
メ ッ セ ー ジ サ ン プ ル

elcome to our Weddintt Celebration

elcome to our Wedding Pa

e'li never forget vour kindness

best vvishes for vour

You alwavs make me

言己

For vou mv iove,on our annivers

it ioves indefinit

私は、心の底からあなたに感謝します。
I am thankfulto you from the bottorn of my

heart

Manvi manv happv repeatediv of the dav!
Congratulations on you Oth wedding

○回目の結婚記念日おめでとう

Best Wishes for A Birth Ha
On Your Wedding With Best Wishes

To The New Mom And Dad
You alwavs make me

Best Wishes for

Cheers to vour Babv's Future!

Oongratulations on a

可愛い赤ちゃんのお誕生日おめでとうございます。
Oongratulations on the birth of your dariing

Conttratulations on vour ioveiv B

For the New Parents米ママとパパヘ

か わ い い 、 か いヽ赤ちゃん

Mav the smaH angel carries h

Thanks for vour birth

new mom and dad
To The New Mama And P
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Conttratulations  on vour 60th bi

Oonttratulations  on

For Mv Lovintt Husband(Wife)On Your Bi

For mv wifel with iove

For vou mv iove on our anni

to OC).Love me Alwavs!

to mv Husband with Love

Heureux anniversairel

returns of the d

are so happv to have vou with us the earth

You A Verv Haoov Birth

励まし口感謝の言

Thank You For Evervthin
Believe oneself aH the time

んばつて !

いかけて !

かってがんばって ! Dream high and try to reach!

You can do lt

Gentle heart aH the time

Best wlshes for vour continued success
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クリスマスロバレンタインデー
ハッピーク I スマス A happv Christmas!
君への A Heart for You

クリスマスイフ | めてあなたに AIl mv love an Christmas Eve

リスマスに りヽった 1
"の 愛をこめて A‖ Mv Love On Chttstmas

い つ Be With You
の Eternal Love

Eternitv

′ヽ レンタインに、いちばん大 切 な人ヘ For my most special person on Valentine's Dav

ハ ソ`と一 バ ノンタインデー HapDV St Valentine's Dav

あなたの隣り空いていますか? 座つてもいいですか? ずつと
いてもいいですか?

Has you the next become vacant? May l sit?

Mav i be for a lontt time?

ら ッいメリークリスマス Have a Wonderfui Christmas

サンタさんがあなたに、たくさんの幸せ弁届けてくれますように I hODe Santa brings vou lots of Christmas iov
卜のままの て ″ Ilove vou iust the wav vou are

つと うなたと一 にいます !′ |l be with vou forever

こ慨 て つ` た 1'm so happy to have ttotten to know vou

クリスマスィ は :ただけに 」ust for vou an Christmas Eve

私をずっと好きでいてね ! KeeD 10Ving mel

らヽ つとあなたを愛してい, Love vou now and forever
メリークリスマス Merrv Chttstmas

っと好きでいてください ! Never stop lovintt mel

こちらを向いてください。一度でいいから私の方ヘ Please turn here To me because itis Eood

主たの愛に Thank You For Your Love
1`) らなた つ て Thinkintt of vou alwavs

クリスマスにあなたを思ってます 愛をこめて Thinking Of You With Love At Christmas

何もできないけれど、そっと見守つています
Though there's little l can do,just know that I

care

く遠 に一孫 Together Forever
サ”，

一
We′ |l be tottether forever

すてきなクリスマスでありますように Wishintt You A Merrv Chttstmas
P込め て With a‖  mv Love

バレンタインに、愛を込めて With aH mv iove on valentine's Dav

かから好 ,つ て With everv good wish

こめて With Love and Happiness
工たといる時はいつ :せで

'
You alwavs make me haoov

ハッピーロバレンタインデー ! いつもあなたは、私の大切な人
です ^

You are always my important happiness

Valentine's Dav DerSOn

い つ らなたは、私の大切な人で1 You are alwavs mv imDOrLant DerSOn

=た
は運 命 のひ You are mv destinv

蚕た よ特別 Iひと You are soecialto me
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卒 業 日入 学
1・ Ali the best for vour future

いつでも自分を信じて Believe oneself ali the time

ご入学おめでとうございま五 Best Wishes On Your Entrance into A School
Fび 申し上 | Best vvishes on vour graduation

入 弓 Sめでと: Oonttratulations on entrance

Sめ でとう Congratulations on finding emolovment

一牛 Sめでと, Conttratulations on graduation
ハ

|おめでとう Conttratulations on oassing

きめでとうございi
Qnngr角 +lJI角 ヤinnミ nn vniJr enttrttnnn in十 n角 ミnhnni

おめでとