが、思い出
の電車、いつまでも走って欲しいです。
いつもありがとうございます
これからも頑張ってください！！
毎日同じ時間に当たり前のように使っている電車やバスですが、駅員さんや運転手さんをはじめ、整備の方々などたくさんの人達の力ががあって、
私達が便利な毎日を過ごせていることに感謝です。「にんまる」も大好きです　LOVE　IGA
孫が小さいころバスが好きで何度も往復してバスに乗った思い出があります。運転席のある後にいつもすわっていました。
なの花の中、桜の中、忍者電車が走る風景が伊賀のけしきです。ふる里の風景をいつまでも残して下さい
未来の為に乗って残していきたい。鉄道・バスが走る風景を！
毎朝、朝早くから大変なのに学校まで送ってくれてありがとうございます。いつも助かっています。
２歳になる孫は電車が大好きで１番最初にはっきりと言葉を発したのが「でんしゃ」だったんです。その電車大好きな孫が安心して電車に乗れるよ
うにみんなが感染に注意して行動して欲しいです。
がんばってください
遠い昔、通勤通学で毎日電車を利用していました。今も変わらず皆様方の支えがあり生活が成り立っています。これからも宜しくお願い致します。
がんばってください
毎日安全運転ありがとうございます。コロナに負けないで下さい！
コロナ感染が拡大しています。今後も注意していただき、安全運転を御願いします。頑張ってください！！応援しています！！！
伊賀線まつりを楽しみにしていましたが中止で残念です。次の伊賀線まつりを楽しみにしています。公共交通事業者の方々、今大変と思いますがが
んばって下さい。
いつもありがとう
いつもありがとうございます。頑張って下さい。
仕事で子供のおくりむかえが出来ないので電車が助かっています。
学生時代に毎日利用した鉄道がこの先ずっと多くの人に利用されるように、「新しい生活様式」で正しく理解する人を増やしていきたいです。
頑張って下さい。
なるべく外出しないようにしよう。外へでるときはマスクをつけよう。かいものするときは、はやくおわらせよう。かぜをひいたときは、いえでや
すもう。まいにち手あらい、うがいをしよう。みんなでみつにならないようにしよう。みんなでコロナウイルスに負けないようにしよう。
車を使う事が多いのですが、子供がバス、電車が大好きなのでぜひのせてあげたいと思います。
バス・電車・タクシーは子供・弱者の味方！！コロナは敵だぁー。
コロナに負けないでがんばって下さい。いつもありがとうございます。
伊賀鉄道がICカード対応になれば嬉しいです！
うんてんがんばってください
免許証返納時期となりました、これからは公共交通機関の皆様のお世話になります
コロナで大変なとき十分に気を付けて頑張って下さい。
子供がいつもお世話になってます！今年は大変な年になってしまいましたがいつもと変わらずにしてもらってありがたいです。なくなると大変なの
で頑張ってください！
忍者列車がんばってください
いつもありがとうございます！利用させてもらってます！これからもよろしくお願いします。
たまに電車、バス乗ります。今はコロナで出かける事も減りましたが、気をつけてまた出かけたいです。コロナに負けないで頑張っていきましょう
(^_^)
廃止バスが多くて不便です！もっと回数も増やしてください
小さい頃から丸山駅すぐ近くに住んでます。ゆっくりゆったり走る電車、いつまでも見ていたいです。
いつもは車で伊賀神戸に停めて、大阪に電車で行っています。
伊賀鉄道がカードが使えれば、もっと伊賀線を利用したいです！
観光列車などのイベントも、もっと全国に広めて行ったらいいなぁと思います。
小さい頃は、コミュニティバスによく乗ったり、伊賀線のお月見電車に乗ったりして楽しかったです。
また、高校も伊賀線が安ければ電車で名張市とかの高校に行くこともできるので、カードが使えるようになればいいなと思います。
私は今、名張の学校に行っていますが、伊賀線が高いのでなかなか使いにくいです。
定期がもう少し安くなればいいなぁと思います。
ICカードが使えるようになり、ポイントとかが溜まるようになれば、もう少し利用したいです。
あと、フクニンが大好きでかわいいので、フクニングッズをもっと作ってほしいです。
にんまるが走っているのを見かけると子供が嬉しそうな顔で忍者のバス！と指差して教えてくれ、
踏切では、今日は何忍者電車かな～　と楽しみにしながら見ています！
感染リスクのある中いつもありがとうございます。感染対策をしっかりしてくれるおかげで、安心して利用することができます。コロナに負ける
な、お互い頑張ろう！
通学と通勤で利用していました。
今でも時々利用していますが うとうとしたり外の景色をゆっくり見れるのがいいです。
 私は、小学生のときからバス通学をしていました。高校も片道30分かけてのバス通学。バスのお陰で学校に通えました。私は、霜焼けがひどく
て、冬が苦手でした。でも、冬のバスは、ほかほかと暖かくて、ふわふわなシートに座って揺られていると本当に気持ちが良かったです。
  子どもの数は減ってきていますが、今もバスのお陰で通えている子がいると思います。そんな子どもたちのためにも、今日も一日、よろしくお願
いします。
交通機関のみなさま、コロナ対応大変だと思いますが、とても感謝しています。
大変な中いつもと変わらない笑顔で接客ありがとうございます。
コロナ対策で大変な中、いつもと変わらない笑顔で接客されていてマスクで顔が見えないと思いますが、とても感謝しています。
私たちの生活を支えて下さりありがとうございます。
伊賀上野駅での乗り換え時、切符を買うのが時間がない。切符を売っている場所がわからなかったのでわかるようにして！
にんまるは、小学生姉妹の公共交通機関に自分たちだけで乗ってみるという初めての体験に最適でした！時刻を見て、バスに乗ってお金を払う。今
では私よりにんまるを使いこなしています。田舎だとなかなかバスや電車に乗る機会がなく車で送迎が多くなりますが、にんまるのおかげで子供も
勉強になり親は助かっています！時間を気にする習慣までついて一石二鳥です。
また、優しい運転手さんに感謝、感謝です！両替を取り忘れ娘に帰りのバスでお金を届けて下さったり、そこに行くならあの停留所の方が近いと教
えて下さったこともありました。これからもまだまだお世話になりたいにんまるバスを、心から応援しています！
頑張れ！！

6 / 48 ページ



私には3歳の息子がいます。息子は電車が大好きで柘植駅から電車に乗るのも好きですし、お散歩に行って踏切がなると絶対に近くまで戻って電車
が来るまでずっと両手を振り続ける程電車が大好きです。
たまに運転士さんが気付いて汽笛を鳴らしてくれるととても嬉しそうにしています。今はなかなかコロナウイルスの事もあって乗る機会が減ってい
るのですが、また電車に乗ってお出掛けしたいねとよく息子にお話しています。それまでコロナウイルスの事で運転士さんはじめ、車掌さん駅員さ
ん感染リスクはありますが、3つの約束を守れば感染リスクが殆どないとの事なので、それを守ってこれからもがんばって欲しいと思っています(o^
∀^o)
公共交通機関は地域の将来には絶対必要だと思います。こんな状況で、安心・安全を徹底して運行を続けていただいていることに感謝します。
いつになれば普通に戻るのかは分かりませんが、これからも今まで通りの運行を続けていただくようよろしくお願いします。
子どもか通学で伊賀鉄道を利用しています。
いつもありがとうございます。
子供が伊賀鉄道が好きで、よく利用しています。これからも利用したいので、頑張ってください！
いつも安全運転していただきありがとうございます。これからも街の安全をよろしくお願いします。
毎週伊賀鉄道に乗って、景色を見たりして楽しんでいます。いつもありがとうございます。
電車とバスが大好きで毎週利用しています。これからもよろしくお願いします！
伊賀鉄道が好きで、毎週利用しています。景色を見て楽しんでいます。これからもよろしくお願いします。
こどもが毎週利用しています。「いってらっしゃい」「おかえり」と言ってくれる様でありがたいです。これからも、見守ってやって下さい。
子供が伊賀鉄道とバスが大好きで毎週利用しています。いつも安全運転ありがとうございます。
電車で祖父母の家に行くのがいつも楽しみでした！感染症が収束したらまた電車で出かけたいです！
電車で通学や通勤してました。
電車から眺める景色を見て今日も頑張ろうと思いました。
電車の旅行も好きです。
はやくコロナの収束してほしいです。
予防心がけます

電車は通勤で利用してました。
コロナは心配ですが、予防や換気を心がけはやく収束するよう願ってます

最近は職場が近く電車やバスに乗る機会がないのですが、学生の頃や社会人になりたてのころよく利用させていただいてました！改めて考えると、
勉強したり居眠りしたりのんびりしてる中、運転手さんは安全に気をつけて送迎していただいていたんだなと思うと感謝の気持ちでいっぱいです！
後数年で、私自身の子供も利用させていただくようになります！夏の暑い中コロナの影響で感染対策等大変かと思いますが、体調に気をつけてお互
い頑張りましょう！
免許返納の後は公共の乗り物になります伊賀鉄道存続頑張れ
頑張れ
大変な状況ですが、みんなで乗りこえよう、がんばろう♪コロナに負けるな！
踏切と電車が大好きです。踏切がなるたびに、「次は何色忍者かな　」と楽しみにしています。大変な時期ですが、これからも伊賀のシンボルであ
りつづけて下さい。
伊賀上野駅や上野市駅でもイコカカードチャージできるようにしてほしい。
今は車で移動していますが公共交通で出かけたいですね。事業者の皆さんがんばって下さい。近いうち利用したいです。
夫は毎月、電車で松阪へ囲碁教室に行っています。一緒に乗り合わせた高校生の通学の様子を聞くのが楽しみです。
伊賀市はお世辞にも公共交通機関が発展しているとは言えません。
目的地への移動は、自家用車を使う方が圧倒的に便利です。
それだけに事業者の皆さんは大変だと思います。
自家用車と同じ土俵（目的地へ移動）での勝負はそこそこにして、電車やバスを使ったイベントに力を入れていただきたいなと思います。
今はコロナで大変ですが、社会がコロナを克服した後はぜひご一考願います。

伊賀線もicカードを使えるようにして下さい。
忍者電車と忍者バスが大好き！
見つけたら、運転手さんにバイバイ～ってするよ。
田舎にはなくてはならない存在です！
予防対策しっかりしてみんなで活躍しましょう！
小さい頃から電車が大好きで、今、通学にJRと伊賀鉄道を使ってます。
事故とかがあると、電車が遅れて困ります。事故や故障が無く安全な運行を頑張ってください。
高校生の3年間、JRと伊賀鉄道を使って通学していました。大学へも伊賀市の自宅から通学にJRを使うつもりです。4年間使いたいので、女性も安心
して乗れる車両と、夜でも安心して利用できる駅にして欲しいです。よろしくお願いします。
前日、柘植駅から津まで行くのに無人駅だったので切符をどうしたらいいのかわからず、運転手の方に聞くと丁ねいに対応してくれうれしかったで
す。
バスも電車も忍々でコロナウイルス乗り越えよう！！
孫が忍者の電車を大好きです。コロナについて、乗務する方の安全を優先に対策して下さい。
公共交通機関は社会のインフラです。地域全員で支えて行きましょう！
様々な人と接触する機会が多いと思いますが、コロナに負けずがんばって下さい。
今はとても大変だと思いますが、コロナウイルスに負けないようにお互い頑張っていきましょう！！大変な中、私達の為に働いてくれてありがとう
ございます！！
高齢者にとって公共交通機関は、まさに足代わり。ずっと守っていってください。
長い間バスに乗ってません。これから免許返す事があったら乗ります。その時は西山線なくならないで下さい。売り上げに協力します。
月に数回伊賀鉄道の日フリー乗車券を利用しています。車を運転しない私は用事、買い物など幅広く利用しています。皆様とても親切で乗車して気
持ち良いです。これからも伊賀鉄道を応援します。
高校、大学と電車通学でした。学生にとって公共交通は本当に貴重な存在です。ただの交通手段だけではなく、それぞれの思い出の中にある大切な
ものです。「満員の中頑張って通ったな」「友達とおしゃべりしたり勉強しながら過ごしたな」など思い出されます。新型コロナウイルスの影響で
普段以上にお仕事は大変だと思いますが、市民の皆さんのためにも頑張って下さい。
地域交通のためにありかございます。
子供と散歩している時、伊賀鉄道の忍者ラッピングの車両を見るのが好きなので、その時間に合わせて出かけています。コロナで新しい生活様式で
すがそれも楽しみながらバスや電車を利用していきたいです。コミュニティバスはまだ利用したことないですが、ラッピングが目立つので今後子供
と乗ってみようと思います。
大きくなったら、バスに1人で乗りたいです。
子どもが大きくなったら、自由に行動させたいです。
大きくなったら、乗ります。
バスや電車が走っている街は安心感があります。

雪の日には使わせていただきますし、いずれ免許証を返却したら、公共交通機関を利用させていただきます。

こんな時代ではありますが、頑張って乗り越えてください！
のんびりと走る伊賀鉄道に乗るのが、息抜きに成っています。
これからも頑張って下さい。
大学時代はバスに乗って通学していました。学生だらけの満員のバスはとても疲れましたが、今となっては良い思い出です
朝早くから夜遅くまで運行していただき、公共交通機関の方々には本当に感謝しています。
赤字でも負けるな！
小学生時代塾への通い、中高時代の6年間(それ以外にも)、伊賀線を利用していました。あの激しい揺れが、いまだに乗ると学生時代を思い出しま
す。
子どもとも日頃から乗るように心がけています。電車でのイベント等、これからも楽しみにしています。
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高校時代鉄道に毎日お世話になりました。皆さんのおかげで生活が成り立っていると思います。お身体気をつけて頑張ってください！
子ども2人と夫が、日々の通学通勤に無くてはならない手段として、電車を使用しています。この町で交通機関の発展は、中々難しいと思います
が、皆さんのお陰で私達の生活も成り立っています。これからもどうぞよろしくお願いします。
私は小学2年生の時に、名張の祖母の家に行く時、一人で伊賀鉄道を始めて利用しました。最初は怖かったのですが、伊賀鉄道の駅員さんが優しく
教えてくれたお陰で無事たどり着くことができました　これからも私のようななにも知らない方を助けるように頑張ってください！
大変な時期だけど、みんなで乗り切ろう！
いつも、通学に電車に乗車させて頂いています。伊賀は動物が出やすくて、飛び出してくる動物がいるにも関わらず、安全に最寄り駅まで送り届け
て下さりありがとうございます。これからも安全運転でよろしくお願いします！
伊賀市に転居してきて5年目になります。普段は自家用車での移動ですが、公共の交通機関が有ると無いでは生活する上での安心感が大きく異なり
ます。ぜひとも伊賀線の存続とにんまるバスの存続をお願いします。
そのうえでのお願いです。ぜひとも伊賀線で交通系ICカードを使えるようにしてください。定期券を持たない、たまに乗るものにはあのシステムは
本当に猥雑です。にんまるバスも、ぜひともゆめが丘のプラントまで乗り入れてほしいです。
ノーマイカデー乗車日半額とか忍者が電車に乗るとか何か珍しいイベントをして頂ければ嬉しいです。
みんなで乗り越えよう！
新型コロナが終息後は電車で遠出をしたいですので、それまで頑張ってください。
今までの当たり前が当たり前でなくなった状況の中、市民の生活に欠かせない公共交通を変わらず維持し続けてくださっている事業者の皆さんに感
謝します。
通学に利用した6年間、伊賀線に乗り換えると「帰ってきた～」と寛いだ気持ちになったことを今でも覚えています。この先もずっと残っていてほ
しいな。
にんまる可愛いです!
あの窓どうなってるんですか　乗って確かめたいです。
車のない人にとっては必要な公共交通だと思います　
この前娘が2区間ですが電車に乗りたった5分だったのですがいつも車ばかりなので新鮮だねって喜んでいました　

コロナもありいろいろ気を使うことも多いと思いますが頑張ってください

現在ICOCAカードを持っています。コロナのこの時につり銭のやりとりが不要なこのカードは高齢者にとっても、つり銭等でもたつかず購入（切
符）に走らなくてもよくとても便利です。
感染症予防対策を一人一人がきっちり守り防止しよう。
学生の頃、伊賀鉄道で通学していました。同じ駅から来る人達と顔なじみになったり、乗り遅れそうになったとき運転手さんが待ってくれたりなど
ローカル線ならではの温かみがありました。
コロナに負けないで運行し続けてほしいです。
通学通勤の人がコロナのえいきょうで減ってますが、地域の足としてがんばって伊賀鉄道の未来をお願いします。
草津線にのり京都の大学に通っていた事が非常になつかしく思い出されます。
１年１回友だちとの女子会が早く京都で行いたいと楽しみにしています。
『コロナに負けるな』伊賀鉄道に月に１回程度しか利用していないのですが風景を見ながらの乗車は楽しいです。多くの方の利用があればいいです
ね
離れて暮らすもうすぐ二歳になる孫は、とても電車が好きです。家の近くを走る電車を見て育ってきたこともあり、電車のおもちゃや本は手放せま
せん。
また、言葉を少し覚えた孫は電車の写真や絵を見つけると「でんしゃ、でんしゃ」と言って大喜びです。そんな孫を早く電車に乗せてあげたいと
思っています。

新型コロナウイルスの為にいつも以上に神経をつかって電車を走らせてくれている皆さんありがとうございます。
安全に走り続けてくれている電車に次回帰省した孫と一緒に乗ってみようと思います。
地域には、なくてはならない鉄道やバス、これからもずーっと利用しましょう。
いがてつでんしゃがんばれ☆
いつもいがてつどうをおうえんしているよ。
バスのおかげで私の生活はなりたっています。電車に乗る時Ａコープへの買い物、図書館全てバスに乗ることが出来てこそです。本当にありがたい
と思っています。
不特定多数の方との接触で不安もあるでしょうが、新型コロナに負けないで、十分、健康に気をつけていただき、公共機関を守って下さい。
必要不可欠な「市民の足」を提供してくれる皆様に感謝しています。ありがとうございます。
次女が幼い時切符を持ちたがって困りました。降りる時にかならず無くしていて…窓際にはさんでいたり、座席のすき間にはめ込んでいたり…つぎ
の時に約束するのですが同じくり返しです。車窓の景色に夢中になって、無意識にしてしまうようでした。
５年前に運転できなくなりバスでどこでもいくようになり公共交通もなかなかいいもんです。
伊賀鉄道の利用者拡大に協力したい。
暑中、御見舞申し上げます。
ICカード対応になれば便利です。期待しています。
ぼくは、でんしゃがだいすき！
いつも、ならいごとがおわってからニンニンでんしゃがくるのをまってます。
ぼくが、それをみないとかえらないからママもまってくれてます。
ママとでんしゃにのろうとやくそくしたけど、コロナがはやってるから…まだだいすきなニンニンでんしゃにのれてません。
コロナがおさまったら、ぜったいのりにいくので…ぼくのだいすきなニンニンでんしゃまっててね。
うんてんしゅさん…がんばって！
都会に住んでいる時、伊賀線に乗ると田舎に帰って来たな～と、うれしく思っていました。伊賀線から見える田んぼの景色が好きです。これからも
ずっと走り続けて欲しいです。
自転車で通学してたけど、雨の日、ちょっと疲れた日…よく利用したなぁ。
たまに出会うあの先輩元気かなぁ。
ゆっくり揺られて、ホット一息。

　コロナの影響で公共交通が止まることがないよう願っています。頑張ってください
高齢のため、運転に自信がなく、行政バスさんにはいつもお世話になっております。
こんな片田舎にも迎えに来てもらえるため、通院やお買い物の際にはいつも利用させて頂いています。
これからもずっと利用させていただきます。
伊賀鉄道さんには、小さい頃からお世話になっております。また、愛娘2人も、通勤や通学に大変お世話になっており、なくてはならない公共交通
です。これからも、よろしくお願いします。
コロナ禍でも運休に出来ない仕事で大変ですが、助けられている人はたくさんいます。これからも頑張ってください。
コロナウィルス拡大の中、運営も大変だと思いますが、伊賀市の大切な公共交通機関、なんとか存続していただきたいです
いつもみんなの為にありがとうございます。
まだまだ油断は禁物ですが、お体に気を付けて頑張って下さい。
普段は自家用車での移動が多いので、たまに公共機関を利用したら子供達が非常に喜んでいます。
Go toキャンペーン等ありますが仕事の関係もあり今はまだお出掛けをしていません。
もう少し落ち着いたら家族みんなでお出掛けしようと考えているので、その時はよろしくお願いします。

いつもありがとうございます。
私は友生在住です。友生ゆめが丘線のバスが、上野市駅行きですが、伊賀鉄道市部駅に経由してほしいです。市部駅から伊賀鉄道にのりついで神戸
方面に早く行けるようになればもっと利用者がふえると思います。どうぞのりつぎ時刻を合わせた運行おねがいします。
早く高校生になってバス通学したいです。がんばってください。
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高校は別でも電車の中は、仲のいい友達とのいこいの場です。テストの時は、集中して勉強したり、私にとって大切な空間（通学路）です。鉄道の
職員の皆さん、暑い中私達の安全をまもってくださってありがとうございます。夏休みでも、学校で授業があるので、電車を利用させていただきま
す。よろしくお願いします。
住んでいる地域柄、使用、利用する事が少ないのですが、これをキッカケにどんどん利用したいと思います。行きます！
友達との時間が大切な時、電車時間が楽しみです。いつもありがとうございます。
本数を増やして利用しやすくする様がんばってほしい。
私も娘もまだに、にんまるに乗った事がありません。けれど娘はにんまる号が好きで車に乗っているとき、にんまるとすれ違うと、今日は「ラッ
キーな日だ！」と喜び、にんまるのバス停の数をかぞえてあそんでいます。にんまるの運転手さんいつも幸せな気持ちにさせていただきありがとう
ございます。ぜひ、３つを守ってにんまるに乗ってみたいです。
伊賀鉄道を全国的に有名にしたいです。沿線に色々な店舗を誘致したり、グッズを開発したり、鉄道ファンを呼びこむプロジェクトを市民から集っ
てはいかがでしょうか！今だからすいてるアピールで将来人がいっぱい来るように…
通学時間は友人と一緒に話しながら帰った。移り変わる電車の背景がとてもきれいだった。あの笑顔をまたみたい。一緒に元気でがんばりたいで
す。
電車から見える景色がとてもきれいですごい好きです。新型コロナウイルスに負けずこれからも頑張ってください！
車に乗れない年令になった時に、電車は大切な交通手段となります。私にとって電車は、大切なものです。今現在も時々ですが利用しています。
私が現在の賃貸物件に住む決め手となったのは、某伊賀線の駅が窓から見えることでした。朝早く、夜遅く乗り降りする人々を窓から眺めている
と、私も頑張ろうという気分になります。そして、たまに日フリー乗車券で、のんびり伊賀の四季折々の風景を車窓から眺めるのもおすすめです。
伊賀線スタッフのみなさま、こんな伊賀線ファンもいるんですよ～
若かりし頃高校通学に利用し超満員でしたが、現在は自動車時代利用者が激減しています大変でしょうが、いろいろな企画凝らし頑張ってくださ
い。
毎日、走っている姿が町や地域の中を駆け巡る血液のようです。朝仕事に出掛けるときに、いつものように当たり前のようにやってくる。そして帰
りにも、決まった時間に待ってましたとばかりに自分の前に止まって私が乗り込むと自宅まで運んでくれる。毎日の繰り返しがあって世の中が進ん
でいく。天候などで遅れた時などに特に感じるけど公共交通機関に関わる皆さんのお陰で当たり前と感じていることが当たり前のように普通のよう
に社会の中で動いている。止まってしまうと社会が混乱して活動が停止する。仕事だけではなく人の時間や、思い出や出会いも作っている。私自身
改めて公共交通機関に関わる皆さんに感謝できる機会がありよかったと思います。
祖母が行政バスさんには、いつもお世話になっております。
これからも、よろしくお願いします。
子供が五歳の時、はじめてのおつかいに一人でバスを利用して、島ヶ原までいきました！親子ともドキドキでした。あとで話を聞くと、運転手さん
は子供を退屈させないように、寝ないようにたくさん声をかけてくれたようです。おかげで楽しいバスの旅になり、それ以来バスが大好きです。
今は小学高学年。プール、アピタ、ボウリングなどにんまるを上手に使い友達とお出かけしています！安心できる交通手段で我が家にはバスがなく
てはなりません。
そして、先日、低学年の下の子が初めて友達とバスデビューしました！
夏休み日記には誇らしげにバス旅を書いていました。

いつも安全運転で子供たちへの安心と、優しさとワクワクをありがとうございます。
このような状況の中、感染予防のためにいろいろな対策を講じていただきありがとうございます。
公共交通従事者の方々に感謝します。
息子たちが通学でお世話になってます。
通学の時間は部活の仲間や友達と何気ない会話ができるひととき。今はなかなか思い通りにならないけれど、青春の思い出の一ページで、ワンシー
ンは誰にでも語れるものがあるのではないでしょうか。私は本を読む時間でした。
無頓着な息子たち、とくに集団になるとはめをはずしてしまいがち。 対応は
気苦労もあると思います。いつも有難うございます。

いつもありがとう。ガンバッて下さい。
忍者のイラストがかかれた伊賀鉄道の列車、三交バス　街中を走る珍しい交通機関です。運転手の皆様、コロナに気をつけ、安全運転で毎日頑張っ
て下さい。
路線バスは今の頃、空っぽか独占状態で寂しい限りです。妙案が有りませんかな！
いつもありがとうございます　
これからも頑張って下さい
３才の孫が電車、バス乗物が大好きです。カンカンカン、電車が通るのを一緒に見に行きます。次の電車が通る迄、おとなしく待っている姿、とっ
ても可愛いいです。風鈴列車もありがとう！
頑張って下さい！
いつもありがとうございます
新型コロナウイルスが収束しない中、事業を続けるのを大変苦労されてると思います。何とかこの困難を乗り越えて少しでも力になれればと存じま
す。
市内公共交通機関にお勤めの皆様、大変な中生活を支えて下さり大変感謝しております。ありがとうございます。これからも伊賀市一丸となって頑
張ってください。
高校時代は毎日忍者列車に乗っていました。
今もときどき利用させてもらっています。

伊賀ののどかな風景の中を走る忍者列車はなかなか迫力があって、面白い列車に乗っていたんだなといまも見ていて楽しいです。

コロナ禍で人の動きが少なく、交通関係の方は大変かと思いますが、応援しています。

消毒作業など大変だと思いますが頑張ってください。
高齢化が進む地域で生活を支える公共交通の確保は重要と思います。
関西線の複線化
高校は電車通学、今は出張時には必ず伊賀線か名古屋行き高速バスを利用しています。コロナで出張も少なくなって利用機会は減ってますが無くて
はならない交通機関です、コロナを乗り越え以前のような生活に必ず戻りますので関係者の皆様暑い夏ですが何とか乗りきって頂きたく頑張って下
さい！
いつも子供がバスが通るたびに「バス」と言います
電車が通るたびに「電車」と言います

小さい子供たちは電車とバスが大好きです
将来を担う伊賀市民に元気を、、勇気を与えてあげてください

父親として言いたいです
よろしくお願いします。
私は名張市出身で自分のおばあちゃんおじいちゃんが伊賀に住んでいます。
幼いときは祖父母に会うために伊賀鉄道をよく使ったのを覚えています。

現在、私は結婚を機に伊賀に住み子供が生まれました。子供は乗り物が大好きで名張の実家のばぁばに会うために、にんまるバスと伊賀鉄道を使わ
せてもらってます。

年齢や状況が変わっても、新しい思い出が増えていき感慨深いです。
コロナで大変な時期かと思いますが、思い出の交通機関がこれから先もあり続けていただけるように応援しています！
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電車とバスなど乗り物だいすき！
にんまるバスや電車をいっぱい使ってぐるぐる探検するのがすごく楽しい！！

もっといっぱい乗りたい！

電車とバスだいすき！！！
お父さんのお休みの日は、おにいちゃんと3人で電車の旅をしています。
電車を見かけると兄妹そろって大はしゃぎしています。

またバスと電車を使って街をぐるぐるしたいです。

いつもありがとうございます。
頑張って下さい！
家の前をいつもにんまるバスが通ります。ラッピングバス見るだけで子どもと一緒にテンション上がるし、いつも道を譲ってくれてありがとうござ
います。これからも優しい運転手さん、頑張って下さい！
伊賀鉄道に2回乗りました。1番前で見れて楽しかったです。もうちょっと乗りたかったのに着いてしまったので、また乗りたいです。
黄色のまぁるいのバスが大好きです。今度乗ってみたいです。
私たちの暮らしにとって公共交通機関はなくてはならない存在です。大変な状況ですが、1日でも早く収束することを願って共に乗り越えていきま
しょう。
頑張ろう伊賀。
コロナ転じて伊賀に行く。
コロナ禍の大変な中、日々変わらず日常生活を支えてくださりありがとうございます。公共交通機関で働いてくださってる方のためにも３つの約束
をしっかり守りたいと思います。これからもお仕事頑張ってください。
これからの交通手段…
都会での主な交通手段は公共交通機関が当たり前だけど伊賀のような田舎　は自家用車が主流。でも、人生半分を過ごしてきて、公共交通機関の有
り難みを感じています。伊賀鉄道のラッピング列車は外装だけでなく、座席等に人の暖かさが伝わってきます。コミニュティバスの利用は数回しか
ありませんが、自宅に近いバス停のんびりした市内循環からの市民病院に利用しました。これからコロナによる新しい生活様式に皆が対応し思いや
りの心で生活していきたいと感じでいます。
踏切から少し離れた所に住んでいますが、電車の通る音をきくとなんだか安心します。毎日、運行お疲れ様です！コロナで大変な時ですが、負けず
に免疫力上げて頑張って下さい！
頑張って下さい。
コロナに負けず頑張りましょう！
相手のことを考え思いやりのある行動をしましょう！
私はあまり乗る機会なかったけど、子供達ふたりは伊賀鉄とバスにお世話になりました。乗車人数少なくて大変かもしれないけど、無くなったら困
る人達も大勢います！コロナで公共の乗り物移動避ける方も多いけど、無くなったら困るし、何回かに1度でもいぃから、公共乗り物に乗るように
したいです。本当頑張ってくださいねp(^-^)q。
大変な年ですが皆で協力しコロナに負けない伊賀市にしましょう。
コロナウイルスの発生で運転手の皆様方は大変な思いをしていらっしゃることと存じます。ウイルスに負けないようがんばって下さい。運転免許返
納した人達へのバスの（半額）発行をして下さるとうれしいです。
昔から村では三重交通バスが唯一の公共交通機関としてお世話になってきました。
近年地域での公共交通機関の在り方も様変わりしてコミニテイーバスになってしまい、
上野に出るのも伊賀鉄道に乗り継いでの利用となっています。
地域に根付いた公共交通機関が存続している事の有難さを痛感する今日この頃です。
地域を支えて従事頂いている皆様の頑張りに感謝が絶えません！
　　『公共交通機関事業者従事の皆様、本当に有難う御座います！　
　　　これからも地域の為、宜しくお願い致します』
思い出の　景色流れる　伊賀鉄道

いつもありがとうございます
忍者電車は伊賀の誇りです。コロナに負けずに頑張ってください！！
応援メッセージにはならないかな…
でも、一言だけ…
伊賀は、地域的に自家用車が１人に１台必要なほど、車なしでは生活できないと言われています。
私は関西圏から伊賀に嫁いで来ましたが、これまで、日々の生活の中で公共交通機関を利用することは殆どありませんでした。
でも、今後ますます進む高齢化に向けて、高齢者が自身で車を運転し続ける事のリスクは、大きな社会問題となっています。
私自身、この伊賀で暮らしていくにあたり、一体いつまで自身で運転し続けられるのか、運転できなくなるなら生活できなくなる…と、漠然とした
不安を持っています。
しかし、今回、JR西日本関西本線の加茂駅から亀山駅まで交通系ICカードの利用エリアが拡大される事を知り、これから先、地域の交通機関を利用
することになる私にとって、とても嬉しいニュースになりました。
これからの公共交通機関の充実と利便性に大きな期待を寄せています。
いつも色々な企画をしてくれて、ありがとうございます。
新型コロナウイルスで、バスや電車に乗る人も減ってしまっていますが、これからも頑張ってください！
コロナウイルス大変ですが、頑張ってください！
伊賀鉄道シルバースタッフ 頑張れ
伊賀鉄道がまだ近鉄だった頃、中学、高校と６年間通学に利用させてもらいました。毎朝の満員電車はほんとに苦痛だったけど、いい思い出です。
今は息子が毎日通学に利用しています。
伊賀鉄道は学生にとってなくてはならない存在です。
子どもが小さい時には子どもが描いた絵を貼ってくれたり、季節に応じて様々な企画を実施していだだき、目や耳で楽しませてもらっています。
今はコロナの影響でできないけれど、終息したらまた、食事を楽しんだり演奏を聴けたりという楽しい企画をしていただけたらと思います。
これからも頑張ってください！
車社会とは言え、公共交通機関は無くてはならないものです。利用者が減る中本数が減ることは仕方ないものの、寂しいものがあります。まだ子供
でバスの車掌さんがいた頃、顔なじみになり、気軽に話かけてくれた良き時代がなつかしいものです。また伊賀鉄といえば、西岡たかしさんの　上
野町　という歌が思い出されます。
普段は車で通勤しますが、悪天候な時はやはり電車やバスを利用します。安全に快適に利用できるので、電車やバスは生活に必要だと感じます　確
実に目的地に時間通りにいけることに、感謝してます。
伊賀鉄道からの景色が好きです。
伊賀鉄道のイベントで活気が戻る日が楽しみです。
学生の頃は大阪や名古屋に遊びに行く際に、伊賀鉄道をよく利用していました。
当時は「田舎だな」「よく揺れるな」とあまり良い印象を抱いていなかったのですが、大人になり都会に出ていくようになると伊賀鉄道の良さが分
かるようになりました。
都会を走る電車は、とても静かに走りますが、ものすごく味気ないと感じます。
ゴミゴミしたビル群や人混みを体験したからこそ、伊賀鉄道ののんびりした魅力が分かります。
うるさくて揺れるのは、いまも昔も変わりませんが、伊賀鉄道の魅力は私の中で間違いなく良い方向に変わっています。
コロナで大変な時期ですが、このような状況も一生続くわけではないと思います。
いまは苦しいかもしれませんが、頑張ってください。
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いつも 子どもたちと 伊賀鉄道が通るのを見ています。
「私の好きなピンクの電車！」
「青の電車！」
「赤い線の電車！」
「ネコちゃんや！」
などと、踏切の音が聞こえると、窓に集まって見ています。
時には、近くまで行き、手を振っています。
警笛が聞こえた時は、大興奮。

幼児の絵や、ポプリなど、飾りも素敵でした。

特に 通勤通学には欠かせない伊賀鉄道。
新型コロナで 日々の清掃など、いつも ありがとうございます。
管理は大変でしょうが、利用者の為に 頑張っていただきたいと思います。
  数年前の1月に、降雪の為通勤に伊賀鉄道を利用した際、同乗していた大学受験を控えた高校生達が「4月になったら大学で野球部に入り、思い切
り練習したい」など各々の夢を熱く語り合っているのを見て微笑ましく感じ、また、自分の学生時代を重ね合わせるとともに、陰ながら応援したこ
とを思い出します。
  公共交通の運行に携わる皆様、コロナ禍で大変な状況であることは容易に想像できますが、頑張ってください。
ぼくは、ローカル線に乗っていると落ち着きます。
伊賀鉄道や、キハ120が大好きです。

伊賀鉄道応援しています。
毎年、伊賀鉄祭りを楽しみにしていました。
又は開催出きるようになりますように

公共交通があるから、安心して安全に移動することができます。２０２１年春からICOCAを使って関西本線に乗れることを楽しみにしています。
去年、伊賀鉄道で職場体験でおせわになりました。みなさんありがとうございました。伊賀鉄道がもっと好きになりました。これからも素敵な電車
にまりますように。応援しています。
いつも伊賀鉄道の列車を見ています。是非、近鉄のビスタカーを伊賀線で走らせて下さい。
楽しみにしています。
取鉄の聖地になってください
地域住民の足として、コロナや猛暑の中、毎日　ご苦労様です。この時期　負けずに頑張って働いてくれて本当にありがとうございます。以前、バ
ス運転手さんや駅員さんの挨拶で和やかになれたのを忘れません。
コロは絶対、収束します！諦めず、仕事を続けて下さい！フレー！フレー！ファイト！
通勤に利用しています。
30分に一本あるので十分活用できています。
あえて電車を使うことで日々の生活の切り替えができるので使うようにしています。
また、乗り遅れそうな人がいたときに少し待ってくれたりするほのぼの感もいいです。
景色のいい伊賀鉄道が好きです。ICカードが導入されたらもっと利用者が増えるのでは
乗客が安心して利用できるように、毎日の感染対策していただき、ありがとうございます。まだ感染が収まらない中、市民の生活の足を守っていた
だき、感謝しかありません。さて、私の子供4人も卒業し、各地各方面でそれぞれの生活をしていますが、高校通学時に、新堂～伊賀上野、伊賀鉄
道で高校の最寄り駅まで利用してました。まだ先の話でしょうが、子供らが結婚して独立し、孫ができたら、忍者の電車やにんまるに一緒に乗る小
さな夢があります。運転士さんや公共交通事業者の皆さんと一緒に私の夢を実現したく、そのお手伝いをしていただければ幸いです。今暫くは感染
対策が必要な状況ですが、引き続きお願い致します。感謝感謝
いつも安全で、安心して利用できる交通手段を提供してくださり、ありがとうございます。コロナ対策で大変でしょうけど、引き続きよろしくお願
いします。
線路枕木へのメッセージは良かった
高齢者や学生のために使いやすい交通機関としてください。現在はコロナで大変ですが頑張ってください。
にんじゃでんしゃだいすき
三年間通学で当時の近鉄伊賀線を使っていたが、遅延が一度も無かった。すごい！
ガンバレ！ガンバレ！公共交通！ファイト！
娘が３年間伊賀鉄道を利用しました。夏さむい冬あつい定期高い等々のブルーイメージの思い出しかない感じです。もっと利用したいと思わせる何
かが不足しまくりです。
事故も新型コロナウイルスにも安全で安心な伊賀の地域交通ガンバレ！
私は通学で伊賀鉄道と近鉄を利用しています。近鉄の方へ換気をしながらも涼しい車内になるようにしてくれてありがとうございます。大雨のとき
も乗客やシートが濡れないようにアナウンスだけでなく窓を１つ１つ乗客に声を掛けて閉めている姿に感謝しています。コロナとの戦いはもうしば
らく続きそうですが、車掌さん、駅員さんの姿に励まされているような心意気です。ありがとうございます！伊賀鉄道の方へ降りる時、「お気をつ
けて」と声をかけてくださったり、丁寧な姿勢がすばらしいな、見習いたいなと思います。駅員さんと車掌さんの仲もよく「帰ってきたな～」と穏
やかな気持ちになります。いつもありがとうございます。厳しい世の中ですが、頑張ってください！！
　私が、中学・高校に通えたのは、バスのおかげです。９年間、バスの中で、私は友達とおしゃべりをし、宿題をし、季節の移ろいを感じ、世の中
の人とマナーについて教えてもらいました。私は広い世の中を知りました。雪でも、雨でも、大事なテストの時も私を安全に送り届けてくれまし
た。おかげで、今の私があります。子育て中は、ぐずる子どもにバスを見せて、乗せて、あやしました。今、体が不自由になってきた家族を通院や
買い物に連れて行ってくれます。
　新型コロナウィルス感染の危機の最中に身を置いて運行してくれていることに、胸が熱くなります。新型コロナウィルスは、正しく対処すればお
互いの身を守れるもの。そもそもバスは相手を思いやる空間だから、コロナ対策もできると信じています。今の私も今の社会も支えてくれているバ
ス。責任のある立派な仕事をしてくださっている公共交通事業者に辛いなんて言わせたくです。今度は私が支える番です。
先日、ドキドキしながら電車に乗りました。ＪＲ線では窓が開いてなかったように思いますが、うまく換気できる装置が装備されているのでしょう
か。伊賀線は、上野市駅から大手町へ行かず、伊賀神戸行になりましたが、よくあることですか　ショックでした。応援メッセージじゃなくなっ
た。すいません。大変ですが頑張って下さい。
私は車の免許を持っていないので最寄りの交通機関を利用している。主に近鉄を利用して出掛けることが多いのと家から茅町駅まで近いことが理由
です。車中で本が読めたり、車窓の景色を眺めたりすることができる。フィンテック社会を進み、PiTaPaがとても便利。近鉄特急券インターネット
予約ができポイントも貯まり、駅での乗り降りがスムーズで楽です。
月２回広小路～猪田まで、”ホコホコ”に行きます。いつも車内で季節感を感じる飾り付で、いやされています。”ICOCA”は８年位利用していま
す。
高校３年間はバス通学でした。運転手さんとも顔見知りになり、「テストがんばり！」とよくお声かけしていただき、励まされました。コロナ禍で
すが、バスは身近な交通手段ですので、これからも続けていただき、いずれ私もバスに頼る日が来ますので、存続させてほしいです。
がんばってください
コロナの終息は今は無理でも、コロナと共存していく交通機関をめざして下さい。
コロナウイルス感染症対策で大変でしょうが利用者の安全、安心の為ガンバッテください
将来的に環境問題等で公共交通機関は、もっと利用促進、維持見直されるべきだと思います。頑張ってください。
私たちの生活を支えて下さり、ありがとうございます。
今はまだ車で出掛けていますが、近々免許証返納したら大切な移動手段として利用させてもらいますので、宜しくお願いします。お身体に気をつけ
てお過ごし下さい。
コロナ対策ありがとうございます。
おかげで安心して利用できます。何かと大変な時ですか皆さまお身体大切になさって下さい。

塾に行くのに市バスをよく利用します。コロナが収束しない中、バスの利用者はへっていると思いますが、市民の生活のために今後もよろしくお願
いします。
大阪、名古屋方面へ出掛ける際は近鉄電車を利用しています。コロナが早く終息しもっと出掛けたいです。
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２歳の孫と毎日　忍者市駅に”ふくにん”や忍者電車を見に行っています。駅員さんに笑顔で手を振ってもらって大喜びです。早くコロナが終息し
て、みんなで忍者電車に乗れる日を楽しみにしています。
コロナで大変なのに休むことなく
いつもみんなのために働いてくださり
ありがとうございます。
学生の頃は毎日バスを利用し、降りるときに運転手さんが「行ってらっしゃい」と声をかけてくれるのが嬉しかったのを覚えています。これからも
頑張って下さい！

コロナウイルス対策で最前線で頑張れていること尊敬の思いでいっぱいです。これから暑い時期に入り、お身体の大事にしてください。
今年はもう少し外出控え　来年はきっとお出かけできるヨ　それまでよろしくネ
いつも、みんなのために、ありがとうございます!

コロナ対策もしっかりしていただいていただいてありがとうございます!
コロナに気をつけて、これからもお仕事ガンバってくださいね!

毎日ご苦労様です　今は大変ですが、来年はきっと収まるでは！
桑町で住んでいたので”うえの町”のうたが出た頃は伊賀線に乗るのがたのしかった。いつも伊賀線を利用して出かけていた想い出があります。
学生時代は鉄道を使っていましたが、今は車中心で行動しています。又、これからは少しは鉄道も利用しようかと思っております。コロナ時代は　
…。
早く今まで通り、電車・バスを利用できるようになってほしいです
ようじのある時は、バス、電車、タクシーのどれかでいこうと思います。
子供がまだ小さい時に、男の子なので電車に乗せてあげたくて猪田道から茅町まで乗る事をよくしていました。良い時間でした。ありがとうござい
ました。
コロナウイルスでも、笑顔を忘れないで、気持ちもめげずにお願いします。
地域住民の安全安心な「足」として、なくてはならないものです。今後も、市民の為にがんばって貢献してくださるよう、お願いします。
いつも利用しています（笑）
これからも末長く守りたいです
がんばれ　おうえんしてる。
出かける時にはよく利用させてもらってます。
日頃の安全運転ありがとうございます。
また、今回の新型コロナ対策などではいつも以上に気を配っていただきありがとうございます。
今後も利用させていただきたいので、がんばってください。
地元に愛される伊賀線
コロナの逆風に負けないで!

会社の入社試験で初めて伊賀線に乗ったときは学生の活気に驚きました。
これからも伊賀の人の交通手段として残り続けて欲しい。
感染予防を万全にすることは難しいと思いますが、コロナに打ち勝って元の生活に戻れるようみんなで頑張りましょう。
高校時代ゆめが丘から上野市駅まで毎日バスを利用していました。今は車の免許を取得しましたが、学生にとっては必要な公共交通です。今後もよ
ろしくお願いします。
鉄道やバスが止まったら、社会が回らなくなります。いつもありがとう。
良い思い出も苦い思い出も忍者列車と共に築き上げたい。
早く家族と忍者列車に乗って遠くへ行きたいなぁ。
鉄道やバスは、自分で車の運転が出来ない人にとって、無くてはならないものです。
新型コロナウイルスの影響で人員削減されていても、障がい者や困っている方に配慮し、援助してくださる姿には、頭が下がります。
いつも、ありがとうございます。
以前のように多くの人々が、安心して楽しい旅行や通勤が出来る事、そして、いつもの駅員さんたちが、顔を揃えて戻って来てくださる日を楽しみ
にしています。

本当に大変なときですが、みなさんのおかげで生活が支えられていると思います。感染防止対策をしながらのお仕事不安な中でも毎日、ありがとう
ございます。新型コロナウイルス終息を願っております。
今はどこへ行くのもマイカーですが、先日忍者駅から伊賀神戸まで鉄道を利用しました。とても快適で、ゆっくりあせることなく往復でき、マイ
カーより利用価値があることを実感しました。
当たり前に使わせて貰っている公共交通機関はなくてはならない存在です！
コロナで大変な時期をみんなで乗り越えましょう！
伊賀鉄道は、上野市駅に行く時に利用させていただいてます。コロナ禍で利用客が減少していますが、地域の足を残すため、出来るだけバスや電車
など公共交通を利用して応援しようと思います。皆さんも頑張ってください！
学生時代、通学にバスと電車にお世話になりました。ありがとう。
乗りましょう！いろんな景色を楽しみましょう！
毎日通学で伊賀鉄道を利用してます。地域を支える大切な足これからも頑張って下さい。
定年になるまで、４０年以上もお世話になりました。感謝です。
忍者号を見に何度も茅町駅に行きました。ようやく来た電車は忍者号ではなく、残念がるこどもとアイスクリームを食べながら帰りました。大切な
思い出です。コロナ禍、炎天禍に負けないでください。応援しています。
子どもたちはバスや電車、船など乗り物が大好き。特に目的がなくても、バスや電車に乗ることを目的に、一駅だけ電車に乗り、バスで帰ってきた
りしました。
　公共交通機関は、交通事故の軽減、環境負荷の軽減、高齢者の足として大切だと思います。コロナ禍では正直心配で出かけにくいですが、おさ
まったときに、公共交通機関がなくならないよう、行政の支援をお願いしたいです。
孫が来た時、駅で待ち合わせしてバスに乗るのをとても楽しみにしていて、友人が丁度その時車に乗せていってあげるといったが、孫はバスに乗る
といいはり、バス席での高い所より外を見るのをとても喜び満足していました。数年前のことですがとても良い思い出でした。
バスも電車も好きです
結構大阪近いよ！
JR利用しましょう。
昔は車がなかったのでバスを利用していました。バスがあったから遠い所に行く事が出来ました。今はコロナで外出が減りバスや電車に乗る人も少
なくなったと思いますが日々変わらず運行して車がない運転が出来ない人の足となって支えてくれている事に感謝します。
伊賀鉄道がだいすきです。いつもありがとう。
通学利用してました、安全運行ご苦労さまです
伊賀鉄道は、八木や大阪へ行くのに便利なのでなくさない様にして欲しいです。
学生の頃、毎日伊賀鉄道に揺られて通学していました。今尚、街中で走っている姿は、とても嬉しく思います。特に、忍者列車は他県からの友人に
も評判が良く、案内することもありました。（今はコロナで自粛中）

伊賀市民の足である伊賀鉄道やバスですので、コロナに負けてられません！
私達市民は3密に気をつけ、3つの約束を守り公共機関を利用したいと思いますので、共に頑張りましょう！
本数少なくて少し不便だけど、地元密着の身近な路線。
これからも続いてほしいです。
伊賀鉄道、先日の猛暑の中、線路保安員の方々が信号機の故障復旧をされていました。
利用者の為、迅速な活動に感謝しかありません。
伊賀鉄道存続を願いつつ、今後も利用していきたいと思います。
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自家用車をあまり乗らなくなり、公共交通機関を利用する事が増えました。
コロナウイルスの事もあり感染不安が付きまといますが、事業者の方々の徹底した対策や配慮には感謝です。
今後も、出来るだけ公共交通機関を利用したいと思っております。
行政バスや伊賀鉄道を、よく利用しています。
コロナウイルスの影響か、やはり以前より乗客が少ないように感じています。
それでも運転士を含め事業者の方々には、定期運行の為に安全・安心の取組みを行って頂いております。
私ども老人世代にとっては、公共交通機関は欠かせないものですから、大変感謝しております。
今後も、よろしくお願いいたします。

なくてはならない公共交通。コロナの影響もあり、苦しい時期かと思いますが、頑張って乗り換えてほしいです。
以前、出張でR422をよく走っていました。
何度も伊賀鉄道とおいかけっこをしながら走ったことが思い出です。
地域には欠かせないものです。
コロナに負けず頑張りましょう。
僕たちには電車もバスも大切なものです。その大切なものを無くさないよう頑張ってください。
コロナに負けるな！
高校生の時、毎日関西本線と近鉄を乗り継いで通学していました。電車の中のテスト勉強も、疲れてうたた寝しながら揺られた夕方も、長かった待
ち時間も、今は懐かしい思い出です。
そんな私も母になり、もうすぐ息子が高校生になる歳になりました。親子にわたり、通学のお世話になるとは当時の私は思ってもみませんでした
が、親として息子自身が電車やバスに乗り、自分で通学してくれる姿はとても頼もしくもあり、成長を感じます。
公共交通機関に従事するみなさん、苦境に立たされ大変な時代とは思いますが、これからもよろしくお願いします。
甥っ子と姪っ子が乗り物好きでよく見に行ってました。外から見ることしかしてなかったので、今度乗ってみようと思います！
私は学生の時以来なので、思いでと共に楽しみたいです。

伊賀鉄道は様々なイベントをしていて、一度いってみたかったので地域に目を向けるイイ機会になりました！

ちっさなバスも乗ったことないので、見つけたら乗ってみようと♪

コロナ対策で大変だと思いますが、地域のために毎日ありがとうございます！高齢者も増えているので欠かせない存在だと思うので、お体には気を
付けてください!!!!
高校生の時から今もずっと通学でお世話になってます。今はコロナで観光客も少なく学校などが遠隔で行われたり、在宅勤務などでいつもより閑散
としてますが少しずつ人が増えて前と同じように色んな人が公共交通機関をいっぱい利用する日々が戻ることを願ってます。
いつも会社まで乗せてってくださり、
ありがとうございます！
公共交通機関があるから私の生活があります！！
子どもが生まれて、一緒に伊賀鉄道電車やにんまるバスに乗るのが楽しみです。なので、新型コロナウイルスに負けずにこれからも伊賀市内を元気
に走って欲しいです。
新型コロナウイルスに負けるな！！
ファイト～！！
電車に乗るのが楽しみです。

いつもありがとうございます！
皆様のおかげで、社会が回っています。感染の危険と隣り合わせの毎日だと思います。決して無理をなさらずに、仕事してください。
今は、公共交通機関の利用がかなり減っていますが、感染が収まったら、大好きな電車に乗って、またいろいろと出かけたいと思っています。その
時は、よろしくお願いします。
感染に気をつけながら仕事をするのは私達が思っている以上に大変だと思います。また事業者の方も経営面できびしいと思いますが来年にはワクチ
ンが出来て伊賀市にもにぎわいがもどるはずです。かわいいデザインのにんまるも２台運行しているので沢山の人に乗って欲しいです。
みんなでがんばろう！
みんなでのりきろう！
がんばろう！
がんばろう！
がんばろう！
がんばろう！
がんばろう
伊賀鉄道の忍者列車を見て、近所の子どもたちが、いつもはしゃいで喜んでいるので、いつまでも走り続けて下さい。
がんばろう
伊賀鉄道をもっと乗ってみたい。
いつも利用させて頂き、ありがとございます。
新型コロナウイルスで対策など大変だとは思いますがそのおかげで安心して利用出来てます。
人ですのでバスで出かける時も有ります。
まだまだ負けるな　　電車
まだまだ負けるな　　バス

早くコロナウィルスがなくなってほしい。一日バス旅行なども全く行けずに残念です。
丸山中への通学時の利用していた電車の中友達とのエピソードは楽しい思い出ばかりです。
目が良くないので車に乗れなくなったら生活に不便になります。上野へ行くにも公共バスもないし。頑張ってください。
いつもお世話になっています。
市民の為に頑張って頂き　感謝しております。
大変な中ですが　お身体には気をつけて下さい。
孫といっしょに伊賀鉄道の忍者列車にのりました。とても喜んで、又、のりたいと言っていますのでいつまでも走っていてください。
いつも有り難う御座います。
暑い日が続きますが体調にはお気をつけ下さい
これからもがんばってください！応えんしてます！
もう45年も前になりますが、通学で電車を利用していました。その頃の近鉄電車は、台風などで他の電車会社が止まっていても遅れることなく動い
ていました。最近では安全確保のため台風や豪雨などの場合、一時運転見合わせなどがあり、十数年前近鉄名古屋線が止まり子供が帰宅出来なかっ
た事を思い出します。
いつも時間通りの運転有難うございます。コロナに接触するリスクが高いですが頑張ってください。
私の子どもは、高校の３年間、ＪＲと伊賀鉄道で通学していました。今、大学生で運転免許証を持っていますが、今も伊賀鉄道や三交バスを利用し
て写真撮影に出かけています。私はイベント列車に期待しています。応援しています。
先日、２歳の息子が
忍者電車に乗りたいというので
伊賀鉄道の旅をしてきました。

いつも安全に私たちを運んでいただき
ありがとぅございます！！
伊賀鉄道の色んな催し、毎回楽しみにしています。コロナに負けずに存続を頑張ってください。
伊賀の街並みを彩ってくれている伊賀鉄道！当たり前の日常に欠かせない伊賀鉄道を守り続けてください！
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地域の公共交通事業者の皆様、日々の運営お疲れ様です。大変な世の中になってしまいました。そんな中公共交通機関を利用した、しないなど感染
の観点からも注目されることかと思います。人様を乗せる事への安全に対する神経。更に新しい生活様式に対応する神経が上乗せ。そこへ不特定多
数を乗せることでいつ罹患してもおかしくない不安もあると思います。それでも利用者の為、地域の為に運営して下さりありがとうございます。私
は自家用車が主ではありますが学生の頃はバス電車通学を利用していました。大阪へ通っていた私にとって積雪の日は大変でした。大阪近郊は雪な
ど積もりません。バス走ってくれるかな..と早起きをして静まる住宅内、耳を澄ますとチェーンを巻いたタイヤの音。バス走ってる！ほっとしたこ
とが何度もあります。今はコロナと言う世の中ですが同じようにバス走ってくれてる！と安堵する利用者が沢山おられると思います。頑張ってくだ
さい。
踏切の近くで電車が通る時、子どもといつも「忍者かな　花火かな　」と当てっこして盛り上がっています。

幼稚園で書いた絵を飾って頂いた時も見に行きとても喜んでいました。

車内に忍者がいたり、ラベンダーの時期には車内の香りに癒されたりもしています。

今交通機関は大変だと思いますが応援しています。
身体に気をつけて頑張ってください。、
きいろいまるのついたにんまるバスがだいすき。
こんどママといっしょにのるやくそくをしたからたのしみ。
高校生の時、バスを利用していました。その時、毎回降りる時「ありがとう！」と言ってくれて、元気に登校することができました。バスの運転手
さんに今思うと勇気づけられていたんだと感謝しています。
伊賀鉄道から見る田んぼの景色が大好きです！
他県から来た友達が、伊賀の景色を見た時に言った、「伊賀は綺麗な田舎だね」という言葉が忘れられません。これからも伊賀鉄道から綺麗な田舎
の景色を見るために乗りたいと思います！
いつも地域の為にありがとうございます!
県外に住んでいる孫も伊賀鉄道大好きです。
わざわざ伊賀鉄道を見に来る観光客もいると聞いています。
地域の方の大切な足としても、これからも頑張ってください。
みんなコロナに負けるな
中～短大卒業まで８年間鉄道のお世話になりました。電車の中でどれだけ多くの文庫本を読んだでしょうか。今の私の原点です。
暑くなってマスクもしづらい状況になって来ましたが、一人一人の気配りがコロナを寄せ付けない状況を作ります。
地域一丸となって頑張りましょう。
ファイトコロナに負けるな　
　
まけないで！
誰でも乗れる、ありがたい！
私は現在大学4年生で大学に行けず家で過ごす日々を送っています。大学での友人に会えないのはとても寂しいですが、オンラインでの会話や電話
を通してお互い励ましあってきました！！心では皆繋がっています(^^)コロナに負けず頑張りましょう！
頑張って下さい！
高校生の時から伊賀鉄道を利用しています。
私は伊賀鉄道から見える伊賀の風景が好きです。
感染対策をした上で、これからも利用したいと思います。
地域の公共交通を支えてくださり、ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。
学生時代7年間、電車で通学していました。試験前の最後の詰め込みの場所でもあり、友達との思い出もたくさんある場所です。これからも多くの
人にとって大切な時間であり大切な空間であってほしいです。大変な時期ではありますが、いつもの日常が戻ってくるまでみんなで頑張りましょ
高校に通っているとき、専門学校に通っているとき、毎日乗っていた伊賀鉄道。厳しい状況だとは聞いていますが失くなってしまっては困る人がた
くさんいます！社会人になると乗る機会も少なくなってしまいますが、少しでも貢献できるように、機会があれば積極的にのりたいと思います！皆
で頑張って地域交通を支えていきましょう！
私は大学3年生で、大阪の大学に片道3時間かけて通っています。通えているのは、伊賀鉄道のおかげだと思っています。高校の頃から毎日伊賀鉄道
にお世話になっていますが、高校の頃は、部活動の朝練やバスの関係で朝が早く、大学では授業に間に合わなければいけないため、朝早くに電車が
あるというのが本当にありがたいし、すごく助かっています。大学の授業やサークルで帰りが遅くなってしまう時も、終電がある程度遅い時間まで
あるので、それもすごくありがたいし、助かっています。伊賀鉄道がなかったら、高校も今も通学出来ていないし、私にとっては神のような存在で
す。前期はオンライン授業で通学していなかったので、毎日乗っていた伊賀鉄道に乗らなくなって、すごく寂しく感じています。後期は週に2日程
通学しないといけないので、またお世話になります。いつもありがとうございますこれからもよろしくお願いします！！！
コロナ禍に負けず、未来まで皆で支え乗っていこう！
コロナ禍に負けず、未来まで皆で支え乗っていこう！
これからも鉄道、バスが走る元気な伊賀市をお願いします
これからも鉄道、バスが走る元気な伊賀市をお願いします。
どの世代にも必要不可欠な公共交通機関。
いつか絶対に明るい日がくるはずです！
それまで同じ業界勤務同士、苦労はたくさんありますが頑張りましょう
学生時代通学に活用させていただきました。
コロナの後の日常でも必要不可欠な存在になるのは間違いないので、コロナに負けず伊賀市民みんなで頑張りましょう！
昨年月まで３年間伊賀鉄道伊賀線を利用していました。ＩＣカードが使えなく不便でしたので是非使えるようになれば…と思います。
８０才を過ぎて、公共交通機関があるととてもたすかります。
公共交通機関として、存続できるように頑張ってください。
目的地だけしか行かなかったので上野の町も知らない所が多かったが友人３人で「しらさぎ」バスで内回、外回に乗って新しい発見に旅行に行った
みたいな気分で楽しませてもらってます。
３つの約束必ず守ってガンバロー
高齢者のため公共交通の利用が欠かせない。バス、電車の時刻表を広報で知らせてほしい。
忍者号、外から中が見えない事に、まごはふしぎがり「どうして中から外が見えるの　」って首をふってます。
いつも、私達のために本当にありがとうございます　
　
皆様のおかげで私達は安心して生活できます。
ご自身も十分に注意して、これからも地域のためにお務め下さい。
伊賀市団結力が強い忍者の土地です！
この新型コロナ渦をみんなで乗り越えていきましょう！
ウイズコロナを受け入れて、感染対策バッチリで、新しい生活様式を築いていけるように、みんなで知恵を出して、頑張っていきましょう(((o(*ﾟ
▽ﾟ*)o)))
いつも交通の安全安心を提供していただきありがとうございます。
子供が伊賀鉄道を利用して毎日通学しています。
コロナ渦での利用は、常に意識させ密集、密接、密閉の3密を気をつけるようにさせていますが、公共機関での対応はメディアでは都市部の情報は
テレビなどで見る事ができますが地域の情報はなかなか伺うことができません。
もう少し発信方法を多様化していただければ幸いです。
そうすることにより、観光や仕事での利用が増えて地域活性化へ繋がると思いますのでよろしくお願いします。
ますますの利用を願い応援させていただきます。

頑張れ
どこでも好きなところへ行ける日まであと少し！その日はめいいっぱいお出かけします！
家族で出かけるのが楽しみです！
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このコロナの影響でお客さんも減ってると思いますが、公共交通機関は世の中に必要なものです！！早くワクチンができて、いままでの日常が取り
もどせることを願います。あと少し、頑張りましょう！！
電車大好き！バスも好き！
コロナに負けないで市民のために頑張ってください。市民として応援しています。
でんしゃ、ばす
はやくのってみたいな
頑張れ
鉄道、バスのコロナ対策で快適な利用と安心を
日常生活に欠かせない公共交通機関です。安全運転で頑張ってください。
子供二人は、伊賀鉄道で大学まで…。伊賀鉄道、行政バスとても頑張ってくれていると思います。伊賀にとっては、必要なのりものですので長く続
くことを願います。伊賀鉄道→もう少し安くしてほしい
通学でバスを利用していました。後世の人のために公共交通機関の存続を。
安全運転で頑張ってください。
コロナに負けずに頑張ってください。
私の家族は、２０数年前、旧上野市から、独り暮らしの義母と私たち５人家族が同居する形で旧島ケ原村へ引っ越してまいりました。車を運転でき
ない義母が知人や親せきがいる旧上野市へ気がねせずに行けるには、路線バスが必要。家さがしの条件のつが、バス停に近いことでした。新居は最
寄のバス停から徒歩２分！！おかげ様で、気晴らしにバスを利用させてもらっていました。その義母がこの６月に他界。私も、運転できなくなる
と、義母のように路線バスを使わせていただくと思います。ありがとうございました。
伊賀市に住むようになってから伊賀鉄道をよく利用しています！そして、今の旦那さんと出会ったのも伊賀鉄道が始まりです(商工会議所の青年部
さんが主催の伊賀コンで恥ずかしくもありいい思い出です！伊賀という街全体が出迎えてくれてるみたいで嬉しかったです)夏には虫と相席しひ
やっとすることもありますが(笑)、これからものどかな風景を見ながら伊賀鉄道に乗っていきたいです！
日々、市民の交通の為ご努力いただきありがとうございます。コロナに負けず共に乗り越えましょう。
来年度から娘が志望校に合格すれば通学でお世話になります

より安全で快適に利用できるよう安全運行でよろしくお願いします
先日電車を利用しましたがとても安全に配慮していてとても安心して乗れました！
今年は乗ることが難しい中で安全に配慮しながら運行してくれてありがとうございます！
そして来年からも乗りやすい電車を目指して頑張ってください！
みんなで地域の公共交通を守っていきましょう。
伊賀の交通機関がアフターコロナにたくさんの観光客を連れてきてくれることを期待しています！がんばってください。
交通インフラは街の血管です。行き交うことで、伊賀の血行促進をはかっていきましょう！
高校の頃通学に伊賀鉄道（近鉄伊賀線）を利用していました。
朝はいつも座れないほど混んでいて、立ちながら窓の外の景色を眺めていました。
途中猪田道を過ぎたあたりにコスモスがたくさん咲いているところがあり、それは立っている人だけが楽しめる景色でした。
思い出深い伊賀鉄道が、今後も生活・通学の足であり続けて欲しいと願います。
中学生のときはバスに乗って遠方の友人宅によく遊びに行きました。車を運転できない方の移動手段の確保の為にもより良い公共交通機関となるよ
うよろしくお願いします。
公共交通機関の皆さん頑張ってください。コロナに負けないでください。
忍者列車に乗りたいな。
高校生の時に毎日伊賀の鉄道使わさしていただきました。いろんな思い出があります。ずっと持続して下さい。
通学バスの中での友とのおしゃべり　楽しい思い出片思いにトキメイタ！　若き日のなつかしい通学バス
いつも街中を走り身近な伊賀鉄道。生活や観光に根差す必要な交通機関です！
学生時代は近鉄電車を利用していました。まだ小さい子供と初電車を乗るのは思い出の近鉄電車に乗りたいなぁと思っています。早くコロナが落ち
着くのを願っています。コロナに負けないで頑張ってください！
頑張れ！俺たちが付いてるぜ！
毎日ご苦労様です。
小学生の頃からバスや電車を利用して登下校をしておりました。社会人になった今でも公共交通機関に助けられています。
伊賀鉄道の車窓から眺める、季節によって変わる風景を楽しみに登校していたのを今でも思い出します。
大変な時期ではありますが、市民にとって無くてはならない電車、バスの運営をこれからも応援したく思います。
いつまでも、みんなの足として頑張ってください
デコレーションされた、黄色の丸模様がついた忍者バスがお気に入りです。堅苦しくなく、見かけるたび、なんだか嬉しくなります。
他の色味のバスがあっても可愛いなと思います。
伊賀の魅力、忍者の魅力を交通機関から、身近に感じられて嬉しいです。
高校生の時は毎日、伊賀鉄道、バスを利用していた学生にとっては、必要な交通手段なので、安全安心で継続お願いします。
木育トレイン、忍者列車が走っている姿に癒やされます。
乗り物大好き 高校生になったら通学に使いたい。

学生時代にお世話になりました
学生、子供の足なので頑張ってください
保育所には路線バスで通った
そのバスは今は無い
親戚の家に関西線に乗っておばあちゃんに連れられて通った
そろばん教室には伊賀線で通った
中学校にも伊賀線で通った
今は通勤で伊賀線に乗っている
たまに京都や大阪へ遠出で関西線に乗っている

失なってからでは遅い
今でしょう
未来のためにみんなで乗ろう
大阪に住む孫は伊賀鉄道の忍者号が大好き
家から電車が見えたら大喜びです。
今はコロナで来ることができませんが
終息したら孫たちと伊賀鉄道に乗って喜ぶ顔を見れたら私も最高です。
いつまでも、走ってください！がんばろう！公共交通！
いつも利用してます。頑張ってください！
大学通うとき使ってます。頑張ってください！
車に乗れなくなったら、絶対必要です！
頑張ってください！
頑張ってください！
高齢者は電車だけが頼みの綱です。大変なこの時期の運航に感謝しています。
高校生の時に毎日伊賀鉄道を利用して学校に行っていました。電車で友達と話しながら、伊賀の風景を見て登下校していた事は大切な思い出の一部
です。春の窓いっぱいの桜。夏のラベンダーの香りと風鈴列車。秋の田んぼの風景。冬のヒーターがよく効いた電車。思い出すと懐かしい気持ちに
なり乗りたくなります。コロナで大変ですが、頑張ってください。これからもたくさんの思い出を乗せた電車に乗ることを楽しみにしています。

新型コロナウイルスの感染が治ったらたくさん公共交通機関を使ってお出かけをしましょう！そのために一人一人が感染拡大防止の努力をしましょ
う
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密にならないように一人一人が気を付けて
公共交通機関を利用しよう
車窓の景色をぼんやりと眺めながら乗るのが好きです。花や鳥、田んぼに山、空に雲など、いい景色です。このように、安心して乗車できるのも、
皆さんのおかげです。ありがとうございます。これからも、どうぞよろしくお願いします。
伊賀市の未来の子供、孫の為に、現在車社会の中で時間が許す限り、公共交通にお子様、ご家族でプチ旅行気分で乗ってみましょう。現在、みんな
の大事な血税が公共交通をバックアップしております。私も大阪に行く時はバス、伊賀鉄道を利用してます。一度バス鉄道キャンペーンを伊賀市独
自でGO.TO.バス、トレインキャンペーンを提案します。
がんばれ
高校生の時、伊賀鉄道を利用してました。大雨や雷で運転見合わせをしたり、名張からの帰り、伊賀神戸からの乗り継ぎにやたら時間がかかったり
と、時間を取られることが多かったですが、明日の小テストの英単語を覚えたり、部活の仲間と話したり、お菓子を食べたり笑。楽しかった思い出
でいっぱいです。のんびりした景色、優しい駅員さんに癒されました。車両貸切なんてこともよくありました笑　朝は乗り遅れて親に車で並走して
もらい、途中から飛び乗るなんてこともよくありました笑
都会では考えられないことですが、思い出しても楽しかったことしかありません。今は学生が使うことが少なくなったと聞きました。思い出はプラ
イスレス！友達とのんびり電車で通って欲しいなと思います。
こんにちは。通学の際にバスを利用しています。
　わたしには視覚障害のある父がいます。父は車を運転することができなくなったため、公共交通のおかげでいつも通勤できています。そして、い
つも楽しそうにバスや伊賀鉄道の話をします。それはきっと、利用する際に沢山の助役の方などが連携して、安全に父を介助してくださっているか
らだと思っております。
　本当に感謝しています。これからもよろしくお願いします。
密をたもって、伊賀でコロナの発生を無くそう。
伊賀鉄道や行政バスを利用しようと思います。
毎年夏休みに小学生の孫２人通れ大阪方面に行ます。おじいさんが突然「バスに乗りに行こう」孫とバス停で知らべ出発しました。２時間くらいで
帰って来ましたが、楽しかったーと孫達はマイカーばかりで、市バスは初めて、電車は花火の時、家族で毎年楽しませてもらってます。若夫婦の車
は、平日は当にできません。主人も後何年か　ゆめが丘に住でいます。高齢者が多くなって来てます。欲を言えば、コミュニティバス、ゆめが丘ま
で来てほしいです。一人で意気付の美容院、病院へ行けます。
大学４回生から大阪吹田千里山の大学迄近鉄電車で自宅より通学した。その間旧友との出会いが有り楽しい時間が持てた。又最終電車で乗り越して
青山町駅よりタクシーで帰えって来た苦い経験もあった。
毎日（月～金）通勤に利用させて頂いて居ります。休日はスーパー等にも利用させて頂いて居ります。
がんばって★伊賀鉄道
がんばって☆伊賀鉄道
がんばって！伊賀鉄道
ウイルスについて理解を深め合ってこの状況を乗り越えよう
みんなでがんばろう
ずっと利用させていただいております
みんなで協力しあって３密を守りましょう
いつも生活を支えていただきありがとうございます。
当たり前の生活を提供できること、それは誰でも出来ることではなく、皆様にしか出来ないことです。
これからも頑張ってください！
妻が妊婦で車の運転が出来ないので、電車やバスはとても助かっております。また、子どもが大きくなれば通学に利用させていただくと思います。
このコロナ渦に負けず頑張って下さい。
駅員さんに電車の乗り換え方法を親切に教えて頂いたこと、今も鮮明に覚えています。新型コロナウィルスがおさまらず、今は電車やバスを使う頻
度が減ってしまってますが、公共交通は必要不可欠です。私は名古屋へ行く際に使用してます。
コロナに負けず、頑張ってください！
高校時代は伊賀線に乗って高校に通っていました。大人になって車移動となったので、乗る機会も減りましたが、一昨年子供が出来たので、家族で
また伊賀線に乗りに行きたいと思ってます。
私は学生時代に伊賀鉄道(当時近鉄伊賀線)に乗って、高校、大学の7年間利用させていただきました。友人、恋人との色々な思い出があって今もた
まに乗車するとあの頃が懐かしく感じます。今は自分の子供たちと利用させていただくことがあり、また違った思い出ができました。この新型コロ
ナが流行してるこの御時世ですが、子供の代、孫の代、更にその先の人たちに好まれるローカル線であり続けてほしいです。
最近は車移動が主ですが、子供を1度電車に乗せてあげたいので、家族で伊賀線に乗りに行きたいと思っています
大学への通学時に伊賀鉄道さんを利用させていただいています！
コロナウイルスでいまは大変な時期ですが、頑張ってください！
私も出来ることをしていきます！
私たちのためにあちこち運転してくれて、いろんな人コロナのこと気にしこともあるけど、、、それでも毎日運転の仕事してくれて！心から感謝し
ます　
ありがとうございます　(^○^)
一緒に頑張りましょう
伊賀鉄道に乗るお客様は、少ないけど地域の交通の要です！
頑張って下さい。
大変な時期ではありますが、いつも子供が安心して利用させていただいております。まだまだ大変だと思いますが頑張って下さい。毎日ありがとう
ございます。
昔の伊賀鉄道の車両、乗降口が階段のようになっていたり線路（ホーム）と車両の間が広くあいていて乗り降りが怖かったのを今でも鮮明に覚えて
います。
コミュニティバスにんまる号に町で見かけるとほほえましくて、いやされます。
地元の人には無くてはならないと思いますので、頑張ってコロナを乗り切りってください。
いつも関西本線を利用させて頂いています。雨の日や台風などで電車が遅延する事態になった時，乗客第一に行動している姿は尊敬の念に堪えませ
ん。コロナ禍で感染するリスクを負いながら仕事するのは心身共に大変だと思います。微力ながらですが応援させていただきます。新型コロナに負
けず頑張ってください！
まだ1度も電車を乗ったことがなくていつも遠くから見てるだけ‥
コロナが落ち着いたら乗りたいです！
必ず乗るので待ってて下さい！
毎日の鉄道業務に頭が下がります。
コロナ感染の中毎日同じ時間に運用お疲れ様です
コロナウィルスが流行っててもいつも通りに運行してくれてありがとうございます。
ぼくはでんしゃがだいすきです。
いつもあんぜんうんてんありがとう。
いつものせてくれてありがとう。
いつもかっこいいすがたをみせてくれてありがとう。
うんてんしゅさんばいばいしてくれてありがとう。だいすきです。
毎日お疲れ様です。
これからも頑張ってください！
小学生の頃、上野市駅前にあった本屋さんへ行くのに、青山からドキドキ　ワクワクしながら伊賀線を利用してました　
　
帰りはお目当ての購入した本を読みながら、プチ電車の旅に大満足　
　
今大変な時期ですが伊賀鉄道で働いて頂いている皆さん！！頑張って下さい！！

16 / 48 ページ



踏切の前で、電車が通過するのを待つたび、
子どもと電車の色のあてっこをしています。
僕は青！私はピンク！
あたったときはおおはしゃぎ。
毎日の日常に楽しみがあります。
仕事で毎日利用させていただいています！

換気、消毒などいつもコロナ対策ありがとうございます。

お身体に気をつけて頑張ってください。
感染症が蔓延している中、非常に大変な仕事をなされてると感謝と尊敬で頭が下がる思いです。安全な運転と親切な対応をいつもして頂きありがと
うございます。

市駅のトイレが汚いのが物凄く気になったんですが、働き人や利用する人が毎日使っているのを考えると複雑な思いです。感染症が広がらなければ
いいのですが。
図書館や夏期講習、着付け体験に行くとき乗ります。
いつも遠いとこに行く時は車だけど、自分で行けるようになることや外での行動を知っておいた方がいいから練習だそうです。
いつもと車で行くのと違う景色が面白いです。
本当に子どもだけで乗ったときは緊張したけど運転手さんがきっぷ出すのを待ってくれたり教えてくれました。
いまはあんまりお出かけ出来ないけど、動けるようになったら、あちこち行きたいです。
これからもいっぱい走らせて下さい。

いつもいちばん前でみてる。
うごくのみるのがおもしろい。
電車と電車がれんけつしてるのとか電車の下がかっこいい。
いがにも新幹線してほしい。
まいにちのりたい。
学校いくときも電車がはしるときうれしい。
免許なく伊賀市に嫁ぎ、病院や図書館、市役所、買い物にお世話になりました。
 免許はとりましたが、やはり電車が安心出来て好きです。
運転が苦手でピリピリしますが電車のときは子どもとゆっくりした時間を楽しめます。
大変な時期ですが、公共の交通機関なくては本当に困ります。
どうぞ、関係のかたは健康にお気をつけ下さい。
利用の際は私も交通機関が混乱しないよう気を付けた方法を心掛けます。
コロナで大変な中いつも僕達の鉄道を支えて下さってありがとうございます。僕は少し鈍臭いので電車の定期券を3回も落とした事があります。で
も3回とも親切な人が拾っていただいて駅員さんに届けてくれてちゃんと僕の手元に戻ってきました。普段の仕事でも忙しいのに更に仕事を増やし
てしまってすいませんでした。これからは駅員さんの仕事を増やさないように気を付けたいと思います。まだまだ暑いですが身体に気を付けて頑
張って下さい。
僕は電車には2回ぐらいしか乗った事がないけど電車が大好きです。いつもお兄ちゃんのお迎えをママと一緒に行って色んな電車を見るのが楽しみ
です。1番好きな電車はしまかぜです！コロナで大変だけどこれからも頑張って下さい。
いつもコロナで大変な中お仕事お疲れ様です。私は普段あまり電車に乗る事は少ないのですが高校生の息子がお世話になってます。定期券を何回も
落として拾って下さったり、お仕事を増やしてしまってすいませんでした。下の息子も電車が大好きで近鉄で走ってる電車の名前は全て覚えてま
す！伊賀鉄道の忍者列車は出勤の時今日は何色の電車が来るかなーと当てっこをして楽しんでました。まだまだ暑い日が続きますが無理せず頑張っ
て下さい。
暑い日も寒い日も色々なお客様がいる中で笑顔で対応している乗務員の皆様、コロナウイルスに感染する恐怖とも戦いながらいつも働いて頂きあり
がとうございます。
私たちにはなくてはならない存在です。コロナ禍で大変な時期だと思いますが感染対策を十分にとり、これからもお仕事頑張ってください。応援し
ています(^_^)ノ
コロナで大変ですが頑張ってください。感染リスクの高い仕事ですので、皆さんも気をつけてください！！
だれがコロナかわからない中、色々な人と接してお仕事をしてくれている公共交通機関で働いてくれている皆さん、頑張って下さい。
妊娠中、妊婦健診のため病院へいくのにバスを利用していました。運転手さんが娘さんの出産の時の話をしてくださいました。いつも温かく見守っ
てくださり、ありがとうございます。
高校の時、バスで友達とワイワイ喋りながら通っていた事を思い出します。今はコロナでワイワイ喋ったりは出来ないけど、楽しい思い出が詰まっ
たバスが走ってる姿を見ると当時を思い出します。
いつもの時間にいつものコース、毎日ありがとう
今は鉄道従事者の方は新型コロナ対応で大変でしょうが、私たちも３密を常に意識してこれからも鉄道機関等を利用しようと思ています。
私もJRや近鉄伊賀線など使って通学していました。いまは自分の子どもが行政バスやJRや伊賀鉄道を利用して通学しています。これからも安心安全
な交通を期待しています。頑張ってください。

私のような自家用車をもって来られない単身赴任者にとって通勤、買い物等移動時に公共交通機関はなくてはならないものです。
また高齢者、障害を持っていらっしゃるかたはじめ環境にも優しい部分もありますので是非とも頑張って存続をお願いいたします。
夏の家族旅行はいつも伊賀鉄道の駅から始まります。今年はコロナウイルスの影響で旅行に行けませんでしたが、また伊賀鉄道から始まる旅行がし
たいです。
通学するのに利用させて頂いてます。
3つの蜜を避け手洗い、うがい、マスク着用を心掛け
学業に励みますので一緒に頑張っていきましょう。
コロナの関係で自粛中ですが、終息次第地域の公共交通機関を沢山利用して地域活性の為貢献していきたい。
3つの蜜を避け、手洗い、マスク着用しコロナウイルスに負けない様共にがんばりましょう。
 私の人生で　学生時代だけ　伊賀から離れていましたが、帰省はいつも変わらず　電車、バスが迎えてくださり感謝したのを記憶しています。
あれからかなりの年月が経ち、伊賀の公共交通の維持が厳しいとの話が聞かれますが、そんな中でも交通の維持に頑張ってくださっている事業者の
皆様
には感謝しております。今後も微力ではありますが、協力していきたいと思っております。
新型コロナウィルスが大変な中、鉄道、バス、タクシーの運転をしてくださり、とてもありがとうございます。みんな楽しく過ごせています。
子どもが電車大好きで毎週休みの日には伊賀鉄道乗っていました！
運転手さんも気さくで毎回乗るのを楽しみにしています。
コロナが落ち着けば子どもとまた毎週休み乗りに行きます！
またコロナで大変な中、感染リスクがあるにもかかわらず、運転して下さりありがとうございます！
暑い日が続きますがお体に気をつけて下さい！
孫が伊賀鉄道の大ファンです。時々一緒に乗って伊賀の町並みを見ながらのんびり旅をしています。今はコロナで自粛していますが、また乗れるの
を楽しみにしてます。
ルール、みんなで守る！
ウイルスから、家族を守る！
伊賀鉄道、感染者ゼロを目指す！
公共交通機関はみんなの足。
伊賀鉄道で、伊賀城を観に行った。
忍者が一緒に乗っていたので、面白かった。
娘もこれから電車に乗って学校を通うと思。

みんなの乗り物、みんなで守る！
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乗る前の手洗い消毒とマスク着用忘れません
安全運転毎日ありがとうございます
安全と健康を両方とも第一でがんばってください
伊賀市の将来の発展のため、公共交通は欠かせません。厳しい状況ですが知恵を絞って維持存続をお願いいたします。
免許を持たない高齢者や障がいのある人には鉄道やバスなどは欠かせません。誰もが住みやすい伊賀市のまちづくりのため、維持存続に頑張って下
さい。
学生時代は伊賀鉄道を毎日利用してました。当時の電車と比べると外観が華やかになり、みかけるとホッコリとなり、嬉しく思います。柘植駅には
導入されましたが、今の時代を考えて利便性など、やはり伊賀鉄道にも交通系ICカードの導入は必要性あるんではなかといます。もっと利用客も増
えるのではと、是非ともご検討下さい。これからも応援してます。
伊賀鉄道がなくなると、車に乗れない人は不十極まりないと思います。
伊賀市活性化の為にも、存続が必要と考えます。
うえのまちの歌を復活させてください。
中学生の時から利用しています。
伊賀線のファンです。頑張って下さい。
中学生の時毎日通学利用してました。今は近鉄から車両が変わりましたが末長く地域住民の足となるよう頑張って下さい。
伊賀に嫁いできて普段は自動車ですが電車はたまに利用しています。昔はバスが走っていたと聞いてますが伊賀鉄道が無ければお年寄りや学生の移
動が困難になりますので地域住民の為に頑張って下さい
頑張ってください
団地内のバスを時々利用してます。伊賀線も四十九駅ができて、病院に行き易くなり助かってます。これからも利用できるように、よろしくお願い
します。
応援しています
3歳と6歳の子供がいます。2人とも電車が大好きで、電車を見るたびに大きな声でわぁー！来たー！と歓声を上げています。
いつも電車来るよー。とかどっちから電車くるかな　何色の電車かな　とワクワクしながら電車が通るのを待っています！

高校生活でＪＲ、伊賀鉄道を３年間利用しています。いつも安全運転ありがとうございます。
行政バスの運転手さんいつもありがとうございます。これからもよろしくおねがいします。
高校生の時代、毎日乗った「国鉄関西線」「近鉄伊賀線」どちらも名称は変わり、乗る人も少なくなったけれど地域には無くてはならない存在で
す、頑張れ「関西線」頑張れ「伊賀鉄道」！
クルマを持っていない私にとってバスと伊賀鉄道は不可欠な存在です。
現在ある駅を中心に有効なバス路線を組み合わせてほしいと思っています。新しい様式の普及で安心を強めていきましょう。
伊賀鉄道さんへ　毎日伊賀の人達を支えてくれてありがとう。わたしも、コロナにまけずにがんばります　鉄道の中からの伊賀の景色をみてみたい
です。
運転手さんへ　ぼくたちの生活をささえてくれてありがとうございます。コロナウイルスに負けないでがんばってください。
電車、バスの運転手さんへ　たくさんのお客さんの安全を気にされているので、安心して私たちは乗れます。外の景色を見ながら！
保育園　小学校　中学校　高校とバス通学だった。今では考えられないほどの満員バスで通った思い出がある。懐かしい思い出です。
伊賀神戸駅での、近鉄と伊賀線の連絡が良くなりました。ありがとうございます。
今後、忍者市駅と伊賀上野駅での連絡も良くなるようにお願いします。
いつもありがとうございます。

お身体には気をつけて頑張ってください！
みんなて公共交通を利用しよう！
決してなくさないようにして下さい。
バスを覚えたてで、バスをみるとバスー！！と大きな声で手を振るのですが、運転手さんは笑顔で手を振り返してくれてとてもいい気分になりま
す。大変な時期ですがこれからも子どもの憧れとして頑張ってください(2歳の子を持つ親より)
頑張って下さい。
学生の頃バス通学で大変お世話になりました　移動制限が続いて　不安な晴れやかな気持ちになれないですが、出口の見えない日々は、いつか終わ
ります　信じて乗り越えていきましょう
いつもありがとう！
伊賀市にはバスや電車は欠かせない交通手段はコロナ対策をして、積極的に利用しましょう！
いつも安全に運行いただき、ありがとうございます。
コロナに負けず頑張りましょう！

コロナで今大変な時期ですが、みんなで
力を合わせて終息に向けて頑張っていきましょう。
コロナに負けるな　
　
伊賀鉄道存続応援します。

四十九駅  便利です。ありがとう。
これからも伊賀鉄道応援します。

忍者電車 気に入ってます。
のどかな風景もなかなかいいです。
コロナに負けず頑張って欲しいです。
私のお爺ちゃんとお婆ちゃんは車に乗れません。でもバスや電車が休ます運行してくれてるおかげで病院に行ったり、買い物に行ったり出来て本当
に感謝しています。いつどこでうつるか分からないコロナの中で毎日運転してくれている運転士さんにありがとうが言いたいです。
早くマスク無しで安心して暮らせる日が来ますように！！
電車道の横に家があるので、電車は身近なものです。いつまでもいつまでも走っていて欲しいです。
がんばれ！！
バスの運転手さん！！
子供が横断歩道で待っている時、いつも止まって渡らせてくれてありがとうございます。
運転席から手を振ってくれる姿かっこよすぎます。
これからも安全運転で頑張って下さい！！
息子が電車やバスが大好きです。見つけると手を振って大きな声でバイバイを言います。親切に笑顔を返してくれた時は大喜びです。毎日本当にあ
りがとうございます。
いつもお仕事頑張ってね。たくさんお客を乗せてね。僕は電車が大好きです。
子供と電車やバスに乗るのを楽しみにしています。コロナで出掛けることが少なくなり、乗り物の楽しさに改めて気づきました。コロナに負けず頑
張ってください！
各駅停車でトロリトロリ行くのが好きです。今はコロナで出かける人が少ないですが、待っていて下さい下さい。
また出かける日を楽しみに、今を我慢し、頑張りましょう。

のりものだいすきです。
おおきくなって、ぼくものれるのをたのしみにしています。
小さい時から電車が好きで伊賀上野へよく見に行っていて、今も電車が大好きだから、運転を止めないでコロナに負けないで体に気を付けて運転頑
張って下さい。
新型コロナウイルス対策ありがとうございます。これからも地域に根付いた公共交通機関であり続けてください！
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地域の人々の大切な移動手段として、これからも、新型コロナに負けず、安全でいつも愛される、公共交通機関でありますように　
　
子供が電車が大好きでいつも利用しています！
大変な時ですが、頑張ってコロナ禍を乗り越えていきましょう！
コロナに負けず、市民みんなで頑張って乗り切りましょう！

コロナに負けるな！
いつもありがとうございます！
頑張ってください！
子どもが通学て利用してします。ICカードか使えれば便利ですね。
忍者のバス、忍者の電車ダイスキ！
安全に運転してくれてありがとう！
いつもにんじゃ電車のうんてんをがんばってください。
いつもにんじゃでんしゃうんてんありがとう。
コロナがおわったらいがせんにいっぱいのります。それまでまっててね。
いつも有りがとうございます。これからも皆のために宜しくお願い致します。
市民の大切な交通手段です。これからも支えて頂きたいです。
息子が４月から青峰高校に通っていて、毎日伊賀鉄道、近鉄、バス乗っています。運転手の皆様、ありがとうございます。
利用者の減少等
また
コロナ禍の中
存続　大変だと思いますが
頑張って下さい。
いつもありがとう！！
安全運行ありがとうございます
応援しています！！！
毎日の運転おつかれさまです
来春から電車に乗って高校に通うのが楽しみです。
これからお世話になりますのでよろしくお願いします。
お仕事がんばってください！
コロナウイルスで大変だと思いますが、公共交通機関事業者の方々頑張ってください。応援しています！
コロナの中でも運転をがんばってください。
いつもありがとう。
コロナに負けずに頑張って下さい
小さい頃の伊賀鉄道や関西線の蒸気機関車は、伊賀 盆地から外へ夢を育ててくれるそのものでした。確かに車は手軽ですが、高齢者にとって危険
と隣り合わせです。私もあと少しで車を手放しします。小さい頃の夢を再度実現するために公共交通機関はなくてはならないものです。
経営は苦しいでしょうが、アイデアを組み合わせて存続して下さい。
高齢者を対象に伊賀鉄道などを利用したプランを企画してください。応援します。
子どもの通学に欠かせない公共交通！事業者のみなさん、コロナに負けずに頑張ってください！
コロナ禍のこの時期ですが可能な限り公共交通機関を利用して、将来の伊賀鉄道を盛り上げよう
電車やバス、タクシーの運てん手のみなさんへ。
いまはコロナがあって、たいへんだと思います。ずっとマスクもしているからあついと思います。だけど、あつい中がんばってくれてありがとうご
ざいます。わたしはタクシーをのったことがないけど、電車、バスはのったことがあります。じこもせず、運てんしてくれてありがとう。
ころながあるし、ねっちゅうしょうにかからないでね。
学校への行き、帰りと伊賀鉄道を利用しています。伊賀の自然や街並みを車窓から眺めながら、伊賀鉄に乗ることが、ひとつの楽しみです。コロナ
禍の中、日頃から運転して頂き、ありがとうございます。
コロナで大変な状況の中、いつもお疲れ様です。仕事上、感染に対する不安が多く気苦労は絶えないかと思います。公共交通機関を利用することは
滅多にないですが、2歳の息子が電車が大好きで、よく広小路駅に電車を見に行きます。コロナに負けずに、これからも元気に頑張ってください。
通学生にとってはなくてはならない交通手段です。また現在は観光資源としても重要性を増していると思います。これからも伊賀鉄道頑張ってくだ
さい。
電車もバスものりもの大好きな3歳です。車でお出かけする時も、わざわざ踏み切りがある道を選んで通るようにしています。伊賀線は本数が少な
いので電車に会える時が少ないですが、踏み切りが下がっている時はテンションが上がって「やったーーッ！！！！」といつも大喜びです。コロナ
でもみんな応援しています。
いがてつどうの  ピンクが とても かわいいです。おかあさんと またのりたいです。コロナにならないように してくれてありがとう。
お姉ちゃんが 乗ってるバスに早く私も乗りたいです。いつも安全運転ありがとうございます。
公共交通事業に携わる方々もコロナの中で色々と大変だと存じますが、３つの事を守り感染リスクを避けた行動を心がけたいと考えます。
小さかった娘と列車にのり今は、その娘が大きくなって通学で電車のお世話になっている事に年を感じてます。ありがとうございます。
伊賀鉄道の忍者号が好きで保育園児の時乗ったり、見にいったりしました。
公共交通機関利用は、送り出す家族にとって、安全安心の確保、第歩です。いつもありがとう！そしてこれからもよろしく！！
新型コロナにもめげずに忍忍（にんにん）と運行していただける伊賀鉄道と忍まるバスに敬意を表します！
これからも地域の人のみならず、地域外からの通勤者、観光来訪者のための貴重な移動手段として、私も乗って乗って乗りまくりますので、みなさ
んも忍びながらがんばってくださいね！
暑さに負けず頑張ってください。
かつて、フォークソングで歌われた上野市（うえのまち・５つの赤い風船）が思い出されます。のどかな田園風景が歌われていて大好きな歌です。
今まで同様、市民に愛される鉄道であり続けてほしいと願っています。
新型コロナウイルスの感せん防止対策をしてくれてありがとうございます。今も、これからも、コロナウイルスに負けずに頑張って下さい。みなさ
んのおかげで、私達が安心・安全に利用することができます。
いつもお仕事がんばってくれてありがとう。暑いのでねっちゅしょうに気をつけてください。
あついひやさむいひ、にちようびもおしごとがんばってくれてありがとう。
コロナに負けず頑張ってください
中・高・大と学生時代０年間、伊賀鉄（当時近鉄伊賀線）を利用させてもらいました。車窓からの街中、田園風景がゆったりと流れるあの走りをな
つかしく思い出しています。雪の日に乗った時の車窓からの田園風景の美しさは、すばらしかったです。
コロナが流行る中、コロナにかからないように電車とかバスを消毒や予防対策をしてくれているので、これからも気をつけて学校行きたいと思いま
す。予防対策をこれからも頑張ってください！

猛暑の中、保全してくださる鉄道員さん、駅員さん、運転士さん、いつもありがとうございます( ^-^)
いざというとき、無いと困る交通公共機関です。安全な運行、ありがとうございます、お勤め頑張って下さい～。
息子はまだバスや電車に乗った事はありません。
でも、バス・電車を見るたびに大喜びで叫んでいます(*^▽^*)
もう少し落ち着いたら、必ず乗せてあげたいです。 
沢山の方が利用する乗り物で、運転手さんや、そこに携わる方々は本当に大変な時やと思います。 私達の生活を、子供たちの楽しみを守ってくれ
てありがとうございます！   一緒にこの時期を乗り越えたいです！
新型コロナウイルスにより行動範囲の縮小を余儀なくされて気が滅入ってしまう毎日ですが、ウイルスに負けているわけにはいきません。身体の不
自由もあり、公共交通機関のありがたさが分かることが増えてきました。特に京都方面にはＪＲ西日本にお世話になっています。安全輸送ありがと
うございます。終息が見えず、これからも大変ですが共に頑張りましょう。
いつも電車乗るのも見るのも楽しみにしています。通ると手を振っています。忍者電車大好きです
コロナ対策に気を使っていただき有難うございます。亡義母が受診のため行政バスを利用させていただいていました。乗降時には優しい言葉をかけ
て下さり喜こんでいました。高令者の方には特に気配りしていただくこともあると思いますがこれからもよろしくお願いします。
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電車にたくさん乗りたいです。まだ2回しか乗ってないのでピンクの忍者電車に乗りたいです
学生の頃毎日通学で使用させてもらいました。満員電車は大変だったけど、あの頃の様に活気に満ち溢れて欲しいです。コロナを吹き飛ばす勢いで
走り続けて欲しいです
皆が応援しておりますので、新型コロナウイルスに負けずに頑張って下さい。
がんばってください
高校は当時の伊賀線を毎日使っていました。
公共交通機関は、伊賀市になくてはならない存在だと思います。
毎日の安全運転ありがとうございます。私は、バスや電車の大きな窓から外を眺めるのが好きです。心が安らかになりとてもリラックスします。そ
れも安全を心がけ気を引きしめて運行して下さる方々のおかげです。感謝しています。ありがとう。
暑い時期、寒い時期と換気にするには厳しい季節が続きますが、利用者も理解して公共交通機関を利用します。労働環境が厳しいかもしれません
が、頑張りましょう。
利用する機会は減りましたが今後は子どもがお世話になります。こんなご時世ですが、よろしくお願いします。
今後免許を返納した際にはお世話になるかもしれません。行政バスはどこからでも乗車できるようになり、とてもありがたいなと感じています。
FIGHT！
いつもありがとうございます。コロナに負けないよう頑張ってください！
ICOCAが関西本線でも使用できるなら伊賀市オリジナルデザインのICOCAが欲しいです！
若い頃、バス通学・通勤と、毎日みんなと話しをしながら乗るのが、楽しみでした。今は、のりもの大好きな孫と、週末によく利用してます。
高校に入学してから電車を利用するようになりました。いつもありがとうございます。コロナに負けないよう、みんなで協力してがんばりましょ
う。
子供が通学の為利用しています。コロナ対策していただき感謝しています。みんなが安心してご利用できるようみんなでがんばりましょう。
伊賀鉄道さん、三重交通さんいつまでも生活を支えて下さい。
コロナにまけるな！
うんてんしゅさんへ　いつもうごいてくれてあいがとう
ぼくは、電車がだいすきです。毎日、お兄ちゃんとプラレールでトーマスごっこや長くれんけつした電車を体を横にしてつながっている電車を見て
遊んでいます。いつもコロナ関係なく走っている電車は本当にすばらしく思います。どんな時も変わらずありがとうございます。
いつもようちえんのおにわからみているよ。おともだちもたのしみにしているよ。ありがとう。
いつもありがとう！
新型コロナウイルス感染症が早く終息することを願っています。公共交通に従事されている方々ありがとうございます。
雨にも負けず、かぜにも負けず、雪にも、夏の暑さにもまけす、
コロナにもまけず、丈夫な、交通機関で
褒められもせず、くにもされず
そういうものに、わたしはなりたい。

頑張って！、皆さん、かんしんなさそうにしてますが、心の内は応援で一杯です。

後少しで収束しますので頑張って！
いつもこどもが電車を見るのを楽しみにしています！電車が通るととても喜んでいます！毎日変わらず運転していただいてありがとうございます！
とても感謝しています。今後もお仕事がんばってください！
私は電車やバスに乗って、用事や旅行に行くのが好きです。
窓側の座席に座りながら、その時々の天候や季節感を感じるのが好きだからです。
コロナが落ち着いたら、電車やバスを乗り継いで旅行に行きまくります！
いつもお疲れ様です！
コロナで大変だけど、みんなで頑張って乗り越えましょう　
私たちのためにありがとうございます
でんしゃがだいすき！
いつもカンカンが聞こえたら必ず止まって
見てるよ。
色や車両の数を予想するのが好きで
特にむらさき色の車両が大好きです　
車内は人が減ったように感じ、寂しくも思いますが、なくてはならない存在！
がんばってください
今から25年前、高校生のときに、近鉄伊賀線を利用していました。当時は各駅に駅員さんもいて、駅も学生で賑わっていました。乗り遅れそうに
なっても、待ってくれたりして大変助かった記憶があります。伊賀鉄道になって駅員さんは主要駅にしかいなくなりましたが、運転手さんや、車内
で切符を切ってくれる乗務員さんの温かさは変わらないなあと感じています。演奏会や花火列車、お月見列車など、車内でいろんなイベントが企画
されて、親しみのある列車だと思います。これからもぜひ楽しい企画をお願いします！期待してます！みなさんもコロナに負けず、頑張ってくださ
い！私も続けて利用させていただきます！
駅からバスで家に帰る時、最寄りの停留所が近づくとベルを鳴らすのですが子供たちが押したがり兄弟喧嘩が始まります。乗る前にどちらが押すの
か決めさせるのですが、バスに乗るとテンションが上がり、喧嘩になってしまうのです。そんな子供たちも成人しましたが、バスが通り過ぎるのを
目にすると思い出します。コロナに負けず、いつまでも走り続けて下さい。
暑い中市民の皆さんの為にマスクをつけて、お仕事お疲れ様です。まだまだ新しい生活様式が続きますが引き続き体に気をつけてがんばってくださ
い。
伊賀鉄道大好きです！特に好きな電車は猫電車です！今は大変だと私も思います。その中で頑張ってくれてる人はすごいなと思います。どこに行く
のにも伊賀鉄道を使うので便利だと思います。いつもありがどうございます。これからも頑張ってください。
頑張ってください！
通勤に使う時も多いです。これからも頑張ってください。
コロナに負けずがんばってください
また電車にのりたいです。
僕は乗り物大好きです。
がんばってください　
　
電車が大好きです。また、乗って遊びにいきたいです。
昔は桑町、茅町、広小路、もひとつゆられて、うえのまち　の歌があった様にのんびりした電車　いつまでも守っていきたいですネ
日頃から楽しい企画で楽しませもらっています。
新型コロナウィルスの感染拡大にともなって大変なときですが、平常が戻ることを願って一緒に頑張りましょう！
コロナウィルスの感染拡大で大変な毎日だと思いますが、きっとまた平常が戻ってくると思っています。

一緒に頑張りましょう^_^
新型コロナウィルスの感染拡大で大変な毎日だと思います、、、
でも、きっとまた平常な日々が戻ってくると信じています！

一緒に頑張りましょう
バスのうんてんしゅのじぃじへ
おきゃくさんがこまらないためにうんてんしてくれてありがとう
ぼくはでんしゃがだいすき
いつもうんてんありがとう
これからもがんばってね
頑張って！
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５・６・７に負けるな

いつも安全運転ご苦労様です。
　コロナに負けずこれからも頑張って下さい。
新型コロナウイルスが蔓延する中で
いつ自分はかかるかわからない不安があるでしょうに、働いて頂きありがとうございます。
忍者列車大好きです。
なかなか乗る機会が無いけど、
踏切から見えると嬉しいです！

お仕事頑張ってください。
毎日感染の不安の中ありがとうございます。
頑張ってください！
まだ電車の乗った事がないですが、
本で見る電車が大好きです！

コロナで大変なのにありがとうございます。頑張ってください。
今年4月に転勤で伊賀へ来ました。
息子は慣れない土地に加え下の子が赤ちゃんのため、なかなか遊べずイライラしていました。
電車が大好きなために、下の子をパパに預けて二人で上野市駅で忍者列車を見に行くと、とても喜んで嬉しそうにしていました。
最近は図書館に電車の本を借りに行く時に駐車場から見る電車を楽しみにしています。
伊賀に住むのは一年ですが、息子と伊賀鉄道でたくさんおでかけをしようと思っています。
今は大変だと思いますが、みなさん頑張ってください。
伊賀鉄道は学生のときから、利用していた
思い出のある電車です
これからもコロナ対策をして、走り続けてください。
久しぶりに伊賀線に伊賀神戸から桑町まで乗りました窓から見える山並と稲穂の緑がとても美しく眺めていました
又べつの季節の時に乗りたいと思っています
伊賀鉄道も三重交通のバスも個性があり、観光客にも地元の人にも長く愛されています
今は観光客も減って大変だと思いますかが、みなさんお体に気をつけて頑張って下さい
観光客が忍者の衣装を来て楽しそうにしている人をみるとうれしく感じています
コロナのせいでそういう風景を見ること少なくなって今は大変だと思います
またたくさんの人が来てくれるまで、頑張ってください
「あ、バスだ！」
「でんしゃきた！」
そして二言目には「おかぁちゃん、のりたいねぇ」
大好きだねと言うと、「うん！」と笑顔でうなずきます。

忍者市駅に行き、駅の外から電車が行き来するのを「ばいばーい」と手をふって見送ったり、踏み切りで遮断機が降りてきたら拍手して電車を待っ
ています。
一度、踏み切りで電車を母子２人で見ていたらクラクションを鳴らしてくれて「"ふぁん"してくれた！」と大喜びでした。

にんまるを見れば「にんにん！」と忍者のポーズをしています。

そろそろバスや電車に乗せてあげたいと思っていた矢先、妹の誕生でチャンスは先延ばしに…
また乗せてあげたいと思います。

コロナで乗客の方々のために最善の対策をしていただいていると思います。
無理せず頑張ってください。

僕は上野高校に通学しています
友達もバスや電車で通学しています
コロナ前と変わらず、毎日の生活に欠かせない交通手段です
心無い言葉や乗客の減少など大変ご苦労されていると思いますが、どうかこれからもみんなの欠かせない交通として、お身体に気を付けて頑張って
下さい
まえに信楽鉄道のラッピング車両の写真を撮りに来ているのを見ましたラッピングの絵はとても美しい絵でした伊賀鉄道のラッピングも沢山の人た
ち鉄道に乗ったリ写真を撮ったリと沢山の人が来てくれる事に期待してます
電車、バス大好きです。学校がコロナで休みの時は、電車バスを見に散歩していました。毎日、ありがとうございます。頑張ってください。

いつも、ありがとうございます。

今、大変な世の中でありますが身体を

大切に、無理なさらないで下さいね！！

子供が電車とバスがダイスキです！
バスや電車が走っているのを見たりするとすごい喜んでくれます！
こっちまで嬉しくなります！
大変な時期ですが頑張ってください！
いつも喜ばせてくれてありがとうございます！
地域バスが、唯一の交通手段です。運転手の皆さんは、このコロナで、心配でしょ雨が、頑張って欲しいです。
高校生の頃はJRや伊賀鉄道を毎日利用させて頂きました。大人になり利用する機会は減りましたが、たまに子供を連れて列車に乗ると、子供たちは
遊園地のアトラクションのように喜んでくれます！
子供をたちはこれから大きくなり、昔の私のように毎日通学で利用すると思います。これからもよろしくお願いします！
高校、大学と７年間、鉄道バスを毎日のように利用していました。来年４月から子供が通学で伊賀鉄道を利用します。他の乗り物に比べて事故が少
ないので、安心してまかせられます。
朝から夜まで生活の大事なサポートをしてくれている交通の方いつもありがとうございます！たくさんの人が行き来する現場、本当に今のコロナで
危険も伴うお仕事だと思います、それでも毎日時間通りに走らせてくれている、当たり前の日常が出来ているのもそういった方のお陰だと思いまし
た。日々の除菌やソーシャルディスタンス、以前とは変わってしまった事はあっても変わらず頑張って対応してくれている交通関係の皆さん、安全
に多くの人を運んでくれてありがとうございます！これからも街の重要な交通のお仕事頑張って下さい！
初めてのバスに乗った時、運転手さんに聞いたら親切に教えて頂き、ありがたかったです。
孫が電車大好きですので、よく電車に乗せて出かけています。
頑張れ、伊賀鉄道、頑張れJR関西線、草津線。
いつもありがとう！おしごとがんばってください！
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学生時代　帰省のたびに伊賀線に乗ると、やっと伊賀（当時は上野）に帰ってきたで～と思ったことを思い出します。これからも伊賀市民の足とし
て頑張って下さい
高校時代、バス通学でした。バスの中で、友達とワイワイおしゃべりを楽しめる貴重な時間でした。
短大時代には片道二時間半かけて電車で通学し、夜遅くまで遊び終電ギリギリのかけこみ乗車をした事もありました。
大人になり車で移動する事が多い毎日ですが、いつも安全に運転してくださるバス、電車の運転手さん　ありがとうございます。

大阪行きのバスの便が少なくなって、不便に思っています。
暑い中ご苦労様です。お勤めとは言え、コロナとの闘い。本当にご苦労様です。がんばってください。

(私、息子が代わって応募しています。メッセージは、本人が言った通りです。)
先日、孫が伊賀鉄道にみどり保育園で描いた絵が展示されていました。親子４人で、いつも車ばかり乗っているので始めての伊賀鉄道に乗せてもら
い、絵はそっちのけで、窓から見える田園風景を満喫したそうで大喜びで帰って来ました。
のりものだいすき。いっぱいのりたい。うんてんしゅさん、だいすき。　息子より。

バスや電車などの乗り物が大好きで、いつも走っている姿を見つけると手を振ったり、乗車すると嬉し過ぎて大はしゃぎする息子です。こんな時期
で、鉄道やバス、タクシーなどを運営されている方は大変だと思いますが、母子共に心から応援しております！！　　母より。

心配な環境の中、毎日お勤めいただきありがとうございます。子供にとっては公共交通機関を利用することがレジャーになるので「安心・安全」よ
ろしくお願いします。
旧上野工業高等学校の卒業生です。学生時代は毎日伊賀鉄道（近鉄伊賀線）で通学してました。新型コロナウイルスに負けないで伊賀鉄道を存続し
ましょう。応援してます。
踏み切りで止まると何色の電車がくるかな　と楽しみに待っています。ピンクの電車が一番好きです。
電車とバス大好きな３才の男の子です！忍者列車（ピンク）とバスが合体した絵を書きました。電車にいっぱい乗りたいです！！ｂｙ息子より
電車をみると指をさしてあ～とかう～とか話します。これからもっと好きになるのか楽しみです。
頑張ってください。
大変な時ですが頑張ってください。
伊賀鉄道の皆様、いつもありがとうございます。
無くなると困りますので皆で乗って残しましょう
コロナに負けないで一緒にのりこえます。
高齢者にとっては公共交通機関は生活上とても大切です。公共交通機関がなくてはどこへも行くことができません。雨の日も雪の日も毎日運行して
下さりとても助かっています。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。この終わりの見えないコロナの中、大変ですが公共交通
機関の事業者の皆様、運転手の皆様どうぞお体に気を付けてがんばって下さい。
いつもマスクしましょうね。
コロナに負けないでね
コロナに負けないで一緒にのりこえます
コロナに負けないで一緒にのりこえます
コロナに負けないで一緒にのりこえます
コロナに負けないで一緒にのりこえます
コロナに負けないで一緒にのりこえます
でんしゃがだいすきです。
にんじゃでんしゃにのるのがたのしみです。
かっこいいでんしゃにこれからものりたいです。
学生の頃、毎日伊賀線を利用していました。電車の中では本を読みながら音楽を聴き、忙しい１日の中でリラックスできる楽しい時間を過ごせまし
た。
今は車通勤なので、電車通勤の夫が本を一冊読み終える度にうらやましく思っています。
いつの時代でも公共交通は無くてはならない大切なものです
３つの約束を守り
不安ゼロへ
公共交通様
大変な時期です頑張って下さい

普段は車通勤ですが、飲み会がある時は利用させてもらってます。
子供が小さい時は電車乗るだけで喜ぶので、伊賀神戸まで往復したこともありました。
これからも頑張って下さい。
いつも安全、安心の運行を有難うございます。以前、伊勢中川の乗り継ぎのホームを調べて頂いたお陰で、短い時間でしたが安心して乗り継げまし
た。親切に調べて頂いて、有難うございました。大変だと思いますが、コロナにも、気を付けて下さい。これからも、よろしくお願いします。 匿
名希望
今、新型コロナウイルスが流行っていて電車やバス、タクシー等で働いてくれている人達が僕はすごいなと思います。コロナウィルスはみんな怖い
けど特に怖いのは、働いている人達だと思います。たくさんの乗客が乗る中運転するのが怖いという人が居ると思いますが、コロナウィルスに負け
ずにお仕事をこれからも、がんばってください！僕もコロナウィルスに負けない様に自分で出来る対策、予防をしてがんばっていきます。
いつも家の窓から伊賀鉄道が走っているのが見えます！コロナのときも、休まず運転してくれていました！何もすることがなくても電車を見るだけ
で楽しかったです！ずっと動いてくれてありがとう！
家にいて伊賀鉄道のガタンゴトンの音が聞こえます！電車のチンチーンって鳴る音が好きです！夕方の散歩に電車を見に行くのがたのしみです！
普段は車の移動が多いですが、たまに利用するバスや電車は何だか、ワクワクします！毎日朝日が昇る前から真っ暗になるまでみんなを運んでくれ
てありがとうございます。なくてはならない公共交通。おばあちゃんになった時もあります様に！今日も安全にみんなを運んでください！出発進
行！
伊賀鉄道のピンク列車が大好きです！いつも踏み切りで何色の電車がくるのか楽しみです。ピンク列車も好きだけどふくにん列車もかっこいい列車
も大好きです。これからもいっぱい走ってください。
中学生の時は毎日スクールバスに乗っていました。大変お世話になりました。
これからも伊賀地域の大切な公共交通機関として頑張ってください。
いがてつ、だいすき。
ふくにん、だいすき。
コロナウィルスに負けないで。

高校時代、学校に伊賀線で通っていたころが懐かしいいです。買い物やusj等、大阪に遊びに行く時は、近鉄電車が便利でよく利用させてもらって
います。
コロナが収束して、また平穏な日常が戻ってきたら、電車に乗って遊びに行きます！

大学の通学に毎日近鉄電車を利用させて頂いていました。伊賀の私たちにとって電車は車に代えられない大切な乗り物です。コロナが収束したら、
今までの様に、買い物や旅行等で電車を利用させて頂きます。
子供が小さい頃は、よく、伊賀線に乗りました。忍者の電車を見るのに、ずっと、待ち構え、行って戻ってくるのを待ったこともありました。ピン
ク号が好きでした。懐かしいです。
鉄道沿線に畑があるので
いろいろな、花を植えて
鉄道利用者のかたに
みていただきたい
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バス通学でお世話になりました。
市民の足を支えてくれてありがとうございます。

伊賀市の公共交通機関が、これからも存続できますように。
いつも忍者電車楽しく乗ってます！
ありがとう！
いつも変わりない運行ありがとうございます。おかげで安心して通勤できます。
乗務員の皆さん　日頃から感染対策に取り組んで頂いてありがとうございます　
これからも　頑張って下さい

伊賀鉄道が無いと学校に通えないので
なくならないで欲しいです
なくなったら通勤に困る。
買い物に行くのに困るので
なくならないで欲しいです
頑張って下さい。
頑張って下さい
大阪や名古屋まで行く公共機関としてなくてはならない鉄道です　未来の子供達のために、伊賀市の活性化のためにぜひぜひ存続してください　
　
バスがおうちのちかくにとまってくれるので、ときどきのっています。ありがとう。

このような状況下で毎日休まずに私たち住民の生活を支えてくださり有難う御座います。
まだまだ先が見えず、不安な状態が続きますが、事業者様への心からのエールを送りたいと思います。
公共交通機関は人々の暮らしをつないでおり、その一人ひとりの暮らしを支える屋台骨である。あることが日常になっており、逆にないことを想定
できないひとも多くいるのではあるまいか。
身の上話にはなるが、かつて、伊賀に来るまでに電車が廃止された街にも住んでいたことがあった。その街は廃止により市内移動が大変になり市街
流出が加速度的に上がり、明らかに活気がなくなっていった印象がある。
新型コロナだけでなく、少子化も進んできており経営としても厳しいのは十二分に理解できるが、みんなの足としての歩みを止めないで頑張ってほ
しい。
また、コンパクトシティを目指すのであれば、その中心部に時間が読める移動手段である電車が果たす意義は大きい。
また、それをつなぐバスもまた同様である。
伊賀のこれまでも、そしてこれからも繋ぎ続けていくことを期待します。
高校生時代、クラブの遠征には伊賀鉄道を利用した事懐かしく思います
あの風景は他に無いです
自家用車も結局は密になってしまう為、コロナ禍になってから公共交通機関を学生時代ぶりに利用させていただきましたいました。
自動車免許を持っていなかった学生時代には全く気づいていませんでしたが、運転手さんの柔らかいブレーキングや、発進などの運転技術の高さに
も驚きましたが、普段見慣れている景色も、いつもより高いバスからの目線ではとても新鮮に感じ、改めて自然と史跡あふれる故郷で良かったと実
感しました。
公共交通機関で働く方々は、コロナ対策のために、大変な日々が続くと思いますが、また伊賀に観光客が溢れ活気が戻る日を一緒に待ちましょう！
公共交通はあって当たり前と思ってしまいますが、現状はそうではないと思います。
一人一人がまず少しでも使うことが大切です！
忍者列車は伊賀市のシンボル！
みんなで利用しましょう。
汽車は力が強いのが好きです。大きな音で目の前を通り過ぎるのはちょっと恐いけど、人をいっぱい乗せてるのがすごいです。バスはお客さんを乗
せる時にちゃんと止まってくれるのがかっこいいです。お茶を飲んだりもできて優しく走ってくれます。タクシーは道路を走るのが上手です。お山
を登ったり、高速道路を走るのも上手です。
電車が大好きな2歳の息子。散歩をしながら眺める電車に釘付けになりながら「早く安心して一緒に乗りお出かけしたい！！」と願う毎日です。

いつも私たちのために公共交通を運行して下さりありがとうございます。
私も子ども達も、散歩で見かけるたびに手を振り応援しています！！

コロナウイルス流行のなか、不特定多数の、乗客を安全に運んでいただき、ありがとうございます コロナ対策、色々大変とおもいますが、あんし
んの公共交通機関で、あり続けて下さい
休みの日に家族で電車で出掛けたりしてます！

いつもありがとうございます！

伊賀市をこれからもっと日本中にアピールして、盛り上げていくには伊賀鉄道さんは欠かせない存在です！

これからも頑張って行きましょう！
応援席しています！！
スクールバスを待ってる朝、いっつも手を振ってくれる市バスのお兄さん。
とっても嬉しいです。
朝から元気が出ます。
ありがとう。
毎日、公共交通機関での通勤、ご苦労様です。
今は、コロナで大変な時代ですが、昔は、通勤ラッシュで、大変でした　
　
公共交通機関は地域の支えです、これからも運行を続けていただきたいです。
この大変な時期も毎日ありがとうございます。
私は1歳の娘と共によく電車を利用します。その際ホームまでベビーカーを運んで下さったり、電車の乗り降りを手伝ってくださったり、毎回とて
も助かっています。

また、線路沿いに住んでおり、娘は毎日「かんかん」と言いながら電車に手を振っています。お母さん・お父さんより先に電車(かんかん)と言う言
葉を覚えたので、相当大好きなんだと思います。
これからもたくさん利用させて頂きます。よろしくお願いします。
毎日、始発から終電までの業務、お疲れ様です。土日祝日、年末年始も関係なくお仕事していただいていることで私も含め、多くの利用者の助けに
なっています。出来てて「当たり前」で、普段なかなか『ごくろうさまです。ありがとう。』と言う機会がありません。今は新型コロナウイルス感
染防止のため、なお一層の緊張感や対応策で大変ご苦労されているかと思います。でも、あなた方が頑張ってお仕事してくれるから公共交通は私た
ちの日常生活に欠かせないものなのです。『本当にありがとう。体調にはくれぐれも気をつけてくださいね。』
いつも、ぼくたちのためにいっしょうけんめいはたらいてくれてありがとう。ぼくのもくひょうはバスであおやまえきに行って、でんしゃにのって
おばあちゃんのいえに行くことです。
<かわいいイラスト>忍者バス、忍者電車を走っているのをみると指さして大喜びです。のりたいな～といつも言っています。
<かわいいイラスト>がんばれ
いがてつにのりたいな<かわいいイラスト>
３才の息子が電車が大好きで、忍者電車を見つけると「ばいばぁーい！」と大きく手を嬉しそうに振っています。特に上野図書館の駐車場からは近
くで見えるので、電車を数本見てから帰ります。
これからも、安全運転で頑張って下さい!!
応援しています(^^)
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電車、バス、タクシー、コロナに負けないでがんばってください！<かわいいイラスト>
電車通学でしたのでたくさんの思い出があります。皆で沢山公共交通を使いましょうね。
伊賀鉄道のかわいらしい電車にいつも心なごませてもらっています。又、バスも忍者のもようがすごくおもしろく見ていてもワクワクします。今後
も心ドキドキさせて下さい！
伊賀線は学生時代、名古屋で下宿していたため、特急電車に乗る伊賀神戸までよく利用しました。
今より車社会ではなく、多くの人が利用していたので、市駅や車内で地元の友人に会ったりということもよくありました。なつかしいです。
今はもっぱら京都に住む孫が、忍者列車の大ファンです。また、こちらに来たら一緒に乗ります！
行政バスの時間帯を考えながら地元の病院に通っておられる方を見かけます。
私もいずれはお世話になると思います。何とか運行し続けていただきたいと願っています。
乗務員、乗客が安心して利用出来る様、みんなで新しい生活様式を守ろう。
学生の時から鉄道を利用していました。思い出も多いです。もっと活用して便利にしていきたいです。
各路線バス、行政バス、又伊賀鉄道の運転手様、毎日お疲れ様です。
そしてありがとうございます。
基本的生活習慣、三度の食事が大事!!
普段乗らない電車ですが先日孫と一緒に乗ると運転手さんや外の風景をみてとっても喜んでいました。

高校生の時、毎朝6時の電車に乗って学校へ通っていました。学校が遠かったので電車の中では音楽を聴いて過ごしていたなと思いだしました
学生の僕達は伊賀での電車への愛はとてもあるとも思います。電車の容姿の工夫には少し笑みが浮かぶこともあり、何より電車に乗っているときの
伊賀の風景が都会の人では味わえないのどかさからのしみじみとくる風景なんです。学生の中には電車で通学するひともいます。だから青春を伊賀
鉄道で運んでいるようなものです。時々僕らも利用して遠出するとき電車に乗る時間はとても長いですが伊賀の風景の中にまだ知らないところが
あったんだったともっと伊賀のこと知りたいと思わせてくれました。ずっとずっと僕達がおじいちゃんになっても元気に青春をのせてはしってくだ
さい！
コロナが落ち着いたらまた電車に乗って旅行にいきたいと思います！
いつも手を振ってくれてありがとう。
もう少し大きくなったら、たくさん乗るからね。
高校のときは、バスをほぼ毎日利用させてもらっていました。
気軽に声をかけてくださる運転手さんもたくさんいたので、バスセンターでお会いしたり、お話するのが楽しみになっていました。
最近は、ほとんど利用できていませんが、またこどもと一緒に乗りたいです。
今もこどもに手を振ってくださる方を見て、自分の利用していたときを思い出しています。
私の子供も将来電車やバスを利用すると思うので、今後も地域を支えてください。
子供は電車が大好きです。
チャンスがあればLAMUスパーの後ろがある道で伊賀市の電車をみます。
伊賀忍者を色濃く表現した車両や駅舎に職員さまのおもてなしの心を感じます
嫁いだ娘はそれを見ると生まれ故郷に帰ったことを懐かしく実感するそうで、それを聞くと私もつい嬉しくなります。どうぞ市民の支えになって頑
張って下さい。いつもありがとうございます。
いつも安全運転、運行ご苦労さまです。
いつも鉄道、バスを利用しています。
コロナウイルスが流行ってから、私が利用している鉄道やバスでは感染者が1人も出ていません。
それは、利用している方たちがマスクをしたり、間隔をあけてすわったりしている他に、
運転手さん、切符や定期を確認してくれる方たちが気をつけてくれているからだと思っています。
いつもありがとうございます。
利用者の私たちが感染するのが怖いと感じるように、働いてくれているみなさんも怖いと感じていると思います。
それでも感染者が増えないように気を付けてくれて、本当に感謝しています。
コロナウイルス二うつらない、うつさないためにできる3つのことを、これからもちゃんと守っていきたいと思っています。
これからもよろしくお願いします。
がんばれ！伊賀鉄道！！
頑張れ！伊賀鉄道！！
にんじゃのでんしゃがだいすきです。こわいかぜがなくなったらパパとママとのりたいです。
娘が伊賀鉄道の電車を見たり、乗ったりすることが大好きで、上野市駅前から伊賀神戸駅まで電車に乗ることだけを目的に利用させてもらっていま
す。お仕事がんばってください。娘といつも応援しています。
コロナに負けないで頑張ろう。
コロナに負けないで頑張ろう。
てつだってくれてありがとうございます。
コロナにまけないでお仕事がんばって下さい。
お客さんを乗せて、今コロナでも、電車、バス、タクシーをはしらせているのはすごいです。
がんばってください。
いつも定時に運転していただきありがとうございます。コロナでマスクや消毒とかで大変だと思いますが、皆の為によろしくお願い申し上げます。
高校生の時、よく通学に伊賀鉄道を使ってました。お世話になりました。
子供が小さい時は電車やバスを晴れた日はほぼ毎日見に行っていました。伊賀の電車やバスはカラフルで楽しかったです。子供大きくなりました～
伊賀鉄道銀河用に宇宙に羽たく鉄道に
ぼくはでんしゃがだいすきです。コロナにまけないでください。
小さい頃、バスの乗り方がわからないので勉強の為、バスに乗せてもらいました。
多くの人とかかわるので今の時期気を付けることも多いと思いますが毎日利用する人にとって大切なものです。これからも頑張って下さい。
伊賀線が一番大切です!!
今通学に使っています。友達と遊びにいく時チャージできるのは便利です。
がんばってね　<かわいいイラスト>
普段は自家用車にて通勤等の移動をしていますが、息子と伴った中距離の移動手段はＪＲを使うことがあります。コロナが流行している期間は中々
利用し辛いです。そのような中、ＪＲをはじめ公共交通機関で働いている方々は何かと大変ですが対策等に頑張っておられることにエールを送りま
す。
私は4月から高校生になります。　
ずっと、伊賀鉄道に乗って通学したいと思っていました。
4月からお世話になります！
これからもずっと走り続けてください!!

今年の6月に転居して参りました。
伊賀鉄道の中に俳句が飾ってあり一つ一つ見ておりました。
都会の電車も良いですが風情があり、努力されていて素敵だと思いました。にんまるにはまだ乗れていないので、乗って伊賀の町をもっと知りたい
です。
毎日毎日、私達の足となってガタンゴトン、ガタンゴトンというリズムに乗って私達を運んでくれてありがとう！

学生の頃の満員電車は、今となっては懐かしい思い出です。帰りは部活をしたいたので、空いていて友達と一緒に話に夢中になっていて、何度も次
の駅まで行ってしまいました。
病院には自転車で通っていますが、雨の日には伊賀鉄道を利用しています。
とても助かっています。
学校へ行くには、絶対必要です。高校になり、学校が楽しくて仕方ないので、僕も頑張るので、コロナには負けないで下さい！
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公共交通の運転手さん、コロナウイルスが流行り出した時、とても怖かった事と思います。それでも、バスや電車を動かし続け、立派な事だと思い
ます。最近は利用していませんが、高校生の時は伊賀線、子供が出来た時はしらさぎバスをよく利用されて頂きました。
中でも、しらさぎバスは子供が「乗りたい」と言うので、ハイトピアまで往復して、よくパンを買って帰ったことをよく覚えています。
それから10年程経ちました。
また皆で行きますね^_^
ご苦労様です。応援していますからね。
半年間電車にも高速バスにも乗れず自粛生活飽きました…以前の様にあちらこちら自由に出かけたいわ、、皆さんも頑張って下さい
柘植駅からたまにJRを利用しています。関西本線は利用者が少なく本数も少ない地方のローカル線で、どこにでも自由に行ける車の便利さにかない
ませんが、地域の公共交通機関としてなくてはならない存在です。ローカル列車ならではの車窓から見える昔から変わらぬ田園風景や渓谷の絶景を
眺めているととても心が癒やされます。そんな歴史ある関西本線をこれからも出来る限り利用していき、次世代に繋げていきたいと思います。コロ
ナの影響で利用者も少なく厳しい状況ですが鉄道関係者の安全で正確な定時運行に感謝します。
いまの大変な時期にも平常通りに運行して頂いてすごく助かっています。
子供の通学に欠かせないので本当に感謝しています。
コロナに気をつけて
お仕事頑張ってください！
毎日お仕事ごくろうさまです。
コロナに負けずに、これからも頑張ってください!!

コロナで大変な中、
毎日お仕事ご苦労様です。
これからもコロナに気をつけて、
お仕事頑張ってください！
子供達の通学に欠かせない交通手段です。また、共働き夫婦の家庭にとって、子供達の学校外での移動にも欠かせません。
いつもありがとうございます。
私の家庭は、旅行といえば、やはり便利な鉄道やバスを利用します。このまま維持していただけると大変助かります。
コロナが落ち着いたら、また公共交通機関利用して出かけたいと思います。
車社会と言えどもなくなってしまっては困ります。頑張ってください。
コロナ禍の中、いつも不特定多数の人と接触するというリスクを背負いながら、お仕事ご苦労様です。ありがとうござます。これからも頑張って下
さい。
こんばんは。私は旅が大好きでよく利用しています。
伊賀鉄道さん，JR西日本さん，三重交通さんなど中学生にとっては必要不可欠な移動手段です。
伊賀鉄道さんに関しては3年前に『伊賀鉄道友の会』にも入会し，今年は残念ながら中止となりましたが
『伊賀線まつり』にも参加，今年からはボランティアとしても入会しました。
コロナウイルス関係なく年々利用者数の減少は自分でも感じていました。
中学生の自分ができることは『利用する』ということが１番だと思います。
３年後は高校にも入学し毎日お世話にになるかと思います。
最後にお願いです。関西本線との乗り継ぎお待ちしていただけませんか　
先日乗り換えをする際、駅に着いたと同時に発車してしまいまして・・・ご検討よろしくお願いいたします。
三重交通さんでは名古屋便を利用しています。日本中を仕事で回る祖母に会うためです。
たまにしか会えないのでいつもワクワクしています。
夏休みにデッサン講習会に行くために電車を利用しました。私が乗った時間は､7時43分と､私の中ではとても早い時間でした。乗っている人はみん
な眠そうなのに､運転士さんはしっかり背筋を伸ばし､ずっと前を向いて運転しているところを見て､とてもかっこいいなと思いました。いつも早起
きありがとうございます。私も､運転士さんみたいに早起き出来るように頑張ります！
いつもは車だけど
いざという時は頼りにしています！
友達と出かける時はいつもしらさぎバスを使って、出かけます。夏休みはサンピア、ボーリングとか出かける事が出来るので嬉しかったです。名張
も行ってみたいからまたチャレンジしたいです。いつも安全運転してくれてありがとう。
電車、バスの運転手さん。いつもコロナと隣合わせの中、お仕事ありがとうございます。
まだ1歳で、電車もバスも乗ったことはないですが、電車もバスも大好きでよく見に行っています。
これからもお仕事がんばって下さい。
私たちの生活を支えてくださって助かっています。大変な中でいつもと変わらず伊賀鉄道が運行していること、とても感謝しています。ありがとう
ございます。
コロナが終わったら思いっきり旅行、観光を楽しみに行きたいと思ってますのでその時はまたよろしくお願いします。
公共交通を利用する私達が安心安全に過ごせる様に毎日頑張って頂きありがとうございます。この取り組みがコロナ終息につながりますので、今後
もよろしくお願いします。
毎日子供が伊賀線を利用させて頂いております。通常業務も大変な中、このコロナ禍益益ご苦労の事と思います。残暑の中皆様の安全第一をお願い
し、体調に気をつけてがんばって下さい。
高齢者にとって地域の公共交通機関なしでは生活範囲もせまくなります。新型コロナウイルスで大変でしょうが是非公共交通をお守り下さい。利用
して応援します。がんばって下さい。
手を骨折したとき通院、買い物など公共交通に助けていただきました。今コロナウイルスで大変ですが、みんなで乗り越えて公共交通を今後も大切
にしていきたいと思います。
ガンバレ伊賀鉄道
　コロナに負けずに伊賀地方の為に未来の鉄道に！
愛知に住む小4、小2の男孫、幼少の頃は上野に来るたびに忍者電車に乗る、見るのが好きで大喜びをしていたのが思い出されます。
いつまでも子供の夢を乗せ、ローカル線（忍者電車）を残していって欲しいです。
学生の通学のために電車やバスを通ってほしい。
高校生になったら利用する予定ですのでコロナに負けずに頑張って下さい
現在利用してます。進学予定なので引き続き利用します。なくなると困るのでコロナに負けずに頑張って下さい
大阪に遊びに行く時によく利用しています。コロナに負けずに頑張って下さい。
今、コロナ禍の中毎日頑張って働いて下さり本当にありがとうございます！
今、受験生真っ只中で、日々勉強に励んでいます。高校生になったら、通学の時に電車を利用するつもりです！
毎日たくさんの人達を運んでくれて本当に感謝しています！これからも頑張ってください!!!!!!!
伊賀鉄道がないと子ども達が困ります。
コロナに負けずに頑張って下さい。
三密を避けマナーを守りながら仕事等頑張ってください
伊賀鉄道では年々利用者もへってきていてたいへんだとおもいますが、伊賀鉄道は伊賀市のシンボルだともおもうので存続お願いします。
５０年以上前通学に利用していた、その頃の地域の公共交通は今と比べ物にならないぐらい活気があった。昔の賑わいを復活させるよう期待しま
す。
新型コロナウイルスが心配ですがそれに負けないで頑張って下さい。
飲み会の時の交通手段として、伊賀鉄道や市バスを使わせて頂いています。今年はコロナの影響で、自宅待機、テイクアウトが多く、公共交通機関
を利用できていませんでした。
これを機に、たまには朝早く起きて、電車で通勤する日も作ってみようと思います！これからも私たち市民の大切な交通手段として、頼りにしてい
ます。いつもありがとうございます！
コロナウィルスに負けないで！
三重県に引越してきて2年が経ちました。娘の家に遊びに来る時は、よく伊賀鉄道を利用させていただいていました。電車から見える風景がなんと
ものどかで、心が安らぎました。コロナが落ち着き、たくさんの観光客の方にあの風景を見てもらえる日がくることを祈っています。
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いつも安全運転ありがとうございます。
コロナ禍でも運休することなく、感染予防していただいているお陰で、いつも通り利用させてもらう事ができています。
乗車させていただく私たちも、ひとりひとり予防をしながら利用させて頂きたいと思います。
これからも、みんなの笑顔がいっぱいの電車、バスになるように　がんばりましょう
バスや電車は、使うことがあまりないのですが、いつも(にんまる)バスに乗ってみたいと思っていました。

家の近くから、マックスバリュに行けるみたいなので、日曜日に行ってきました。運転手さんが優しくて、とても楽しい時間を過ごせました。
また乗りたいです。その時は、いつも　ありがとうと伝えようと思います。
マンションから広小路の踏切の音が聞こえてくるたびに「カンカンカン」と大はしゃぎ。窓に走っていき家屋の隙間からチラっと見える電車の姿に
興奮。
天気が良い日は散歩ついでに、にんまるバスを見て、踏切まで行き最低2本は伊賀鉄を眺めないと帰れないハマりっぷり。
定時に電車が来る素晴らしい車掌さんの腕に感謝。
たくさんの人を運び気がかりの多い大変な時期ですが、これからもよろしくお願いします。
いつも時間通りに運転してくれてありがとうございます。
習い事に利用してます。
これからも安全運転よろしくお願いします。
毎日毎日いつでも安全に運転してくれてありがとうございます。
おかげでサッカーに送れること無く行けてます。
これからもコロナに負けずにがんばってください。
初孫が乗り物に興味を持ち始め、絵本で説明してくれます。
その日見た伊賀鉄を「ピンク！青！」と忍者列車の色で教えてくれます。
ちなみにフク忍の色んなイラストのラッピング電車の時は戸惑いぎみになります(笑)
それだけで家族に笑顔が広がります。
コロナの緊張感の中、毎日運行してくださっている皆様に感謝しております。
いつもお祭りにいくときにのってます。
忍者電車にのるのがたのしみです。
走っているのをみるだけでも嬉しいです。
コロナに負けないでがんばってね

いつも電車やバスを使わせていただきありがとうございます。コロナが流行っている中でも、毎日時間通りに来てくれてとてもありがたいです。い
つも安全運転で安心して乗れています。本当に感謝です。
コロナに負けるな！！いつもありがとうございます^_^
私は、バスに乗る事が少ないです。いつも(にんまる)バスに乗ってみたいと思っています。
日曜日、家の近くから、マックスバリュまで乗ってきました。運転手さんも笑顔で　とても楽しい時間を過ごせました。
また乗りたいです。その時は、いつもありがとうと伝えようと思います。
以前通勤で使用していましたが、乗客の上下車ともに乗客の安全を考えたご慮に感服しております。
運行時間も正確な運転で、他県のバスに比べても非常に信頼できます。
これからも安全運行をお願いします。
仕事にいくとき毎日利用してます。
雨の日も雪の日も運転ありがとうございます。
コロナ禍でも変わらず助かります。
お体に気をつけてこれからもよろしくお願いします。

忍者電車子供が大ファンです。
これからもがんばってください。
コロナかでも　大雨の日でも　どんな日でも
朝早くから　夜遅くまで
いつも　普通に　みんなを運んでくれてありがとうございます！
はじめよう　新しい生活様式
つづけよう　公共交通利用
みんなでマナーを守り、これからも安心して利用したいです^ ^
日頃から安全にバスや鉄道の運行を進めていただきありがとうございます。
多くの学生さんが利用している伊賀鉄道。伊賀市にとって、なくてはならない存在です。
また、個人的には、休みによく柘植駅から草津線を利用しています。電車に揺られながら仕事のことをいったん忘れ、ゆったり本を読みながら過ご
し、リフレッシュしています。目的地に行くのも楽しみですが、目的地までの道中を楽しめているのは皆さんのおかげです。気兼ねなく隣接の府県
へ行ける楽しみをこれからも大切にしたいです。
コロナで大変な時期ですが、これからも私たちの日々の生活の要として、よろしくお願いします！
コロナ禍でも変わらず運行いただきありがとうございます。
コロナ禍でも変わらず運行いただきありがとうございます。
子供の通学に必要な交通機関です
コロナの中、ありがとうございます！
引っ越す前はよく利用していました。
これからも市民を支える足として頑張って欲しいです！
自分を守る　みんなを守る！
コロナに負けないで！
市民の大切な足です。
これからもよろしくお願いします
いつもありがとうございます。
コロナに負けずよろしくお願いします
通学で度々利用しています。
いつもありがとうございます！
これからもよろしくお願いします
塾に行く時に利用しています。
いつもありがとう！
これからも頑張って下さい。
みんなのために、毎日みんなの移動しゅだんを、維持していただき、ありがとうございます
上野高校通学に乗ってから乗ってないけど、車乗れなくなったら必要なので公共交通なので頑張ってください。
いつも通りのバスや電車が来ることは、いつもと変わらない日常を送れることの喜びだと思います。
コロナ禍であっても変わらずに運行してくださっていることに感謝致します。
運転手の皆様、利用者の皆様の健康と安全をお祈り申し上げます。
今は元気でなかなか利用する機会がないが、いずれ公共交通が唯一の移動手段になると思う。その時のために今コロナに負けず頑張って下さい。
若い頃はよく伊賀鉄道で仕事で乗りました。車になってから大きな荷物を運んで大変だったが面白かった鉄道の旅が思い出されます。頑張って下さ
い。
コロナにまけずがんばってください。
コロナにまけるな
学生の頃お世話になりました。これからも伊賀の観光活性化等への貢献お願いします。
伊賀鉄道を通学の為、三年間利用させてもらいました。地元交通機関と共に私の青春がありました。頑張れ伊賀鉄道！！
いつも、電車やバスで友達と遊びに行き楽しい時間を過ごすことができています。
高校生になったら電車で学校に通えることを楽しみにしています。
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お仕事が忙しいし除菌・消毒も大変だけど、みんなの安全安心の為、頑張って下さいネ！いつもありがとうございます。
子供が小さい頃、阿保から上野の実家に行くのにバスを利用して居りました。当時は舗装されて無い道路を砂けむりを上げて居りました！
休日に友達と電車に乗って上野まで出かける事があります。
三密をさけて、ルールを守りこれからも利用させてもらいます。
頑張って下さい。
今、コロナウイルスが流行ってる中で、電車やバスの運転士さんなど、本当におつかれさまです。大変だと思うけどこれからもがんばってくださ
い！
でんしゃのおしごとがんばってください。
ぼくの住んでいる地域は、高校へ行くためには、電車がどうしても必要です。みんなが安全に乗れるように、大変だと思いますが、がんばって下さ
い。
伊賀鉄道四十九駅が出来たので大変助かっています。
多くの人の交通を日々支えてくださり、ありがとうございます。みんなで感染防止に努めましょう。
コロナ感染防止に努めながらの毎日のお仕事、本当に、お疲れ様です。そして、ありがとうございます。
子どもの頃を思い出してワクワク乗らせてもらいますよ。昭和の子より
毎日運転ありがとうございます　
またコロナがおさまったらぜひ旅行にいこうと思ってます！

まだ１人で乗れないけれど、いつか１人で乗れるようになるまで、待っていてください。そして伊賀市の公共交通がいつまでもなくなりませんよう
に。
がんばれ
免許証を返上したので良く乗車しています。
がんばれ

高速バスの運転手さん コロナ禍のなか
お疲れ様です。
コロナが落ち着きましたら、以前のように
利用させていただきたいと 思っていますので その時は また よろしくお願いいたします。楽しみにしています
子供の頃、バスや電車で出かける事が多くとても楽しかったことを思い出します。公共交通機関はなくてはならないものです。今年は本当に大変な
年で、運転手さんも心配多いと思います。そんな中でも一生懸命がんばってくれていることに感謝です。ありがとうございます。約束を守り、私も
子供と利用させてもらおうと思ってます。
今後、新型コロナウイルスと共存していくようになっていくと思います。公共交通事業者の皆様は大変だと思いますが、お互いにコロナ終息に向け
頑張りましょう。
実家の側に伊賀線の線路が通っており、幼い頃は踏切の音がするごとに「カンカン見に行く！」と祖母の手を引いて電車を見ていました。
1歳の息子も電車が大好きで、「カンカン！カンカン！電車！」と毎日手を振っています。
新型コロナウイルスで、なかなか外出が出来ない日々が続いていますが、息子と一緒に電車に乗ってお出かけするのを楽しみにしています。
鉄道に関わる皆様が毎日がんばってくださっているお陰で、この様な未来の楽しみや期待が生まれています。
新型コロナウイルス対応で、色々大変かと思いますが、何とか乗り越えて行けることを願っています！
うんてんしゅさんいつもがんばってくれてありがとう　バスでんしゃだいすきです
がんばれうんてんしゅさん！
うんてんしゅさんコロナにまけるな～！
Always Pray to GOD
いつもありがとうございます
コロナがないまちにしよう
MAINTAIN　early sleep to keep the body healty
不特定多数の方と、接触の機会が多く、
また生活に必要不可欠な、医療従事者と同じくらい、大切なお仕事だと思います
一日も早いコロナ終息を願いつつ、体調に気をつけて頑張って下さい
お仕事おつかれさまです。
子供がバスにてをふるとふりかえしてくれてありがとうございます。とてもよろこんでます。
コロナで大変だと思いますが頑張ってください。
４年前手首を折って、半年余り病院通いしました。のんびり、ゆっくりがよかった。伊賀鉄道これからもガンバレ！車を運転できない者にとっては
宝です。
バスのりたい。
でんしゃのりたい。
いつもありがとうございます。
コロナ早く終息しますように。みんなでマスク着用！
いつもありがとうございます。
孫と電車やバスに乗り旅行したい！
うつらない。うつさない。頑張りましょう。

コロナ大変ななか毎日ありがとうございます。

いつもありがとう　これからもがんばって
伊賀市から名張の高校に通う高校1年です
通学で伊賀鉄道を利用しています。
毎朝、改札で定期を出す際に駅員さんが挨拶してくれます。
そのおかげで、今日も一日頑張ろう という気持ちになれます
この前していた伊賀焼風鈴列車も凄く良かったです！
これからもコロナに負けないように頑張って下さい！
結婚を機に伊賀に引っ越してきましたが、それまでが大阪で電車生活が当たり前のペーパードライバーだったので、当初は伊賀鉄道やバスにお世話
になりました。とはいえ電車は30分おき、駅から自宅までは徒歩40分、バスは3時間に一本の時間帯もあり、そのうち車生活に移行しました（笑）

今でも車の運転は得意ではないので、公共交通機関がもっと発達してくれたらなぁ、せめてこれ以上は減らないで欲しいなぁと切に願います！！！

また子供が生まれ、最近乗り物に興味を持ち始めたので、一緒に電車に乗ったりもしたいです。車内でおじさんから切符を直接買ったり、車内に忍
者がいたり、伊賀鉄道ならではの風景にも初めはびっくりしましたが、今では風情もあってほっとするなぁと思います。田んぼの中を走る電車を子
供と一緒に見るのも好きです。

ぜひとも電車やバスを今後もみんなが便利に使えるようにお願いします！！
「いつもお疲れさま。皆を乗せてくれてありがとう！」5歳の娘はバスを見る度、指を指し「バスぅ」と言って喜びます。
いつもありがとう☆
伊賀鉄道は無くせません、地域に鉄道はかかせません。
バスの運転手さん、いつも手を振りかえしてくれて嬉しいよ！ありがとう！
息子が電車好きで、いつも一緒に見ています。大きくなったら電車で旅行してみたいです。コロナに負けるな！
でんしゃのふみきりがすきです。でんしゃがとおるとうれしくて「おー！！」とてをふります。いろんなえきにもいきます。たのしいです。てを
ふってくれてありがとう。かっこいいです。
新型コロナウィルス感染拡大の中大変な状況下の中　毎日対策していただき本当にありがとうございます。娘は大学に通っているので公共交通を利
用させていただいています。皆さんのおかげで無事に通学出来本当に感謝しています。これからもお体に気をつけて頑張っていただきたいと思いま
す。
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にんまるのデザインがとても可愛い！と友達と部活とき話をしていました！そして、また遊びにいく時あのバス乗ろうね！と約束しました!
コロナウイルスで大変だと思いますが応援しています　　    これからも頑張ってください！
孫がいつも大学で公共交通機関を利用させて頂いております。いつも対策して頂きありがとうございます。これからも頑張って下さい。
通勤で利用させていただいた時期もありました。
新型コロナ対策で大変な中、自身の体調を気にかけつつ、日々の業務に取り組まれていること感謝申し上げます。
この地域の重要な交通手段として、これからもよろしくお願いします。

子供の頃は、電車で遊びに行くことが楽しみてました。今は、子供が通学で利用してます。コロナの影響もあり、大変なお仕事ですが、皆さんのが
んばりで通学させてもらってます。頑張ってください。
お姉ちゃん高校生電車利用してます。大雨とかで止まってしまう時はバスがでたりと大変なのにぼく達の為に動かしてくれてありがとうございま
す。2年後ぼくも利用します。
新型コロナウィルスの感染が拡がってからは、生活様式が変わってしまいました。完全に新型コロナウィルスがなくなるとは思えませんが、一人一
人の日々の心がけにより、新型コロナウィルスに負けない毎日を送りましょう
実家の親が仕事の通勤に行政バスを使っています。なくてはならない通勤手段なので、これからも変わりなく頑張って欲しいです。
昔からお世話になっています！
コロナに負けないで頑張って下さい！
高校生になったら、電車に乗って行くのが今から楽しみです！
お仕事頑張ってください！
わたしは、ピンクのにんじゃでんしゃにのりたいです。いつもうんてんしてくれて、ありがとう。
いつも僕たちの生活を支えてくれてありがとうございます。コロナの中でがんばんばってくれてありがとうございます。バスや電車を毎日見れて嬉
しいです。これからも頑張って下さい。
通学路で手をふったりバイバイしたらニコッと笑ってくれたり手をおでこにしてくれたりしてくれてうれしいです。元気になるよ。まだコロナなく
ならないけどずっと頑張って下さい。９年後高校生です。乗るから待っててね。
私が学生の頃、通学の為に伊賀上野駅までバスを利用していました。
ある日、私が遅れてバス停に着いたら、丁度バスが出た所でした。
私が大声で叫んだ所、運転手さんが親切にバスを止めてくれた事がありました。
運転手さんの気遣いに感謝しました。
僕はまだ中学2年生ですが、高校生になったら公共交通機関を使って通学したり、買い物に出かけたりしたいと思っています。
こんな大変な世の中で公共交通機関で働いてる皆さんを見てとってもかっこいいなと思いました！
コロナウィルス感染が拡大していく中で運営がとっても大変だと思いますが、これからも身体に気をつけて頑張って下さい！
１日でも早くコロナが収束しますように。
4月から県外の大学に通う予定でしたが、まだあまり行けていません。伊賀鉄道や近畿日本鉄道は、運転免許をまだ取っていない私の交通手段とし
てとても助かっています。また、県外の大学に通う私にとってなくてはならない存在です。大学生になるまで電車通学をしたことがなかったので、
毎日とても楽しみです！これからも通学やお出かけでたくさーん使います！！！
今学生なので通学に使っています!!
気さくに話しかけてくれる駅員さんもいて、とても安心して乗れています!!

がんばってください　おつかれ様です
学生時代、伊賀鉄道(旧近鉄伊賀線)を利用していました。部活帰り、心地よい揺れで爆睡していました！笑
乗り遅れそうになったとき、数秒待っていただき遅刻を免れたこともあり、感謝しかないです。
今、子供が伊賀鉄道を利用していて、同じように爆睡しています！笑
忍者電車、忍者バスがんばって！
孫と一緒に忍者電車を見つけたら手を振ってました。他の電車を見るより忍者電車の時にテンションが上がってました。末永く元気に忍者電車を走
らせてください
大阪の実家に 帰る 大切な伊賀線です 
これから 子供も 大きくなり 学校に 遊びに 祖父母に会いに 行くようになって行くんだなって 思い 利用させてもらってます これからも いろい
ろな 場面で 利用させていただきます
早く、コロナが無くなりますように
おかあさんと一緒に乗った電車、楽しかった
コロナウイルスで利用者が減っているかもしれませんが、お年寄りや学生にとっては大事な足です。末永く、公共交通が続きますように。
満員のバスに乗って高校に通っていた頃を思い出します。車の免許を取ってからは電車やバスなどの公共交通に乗ることは少なくなりましたが、今
は孫と一緒にバスや電車を見て楽しんでいます。
子供が大好きでいつも手を振っています。
私達の生活の足を支えていただき、ありがとうございます。
皆様のおかげで、子供達は毎日学校に通うことができています。子供達の日常を守ってくださり、ありがとうございます。
子供が電車が大好きで
踏み切りで止まると
手を振っています。
高校生の頃、バスを利用していたとき、乗り遅れそうになった時でも、手を振ったら止まって、乗せてくれたことがありました。あの時は本当に助
かりました。今も学生の大事な足になっていると思います。コロナに負けず、頑張ってください。
毎日バスや電車を動かしてくれてありがとう。
大変な時も変わらず電車やバスを動かし続けてくれてありがとう。
電車が大好きです

電車好きです
通学中、忍者のバスをよく見かけます。
コロナでも、運休していないことにほっとしています。ε-(´∀｀*)ﾎｯ

大変だと思いますが、これからも頑張ってください。

いつもたくさんの人を乗せて運転してくれてありがとう。
運転手さんや鉄道やバスやタクシーのお仕事をしてくれている人がいるおかげで、私たちが生活できています。
これからも、がんばってください！
いつもありがとう。
いつもうんてんしてくれてありがとう！
コロナにまけないでね！
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大変な時もあると思いますが、お客様のことを第一に考えて下さり有難うございます。

僕は上野市駅のロータリーに通りかかった時、忍者バス「にんまる」に会えると嬉しくなります。
理由は、地元愛が溢れるデザインが大好きだからです。
外国の方や、他の地域の方にも、もっと見てほしいです。

西大手駅付近の踏切で引っかかった時、よくお母さんと「何色の電車が来ると思う　」と当てっこしています。
小3の時、踏切の前で電車が通り過ぎるのを待っていると、風圧に気圧されて尻もちをついたことがあります。
普段は車に乗っているので、気づかなかったのですが、電車の威力に驚いた強烈なエピソードです。

友達と自転車で、信号のない横断歩道を渡ろうとしていた時、他の車がなかなか止まってくれずに困っていました。
すると、タクシーの運転手さんが止まってくれたことは、今でも記憶に残っています。

皆さん、これからも頑張って下さい！
高校時代、伊賀鉄道さんに大変お世話になりました。
近鉄に乗って伊賀神戸駅にギリギリに着いて乗り換える時、焦りながら走っていると「大丈夫だよ～」と温かく待って頂いたことが、とても思い出
に残っています。
電車の中で、授業の予習や友達と試験勉強をしたこと、部活で疲れて終点まで爆睡してたことなど、どれもとても良い思い出になっています。
これからも機会があれば、ぜひ利用したいです。
安心を安全に運んでくれて、ありがとう！
いつも子供が忍者のバスや電車を見て「忍にーん」と笑顔で手を振っています。
バスの運転手さんが手を振り返してくれることも子供の楽しみのひとつです。いつもありがとうございます。
毎日安心、安全を守りながら運行してもらい、ありがとうございます。
朝早くから夜遅くまで、定期的な運行は本当に大変だと思います。
子どもが「電車に乗りたい！」「バスに乗りたい！」とよく言います。
これからも利用させて頂きたいと思います。
JRと伊賀鉄道は、子供2人高校への通学で利用させてもらい、今は3番目が利用しています。
無くなると毎日の通学に困ります！
頑張って運行してください！応援してます！
高齢者なので、いつまで自分で車が運転出来るんだか不安です。
安心して免許を返せるよう、頑張って電車やバスの運行をお願いします。
新型コロナウイルスの影響で、半年ほど公共交通機関を利用していませんでしたが、３つのルールを守って乗るようにしようと思います。
電車が好きなので、また乗りたいです。
電車が好きなので、また乗りたいです。
今は大変ですが、頑張ってください。
忍者列車ガンバレッツゴー
現在、私自身はあまり利用する機会はありませんが、自分で車の運転ができなくなるときは来ます。高齢化社会にはなくてはならないと思います。
それから、子供たち、学生の方たちにも、移動手段として必要だと思います。現実には利用者が少なく、運営も大変だと聞きますが、こんな時代だ
からこそ、より良い形で続けていってください。大変なご苦労はあるかとは思いが、よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の流行で公共交通利用者が減少していると思いますが、創意工夫で頑張って下さい。
安全、安心で乗れる伊賀鉄、日常業務ありがとうございます。これから台風、豪雨等の災害対策。コロナとインフルエンザ対策頑張ってください。
にんまる大好すき にんまるがいないかいつも探してるよ にんまるに手を振ると、いつも運転手さんが手を振ってくれるからうれしい
緑色の忍者電車が早く戻ってこないかなぁ  秋に戻ってくるって言ってたから、楽しみにしてるよ
春にコロナで学校が休校中は、伊賀鉄道が空いているだろうと思って、子供たちと乗りました。乗客は5人くらいだったので子供たちは一番前に乗
れて大興奮でした。運転手さんが手を振ってくれてとってもうれしそうでした。カンカン～となると必ず電車を見に行っている子供たち  変わらず
元気に走る姿が見られることを願っています
4歳の子供が乗り物大好きです！
伊賀鉄道では乗務員の方に優しく声をかけて頂きとても喜んでおりました。
子供が乗り物大好きです。
行くあてもなく往復したりするのですが
まだ小さいので乗り降りにもたつきますが
優しく声をかけて頂きとても嬉しいです。
コロナ禍の中 各交通機関の皆様 本当に お疲れさまです。以前は 高速バス 快適に利用させていただきました。コロナが落ち着きましたら 是非 
また 利用させていただきたいと思っています。感染リスク回避の為
お忙しいとは思いますが 頑張ってください！
これからも応援しています！
がんばれ
がんばれ！！
がんばれ！！
ガンバレ
がんばれ
がんばれ
学生時代は沢山お世話になりました。これからも頑張ってください。
ガンバレ！！
いつもご苦労様です
これからも大変だと思います。がんばって下さい。
いつもありがとう
頑張って下さい！！
頑張って下さい！！
365日運転お疲れ様！
安全第一健康運行
事故ゼロ応えん
いつも有難う
コロナにまけないで、うんてんをがんばってください。
コロナにまけないで！おおきくなったらバスをうんてんしたいです。
子どもがバスを利用しています。関係者の方がんばってください。
伊賀市頑張れ！伊賀鉄道頑張れ！！
公共機関が一番安全です。　
これからもがんばってください！
毎日安全な運転ありがとうございます。これからも利用される皆様の為に、頑張ってくださいね。
子どもが電車とバスに興味津々です。通るたびに喜んでいます。これからも頑張って下さい。
いつもブーブーといって喜んで見ています。また乗りに行きたいなと思ってます。頑張って下さいね。(代筆)
まだ電車に乗ってでかけたことは無いですが、休みの日に電車に乗りに行きました。ワクワクして楽しかったです。また乗りたいです。
いつもありがとう！利用しています！
かっこいい電車が走ってるのを見て元気になります
大きくなったら電車の運転手になります
毎日登下校時電車を見るとラッキーな感じがします
大変なお仕事頑張ってください
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コロナの影響で観光客が減少し、本当に苦労されていると思います。
必ず元通り、いやそれ以上に観光客も増え活気が戻ってくると信じていますので、今この瞬間をみんなで協力して乗りきりましょう！
応援してます！
大学時代に毎日伊賀鉄道を利用し、通学をしていました。車内はあたたかな雰囲気で、運転士さんも親切で、朝が早くても、夜が遅くても、とても
安心して利用することができました。
毎日定期的に運行して地域を支えて下さり、ありがとうございます。
これからも伊賀鉄道を応援しています
第三セクターとして近鉄から独立し、様々なイベント列車企画で経営難を乗り越えようとしている中、新型コロナウイルスの影響で中止になり、経
営が厳しくなり大変な中、感染症対策など「三密」を避ける工夫がなされていることと思われます。私は、高校から大学まで近鉄時代通学で利用し
ていました。大学の時には茅町から大阪まで通っていて大変だなと思う日もありましたが、当時の茅町の駅員さんと話しすることで当日のやる気に
つながり、そのおかげもあってか高校から大学までの7年間、病気による欠席は1日もありませんでした。今思えば、駅員との日常会話はとても大切
なことなんだなと思いました。伊賀鉄道になってから、近鉄線のスタッフになった人、伊賀鉄道で働いている人などさまざまですが、上野市駅に当
時茅町駅に勤務していた方が元気でいらっしゃるか気になります。色々見て考えコロナ終息のカギは湿度だと私は思います。字数制限により過程は
省略
がんばれ！
がんばれ！
がんばれ
がんばれ！
忍者電車有難う
伊賀市がんばれ！！
がんばって下さい。
がんばれ！！
ファイト！！
がんばれ！
がんばって下さい。
がんばれ！
がんばって！
いままでげんきなかたがんてただかえました。いろいろねんだいのかたは
びょうき、じしん、たいふうありました。いまはウイルスせかいじゅうみんなのちから
がんばっています。がんばれ！みんなミライありますように！
まだわからないこといっぱいあります。いまこのウイルスみんなこわいです。
おいのりします。そして、いままでたたかえていることはありがとうございます。なにがあっても
いきていたい、かぞく、ともだち、みんな！
ぼくのくにはおとうさんとおかあさんのくにはちがうです。ぼくのせかいはウイルスがもとかわった。ぼくにかんするひとびとたちはなにかかわっ
てもてとてはあわせて、みんないっしょにいきていきたい。みんなだいじです。
がんばってください。
がんばってください
がんばれ
がんばれ
外出の機会が少なくても、いつもどおりの運行、ありがとうございます。身体に気を付けてください。
がんばれ
がんばって下さい
がんばって下さい
がんばって下さい
がんばって下さい
がんばって下さい。
頑張って！
新型コロナに負けるな！

フレフレ！伊賀鉄！
フレフレ！関西本線！
フレフレ！行政バス！
フレフレ！三重交通！

本当に頑張って
がんばって下さい
がんばれ
伊賀鉄道が将来にわたりなくならないように頑張って下さい
だんだん限界集落がふえそうな伊賀市、高齢化も進むなかで公共交通機関と行政の役割が益々高くなってくると思います。ぜひ現状をよりよくする
うえでもがんばって下さい。
がんばろう
応援しています
皆で協力して頑張ろう
伊賀市がんばって下さい！！
いつも有難うございます。
生活しやすくなる伊賀市にしてほしい。子供に力を入れてほしい。
頑張って下さい
私達の為の公共交通機関
女性の運転手さんに出会えると、安心感がありうれしいです。

男女平等（特に賃金）で、どんどん女性を増やして下さい。
コロナに負けず乗り越えていきましょう！！
人と接することを避けることはできない大変なお仕事ではありますが、地域になくてはならない業種でありますので、健康には気をつけて頑張って
下さい。
がんばれ伊賀鉄
みんなで乗ろう、頑張れ伊賀鉄道
小学校の時に乗ったイエローとグリーンカラーのバスを最近見かけて懐かしかったです　これからも利用させていただきます！
免許がないのでとても助かってます
頑張って下さい!
市民の皆様の為にありがとうございます。お体に気をつけ、お仕事なさってください。
今は蜜になる事は避けられていますが、交通機関は地域の人々を繋げている大切な存在です。身体に気をつけて頑張って下さい。
伊賀鉄道や市内運行バスの利用においては、市議会議員や市役所職員、その他公務員が率先して利用すべきと考えます。これらの人達の利用率が低
い事が明白なのに、市民に利用を促すのはいかなる理由なのか解答が頂きたい。
伊賀の中を移動する時も、伊賀の外に出たい時も欠かせないのが、公共交通機関です。コロナウイルスでなかなか遠出も出来ず寂しいですが、落ち
着いたらまたたくさん利用させていただきたいです！
コロナウイルスを飛ばせ！
伊賀鉄道
がんばれ伊賀鉄道
がんばれ伊賀鉄道
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がんばれ伊賀鉄道
私も乗ってます。東急色の車両を見てると、日比谷線直通北千住と書かれた方向幕を思い出します。いつまでも走り続けて下さい。
電車は変わっても、変わらない風景が好きです。
まだまだコロナウィルスは終息になっていないけど、一人一人が気をつながら、少しでも以前と同じような生活が出来るように頑張りましょう！
コロナで大変やのに通学バスの運転手さん、電車の運転手さん毎日毎日ありがとうございます。
雨にも負けず、夏の寒さにも負けず、コロナウイルスにも負けぬ、丈夫な運転手さん達を尊敬してます。
だから、
僕も大好きな鳥の勉強頑張ります。
大嫌いな勉強も頑張ります。
伊賀線に乗って、鳥を見たいです！
鳥は、沢山見れますか　
定期テストが終わって、頑張った！と思える結果が出たら、伊賀線乗りに行かせてもらいます！
コロナに負けないようがんばろ～
中学生から通学で、８年間利用しました。一度私が利用した電車のあと、雨のため、一時不通になったことを覚えています。そのときは、ラッキー
だったと思いました。しかし、帰宅時、雨のため運転見合わせになったときは、家の人に迎えに来てもらわなければ、代替えバスまで時間が、かか
ると言うことで大変だったことを思い出しました。
伊賀線は、交通弱者には、なくてはならない交通機関です。
忍者列車は、自慢話にも、なります。
いつまでも、がんばって、運転してくださいね。

いつも通学で乗らせて頂いています。私の日常になくてはならないものになっています。 これからも頑張ってください。
いつもありがとうございます！withコロナの生活が始まりましたが、バスや電車、タクシーは生活になくてはならないものです！職員さんは蜜にな
らないように、いろいろな対策をしてくださっていると思います！利用する私たちも自分のできることを守って、みんなが安心して使えるようにし
たいです！これからもよろしくお願いします！！
息子が小さい頃から毎日のように電車やバスを見に行ってました。あまりにも目を輝かせている息子に回送バスの運転手さんがバスに少し乗せて下
さった事、まだ幼稚園に慣れない時に行きと帰りに駅で伊賀電に手を振るのを楽しみに頑張って家を出ていた頃が懐かしいです。大変な時ですが、
身体に気をつけて頑張って下さい。また子供と乗せてもらいます。
忍者電車大好きです。にんまるバス、黒いハイウェイバスも！頑張って下さい。また乗ります。
感染対策をしながら、みんなのために頑張ってくれてありがとう　続けてください
少人数でも運行する鉄道　、バス　に
感謝します。

伊賀ならではの美しい自然を楽しみながら、伊賀鉄道をこれからも楽しめたらと思います。

コロナで大変な中毎日、ご苦労様です！
これからも安全運転でお願いします！
伊賀鉄道、頑張って下さい！
学生の頃、彼氏に家に行くのに毎週伊賀線に乗っていました。30分に1本しかないので、長く一緒にいれました。のんびり傾きながら走る電車、デ
ザイン電車。
今でも見かけると懐かしいです。安全運転でこれからも頑張ってください！
普段は利用しませんが
たまに乗ると変わらない車窓の景色が
時間を戻してくれて懐かしい気分にさせてくれます。
沢山の人にいろんな思い出を作ってくれるように走り続けてください。
子供と一緒に景色を眺めながら上野の町を1周するのが大好きでした。これからも安全運転で頑張ってください。
通学するのに乗せていただいたり……今や買い物などでも、使わせて頂いたりで、お世話になってます。コロナが始まってからは、なかなか乗る機
会も少なくなってるのですが、落ち着いたらまた載せていただきます。
コロナに負けずに頑張って下さい!!
頑張ってください　
　
地域にはなくてはならないものなので存続を希望します。
コロナ禍
みんなで頑張って乗り越えよう！
伊賀鉄道便利おおいに利用しよう

  高校の時は毎日バスで通学しておりました。現在はバスを使うことはほとんどありませんが、大阪や京都に出かける時は伊賀神戸や柘植まで自家
用車で行き、そこから近鉄やJRを利用しています。乗り換えなしで行けたりもするのでとても便利です。自家用車だと、渋滞などで時間をロスした
りすることもありますが、電車はほぼ時間通りなので安心です。窓の外の景色を眺めながらのんびりできるひとときです。
　今は息子が高校に通学するのに伊賀鉄道と近鉄、さらに駅から高校まで三重交通のバスを利用しており、公共交通機関で大変お世話になっていま
す。マスク着用、手指消毒をし、コロナウイルスに負けないようにしたいです。
子ども達の大切な交通手段です。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
一時間少しＪＲに乗って通学しています。親に送り迎えしてもらわず、自力で通うのを条件に、遠くの高校への進学を決めました。ＪＲが遅延や運
休の日は親に迷惑を掛けています。本数が少ないのは仕方ないですが、遅延や運休のないようお願いします！
毎日伊賀鉄道に通学で乗車しています！
毎日ふくにんや、忍者のラッピングを見るとなんか嬉しくなります！
これからも伊賀市が誇れる鉄道であってほしいです！
コロナでリスクが高い中でも
毎日運行して頂き感謝します。

よく伊賀鉄道に乗って
幼稚園児の絵をみて
癒されたのを思い出します。

さまざまなアイディア列車
これからも楽しみにしています。

伊賀パワーで
コロナに負けず頑張りましょね。
いつも利用しています。ありがとうございます。
コロナ禍で大変な時ですが、地域の足として頑張って下さい。
電車通学が楽しみです。よろしくお願いします。
近鉄伊賀線時代から比べると、車両も新しくなり、伊賀神戸～伊賀上野の直通も増え、関西線、近鉄との連絡(特に名古屋方面)も非常に良くなり、
とても利用しやすくなったと感じています。
100年以上の歴史を持つ伊賀鉄道、私は大好きなので、これからも末永く走り続ける事を願っています。

電車に保育園で書いた絵が飾られるようなイベントがいいと思いました。自分の絵も飾られた時嬉しかったです!!
毎日色々な人のために電車やバスなどを運転してくれている運転手さんは大変なのに毎日ありがとうございます。
でんしゃのうんてんしゅさん。 いつもありがと。 このまえ、にんじゃれっしゃのったよ。たのしかったよ。またのせてね。
またでんしゃのりたいなぁ。
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いつも公共交通機関で働いているみなさん、本当にありがとうございます。
コロナで大変な時ですが頑張って下さい。先日、久しぶりに忍者列車に家族で乗りました。子供たちは大はしゃぎで、すごく楽しい列車の旅になり
ました。「また乗りたいね」と言いながら帰りました。
伊賀へ来て7年、伊賀鉄道の沿線に住む生活を楽しんでいます。いつもは車で出掛けますが、どこに行くときにも必ず伊賀鉄道の側を走ります。踏
み切りで停まると「今日はどの車両が来るかしら　」とワクワク。市部～依那古や猪田道～四十九あたりで並走できると、とても楽しいです。平日
に出勤で利用することもありますが、休日の伊賀鉄道の車内放送が好きです。観光客向けのアナウンスが旅行に出た気分を味わえてなんとも言えま
せん。乗っても楽しめ、見ても楽しめる伊賀鉄道、これからもさらに利用していきたいと思います。
いつもありがとうございます！子供たちが電車が好きで、いつも線路の近くまで見に行くのが日課でした！
近づいてきた電車に、子供たちが手を振ると、汽笛を鳴らしてくださったり、手を振ってくださったり、とてもとても喜んでいました！

大きなバスが通ると、興奮する息子！ニコニコした笑顔で手を振ってくださいました！

コロナウイルスのことで、大変な思いをされていると思います。でも、たくさんの子供たちが、皆さんに勇気をもらっていると思います！
いつも子供たちに夢を与えてくださっている皆様、これからも頑張ってください！応援しています！！
最近利用する機会が減っておりましたが、子供がバス、電車に興味を持ち始めたので先日家族で久々に利用させて頂きました。
子供は終始はしゃぎっぱなしで、降車後もすぐに次はいつ乗れるの　と次に乗る事を楽しみにしております。
自分自身も懐しさや普段とは異なった視点から見る景色に改めて公共交通機関の良さに気付きました。
今後も定期的に利用したいと思います。
伊賀鉄道、バスには他には無い素敵なデザインの車輌が沢山あります！
コロナなんかに負けず皆さんがんばって下さい！
私もバスや鉄道を使い知らないところに出かけてみたいと思います。
いつも利用させていただきありがとうございます。これからも安全に運行お願いします。
コロナで大変ですが、頑張って下さい！
いつまでも元気に走る伊賀線でいて下さい！
（伊賀鉄道に業務のシルバースタッフの皆様へ）いつもありがとうございます。どうぞお身体に気をつけて頑張ってくださいませ。
コロナに負けず頑張って下さい。
伊賀鉄道と近鉄を通勤で使っているので、これからもよろしくお願いします。
伊賀市に引っ越してきて間もなかった1年半前，まだ車の運転が不安だったのでバスを利用して市役所まで行きました。
たまたま家の最寄バス停から市役所まで行くバス，市役所から家の最寄バス停まで行くバスの運転手さんが同じで，帰りに乗車する時「おかえ
りー」と2歳の息子に声をかけてくださいました。
知り合いも全然いない頃だったのですごく温かさを感じました。
これからも雰囲気の良い公共交通機関をたくさん利用したいです！
コロナに負けず頑張ってください！！
残すなら 乗ってみようか 伊賀鉄道

いろいろなイベント、楽しみにしています。頑張れ、伊賀鉄道
私は学生時代伊賀線で通学していました。今でも時々利用しますが、当時のことを思い出して懐かしくなります。公共交通はあるのが当たり前だと
思っていましたが、年々利用者は減り、コロナの大打撃もあり「当たり前」でなくなるかもしれないと危機感を覚えました。私の子どもや孫の世代
まで、この「当たり前」を守っていくために今よりも公共交通を利用しようと思いました。
伊賀鉄道、少ない利用客の中頑張って運行してください。伊賀神戸まで時々利用させて頂いてます。
「いつも電車が通るのが楽しいです。」

娘はいろんな電車が通るのを見るのを楽しみにしています。日常の暮らしを支えてくださっているみなさん、ありがとうございます(^_^)
(母)
毎日伊賀市民の足を支えて頂いてありがとうございます。
上野高校時代、実家のある名張から上野市駅までの道のり、伊賀鉄道で通ったのは懐かしい思い出です。
これからも伊賀市民や近隣市民の足を支えてください。
バスや電車でぶらり旅、気分転換でコロナを吹っ飛ばそう
いろんなイベント楽しみにしています！

伊賀鉄道　御中
拝啓　日々の安全で快適な運行に心から御礼を申し上げます。
　市街地や田園、橋梁を走り抜く姿は、この伊賀市を代表する風景の一つで、もはや交通機関としてだけでなく、生活や景観を織りなす上でのなく
てはならない存在となっています。
　また、駅員さんの、朝は眠い体を起こしてくれるような明るい挨拶、夜は疲れた体を気づかってくれる優しい声かけを忘れることができません。
　今後も、地域に愛される公共交通、そして世界に誇れる鉄道でありますように、エールと感謝をお送りいたします。　敬具
市内の公共交通の皆様方
　日々の安全で快適な運行、ありがとうございます。
　子どもらは働く車、電車やバス、タクシーが大好きで興奮しています。
　これからも、子ども達に愛される大切な地域公共機関でありますように、エールと感謝をお送りします。
いつも安全な運転ありがとうございます。これからも、みんなを乗せてくれる大好きな乗り物であってくれますように。
いつも安全な運転ありがとうございます。これからも、みんなを乗せてくれる大好きな乗り物であってくれますように。
学生時代利用した伊賀鉄道を、子供達も利用出来るように願います。
応援しています。
いつも安全な運転ありがとうございます。これからも、みんなを乗せてくれる大好きな乗り物であってくれますように。
今は電車やバスに乗らないけど、高校生になれば利用します。
なくならないでほしいです。
コロナに負けずに頑張って下さい。
「伊賀の里忍者列車が走り抜け」
田んぼの中を忍者列車が走る風景が私も子どもたちも好きです。大変なときでも休みなく働いてくださっているみなさんに感謝します。ありがとう
ございます。
いつもありがとうございます。コロナに負けず頑張って下さい。
いつもありがとうございます。コロナに負けず頑張って下さい。
いつもありがとうございます。コロナに負けず頑張って下さい。
がんばって～！
がんばって～！
がんばって～！
がんばって～！
がんばって～！
伊賀鉄道応援しています
このコロナ禍の中、非常に厳しい状況だと思います！
私自身も現状、利用を自粛しておりますが、少しでも早く現状打破できる事を祈っています！

頑張ってください！
いつも伊賀鉄道を利用させていただいております
常に窓も少し開けていただきご配慮に感謝しています
これからも宜しくお願いします
いつも伊賀鉄道を利用しています。伊賀鉄道の職員の皆さんはいつも優しく、温かい人達ばかりだと思っています。今は新型コロナウイルスで大変
な時期ですが鉄道職員の皆さん本当に頑張ってください。これからも忍者列車を運行する鉄道として頑張ってください！応援しています！
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　息子が2歳ぐらいの頃、電車が大好きで「カンカン見る～」と言い張って、伊賀線の遮断機の側で家族交代ではりついていたのを思い出します。
電車がすぐ来ればいいのですが、それはそれは根良く待っていて…。
そんな息子も親になり今度は「忍者バス見る～」とせがむ孫を連れてバス停に通っています。
息子は忘れているかもしれませんが、やっぱり親子は似るのかなぁと微笑ましく思う私です。
いつもがんばって
はしっていく、
にんまるは゛すの
うんてんしゆさん
まいあさ　ようちえんに
いくときに
みているよ
からた゛にきをつけてね
　関係者の皆様、いつも安全運転、およびイベントなどで楽しませていただき、ありがとうございます。
　子供を連れて電車に乗って、孫と一緒に電車に乗ってと子から孫へとつながっていき、時の流れを感じます。電車を見る孫は大はしゃぎで、孫の
嬉しそうな顔をみると元気をもらえます。電車と撮った記念写真は、ちょっとした電車の旅の楽しい想い出です。また、病院の窓から見える電車は
入院中の患者様の楽しみでもあり、実習中の学生とのコミュニケーションにもなり、忍者のバスも話題にのぼっています。
　関係者の皆様、このような状況ですがご健康に留意されるとともに皆様のご活躍をお祈りしております。
中学生の時よく利用していました。両親が迎え来れない時、移動手段としてとても助かった思い出があります。車の無い高齢者や子供さんにとって
なくてはならない存在です。外出が減り利用者が少なくなっている中ですが、それでも利用される方はいらっしゃいます。皆さんが頑張って下さる
おかげで支えられています。ありがとうございます。
いつも通学をするときにお世話になっています。伊賀鉄道さんがあるから学校や遊びに行くときはとてもありがたくて感謝しています。これからも
ご利用させて頂きますがよろしくお願いします。今の新型コロナウイルスがあって大変だと思いますが、これからも私たちが利用できるように頑
張ってください。
　私は丸山中学校へは徒歩通学で、高校へは名張高校でしたので、毎日の通学は、伊賀線と大阪線でした。特に伊賀神戸駅から伊賀線に乗車した際
は、ローカル色が強く、伊賀線に乗るのが楽しみの毎日でした。2両編成で、のんびり走る車両はどことなく家庭雰囲気があり、田舎独特の香りが
しました。働き始めてからは、車通勤でしたが、飲み会がある時は、伊賀線利用の電車通勤しましたが、何時も乘る旅毎に懐かしく昔を思い出して
いました。一時期、廃線の話が噂に出た時は、皆さんに断固反対しようと話しあっていたことを思い出します。現在、赤字路線で大変な時期です
が、関係者の皆さんの頑張りを陰ながら応援させて頂きたいと思います。
乗り物大好きな息子と、昨年は1日フリー切符で伊賀鉄道を何往復もしました。忍者市駅には、電車やバスを何度観に行ったか分かりません。そん
な息子に気付いてくださった運転手さん方がいつも優しく手を振ってくださり、息子も私も大喜びしています。機嫌が良くない時も、「電車とバス
観に行く　」の一言で上機嫌に。我が家の子育てに、乗り物が無かったら...いつも本当に助けられています。今、コロナウィルスでとても大変だ
と思いますが、対策も少しずつ分かってきたので、また家族3人で乗りたいと思います。どんな時も、電車やバスを安全に走らせて頂きありがとう
ございます！
くのいちのデザインなど伊賀鉄道の車両は特徴的で、いつも素敵だと見ています。また、季節に応じた車内イベントを工夫をこらして実施されてい
ることには関心があります。是非、一度参加してみたいと思います。
子供が車両系が大好きで、市内で伊賀鉄道やバスを見かけたら興奮して楽しみに見ています！
また、私は伊賀で生まれ育った人間ですが、本数の少ない電車を見かけると1日がラッキーが
来ると思ってゲン担ぎに思ってます。

こんな状況ですが、これからも市民の足・憩い・楽しみとして頑張ってください！
子どもが高校生の時、名張の高校まで通学に伊賀鉄道を利用していましたので、駅まで送迎をしていました。欠かせない交通手段ですので、是非、
頑張って運行を続けていただきたいと思います。
子供がバスと電車が大好きで
乗るためだけに
毎日のようにバスに乗せてもらってます(^^)
いつも、安全運転でありがとうございます！！
いまいろいろとコロナでたいへんななか、そしてこのムシムシとしたあつさのなか、おしごとおつかれさまです。
そして、いつもあんぜんうんてんでありがとうございます。
これからもまだまだ、たいへんなひびがつづくとおもいますが頑張ってください。
にんまるバス、デザインが可愛く癒されてます
伊賀鉄道は伊賀市のインフラの要　　私も毎日、朝夕お世話になってます。意外に自然災害にも強くて頼りがいのあるライフラインです。これから
も末長く宜しく　　頑張れ伊賀鉄
5年前、愛知から転居してきました。
初めて伊賀鉄道のピンク色の車両を見た時は
大変驚きました。
都会の鉄道とは趣きこそ異なりますが、
地域住民の生活を支える使命は同じです。
これからも私達の生活の一部として、
益々の発展を祈念しております。
高校は桔梗が丘でしたので毎日揺られて通学しましたが、乗車中は結構楽しい時間でした。
もっとレトロな車両でしたがね　
これからの学生にも電車通学の楽しさを味わってもらいたいので、頑張って欲しいですね。
勿論我々も出来る限りの支援は惜しまないつもりです。
赤字路線ですが、色々と考えて少しでも右肩上がりになるように頑張ってください。
頑張れ伊賀鉄道！！
伊賀市交通政策課、伊賀鉄道に勤務される皆様、頑張って伊賀鉄道を盛り上げてください。

これからも乗りますよ。
コロナに負けるな！
伊賀線には高校時代の色んな思い出があります。これからも多くの人を運んで、伊賀市を盛り上げてください。
これからも沢山の人を運んで伊賀市を盛り上げてください。
電車大好き
電車大好き
これからも利用します
これからも利用します
これからも乗りますね
またのります
高校への登下校は基本自転車ですが、部活動の大会などの遠出や遊びに行く際には利用させていただいています。季節に合わせて車内の温度が設定
されていて、快適に移動できています。今世の中はコロナ下で厳しい状況にありますが、コロナに負けず、健康を第1に、元気に頑張ってくださ
頑張ってください。
コロナでバスの利用客が少ないと思いますが、必ず必要です。赤ちゃんが産まれるとき、バスを利用して、病院に行き、無事に産まれて、元気に過
ごしています。その赤ちゃんも、小学生になり、おじいちゃんの家に行くとき必ず利用しています。１人で乗っていますが、伊賀市のバスなら安心
して、乗せています。頑張って下さい。
子どもが一歳になり、車や電車に興味がでてきました。そろそろ電車デビュー!初めての電車は伊賀鉄道の忍者電車に乗せてあげようと思っていま
す。
電車に乗った時の子どもの反応が今から楽しみです。
いつもありがとう
がんばってね
おつかれさま
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いつも安全な運転お疲れ様です。
子供達（6歳2歳）は特にバスが大好きで手を振ったりすると礼してくれたり。家の前も通るのですごく身近な存在です。

休みの日は時間が合うと家の隣のバス停からにんまる号に子連れで乗りドライブを楽しみます。

街中も見れて新しい発見もあるし。子供達が大きくなっても身近に感じてほしいです。

これからも応援させていただきます。頑張って下さい。
時間厳守が当たり前、見習います。
バスだ、電車、ばいばーい。
公共交通機関は、私たちの生活にとって、無くてはならないものです。公共交通の利用は感染リスクが高いという先入観によって、将来の公共交通
の存続に影響を及ぼさないよう、安全に公共交通を利用するための情報発信が重要だと思います。また、利用する側も、コロナウィルス感染予防に
対する正しい知識を身に付けることが必要だと思います。
今後も、積極的に公共交通機関を利用したいと思っていますので、コロナの影響に負けず、頑張ってください！
コロナに負けずに頑張って下さい。
頼りになります忍者鉄道　　特に学生の通学にはかかせません。地元鉄道の維持継続応援します。
通勤で毎日利用しています。コロナに負けずに運行続けてください。頑張ろうな
伊賀鉄道は高校時代に通学で使っていました。存続できるようみんなでたくさん乗れればいいですね。
娘が子供の頃は一日に何本もバスがあり、上野に遊びに行ったり、学校に行ったり本当にお世話になりました。
今は人口も減りバスの形態は変わりましたが、バスがあることで助かっている人はたくさんいると思います。
いつもありがとうございます。
伊賀鉄道ヘッドマーク募集のニュース、
バズってましたね　(笑)
これからもアイデア活用で盛り上げて下さい。
応援しています！

伊賀鉄道、なくならないでください。
車掌さん、頑張ってください。
忍者列車は伊賀の街の彩りです。
忍電のNゲージの発売を心待ちにしております。頑張れ伊賀鉄道！
車がない方にとって、大事な足になります。
これからも頑張ってください。
子供が小さい頃シラサギ号にはたくさん乗りました。バスや電車が大好きな子だったので毎回一周してました。電車も一日券を購入し、朝、昼、夕
方と一日中乗って楽しませてもらいました。
たくさんの方々を乗せてがんばってくれてありがとうございます。
踏切の前で何色の電車が来るのか毎回考えて、楽しみに踏み切りを待ってます。
いろんなカラーで楽しいです。
頑張ってください
大変な中、いつもありがとうございます。
生活に欠かせない公共交通機関です。
老若男女問わず利用できるのは、皆さんの力があってのことですので、今後とも宜しくお願いします。
コロナに負けずに頑張って下さい
いつも利用させていただきありがとうございます。頑張って下さい。
頑張ってください。
新型コロナにうつらない、うつさないために今、できる事この3つをみんなが気をつけたら怖くない！！みんなで気をつけて新型コロナを乗り切ろ
う。
地域の公共交通事業者の方々のおかげで鉄道やバスを使う事ができます。先が見えない状況に心が折れそうになる事があるかもしれませんが、頑
張ってくださいo(^-^)o
伊賀市民にとって伊賀鉄道とにんまるは大事な交通手段なので、今後も利便性を高めて長く継続して下さい

電車、バスに描かれているイラストを他府県の知り合いが来た時に見せると、大概、興味深く見て喜んでくれます。住民としては、かなり自慢で
す。いつもありがとうございます。
伊賀鉄道(^^)2歳になる娘が踏切が鳴るのが聴こえるたび、カンカンと言って、見える場所で座り込み、電車が来るのを待っています(^^)今日はど
んな模様の電車かな、と言って、楽しみにしています。電車が来たら大喜び。
幼稚園の息子の絵が時々車内に展示して頂けるのもあり、それを見に、伊賀神戸まで乗ったこともあります。
伊賀鉄道は、デザインをはじめ、伊賀ならではというか、伊賀の象徴の1つでもあると思います。
生まれてから30年超、伊賀に住んでいる私も、小さい頃から伊賀鉄道を眺め大きくなりました。近鉄から独立したりと、経営もなかなか大変かと思
いますが、伊賀の子どもたちは皆、伊賀鉄道を見て喜び大きくなっていると思います。ずっと継続して欲しいです。
高校へ通学の際、公共交通機関を利用していました。忍者電車に乗っていっていたので、いつも送迎してくれて一緒に通学している気分でした。
今は大変な時期ですが、変わらず皆さんを目的地へ届けてくれる温かい存在のまま、頑張ってください！！
孫がバスを利用して通学しています。
これからも安全運転で、頑張ってください。
負けずに頑張ってください！！
子供がまだ小さい頃、忍者列車が好きで祖父母によく電車を見に連れてもらいました。
たまたま昔からのエンジ色の電車なら次が来るまで30分待ったようです。
休みの日には忍者列車の時間を聞き、市駅から伊賀神戸までの小旅行をした事もありました。
子供は社会人になりましたが、今でも踏切待ちで忍者列車が通ると懐かしく子供の小さい頃を思い出します。

コロナの影響で電車に乗る人が少なくなっていますが、1日でも早く皆が今までの様に利用出来る事を楽しみにしています。
踏切がなるたびに、「次は何色忍者かな　」と楽しみにしています。そんな日常の小さな幸せがあるのも、運転士の皆様のおかげです。これから
も、忍者列車が伊賀の日常でありますように、これからもよろしくお願いします。

高校時代、上野まで通いました。今でも、伊賀鉄道を見ると、電車で勉強した日々を思い出します。これからの伊賀の子たちも、そんな日常が送れ
ますように。どうぞよろしくお願いします。
いつも応援しています
コロナに負けず頑張ってください
昔の高校生(母)も今の高校生(娘)も、楽しい学校生活をおくれているのは伊賀鉄道さんのおかげです。コロナが落ち着いたら伊賀鉄道さんならでは
のイベントたくさんできますように～
コロナに負けずに頑張りましょう
いつも安心、安全運転ありがとうございます。　
子供が電車大好きで、就学前の幼い頃は毎週「忍者電車」と「ふくろう電車」に乗りに出掛けていたのが良い思い出となってます！
こららも伊賀の街を颯爽と走り続けて下さいね！
どれにも乗った事はないですが、忍者バスや電車を見ると喜んでいます。
これからも頑張ってください。
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娘が忍者電車とにんまるバスが大好きです！
生まれてからずっと、電車とバスを見て、育ってきました。大きくなって通勤通学で乗ったりする事を楽しみにしています。コロナで大変な時期で
すが、皆様あっての私たちの生活です。
毎日の運行ありがとうございます。
これからも頑張って下さい。応援しています。
　たまたま乗った伊賀鉄道に、当時幼稚園児だった娘の描いた絵が飾られていました。仕事が忙しく参観になかなか行けなかったので、とても嬉し
く、伊賀鉄道のアイデアに感謝でした。
　コロナウィルスで、利用を控える方がいるとおいますが、きっと戻ってきます。負けずにがんばってください。
大変な時ですが、頑張って下さい。

頑張って下さい。
応援してます
コロナに負けず、鉄道で伊賀の魅力を伝えてください。
電車の窓から見える伊賀の景色が好きです。学生時代、よくお世話になりました

感染対策ルールを守って公共交通機関を利用しよう。
負けるな公共交通機関、感染対策で利用促進を。
マスク着用とルール徹底で以前の公共交通機関のように利用しよう。
いつも車ばっかりですが伊賀市の公共交通機関の存続のためにもこれからは利用したいと思います

コロナのせいで前と同じ生活はできないと思うけど、コロナに負けず頑張りましょう
いつもありがとうございます。
伊賀市は車社会ですが、もし何かあって車の運転ができなくなっても電車やバスが走っているから、市民が安心して暮らせると思います。
身体に気をつけてこれからもどうぞよろしくお願いします！
毎日の通学に伊賀鉄道とJRを利用しています。車窓から見える伊賀の風景が大好きです。これからも安全運転でよろしくお願いします
いつも安全運転をありがとうございます
高校に入学してはじめての通学で、伊賀上野駅で乗り換えを間違えてしまったとき、親切に教えてもらって嬉しかったです
これからも頑張ってください
クルマの免許を持っていないので、公共交通は毎日の生活にかかせません。
しかし、バス路線が廃止になったり減便したり将来的不安はつきません。
元気なうちはこれからもバスに乗って出かけたいので、私たちの生活を支えてください。よろしくお願いします。
いつもありがとうございます
毎日お世話なっておりました。

ふくろうさんのでんしゃがだいすきです。
いっぱいのりたいです。
車に乗ってばかりで公共交通機関は滅多に使わなくなりましたが、バスも電車も子どもの通学には欠かせない存在です。
コロナであまり出かけられない時期だからこそ、公共交通機関をあえて使ってゆったり移動に時間を使うのもアリかなぁって思っています。
一人の力ではわずかかもしれないですが、少しでも利用することによって応援になればいいなと思っています。
タクシーを全然使わなくなったし、見かけなくなったけどいざというときやっぱり頼りになる存在だと思います。
観光客も減りより大変な時期だと思いますが、これからも伊賀の交通を支えてください！
いつもありがとうございます。
コロナに負けずにがんばってください！！
コロナに負けるな！
またコロナが終息したら行くね
�コロナウイルスの中でも頑張ってくれてありがとうございます。
これからも頑張ってください。
いつも安全運転をしていただき、ありがとうございます。
赤字で大変な経営状況かもしれませんが、応援しています。
娘や息子孫が通学で鉄道やバスを利用させてもらいました。
今はコロナで大変ですが、公共交通事業者のみなさんがんばって下さい。
保育園児の子供との自粛期間。乗り物大好きな息子と娘を連れてバスや電車を見て楽しませてもらいました。時には、子供に手を振って下さったり
とありがとうございました！私たちの自粛期間は、働く乗り物で活躍されている方々のお陰で楽しませてもらうことができました！！
忍者列車利用してます！駅員さん風邪ひかないでください！とても親切でめちゃくちゃ友達におすすめしてます！写真、外国の友達にも送りまし
た！とても乗りたいと言ってたのでまたコロナ終わったら一緒に乗りに行きます！
コロナで大変ですが応援してます！いつもありがとうございます！
　毎日、バスを利用して仕事に行っています。私にとって、なくてはならないもです。今、大変なときですが、がんがってください。
生活は、変わっても、毎日、変わらず生活を支えるもです。頑張っください

今春、目指してた高校に受かり入学を楽しみにしてた息子。名張まで初めての電車通学に期待に胸を膨らませてた矢先、新型コロナのおかげで四日
間の電車通学で自宅学習になってしまいました。私も高校生の頃、電車通学だったので
当時ウォークマン(笑)を聴きながら伊賀線に揺られて通学してたのを思い出しながら息子に早く通学できるといいねと苦笑いしてました。
今やっと通えるようになり雨の日は駅まで息子を送って行くと無人の駅ですが佇まいが25年前と変わらず暖かく迎えてくれてる様に見えてほっこり
します。大人になり車に乗るようになったけど、私の子供がまた鉄道にお世話になる日が来るって夢にも思いませんでした。
たった2両の車両だけど私達にとって昔から生活に必要な交通手段です。
まだまだ油断できない日が続きますが
これからもお世話になるのでよろしくお願いします(*^^*)
バスや電車が大好きな息子がいます。
伊賀鉄道の忍者列車を見ると手を振り喜んでます。また子供たちと一緒に伊賀鉄道乗りに行きます。
コロナなんかに負けない！！

バスの運転手さん、いつも手を振ってくれてありがとうございます！甥っ子が喜んでいます。
また利用させてもらいます！
いつも休みの日のお出掛けの世話になってます
これからもがんばってください
子供が小さい頃からお世話になってます。
今も乗ると、伊賀線は優しい気持ちになれます。
シーズンごとのイベントも楽しみです。
伊賀鉄、頑張れ！
伊賀鉄道

春の日　満開の桜が見える
夏の日　虫の為、消灯
秋の日　実りの田んぼの中を
冬の日　君が止まり陸の孤島に
伊賀人は、君と共に成長する
伊賀人は、ちょっとのろまな君が大好き
元気を出して　
頑張って
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市民のためにいつもありがとうございます！

サイクリングで伊賀鉄道を利用した事があります。景色がとても良いので、今後サイクリングイベントを開いて利用したいです。
いつまでも生活を豊かにする公共交通機関であってください！
布団の中
朝イチの駅に向かうバスのエンジン音でうっすら目覚める。
今日も普通の日がやって来ているな…と二度寝する。

誰かがバス停まで走る足音でまた目覚める。
今日も平和な日なのだ、なんてことない一日になる。

伊賀鉄道で保育園の子どもの絵を飾ってもらえるイベントが大好きです。我が子の作品を家族で見に行って、喜ぶ子ども。特別な空間で電車を楽し
みました。子どもの心にも印象深く残っています。
いつもは乗ることがないけど、たまに乗るととても楽しいです。
いつもありがとうございます。
駅もきれいにしていただき、ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。
コロナに負けず頑張ろう！
学生時代の思い出がつまった伊賀鉄道
また、利用しますね。
今も毎日、乗ってます。
朝の挨拶　ありがとうございます。
関西本線でお世話になっています。
これからも頑張ってください。
関西本線でお世話になっています。
電車に乗ってまたいつものように出かけられますように。
伊賀鉄道　お世話になってます。
これからもイベントを楽しみにしています。
伊賀鉄道でお世話になっています。
これからも頑張ってください。
応援しています。
コロナが私達の生活に密着するようになりましたが、公共交通機関も私達には密着が必要です。みんなで力を合わせて、2つの密着を上手にコン
トール出来るように頑張ってください！
コロナが流行り、電車を使う機会が減りました。みんなが安全安心して乗れるように、1日でも早く従来のような形に戻れる事を願ってます
いつもみんなの為に、朝早くから夜遅くまでご苦労さまです。大変な時代になりましたが、みんなで乗り越えましょう！
コロナに負けるな～。
子供が小さい時に、天気の良い日にはのんびりと車窓からの風景を眺めながら乗車させてもらいました。

これからもこんな想い出をたくさんの人にも残してほしいです。

一駅一駅止まる、のんびりと過ごした時間の写真を眺めるのが今の楽しみでもあります。

またそんな時間を過ごしたいので、
頑張ってください
お酒を呑む人に一度公共機関を使ってみてもらえば、案外ラク、そして安全ってことがわかってもらえます。私もその1人。伊賀鉄道の花火鑑賞ツ
アーがきっかけで、電車やバスに乗る機会が増えました。
豊橋の「おでんしゃ」みたいにいろいろあるといいですね！
先日孫と久しぶりに伊賀鉄道の電車に乗りました。
キラキラした孫の目を見て、たまに電車に乗るのもいいもんだと感じているところです。
次はにんまるをリクエストされているので、また喜ぶ孫の顔が楽しみです。
運転免許を持っていないのでバスにはお世話になっています。
コロナの中でも変わらず運行くださっている三重交通さんには感謝しています。
これからもよろしくお願いしますね。
田園風景の中を走る電車やバスは、伊賀市の宝物です
ずっと大切に守っていきたいですね
鉄道もバスもなくてはならない存在です。いつも本当にありがとうございます。ラッピング電車やバスを見ると安心します。コロナウイルスに負け
ず、頑張ってください。
コロナ禍で大変な中、いつもありがとうございます。これからも末長く伊賀の交通を維持してください。
将来の夢は電車の運転手さんです。
コロナが出る前はJRも伊賀鉄道もよく乗ったし見に行きました。また乗りにいきたいです。コロナが終わったら絶対また乗ります。運転手さんに手
を振ると振り返してくれるので凄く嬉しいです。
コロナに負けないでください！
伊賀市で育ち中学も高校も近鉄電車で通学していました。電車での時間はゆっくり流れ、満員電車や部活帰りの夜の景色。今でも思い出します。あ
の時は大変だと感じましたが、今は子供が電車を好きで一緒に乗って見る景色や時間が格別幸せに感じます。子供の将来の夢は電車の運転手さん。
でも電車を安全に走らせる為に色んな方が関わってくれている事を子供に伝えていきたいと思っています。大変な時ですが子供達の夢でもある職
業。子供に夢を与えられる素晴らしい職業。また子供と一緒に乗せてもらいに行きます！
電車に乗るのが好きです。また乗りたいです。タクシーにはまだ乗った事がありません。また乗りたいです。コロナが無くなったら乗るので頑張っ
てください！

ＧＯＴＯキャンペーンも開始されて、移動手段としての公共交通に期待します。交通機関で働いている皆様、大変お疲れ様ですが、今までと同じよ
うに安全第一で宜しくお願い致します。まだまだ大変な日常が続くと思いますが、がんばってください。
今から何年前　今はスクールバスに変わっちゃったけど、私も私の子供達も路線バスで小学校の登下校はお世話になりました。普段は小さいバスで
学校のある時は大きなバスを出してくれてた三交さん。ありがとうございます。
コミニュティバスの路線にないけど、忍者のラッピングバスは見かけると嬉しくなります
来年から、大学に通う際に電車通学する予定です。
宜しくお願いします。
いつでも利用出きるように便数、を増やして頑張ってください。
そろそろ、車を降りたいと思ってます。
その後の移動の足に公共交通機関を利用したいですが、最寄りのバス停まで約700m
本数も1日に数本。
コミニュティバスも路線外。
経営が厳しいのも分かります。
誰も乗ってないバスを見かけることも多々あります。でも頑張って走ってくれるので、
車を降りようか　と考えられます。
私はこの春高校を卒業し、専門学校に通っています。
通学費の3分の1免除をされると聞きました。伊賀鉄道と三重交通のセット割なども検討いただけると通学費も助かると思います。にんまる号ももう
少し遅くまで運行していただけると、学生や一般の方も利用しやすいのではと思います。
これからも色々な案を出して頑張ってください！！
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踏切のところでいつも子どもと見てます。
いつも安全運転ありがとうございます。
いつか娘たちが通学に使うようになるので、頑張ってください。応援してます。
今は、コロナで大変な時期ですけど、伊賀市民の大切な交通手段として、安全・安心の為、頑張って下さい。
毎日の業務お疲れさまです。
いつも有難うございます。この地域に欠かせない公共交通機関を一生懸命守って頂いている事に感謝します。孫が電車が好きで帰省すると必ず伊賀
鉄道に乗ります。今後も応援しています。
高校通学に、私と娘が利用しました。
のんびりとした走行で、予習や復習、また、読書と最適な環境でした。
たまには、のんびりと通勤にもいかがですか。

新型コロナウイルス感染症に負けずに公共交通機関を利用しょう
新型コロナウイルス感染症に負けず、公共交通機関を利用しょう

新型コロナウイルス感染症に負けず、公共交通機関を利用しょう

日々のお仕事お疲れさまです。
子どもがいつもお世話になっています。
公共交通機関があってこそ、この地域で生活出来ています。これからも頑張ってください。
鉄道はほぼ日本全国レールでつながっていて、景色を見ながらぼーとしていられるし、居眠りしていても目的地に連れて行ってくれるので大好きで
す。がんばれ伊賀鉄道
新型コロナウイルスに負けずに公共交通機関を利用しよう！
新型コロナウイルスに負けずに公共交通機関を利用しましょう。
新型コロナウイルスに負けず、公共交通機関を利用しよう！
大変な時期ですが、感染をさせない為に工夫をし、沢山の方々の交通手段となり運行して頂きありがとうございます。
これからも、多くの方々に利用して頂けるよう運行を続けてください。
まだまだ、大変な時期が続くと思いますが体調には気をつけてくださいね。
いつも、朝早くから夜遅くまでお疲れさまです。
なかなか外出できない中でも、バス、鉄道をいつも通り運行させ、私たちの暮らしを支えてくださっている皆さんにも敬意と感謝の気持をお伝えし
たいです。
これから出歩く人も増えてくると思います。
ウィズ・コロナだからこそ以前とは違う環境下での運行は、本当に大変なことだと思います。
感染症から守られることはもちろん、皆さんの健康と安全をお祈り申し上げます。
伊賀鉄道さん、頑張って下さい
頑張れ伊賀鉄道！
コロナに負けずに頑張ってくれている公共交通機関を運営してくださってる皆さんのおかげでより良い生活が送れます！これからも頑張ってくださ
い！
新型コロナウイルスに負けず公共交通機関を利用しよう。
私は73歳　伊賀線には思い出がたくさんあります　私の高校時代は毎日乗っていました　私の息子も娘も高校時代乗っていました　そして今孫は電
車が好きです
新型コロナウイルスに負けず公共交通機関を利用しよう。
新型コロナウイルスに負けず公共交通機関を利用しよう。
新型コロナウイルスに負けず公共交通機関を利用しよう。
私には3歳の息子がいます。息子はバス、電車が大好きで、よくトミカのバスや、プラレールで遊んでいます。そして家の近くにバスの停留所があ
り、よくバスを見に行きます。その時にバスの運転手さんがいると、バス見ても良いよ、と声をかけてくれるので、ますます好きになり、とても喜
んでいます。バスの中から小さい息子に気づき手をふってくれ、それに嬉しそうに、キラキラした笑顔で手を振り返している姿が私も嬉しく感じま
す。そんな息子が最近パパとバス、電車に乗る事に！行き先は上野のばぁちゃん家へ。それはそれは、出発前からウキウキ、ワクワクな様子、いざ
いつも見ているバスに乗ると、目を輝かせていたみたいで、嬉しさが送られてきた写メでわかりました！後から話を聞くと、興奮気味で楽しかった
とまた乗りたいと教えてくれました。とても特別な乗り物、次はママと乗る約束をしました。いつも優しい笑顔をありがとうございます！
春に腕を骨折してしまい、自転車に乗れなくなって(車の免許無し)徒歩しか移動手段がなくなりました。
この数ヶ月、伊賀線で茅町駅まで乗ってイオンへお買い物に行く機会が増えました。
徒歩だと汗だく。タクシーだと千円ほどかかる道のりを、200円で移動出来るし車内は涼しいし、とても助かりました。
ありがとうございます！！
自転車に乗れるようになってからも、度々利用しています。市民病院へも伊賀線やにんまるで通院しています。
本当に助かっています。ありがとうございますm(_ _)m
にんまるバスの走っている可愛い姿を見て癒されます！また乗って伊賀市を散策したいと思います^_^！
伊賀鉄道頑張れー！
高校生のころ、伊賀線を通学で利用していました。上野市駅の地下道を駆け上がると、駅員さんが遮断機を上げて待ってくれたり、親切にしていた
だきました。当時は丸山駅にも駅員さんがおられ、おしゃべりをしたことも覚えています。
今は新型コロナウイルスの流行がありますが、みんなの通勤通学のため、電車もバスも、休むことなく定刻に運行され、それが当たり前のこととさ
れていますが、私たちの生活を守っていただいて、ありがとうございます。
こどもが電車が好きで、踏切が閉まると電車が通るのを嬉しそうに見ています。
がんばって[可愛いイラスト]
がんばれ!!
ガンバレ!!
車から見る伊賀鉄道やにんまるバスを見て息子が喜んでいます。
色々なバリエーションがあるので，電車の音がしたら今日はどんな絵かな　と楽しみみたいです！コロナに負けず頑張ってください！
がんばれ!!
がんばれ!!
夜に家の外へ出て耳を澄ませば、伊賀線の走行している音が聞こえます。
毎日がんばってください。
子どもと時々利用します。がんばってください。
時々自転車ごと伊賀線に乗って、上野の街の中を走っています。
いつもありがとう。
がんばれ!!
がんばれ!!
がんばれ!!
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
高校３年間、伊賀鉄道を使い通学させてもらい、友達との思い出がたくさんできました。
次は、私の子供達も伊賀鉄道やバスを使わせてもらい、たくさんの楽しい思い出を作ってくれることを楽しみにしています。
ギャラリーれっしゃにのってたのしかったです。にんじゃれっしゃにしています。
学生時代はお世話になりました。これからもがんばって下さい。
伊賀鉄道を使う様に日々気をつけています。
がんばれ～!!
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車を運転できない私にとって公共交通は人一倍大切な存在。
通学で伊賀鉄道にお世話になってます。
これからも伊賀線には乗り続けたい。
今後も様々な形で協力しようと思います。
マイレール伊賀鉄道！

ただ「にんまる」やバスには久しく乗れてない…
こちらも機会を作って乗りに行きます！
私はバスや電車が大好きです　
　
電車の好きなところは踏切が降りて音が鳴る度にどんな電車が通るんだろうとワクワクしています　
バスの好きなところは車に乗っていると、バスが横切り近くで見れると嬉しい気持ちになります　
毎日乗っています。いつもありがとう。
ガンバレ伊賀鉄道！
ピンクのにんにん電車が大好きです
コロナ対策をして、感染しないように仕事頑張ってください
通勤で利用していました。
伊賀鉄道は地域交通の要です。
これからも忍者列車が駆けるのを楽しみにしています。
大阪に行くときは高速バスを利用しています。
大阪までノンストップで行けるバス魅力的です。
これからも利用するので頑張って存続下さいヽ(´ｰ｀ )ﾉ
忍者電車やにんまるを見るたびにほっと癒されています。電車好きの子どももお世話になってきました。これからもずっと応援しています。伊賀鉄
コーヒー美味しいのでスーパーにも置いて欲しいです！ギフトにもいいですね。
伊賀鉄道カッコよくて大好きです！木目の車内が落ち着きます。いつも塾から見えるので嬉しいです。
幼稚園のとき絵をかざってくれてありがとう。これからも頑張ってください。

高校時代に伊賀鉄道を利用し名張まで通っていました。今は、利用することが少なくなってしまいましたが、コロナが治まればまた、利用したい
なぁ。
コロナに負けず、頑張りましょう。
コロナに負けず日々の安全運行ありがとうございます。地域の交通機関として、通勤に大変役立っております。通学に関しても学生さん達にとっ
て、欠かせない存在です。感染リスクがある中の業務は気を使う事が多く大変だと思いますますが、収束までなんとか頑張って頂けるようお願い致
します。
コロナに負けるな！
頑張りましょう！！
みんなで乗ろうよJR
みんなで活用しよう関西線
黒マスク、ICOCAでいこか、忍び駅
頑張ってください
オレンジ色のドット模様のある「にんまる」を見つけると嬉しくなります。慌ただしく走る車の中で制限速度を守り、いつもの時刻に普通で当たり
前のように走っている姿は巡回パトカーのようで、頼もしく感じます。
学生時代お世話になりました。今は車ばかりですが電車に乗ればどこへでも行けると思った学生時代が懐かしい。
新型コロナウイルスでも変わらず携わってくれる皆様どうぞお体に気をつけて頑張って下さい。
時間を忘れてゆったりと旅するには電車が一番です。車窓を眺めるのが好きです。

学校が休業したりとコロナでまさかの事態となりましたが、毎日運行し続けてくださってありがとうございます。
バスは子どもにとって、唯一の通学方法です。
これからも、変わらず運行し続けてください。
高校へは毎日伊賀鉄道を利用して友人と通っていました。たくさんの思い出が詰まっている鉄道です。卒業後に利用した際は、たくさんの高校生が
おりとても懐かしく感じました。３つの感染リスクを守り、また利用したいとおもいます！
がんばれ！
がんばれ～！
子供達が喜んで電車に乗って出かけるのを見てると心がホッとします。
これからも、電車やバス、タクシーは私たちの生活に欠かせません。
これからもよろしくお願いします。
また家族で電車やバスに乗って出かけたいです
子供達の為、市民の皆様の為にこれからも頑張って下さい。
いつもありがとうございます。
有りがとう
おねがいします。
がんばって下さい。
がんばって下さい。
永年通勤に鉄道を利用してきました。疲れて睡眠不足の時はいねむりもできるし　飲酒時は安心して帰宅できたしお世話になりました。
車社会とはいえども　公共交通機関は大事な手段です。これからも利用します。
毎日保育園の窓からバスを見るのが大好きです。
この前、僕の熱い視線に気付いてくれた、運転手さんが手を振ってくれました。
僕は嬉しくてニコニコ笑顔になりました。

そのお話は保育園の先生から聞いたお話で、とても心温まる出来事だなと思いました。ありがとうございました。
最近乗り物に興味を持ち出し、バスを見つけては指をさして私に訴えかけてきます。
ぜひ今度息子と一緒にバスに乗ってお出かけしてみたいと思います。

窓から見えるバスの運転手さんは息子たち保育園児にとっても、楽しみの一つだと思います。
これからも子供たちに楽しみを届けてくださいね。
私は忍者バスを見つけるのを楽しみにしています。
なかなか出会わないので、見つけたときはとても嬉しいです。
可愛い忍者さんがたくさんいて、見ていて楽しい気持ちになります。
運転手さん、これからも忍者バスをたくさん走らせてください。
新型コロナの影響で人の動きが無くなり公共交通機関の利用も大幅に減少した事と思います
伊賀鉄道は学生の通学定期料金の3分の１返納もしていただく案を出し親の負担も少し軽減され、今後の利用促進にも繋がると思います
市民の足である公共交通機関が今後も減るのではなく、利用時間の多い時間帯だけでも、本数を増やし、夕方も学生の帰宅時間もう少し遅くまで便
数を作っていただければ有り難く思います
今後も市民の移動手段である公共交通機関が絶えること無いよう案を出して頑張って頂きたいと思います
伊賀忍者駅の屋根が綺麗な赤色になりました。観光客の皆さまや、市民の皆さまに見て頂きたいなあとマンションの上から見ています
いつも安全に運んでくれてありがとうございます
いつもありがとうございます
たまに利用されてもらっていて、安全に目的地に届けてくれてありがとうございます。コロナ対策をしながらこれからも頑張ってください！！
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子供が小さい頃、バスが大好きで良くバス停近くに見に行っていました。
手を振る息子に運転手さんも手をあげてくださり息子もニコニコしていたのを思い出しました。
大変な時期ですが、沢山の人に安全と笑顔を届けていただきたいです。
高校時代通学に利用させて頂いていました。
今、大変な時期ですが頑張ってください！！
マスクの着用などを徹底し、これからも利用させて頂きます！！
伊賀の山々の景色を電車の中から眺めるのが大好きです。海外と違い、正確な時間は忙しい私達には安心尚且つ重要です。このコロナの影響で、運
行を安全に行うために様々な苦労があることと思いますが、お陰で通勤にも影響無く乗らせて頂けています。まだまだ大変なこともあろうかと思い
ますが、皆さま頑張ってください。
通勤で三重交通バスを利用させていただいています。安全で安心して利用でき、地域に欠かせない移動手段です。通勤時間帯の交通混雑から解放さ
れ、環境負荷の軽減にもつながるので積極的に利用させていただきたいです。免許証を返納された高齢者の方もよく利用されています。廃止路線も
ある中、維持してくださりとてもありがたいです。
いつもありがとうございます！
市民の足となり、伊賀市の名物になるようにこれからも頑張ってください！
忍者バスがとても大好きです。
見るたび、忍者バスだと声を上げて、通り過ぎて行くのを見守ってます。
親しみ易いコミュニティバスはとても大好きです。これから利用したいです。
コロナの影響で乗車者が減ってる中、伊賀市のアピール車としてこれからもガンバって運行して下さい。
子供といつも利用しています。内回り、外回りと行先が違っていて、伊賀市中乗車できることがとても気に入っています。バスの車窓から季節応じ
た景色が好きで、子供と一緒に乗ることが日課になっています。
これからも利用したいです。
車に乗らないお年寄りや、毎日通学する学生には、すごく重要な公共機関。これからも、お仕事頑張ってください!!
伊賀鉄道から見る四季折々の景色が大好きです
私たちの生活を支えてくれる公共交通には感謝しかない！！
私たちも頑張るので、コロナウィルスには共に戦おう！
電車やバスで友達とワイワイ話しながら行く旅行！早く行きたーい！！
市内の公共交通は　とてもかかせないですね！
乗る人が　少なくなっているかもしれませんが　これからも　頑張ってほしいと思います。
日常、１人１人が出来る事から習慣付けて予防していこう！　意識をもって皆んなの事を考えよう!　そしてコロナの終息を皆んなの努力で掴み取
ろう!　身近な伊賀鉄道に乗って伊賀の知らなかった事を見つけてみよう
通勤通学に欠かせないですし、この辛い時期をなんとかして乗り切っていただきたいです。
微力ながら私たちにも出来ることはあると思うので協力させていただきたいと思います。
高校生の時、通学で利用させていただきました。おかげて毎日安全に登校することが出来ました。ありがとうございます。
今、コロナウィルスで感染防止のため色々と大変だと思いますがお客様のためよろしくお願いします

近所のお出掛けには自家用車を使うことが多いですが、遠出をするときなどはいつもバスや鉄道にお世話になっています。また、町中で車両を見掛
けるだけでも少しうれしい気持ちになります。大変なこともあるかと思いますが、これからも頑張って下さい。
通学で毎日利用させてもらってます。
頑張ってください！
運転手さんもコロナに負けず元気いっぱい頑張って下さい！
利き酒列車の回数を増やしてほしい
コロナで大変だけど頑張って下さい。
忍者列車を走らせているので伊賀市の宣伝になっていいと思います。
毎日安全運転、ご苦労様です。
これからも安全運転でお願いします。
小学生の子供が保育園に通っているときに送り迎えで線路沿いや踏切で、伊賀線の電車とすれ違いました。子供と一緒に電車に手を振ったのが懐か
しいです。
今は大変ですが頑張ってください！！
いつも安全に走行して頂きありがとうございます。中学校の時から6年間、毎日通学のために乗車させて頂きました。バス、電車等の公共交通機関
が地元に無ければ行きたい学校にも行けなかったのでとても助かっています。これからも某ウイルス対策等大変な状況が続きますが、頑張ってくだ
さい。
どんな状況になっても、公共交通機関は大切です。これからも頑張ってください。
コロナに、負けず頑張ってください。

子供が、電車が好きなのでコロナが落ち着いたらまた乗りたいと思います。これからも頑張って下さい。
でんしゃだいすきです。
また、みんなでのりたいです。
前の会社へ通勤していた時は伊賀鉄道は無くてはならない交通機関でした。
いろんな思い出が詰まった伊賀鉄道をこれからも安全に運行してください。
コロナに負けるな！
新しい生活様式をいち早く取り入れ、安心安全に乗車出来ることに、感謝です。
ありがとうございます!

子供が電車が好きで、よく乗ったり見たりしていました。去年は中3で車掌体験もさせてもらい、楽しい思い出も出来ました。
通学、通勤には必要不可欠な交通手段です。大変なこともたくさんあるとは思いますが、これからも頑張っていただきたいです。
がんばってください
車両を抗菌対策されると聞きました。
大変でしょうがこれからも頑張ってください。
学生の頃通学で5年間伊賀線を利用させてもらいました。電車では友達を通じ他校の人とも仲良くなり毎日楽しく電車通学をしていたのが良い思い
出です。感染防止対策も大変だと思いますが頑張って下さい。
伊賀鉄道のある風景、それは伊賀市の原風景です。子どもから高齢者まで安心して利用できる足として、これからも頑張ってください！
運転ができないので、にんまるくんに助けてもらったことが何度もあります。
頑張ってね。
三交バスが大好きです。毎日三交バスのおもちゃで遊んでいます。バスに乗って色んなところに行きたいです。コロナに負けない三交バスさんでい
てください。
この間1歳の息子と伊賀鉄道で市駅から伊賀神戸を往復しました。息子は電車やバスが大好きです。私も学生時代、忍者電車で通学していて、とて
も懐かしかったです。公共交通はなくてはならない大切なものだと思います。また息子とバスや電車に乗ります。コロナなどで厳しいかと思います
が、応援しています！！
息子がバス、電車が大好きです。三交バスを見ると手を叩いて喜びます、電車に乗せるとキョロキョロしながら楽しんでいます。
これからもずっとあり続ける公共交通であってください。みんなで頑張りましょう！
自分が子どもの頃から当たり前にあった公共交通。いまはとてもしんどい時だと思います。
孫が大好きなバスに乗って旅行がしたいです。
コロナが落ち着いたら必ず実現させます。いまは近いところに電車で出かけます。皆さん頑張ってください。
先日1歳の孫と伊賀鉄道に乗りました。車窓から眺める伊賀市の風景を楽しみました。
新しい駅も出来ていて、新鮮でした。
帰りに市駅前で三交バスをみて、手を叩いて喜ぶ姿を見ると、ずっとあり続けてほしいと心から思いました。
みんなで大事にしたい公共交通。
これからも利用します。
コロナに負けるな！
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忍者電車をみるたび、頑張っている運転手さんを応援しています。
自粛生活でどこにも行けない時期だからこそ地元で楽しめることをと思って子供に忍者電車を見せています。何度みても笑顔で喜んでいます。その
笑顔と電車を走らせてくれているスタッフのみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。
頑張ってください。
飲みに行く時使います！皆も飲みに行きましょう！
コロナ渦で大変だと思いますが体に気をつけて頑張って下さい!
コロナに負けず、ご安全に！
コロナ禍の中、毎朝、子供を安全に送ってくれてありがとう。
安全運転で頑張って下さい！
学校の送迎　安心して利用しています。
ありがとう！
地域の大切な移動手段として、これからも頑張って下さい。
皆で頑張りましょう！
現在、通勤に利用しています。コロナ禍で大変だと思いますが、頑張って下さい。
現在、通学に利用しています。コロナ禍で大変だと思いますが、頑張って下さい。
高校生の時の通学で伊賀鉄道利用していました！
今はみんな大変だと思うけどコロナに負けずみんなで頑張りましょう！
中学生のころは通学やサッカークラブに通うのに大変お世話になりました。今年生まれた子どもも将来お世話になると思うのでよろしくお願いしま
す！
忍者電車かっこいいです！がんばって下さい！
忍者に集まれ!みんなで電車に乗ろう！
バスがんばれ!
また忍者電車に乗りたいです
この苦しい時期を乗り越えていただきたいです。
コロナに負けず頑張って下さい。
電車もバスも乗りたいです！
fight!
電車の運転士さん
私は毎朝学校の行きに電車に手を振っています
手を振ったら振り返してくれて元気をいっぱいもらっています。

今はコロナウイルスで大変だけど私もマスクをして頑張っているので、みなさんも頑張ってください

これからも手を振り続けます
時々利用しています。いつも安全運転有難うございます。コロナに負けるな！
新しい生活様式でも多くの方が利用できるように、頑張ってください。
沢山の人が利用するものなのでコロナ対策大変だと思いますがいつも安全に運行していただきありがとうございます。これからもよろしくお願いし
ます。
学生時代はたくさんお世話になりました！
今は車移動がメインになってしまいましたが
また利用できる時は利用させていただきます。
これからも頑張ってください！
いつもバスがとおっているのをみて手をふるとうんてんしゅさんがてをふってくれます。がんばってください
春から高校生になったら電車を利用します。塾に行くのに電車に乗ると駅員さんはとても親切に対応してくれます。これからもよろしくお願いしま
す。
忍々電車のイラストは子供達が、喜んで見ています。今後も残して行って下さい！
頑張ってください。でんしに乗る事があったらよろしくお願いします。
コロナウイルスが収束したら、去年までのように、電車を利用して、大阪の方に行きたいです。
昔電車を運転していました。沢山の命を預かる大変な仕事です。頑張れ後輩！
いつもご苦労様です。これからもよろしくお願いします。
いつも安全運転ご苦労様です。
警報器の音が聞こえるたび、孫が走って行って窓から見て興奮してます。
これからも宜しくお願いします。
毎日安全運転に努めていただきありがとうございます。公共交通は私達生活になくてはならないものです。心から感謝しています。
これからも宜しくお願いします。
ころに負けずに、伊賀市の足を守ろう

車を運転しないので、いつも公共交通機関を利用しています。ありがとうございます。コロナに負けずに頑張って下さい
毎日の登校や出勤に欠かせない物です！
公共交通事業者の皆さんはコロナにいつも気をつけて頑張っていらしゃるのを見て
毎日電車に乗っています。
これからもコロナに負けずに頑張って下さい。
いつもありがとうございます。
いつも僕達のために、ありがとうございます。
コロナに負けないで頑張っている姿を見て僕も勇気が出ます。
身体に気をつけて下さい。

まだ終息の見えない新型コロナですが毎日感染対策を行い運行していただき有難う御座います、地域の方々も思っているはずです、これからもコロ
ナに負けずに頑張りましょう、頑張ってください
毎日ありがとうございます！
感謝しています。なくてはなりません！！
これからも、宜しくお願いします。
孫がバスの運転手さんに手をふると、振り返してくれます(*^^*)ありがとうございます!
新型コロナで交通機関を利用される方がだいぶ減っていましたが、少しずつ今までの生活が戻りつつあると感じます。
新しい生活様式を取り入れ、みんなで協力して乗り越えましょう。
車での移動が必須になりつつ今、それでも、私たちが小さい時からこれから先もこの伊賀市でずっと生きていく。学生としてなくてはならなかっ
た。これから車が乗れなくなったら、なくてはならないものになる。だからこそ、今もこれからも私たちの生活を支えてくれています。これからも
よろしくお願いします。
子供の頃に、どこへ行くのも伊賀線でした。遊びに行く時に利用してたから、いつもワクワクしてた思い出しかありません。だから、いつも楽しい
企画とかに参加したいです。
自家用車での移動が当たり前になっている今ですが、バスや電車に揺られると日頃気が付かなかった景色が見れて、心がリフレッシュ出来ます。
新型コロナに負けず、頑張りましょう！
子どもが小さい時、いつもラッピング電車を見て喜んでいました。今も楽しみにしている子どもさんも多いと思います。いつまででも、運行してい
ただけるよう私たちも努力します。皆様も頑張ってください。

公共交通利用宣言！私はこれからも伊賀鉄道を使い続けます。
子どもが小さい時、電車が大好きで忍者電車に大喜びでした。今でも見るとあの笑顔を思い出します。コロナで大変な時期ですが市民の生活を支え
ていただいて感謝です！ありがとうございます♪
僕たちも模擬試験行くときに使います。コロナウイルスに負けないように頑張ってください！
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中国地方で育ち、働き、退職後に伊賀市へ移りました。一畑電鉄、一畑バス、井原鉄道と、赤字路線を利用してきました。
鉄道、バスは、通勤、通学、買物、日常生活に無くてはならない交通手段です。赤字だからと言って、無くさないでください。働く方々は、経営苦
しくても、社会的意義があることを自覚して、自信を持って仕事に臨んでください。また、色々な工夫をされて取り組んでおられます。今後も継続
され、関係者の方々の努力が実を結ぶことをお祈りしています。
コロナウイルス感染防止のため大変だと思いますが頑張って下さい。
小さい頃は忍者列車を見るのが楽しみでした。あまり乗ったことがないのでまた乗って見たいです。
友達と車内でトランプなどのカードゲームをしながら通学していました。楽しい通学時間でした。
お祭りや買い物など友達と行くのに、利用しています。
乗り遅れそうになった時に待ってくれたので、とても嬉しかったです。
高校生になっても利用したいです。
コロナに負けずに。
必ず乗ります。
電車やバスを見ると「わぁ電車～　」「わぁバス～　」と嬉しくなるよ。
早く大好きな電車やバスに乗っていっぱいお出掛けしたいです。
早く電車に乗っていろんな所に行きたいな。毎日運転ありがとう
コロナに負けず毎日働いてくれてありがとう。早く電車やバスに乗って、家族みんなでおもいっきりお出かけしたいです
僕は、毎日バスで中学校に通っています。
コロナに負けず、みんなの為に働いてくれて、ありがとう
今新型コロナウイルスが流行っています！防止対策として手洗いうがい、マスクの着用、無駄な外出を避けるよう心がけましょう！
しんどい時ですけど乗り越えてるように頑張ってください
がんばって
コロナに負けず頑張ってください！！

伊賀鉄道のおかげで僕は毎日学校に行くことが出来ます。伊賀鉄道に関わる全ての皆さん、ありがとうございます。そしてこれからも、こんな状況
ですが負けずに頑張りましょう！
二女と長男が、高校通学のために伊賀鉄道に大変お世話になりました。
伊賀鉄道は色んな外見の電車が走っているので、踏み切り待ちをしている際でも「今回はどの電車が通るかな」と
楽しく待つことが出来て良いと思います。
小学生の時に、通学で利用してました。今の子供達も利用してるようです。当たり前にあった交通機関が無くなるという事は、無くなってからでし
か、感じれない事が悲しいところです。
何にでも、言えることではありますが。
いま、思い返せばコミュニケーションの場としても役目が昔はあった気がします。各停留所で乗り込んできて『おはよう』『おはよう』『どうや　
』と、目的地まで話しに花が咲いているご年配の方がそう言えばいたように思います。乗っている間の、揺られながらの会話、楽しい時間だったの
かもしれません。そんな場は、今でもあるでしょうか。
世間は、コロナ禍で公共交通を利用しづらくなっていますが、交通弱者の強い見方として厳しい時ではありますが、存続を切に願っています。運転
手さんには、お客さんが乗らない寂しい路線もあるかとはおもいますが、皆さんは交通弱者からすればスーパーヒーローなんです。
よろしくお願いします。
高校から電車を使って通学～通勤していました。
車を持たない者にとってはかけがえのない手段です。
頑張って維持してください。
頑張ってください！
高校に進学したらお世話になります。
頑張ってください。
なくなったおじいちゃんと電車に乗ってお肉を食べに行きました。
頑張ってください。
今は辛い状況が続いていますが、止まない雨はない！と信じ、明るい未来に向かって、みんなで乗り越えていきましょう！
コロナで大変な時ですががんばって下さい。
これからもたいへんでしょうが気を付けて下さい！
がんばってください
いつもありがとう
がんばろう
がんばろう!!
交通機関の方や医療の方も頑張ってくれてありがとう
ありがとう
休みなくいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
伊賀鉄道時々乗りますが、学生の頃より乗りやすくなっています。これからも頑張って下さい。
応援しています
バスや電車がなくなるといろいろ大変なので、これからも維持していけるよう頑張って下さい。
大変な時期ですががんばりましょう
ありがとう
いつもお世話になります
学生時代、伊賀線を利用させてもらっていました。地域の為に、これからも存続させて下さい。
地域のためにこれからもがんばって下さい。
がんばって下さい！
がんばってください！！
頑張って下さい。
コロナで大変だとは思いますが頑張って下さい
頑張って下さい
伊賀鉄また乗ります～
がんばって！
頑張れ～
鉄道やバスの公共交通は学生や高齢者等にとって地域の生活に必要な移動手段であります。また、連日のように起きる高齢ドライバーの事故の急増
する中、公共交通機関は必要不可欠な交通手段になっていくと思います。現在も様々な取組みをされています。引き続き鉄道やバス等の公共交通機
関を活かした魅力ある観光地づくりに期待しています。ただ単に利用するだけでなく、今後はその取組みに関心を持ち、可能な限り参加しながら応
援したいと考えています。
電車が無ければ、家族の通勤・通学が成り立たない人がたくさんいます。バスが無ければ近くのスーパーに買い物に行けない高齢者がたくさんいま
す。仕事が辛い時、嫌なお客さんがいた時、どうか、みんなの「ありがとう」を思い出して下さい。
いつも電車を使わせてもらっています。これからもお願いします。
応援してます!!
がんばれ
いつも電車使わせていただいて学校通ってます。これからもよろしくお願いします。
伊賀鉄道おうえんしています！
がんばってね
伊賀市ファイト！
これからも長く使っていきたいです。
電車のりたい
がんばってください!!
毎日がんばって下さい。
気楽にどこからでも乗れるように
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頑張ってください
忍者の電車みたら元気でます！
いつもありがとうございます
電車が好きで、いつも見せてもらっています。手を振ると車掌さんに警笛を鳴らしてもらい大喜びしています。忙しい中、お気遣いありがとうござ
います。
公共交通の本数が少なすぎる
ぼくは、電車、バスが大好きです。電車、バスを見るたびに「ぼくの大好きなバス」と大喜びです。コロナで大変ですが、頑張ってください。
頑張って下さい！！
がんばってください！
いつもお世話になりありがとうございます。公共交通機関はなくてはならない大切なものです。これからも利用させてもらいたいのでよろしくお願
いします!!
中学２年生の息子が今年、職場体験に行きたかったと嘆いています。小さい頃から電車が大好きで、運転手になるのが夢な息子のためにも、頑張っ
てください。応援しています。
ガンバッテネ
頑張って下さい。
伊賀鉄道いつも使用させてもらっています。がんばってください。
がんばって下さい。
伊賀鉄道の列車が通るたびに３才になる娘が「ピンクのでんしゃにのりたい～」と言っています。少しずつ涼しくなってきたので娘と伊賀鉄道でお
でかけしたいと思います。きちんと気をつけてどんどん出かけよう!!
いつもありがとうございます！！頑張って下さい！！
乗って残そうにんじゃ列車
伊賀鉄道万歳!!
がんばって下さい。応援しています。
ガンバレにんじゃ列車
頑張れ！
高校時代、上野市駅から伊賀神戸を経由して名張駅まで通学してました。その頃から“伊賀線”には親しみがあり身近な存在。コロナ渦になるまで
は、名張駅前のお店で友人と呑むために利用してました。早く収束して、伊賀線に乗ってまた呑みに行きたいです！ 伊賀鉄道のスタッフの皆さ
ん、応援してます。頑張ってください！！
みんなで乗ろう安心安全な公共交通
ニン丸ガンバレ！
コロナに負けずがんばろー！
がんばってください。
ガンバレ!!
にんまるはいつもあさにみてます。
ガンバレ!!

伊賀鉄道ガンバレ！
ガンバレ!!
ガンバレ!!
お仕事がんばって下さい
お仕事がんばって下さい
名古屋からの帰り女性ドライバーががんばっているのを見てうれしかった。これからもがんばって下さい。
伊賀鉄道は廃線にならない様にがんばって下さい。
御苦労様です。利用したいと思います。
みんなで乗ろう　三重交通バス　伊賀鉄道
頑張って！
又乗ります
いつもありがとうございます。
いつも利用させてもらっています。頑張って下さい。
いつも電車通るの楽しみにしています！
又乗って行きたい
がんばって下さい！
頑張って下さい。
コロナで大変だと思いますが、がんばって下さい。
出来る限り利用したい
子供は乗せると喜びます。
大変な状況の中、毎日休まず運行していただき、ありがとうございます。
本数をふやしてほしいです。
たまに乗ってます。
いつも、ご苦労様です。
また、のりたいです。
頑張って下さい。
ガンバッテください又ね。
20年程前、中学生の頃、スクールバスにお世話になっていました。
面白い話をしてくれた方、「いってらっしゃい！」と大きな声をかけてくれた方、当時は下級生は席が空いていても座れず「おっちゃん分からんけ
ど色々あるんやなぁ」と同情してくれた方…色々な運転手さんがいたなぁと思い出しています。
今はくるま大好きな3歳の息子と時々、ハイトピア付近で電車やバスをながめています。
息子は、にんまるバス乗りたい、ねこちゃん電車に乗りたいと言っています。
少し前にタクシーも本で覚えて、「かぁちゃん！タクシー！」と指差していました。
５月に娘が産まれたので、なかなかお出かけできませんが、息子と電車やバスに乗る約束をしています。
コロナに対する不安を抱えながらの日々で大変だと思いますが、頑張ってください。
いつも良く利用させて頂いております。
大変な時期ではありますが応援しております。
頑張れ伊賀鉄道！！
高校への通学、今は大学への通学のため、ほぼ毎日利用してます。
これからもよろしくお願いします。
コロナに負けず、地域の生活を支えてください！
昨年、保育園の遠足で初めてバスに乗った娘が、とても嬉しそうにバスに乗った感想を話してくれました。
今年も遠足でバスに乗ることを楽しみにしている娘です。
頑張れ！
コロナに負けずに頑張ってください！！
私は通学をしていています。その時に、毎朝毎晩伊賀鉄道で明るく挨拶や「ありがとうございます。」と、いつもいっていただいて自分はとても明
るい気持ちになることができています。今、新型コロナウイルスで大変な時期ですが、私たちの通学や通勤などの交通のために毎日朝早くから夜遅
くまで働いていただきありがとうございます。いつも応援しています！頑張ってください！
いつも通学で利用させてもらっています。
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毎日通学で伊賀鉄道を利用しています。
季節に合わせて列車の内装が変わったり、いつも楽しみにしています。友達と、今日は青　　ピンク　　緑　　東京　　といつもクイズもしたりし
ています笑
今コロナで色々と大変だと思いますが、頑張って欲しいと思っています　　♀　
これから高校生になっても伊賀鉄道を利用したいと思っているので、お願いします
いつもお姉ちゃんが学校に行く時に、電車を見ています。可愛い色の電車が大好きです。東京から来た電車もカッコイイです　僕もまた電車に乗り
たいです　
頑張ってください　　♀
娘が中学校に入学してから毎日のように伊賀鉄道を利用しています。末っ子の次男は、いつもお姉ちゃんが乗っていく電車に向かって「青の電
車！」「今日はピンク！」と喜んで電車に向かって手を振っています。「大きくなったら電車にのって中学校に行く！」と今から楽しみにしている
ようです（まずは小学校でしょ　苦笑）このコロナ禍で、不安なこともたくさんありました。けれど、どんな時でも変わらず電車やバスが市内を
走っている姿を見かけると、ほっとする自分がいることに気づきました。以前とは違い、きっと安全、安心な運行にいつも以上に気を配っていらっ
しゃると思います。そんな皆さんのお陰で、たくさんの人達の毎日が守られているのだと思います。我が家の子供達は4人とも通学の際お世話にな
ります。そして、その子供たちが巣立った後は、きっと私達夫婦がお世話になるのだろうと思います。いつまでも変わらない存在でいてほしいで
娘が電車が好きでよく見に行っています。娘はふくにんの電車が1番好きで、最近では私までふくにんの電車を見ると嬉しくなります。大変な中、
毎日安全運転で運行して下さりありがとうございます。
娘は2歳でマスクがしっかり出来ないので、今は電車に乗ることが出来ませんが「また電車に乗りたいね」と話しています。
また電車に乗れる日を家族で楽しみにしています。

長男と次男は小さい時からにんにん電車と言っていつも手を振ってます。散歩がてら踏切まで行って長女を乗せた電車を見に行っていて、そんな長
男ももうすぐ中学生で電車通学をする時が近づいてきました。便数は少ないですがとても大切な交通機関です。地域と一緒に頑張りましょう!
コロナで大変だと思うけれど、毎日安全運転ありがとうございます！！
コロナウイルスに負けずがんばってください。中学校になったら電車に乗るので楽しみにしています。
バスについて、小学生当時、祖母の家に行くのに、バスは産業会館と言われていたターミナル(笑)発着でした、今となっては産業会館の意味はよく
わかりません。ネット検索すればわかるかもしれませんが。そこから祖母の住んでいる行先の停車位置がどこかわからず、路線図を見てもわかって
るかわかってないか、どこかここかと不安がったのを覚えてます。一人でしたし、田舎のガキだったのです。乗ったバスで合ってるのか不安になっ
たものです。なんとか到着したかもと見慣れたバス停にて合ってるか合ってないか悩みながら車内アナウンスが流れ停車ブザーを鳴らし、運賃の表
示の見方がわからず、お金もどこに入れていいかわからなかったものです。
そんな祖母の家に行く目的はお小遣いをせびりに行く為でした、バス代とお小遣いが同額くらいだったのではと今となっては我ながらアホやったな
と思います。

子供が電車とバスが大好きなので、時々利用させてもらっております。バスの運転手の方も親切ですし、電車も保育園の子供の絵を飾ってくれた
り、地域に密着したサービスでとてもいいです。電車では、年配の方が切符の確認をされていたので、お体に気をつけて頑張っていただきたい。僕
もまた利用させてもらいます！これからも頑張ってください！
子供が電車をみると、「忍者の電車きたよ！」と喜びます。コロナに負けず、がんばってほしいです。私も津へ行くときは利用させてもらってま
す。
これからもコロナに負けず、がんばってね
バスがすき。コロナにまけないで。
車利用できない都市部に出るのに かかせない機関なので無くなると困るし
これからも利用はしていきます。市役所移転にともない 職員の通勤にも
利用すると聞いていましたが 実際どうなのか実態を知りたいです。
ラベンダー列車が好きです。これからも乗りたいと思います。
線路沿いに住んでいるので、コロナでも大雨の日でも変わらず電車が走っているのが見えると、日常生活が続いているんだなと思えて安心します。
いつもありがとうございます。
コロナ禍の中、安全対策をとっておられると思います。感染予防されて身体に気をつけて頑張って下さい！
＜可愛いイラスト＞
大好きな伊賀　美しい伊賀　とりもどす
子どもを乗せて上野市駅と伊賀神戸間を往復した懐かしい思い出があります。鉄道は幼児にとって夢の乗り物。大切にしていきたいですね。
通学していた時、いろいろと駅員さんに御世話になりました。大切な伊賀の宝物です!!
柘植から上野までの交通便が時間待ちがなかなかむずかしい。柘植からの始発から9時頃までは、伊賀上野で待つ時間が5,6分位で10時頃だと35～40
分になる。乗車の方も少ないけど冬場はとても寒いと思った。
頑張りましょう！
日頃の業務ご苦労様です。コロナ禍の中頑張って頂き感謝しています。
バスなくなると困ります。
伊賀線がんばれ。
いつも家の近くを通るバスのにんまるを見ています。とても可愛いですね。車を運転できない人にとってバスは、とても大切です。
ばすのうんてんしゅさんいつもありがとう。
コロナ対策をがんばって下さい。
にんまるを見ると元気が出ます！コロナで大変な時にがんばって運転してくれてありがとうございます。
忍者列車は、ninja cityの顔です。
継続に向けて取り組みをお願いします。
病院への毎日の通院にコミュニティバスは本当にありがたかったです。又、遠くへ行くにも伊賀鉄道から乗り継ぎ、高齢者にとってなくてはならな
い公共交通です。ありがとうございました。
電車とバスが大好きな息子の誕生日、市駅へいきました。バスターミナルが綺麗になったので涼しく色んなバスがくるのを待て、そのまま伊賀鉄道
に乗って帰りました。
駅員さんに優しく声をかけていただき、息子は大喜び。またベビーカーの乗り降りも手伝っていただき車掌さんにも感謝です。
今度は特急にも乗ってみたいなぁと思います。
コロナが落ち着いたら、バスと電車で旅行します！
何年か前に伊賀鉄道に乗って花火を見るイベントに参加しました。また楽しい企画があれば伊賀鉄道を利用したいと思います。
雨の日の通学にバスを利用したいです。その時はよろしくお願いします！
高校生になったらバスで通学するのを楽しみにしています！
引越して来た当初は免許を持っていなくて、何度も利用させていただきました。免許を持たないひとにとってとても重要なものだと思います。不特
定多数が利用するのでリスクが高い中、毎日ありがとうございます。また利用させていただきたいと思います。
頑張って下さい！
頑張って下さい！
孫が小さい頃茅町駅へよく電車を見につれて行きました。赤字だと新聞で見ましたが頑張ってほしいです。
コロナにまけないようにこれからもがんばってください。電車にのったときは楽しかったです。
しゅっぱつしんこう！！＜可愛いイラスト＞
がんばれ、いがせん!!
伊賀鉄道は、利用された方々一人一人に大切な思い出がたくさんあります。そんな思い出が詰まった伊賀鉄道。私は大好きです。これまでもそして
これからも。
今は、自転車通学をしているけど、新駅四十九駅が家のすぐ近くにできたので、高校・大学は便利に通うことができるから楽しみにしています。

これからも、安全と便利と安心を届けてください！！

コロナういるすのなかでも、おしごとをがんばってくれてありがとうございます。(^^)これからもおしごとがんばって。
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息子が今１才半なのですが、１才くらいの時、（3、4月頃）市駅前の芭蕉さんの下で歩く練習をしていたら、タクシーの運転手さんが声をかけて下
さりうれしかったです。（歩くの上手だねと言ってくれました。）人と接する機会のない私にとって、ほっとした瞬間でした。また、息子は電車・
バスが大好きで、散歩で出会うと必ず手を振ります。コロナで支援センターのイベントが無くなり困って出た散歩でしたが、息子は手を振ることが
できてうれしそうでした。世の中は緊急事態宣言だったり、きっと運転手さん方も人と接する機会の多い仕事で不安だったでしょう。そんな中でも
日常を守って下さってありがとうございます。これからも事故とコロナに気をつけて下さい!!
ノンステップバス、駅員さんの迅速なサポート体制、ＩＣカード導入等、バリアフリーから全ての人と環境に優しいユニバーサルの考え方の実践に
感謝致します。これからの移動手段として、高齢者にとっても重要です!!
みんなで乗ろう、伊賀の電車・バス・タクシー。
がんばれ、伊賀の公共交通。

通勤に毎日公共交通を利用していました。定年後あまり利用することがなくなり、たまの利用の時には懐かしさを感じています。これからも大変だ
と思いますが、頑張って下さい。また利用させて頂きます。
先日母の墓参りに公共交通を利用しました。コロナの影響で行くのをどうしようか迷っていましたが、感染対策がきちんとされているとお聞きし、
思いきって利用してみました。感染対策のお陰で母のお墓に手を合わせる事が出来ました。ありがとうございました。これからも頑張って下さい。
毎月一度は伊賀鉄を、母の実家に行くときはバスを利用しています。毎日、どこかでバスを伊賀鉄は毎日みています。いつまでも走っていて下さ
い。
ときどき散歩でバスや伊賀鉄を利用しています。コロナのなか、がんばって下さい。
先日大阪の友達に7か月ぶりに会うことが出来ました。皆様のお陰で楽しい1日を過ごす事が出来ました。いつもありがとうございました。これから
も頑張って下さい。
頑張って下さい。
コロナの影響もあり、さらに厳しい状況とは思いますが、少しずつでもよい方に向いていけばいいなと思います。がんばって下さい。
伊賀の顔　忍者列車と　忍者バス
市民の大事な交通手段です。がんばってください。
コロナに負けずがんばってください。
伊賀市民として大切な交通手段として、いつまでも守ってください。安全運転、毎日ごくろうさまです。
市民の大事な交通手段!!なくてはならないものです！ありがとうございます。いつも応援しています。
ギャラリー列車の絵の掲示ありがとうございます。
電車が大好きで、駅への散歩を楽しみにしています。
車が大好きで、走っているバスを見てはおいかけています。
大変な状況の中いつも公共交通の運行のためご尽力いただきありがとうございます。お身体に気をつけて頑張ってください。
子どもたちが、いつも楽しくバスや電車が走る様子を見ています。コロナへの対策も大変だと思いますが、頑張ってください。
大きくなったら電車を運転したいです。電車が走っているのがかっこいいです。
おうちからバスや電車が走っているのがみえてうれしいです。
ＩＣカードつかえたらべんり
ＩＣカードがあれば、子供をだいていても、切符を出す手間なく進めるのでベンリになると思います。
伊賀鉄道やＪＲ関西線のＩＣカード利用を推進してもらえると、利用しやすくなります。
永年使わせていただいており、東京方面等特に重宝しています。普段は大阪行きに使用しています。早く気がねなく出掛けたいです。
地域交通の要が衰退しないようにして下さっている方々の日々の努力に感謝します。盛り上がれ公共交通！
伊賀鉄これからもいつまでもがんばって下さい。
伊賀鉄がんばって下さい。
伊賀鉄大好きです。これからもがんばって下さい。
忍者の電車をよくみかけます。これからもあんな電車を増やしてもらえたらうれしいです。
忍者の絵の鉄道が好きです。これからもがんばって下さい。
通学でよく利用させていただきました。これからもがんばって下さい。
鉄道、バスの忍者模様を見かける度に癒されてます。忍者市としての観光発展の中心となって活動される事により一層期待しています。
いつもありがとうございます。
孫の通学に必要です。本当に助かっています。
高校３年間毎日通学に利用させてもらってました。優しい運転、心温まる声掛け、いつもありがとうございます。
たくさんの人に利用してもらえるようにがんばってください。
たくさんの人に利用してもらえるようにがんばって下さい。
たくさんの人に利用してもらえるようにがんばって下さい。
たくさんの人に利用してもらえるようにがんばって下さい。
公共交通機関をたくさんの人に利用してもらえるようにがんばって下さい。
高校生の時、毎日伊賀鉄に乗っていました。なつかしいです。伊賀鉄はふるさとのようなものなので、ずっとあってほしいです。
伊賀鉄道ガンバレ!!
必要な人には、大事な交通手段です。
ガンバレ伊賀市の公共交通
がんばってください
がんばってください
がんばってください。
高校生のためにも残してほしい。
応援します!!伊賀鉄道
誰もが楽しめる列車でありますように。
菅政権になりデジタル化がすすんでいく中キャッシュレスもしかり。伊賀鉄道もＩＣカードになると便利です！小銭もいらなくなるな。
新型コロナの影響で観光バスが苦境に陥っているというニュースを何度も目にして、胸を痛めています。
楽しい旅行もすべて信頼できるバスの運行あってこそ。
旅行できるようになったら、お会いできるのを楽しみにしています！
高校に通う娘たちを、いつも安全運転で運行いただきありがとうございます。
公共交通機関の皆さんが新型コロナによって受けた影響は計り知れませんが、どうかこの難局を乗り切っていただきたいと思います。
コロナが収束したら家族で公共交通を利用して出かけたいです。
頑張れ
頑張れ伊賀鉄道
伊賀鉄道コロナに勝っても良い頃な
頑張れ伊賀鉄道
コロナ禍の中、鉄道離れもあるとは思いますが、必ず明るい未来があるはずです。未来を信じ、ともに頑張りましょう。
地域の移動手段として歴史あるこの鉄道の存続応援しています。
出かけることが生きがいづくりに

From  高齢者・免許返納者
これからも大変と思いますが、公共交通機関は必要な生活手段ですので
頑張って継続お願いいたします。
心から応援しております。
コロナウイルスで大変だと思いますが頑張って下さい。
新型コロナウイルス対策が今まで以上の業務量の負担をかけていると思います。ありがとうごさいます。乗る側も新しい生活様式と捉え対策したい
と思います。
とても大変な時期ですが感染症対策をしっかりして、お体を大切にしてください。自分も最近、電車やバスなどの公共交通機関を利用して、私たち
が生活していくのに必要不可欠なものだと改めて思いました。これからも頑張ってください！
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僕は大人になったら、バスの運転手さんになりたいです。運転手になったら、おじいちゃんやおばあちゃんたちのお出かけやお買い物の役に立ちた
いです。

コロナを吹き飛ばせ！
がんばれ伊賀市！！
がんばろう日本！！
僕は普段から電車やバスを利用するので、コロナウイルスが広まったときは、「どうなってしまうのか」と不安になりましたが、運転手の皆様が感
染症対策をしっかりして平常運行をしてくださっているのでとても助かっています。これからもよろしくお願いします。
コロナ渦のなかで毎日運行してくださりありがとうございます。
私自身、公共交通機関を毎日使うわけではありませんが、部活動のない日などの下校時にバスを使わせていただいています。運転手さんも優しく、
安心して使わせていただいています。
これからも、コロナウイルスに負けずに頑張ってください！
バスや電車が走っているのを見ると、デザインがユニークで、良い気持ちになれます。

高校生になったら通学で利用したいと、
思います。

これからも頑張ってください。

いつも利用させていただいています。
本当にありがとうございます。
毎週、伊賀市の公共交通機関を利用しております。出掛けるとき非常に助かっております。毎日、市民の為に運転していただきありがとうございま
す。これからも利用致します。公共交通事業者の皆様、頑張ってください。応援しております。
公共交通あっての暮らしです。私も大切に利用させていただきます。
事業者の方々
いつも私たちの生活を支えてくださり、本当にありがとうございます。
特に、忍者がいたり季節によって装飾が違う伊賀鉄道が好きで、いつも楽しく乗っています！
これからも応援しております。
いつも安全安心な公共交通のためにご尽力いただいている事業者、関係者の皆さん、ありがとうございます。自分もできることから公共交通の利用
促進に参加できればと思います。これからもよろしくお願いします！
小さい頃から公共交通を利用してきました。色々な世代で公共交通は欠かすことのできないものだと思います。これからもより良い公共交通をよろ
しくお願いします。
毎日私達市民のために働いて下さり誠にありがとうございます！こんな時代で大変だとは思いますが、体調管理には十分気を付けてこれからも頑
張ってください！応援しております！
色々企画を考えてくれてありがとうございます。
母がいつも参加させていただいて楽しみにしています。
これからも頑張って下さい。
いつも伊賀鉄道にお世話になっています。
働いている方は皆さん親切なので、安心して利用することができています。
コロナの影響で何をするにも大変な状況かと思いますが、応援しています！

いつも、ありがとうございます。がんばってください。
伊賀鉄道、数年に一回でも、
乗ると景色がとても美しいですね。
時々、仕事等で、鉄道、バス、タクシーを利用させていただいております。大変助かっています。ありがとうございます。コロナで大変ですが、こ
れからもよろしくお願いいたします。
高校時代には毎日お世話になっていました。
こんな状況ですが頑張ってください！
コロナウイルスに負けず頑張りましょう。また、利用させていただきます。
還暦迎え、車→公共機関への利用回数増。環境&全ての人への配慮、実感&感謝！少子高齢化社会の移動手段の強～い味方、期待大　　有難う&お願
いの気持ちを込めて…
学生時代は毎日公共交通機関のお世話になりました。これからもたくさんの人の為に伊賀市の交通を守ってください。応援しています。
始発から終電まで、高校時代の部活中心の日々を支えてもらいました。土曜も日曜も、夏休みも、毎日毎日揺られたました。また、少し遠くへ足を
伸ばす時の出発のわくわくも忘れられません。大人になった今もその思い出を思い出しながら乗っています。
市内の公共交通はなくてはならないものです。大変な時期ですが頑張ってください。陰ながら応援しています。
毎朝、時間通りの運行をされているバスを見ます。以前は当たり前の様に思っていましたが、今はその当たり前の事でさえ危険と隣り合わせの状況
です。その様な状況の中でも、毎日市民の為に運行してくださっている公共交通機関の有難さに、感謝と応援の気持ちでいっぱいです。
高校の3年間伊賀鉄道を利用させて頂きました。満員電車で押しつぶされながらの通学。わざと好きな人の隣に行き至近距離でドキドキ。毎日が楽
しかったなぁ。
また、学生時代に帰省し、伊賀の駅に降りた時、ふぁっと風が吹き、草の香りに包まれ懐かしく幸せな気分になったことを今でも思い出します。
伊賀鉄道は私にとって青春のひとコマ。いつまでも残しておいて欲しいもののひとつです。
学生時代は毎日通学でお世話になっていました。当時は、公共交通が身近にあることが当たり前のように思っていました。今の公共交通の現状を
知って、毎日安心して利用できたのは、それを支えてくれている人がいたからだったと気付くことができました。コロナ禍の中、これまで以上に大
変だと思いますが、未来を担う子どもたちのためにがんばってください。
日頃から通学時に伊賀鉄道を使わせていただいています。これからも利用させていただきたいと思ってます！いつもありがとうございます！！
いつも通勤で利用しています。
頑張ろう！
頑張ろう
頑張ってください
頑張ろう
毎日時間原則で運転していただいて
感謝しています
これからも安全第一でよろしく
お願い致します
子供の頃から電車、バスはなくてはならないものでした。
これからもいつも変わらずに生活の足として運行をして下さい。
大変でしょうが、頑張って下さい。
高校生になったら、通学で電車やバスのお世話になります。
頑張って下さい！
小さい頃、祖母と電車に乗る事が大好きでした。今も通勤で電車とバスを利用しています。コロナ禍で抗菌加工などご苦労も多いと思いますが頑
張って下さい。

高校生の時、伊賀線に乗って通っていました。都会を思わせる満員電車で毎回、駅員さんは大変そうでした。遅刻しそうになり、母に途中の駅まで
電車を追いかけてもらったこともありました。現在も電車とバス通勤をしています。毎日、欠かせないものです。
伊賀鉄道が走っているとホッと心が落ち着きます。ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。
子どもの頃から公共交通機関にはとても助けられてきました。これからもよろしくお願いいたします。
頑張ろう
頑張ろう
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頑張ろう
頑張ろう
子どもが幼稚園の時に絵が飾られ子供と一緒に乗りました。
毎日安全に運行してもらいありがとうございます。
頑張ろう
通学でバスを使っています。
運転手さん親切　　通学は楽しい時間
安全が一番、子供の通学よろしくお願いします。
新型コロナウイルスに負けず公共交通機関を利用しよう。
伊賀鉄道で、忍者市駅に行ってから、にんまるに弟と乗ります。
コロナに気をつけて、運転かんばってください。
お兄ちゃんと伊賀鉄道に乗って、忍者市駅に行きます。
にんまるにものります。
コロナにならないように、運転がんばってください。
コロナで大変な時期ですが、通常通りの運行お疲れさまです。
お身体を大切にして、安全運行よろしくお願いいたします。
公共交通事業者の皆さま、日々のお仕事お疲れさまです。
電車やバスが好きなので、よく利用させていただいております。
子供達と景色を一緒に観て、お話ししながら過ごせる時間がお気に入りです。
しっかりした感染対策ありがとうございます。
今後も安心して利用させていただきます。
バス、でんしゃ　だいすきです。
いつもみてます
バスにのって、さかなをみにいきたいです

どんな日でも無事故での運行ありがとうございます。これからもみんなが安心して乗れる乗り物であって下さい。
伊賀鉄道のおかげで学校に行けています。ありがとう！
行政バス助かっています。ずっと続きますように。
大変ななかお疲れさまです頑張ってください。
いつも楽しい企画をありがとうございます。コロナに負けるな。頑張れ伊賀鉄道。
乗り物好きな孫、電車デビューはしたのですがバスはまだで。バスのおもちゃで「ご乗車くださいピンポーン」と遊んでおり、そろそろ一度にんま
るで市内をゆっくり回ってみようかと思っています。
普段車移動のため今回調べるまで知らなかったのですが、市内を回るバスがルートごとに出ておりありがたいことです。
大変な時期ですが、健康に気をつけ頑張ってください。
車窓から見える風景が大好きです。コロナに負けるな。がんばれ伊賀鉄道。
優しい運転手さんいつもありがとう。コロナに負けるな。ガンバレ伊賀鉄道。
コロナ禍が長引く中、日々ありがとうございます。心より感謝申し上げます。
大変な状況の中ありがとうございます。お体に気をつけてお仕事がんばってください。
いつも通学に利用させてもらっています。これからもよろしくお願いします。
子供達と出かける際に、電車やバスを利用させていただいております。
公共交通機関を利用すると、行き慣れた場所も、いつもと違う雰囲気を味わえ子供達ともども楽しんでいます。
感染対策をしっかりやって頂いていますので、私達も感染予防実施して利用させていただきます。

安全安心のためいつもがんばっていただきありがとうございます。
時々乗ってます。
2歳の息子は電車もバスも大好き。見るのはもちろん、乗ってどこかへお出掛けに行くのも大喜びです。いつもありがとうございます！
電車もバスも大好きです。これからも応援しています！
コロナにまけないでがんばってください。
(車で出かけることが多いので電車やバスに乗ってお出かけしたいと言っています。大変なときでも変わらずお仕事を続けてくださり感謝です。母)
高校から大学にかけての学生時代に、JR関西本線と当時の伊賀線で毎日通学していました。朝自宅を出るのが遅くなり、発車直前の列車に駆け込む
こともあり、乗務員の方にはお世話になりました。クリーム色と朱色の重量感のあるディーゼル車を懐かしく思い出します。
にんじゃでんしゃはかっこいい。ピンクでんしゃがくるとうれしい。ふうりんがついたでんしゃにのったよ。ばあばがちばからいがうえのにでん
しゃできてくれるからけいたはいがうえのにむかえにいくよ。
にんじゃでんしゃのうんてんしたいな。
（母代筆）家から伊賀鉄道が見えます。お兄ちゃんの影響で電車が好きなようで、踏切の音がなると「カンカン」と言って電車の方へ走って見に行
き、手を振ってバイバイしています。その姿がとてもかわいいです。今の時期は黄色く染まった田んぼと伊賀鉄道の景色がとてもきれいで、いいと
ころに越してきたなぁとしみじみおもいます。
鉄道は、換えの利かないとても大切な存在です。今の時期、コロナ禍で大変だと思いますが頑張ってください。
子供が電車好きで伊賀鉄道に頻繁に乗りたがります。伊賀神戸まで行って近鉄特急を1時間ほど見て帰るのがいつものコース。伊賀鉄道で運賃回収
にくるスタッフさん「電車好きか　元気やなぁ」など声をかけてくれます。今どき都会ではみられないあたたかいふれあいが私は好きです。バスに
は子供の体力づくりをかねて乗るようにしています。バス停まで15分、市駅から10分と子供には大変な道のりですが、可愛い忍者ラッピングのにん
まるに乗れることに大興奮で疲れはみせません。
タクシーには伊賀神戸からの利用が１度、分かりづらい立地の自宅ですが「本郷やな」と迷わずすすすーと連れ帰ってくれ驚きました。
公共交通機関は子供の通学に不可欠です。子供と楽しみながら地道に利用を続けていき、ぜひとも末長く市民の足となってほしいと思います。関係
者みなさま、いつも本当にありがとうございます。
また家族で電車バスに乗りたいです。
楽しみです。
自転車にしか乗れないおばちゃんは名張の実家に帰るのにバスをよく利用していました。
僕が小さい頃一緒にバスに乗って楽しかった事を思い出します。
ここ最近は利用していませんが
また、利用したいと思います。
安全運転いつもありがとうございます。
いつも安全運転を心がけてくださり
本当にありがとうございます。
今はコロナで色々と大変な時期だと思いますが
頑張ってください。
バス、電車は旅行気分で楽しいです。
また家族で利用したいです。

いつもアピタの前のバス停で車椅子介助されている運転手さん
本当に素敵です。優しさがじんわり伝わってきます。
それをみて私も人に優しく接する事ができたらなと思ってます。
伊賀線の車窓から見る田園風景最高です。
駅員さんの努力が伝わってきます。
利用客が、増えるよう応援してます。

いつも安全運転ありがとうございます
これからも頑張ってください
地域で盛り立てよう。地域の公共交通機関。
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伊賀鉄道にゆられていると　上野まち♪が頭に浮かんできます。田舎を走る列車がなんとものどかで大好きです。
いつも楽しい企画をありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いつも、みんなのために運転してくれてありがとうございます！
伊賀鉄道の存続に向けて今後も頑張ってください。
大学時代ずっと伊賀鉄道で通っていました。たくさんお世話になりました！
子どもたちが通学するために必要不可欠な交通機関になります。学生さんたちのためにもずっと存続してください！！
伊賀市の公共交通を支えていただきありがとうございます。
いつも利用させていただいています！伊賀鉄道の方には親切にしていただき心がほっこりあたたまります。こんな状況の中ですが、どうかお体気を
つけてがんばって下さい！
伊賀鉄道にみんなで乗ろう。
伊賀鉄道にみんなで乗ろう。
伊賀鉄道にみんなで乗ろう。
伊賀鉄道にみんなで乗ろう。
子どもが小さかった頃、大好きだった忍者列車を上野市駅まで何度も見に行きました。

伊賀鉄道、これからも頑張ってください！
コロナ禍の中でも途切れることなく、伊賀市民の日常を支えてくださっていることに感謝します。
毎日学校に通学するのに利用しています。
いつもありがとう!

いつも私たちを行きたい場所まで安全に届けてくださりありがとうございます。数年前、交通系ICカード１枚で、この伊賀から東京までチケットレ
ス、キャッシュレスで行けるようになったとき、とても感動しました。今は遠くへの旅行はできないけれど、コロナが収束したら旅行に出かけたい
です。その日を願って、自分にできる感染対策を日々取り組みます。
コロナ禍の中ですが頑張って下さい！微力ながら応援させていただきます！
スクールバスの運転手さんすごく面白いです。
スクールバスに乗るのが楽しいです。
より便利な公共交通機関をお願いいたします。
子どもが塾通いに時々バスの利用をしていました。優しい運転手さんにいつめ感謝しています。
伊賀鉄道の車両を見ると孫がすごく喜びます。ぜひ乗せてあげたいと思っています。
コロナに負けず、頑張ってください。
街でにんまるバスとすれ違うと嬉しくなります。
やっぱり伊賀は忍者だと改めて実感します。

普段は意識しなくても伊賀鉄道の忍者や高速バスの忍者のイラストは伊賀誇りです。

状況は苦しいかと思いますが走り続けてほしいと思います。
遅い時間まで感染対策のために消毒作業、ご苦労様です。
先が見えないので、まだまだ大変な日々が続くと思いますので、皆さま、お体に気をつけて下さい。
感謝でいっぱいです。
いつもありがとうございます。
免許返納を考える年齢になりました。返納すると公共交通機関を利用する事が多くなります。 今後は、窓の外の景色を楽しみながら過ごせる時間
になれば、いいなと思います。
伊賀市に移住し時々利用している伊賀鉄道。車内で切符を買うのが新鮮に感じていたけど、いつの間にかそれが日常の風景になりました。都会では
どんどん人間関係が希薄になってる。でも伊賀にはまだまだ人との関わりが沢山あります。いつまでもそんな伊賀であり続けてほしいです！
学生時代は毎日利用し、お世話になりました。長年、バス、電車を利用していませんでしたが、このチラシを見て、母校まで乗って思い出を辿りた
くなりました。
伊賀鉄道をよく使わせてもらってます。頑張って下さい。
頑張ってください
2歳の息子は伊賀鉄道が大好き。休日、伊賀鉄道を見に行くのが楽しみになっています。
電車やバスに乗って、息子と一緒にたくさんお出掛けしたいなぁ。
公共交通事業者のみなさん、いつもありがとうございます。これからも応援しています。
子どもがバスの中へ忘れ物をした時、丁寧に対応いただきありがとうございました。
子どもも安心して乗れるようになってきました。感謝しています。
いつも電車を利用して通学している大学生です。
コロナ禍で大変な中、毎日頑張っている公共交通事業者の方々を見ていると私も大学頑張ろう！とやる気が出ます。いつもありがとうございます！
これからも応援しています。
去年まで、塾に行くさい、毎週水曜日に乗らせていただいていました！親切な対応をしてくれました！例えば、どのバスか迷ったときに優しく教え
てくれたり、お金を財布から取る際、ゆっくりでいいよと声をかけてくれて嬉しかったです！またいつか乗る際には楽しく乗りたいです！頑張って
ください！
地域の大事な交通手段をこれからも守っていってください。
中学高校のころ友達と、大阪へ電車でおげかけしたのが、とても楽しかったのを覚えています。車体もとてもカラフルになった上、イベントも行わ
れており、ますます便利で楽しい伊賀鉄になると思います。コロナに気をつけてみなさん頑張ってください！
皆様のおけげで、安心して安全な公共交通機関を利用できます。
新型コロナウイルスに負けないで頑張ってください。
心から応援しています。
いつも伊賀線を利用しています。いつも安全安心で安定的な運行をしていただきありがとうございます。
道を渡る時に、いつも止まってくれて
有難うございます
踏切の音が鳴るたびに
子供達は喜んで見ていました。
もうすぐ高校生に、毎日
電車に乗るのかなぁ。
安全運転で宜しくお願いします
私たちの暮らしに無くてはならない電車やバスです。
感染予防大変だと思いますすが、お身体に気をつけて今を乗り越えて下さい。
伊賀の市中を、見ているだけでも楽しくなるラッピングを纏った電車やバスが鈍行している、そんな当たり前の風景をこれからもずっと残していき
たいと思います！
日曜日伊賀鉄道とバスで名張の高校の体験授業を受けてきました。久しぶりに乗って、楽しかったです。また乗りたいです。
電車やバスに乗るのが子どもたち大好きなので、これからも素敵なイベント等を開催してほしいです。
言う通りちゃんとします
言う通りちゃんとします
言う通りちゃんとします
いつもありがとう
GAMBARE
GAMBARE
マスクをかけましょう
手洗うことをよくしましょう
きちんと消毒をしましょう！
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交通機関を使うときはマスクをしましょう！
人が多いところをさけましょう！
話すときはマスクを使いましょう！
マスクを使い距離を保つことを心がけましょう！
コロナはやくおわって
みなさんがんばって
コロナあぶないですからきをつけてください
コロナウイルスだいきらい
Coronaまけないよに！
Coronaよりマスクしましょう
コロナウイルス、COVID-19にまけないよに！
マスクをするいつもてをあらう
がんばってや、伊賀鉄道
新コロナウイルスに敗けずに頑張って下さい！！
感染予防に注意して、新型コロナに敗けずに頑張って下さい。
ありがとう
でんしゃだいすき☆
のるときがあったらにんまるにのりたいです。
あかぐみのときの遠足のときにバスのうんてんをしてくれてありがとう。とってもたのしいことがいっぱいおきたよ。これからもいっぱいバスに乗
せてね。
のりものがすきなので、またのりたいです。がんばってください。
いつもありがとう
コロナに負けるな！
高校生の時に伊賀鉄道を毎日利用していました。時々すべりこみ乗車してすみませんでした。
いつも安全に運行していただきありがとうございます。孫のはじめてのおでかけ乗り物は伊賀鉄道でした。おとなしく乗っていられるか心配だった
のですが、混雑しておらず孫も楽しく車窓から眺めたりゆとりを持って外出することができました。快適な時間をありがとうございます。これから
も宜しくお願いします。
いつも、みんなをのせてはしってくれてありがとう。これからもがんばってください。
コロナウイルスで、バスにのれなくてざんねんです。毎日がんばってください。
娘は伊賀鉄道で高校へ通学しています。私は今は自家用車で移動する事が多いのですが、自分では運転できない年令になると電車、バスなど公共交
通はとても大切な物となります。特に今はコロナで大変だと思いますが、引き続き、市民のためにがんばって下さい。
以前より三重交通バスの質の高さを肌で感じることがあり、応援していました。が、今年度より当地では減便・ルート変更で時間が大幅にかかるよ
うになり落胆しています。でも全くなくなるとたいへん困るので、できる限り乗るようにしたいと思います。他の都市や国のように高齢者への補助
があって欲しいと思います。
朝のときも運転してくれてありがとう。応援してるよ。
バスに楽しくのっています。うんてん手さんありがとう。
バスにのっておでかけするのがだいすきです。
いつも人をのせてくれてありがとう。これからもがんばってね。
伊賀鉄道は歴史ある伊賀の財産
地域の異動手段として厳しい状況ですが維持に努めて下さい。
大変な状況ですが、市民のためにいつもありがとうございます。鉄道の皆さんが頑張ってくださってるからこそ、私たち利用者もマナーを守って
しっかり感染対策をしたいです。
電車に乗る機会はほとんどありませんが、数年先には子供がお世話になると思いますので、コロナに負けず、忍者列車をずっと走らせ続けてほしい
です。
コロナがおさまったら大阪へ行きたいと思っています。
車イスの妻とJR伊賀上野駅で職員さんに親切にサポートしていただきました。ありがとう！！
でんしゃが大すきなのでがんばってください
JR西も伊賀鉄道も一駅づつでも複線区間をふやしてスピードや本数を多くすれば利用客は大巾にふえると思います。赤字を超える投資をして利便性
の向上を図って赤字を減らして下さい。税金です。
図書館に行く時に伊賀鉄道は欠かせません。伊賀鉄道の木製の内装があったかくて好きです。中学生にとって公共交通機関は貴重な移動手段です！
いつもありがとうございます！
バスや電車を見つけると子どもたちは嬉しそうに手を振っています。これからも頑張って下さい。
若い時、電車で大阪に通ってました。約２時間かかりましたが、車内では有効にすごしました。読書、新聞、音楽と、今まも同じやで、自分でいか
にすごすか、大切やでぇ。
息子は車が好きで行き交うバスや電車を見に行きます。じ～と見ていると運転手さんが手を振ってくれることもありました。息子にとっては憧れの
存在でもあります。もう少し大きくなったら乗車してみたいなと思っています。これからも安全に気をつけてお仕事頑張って下さい。応援しており
ます（特に息子が）☆
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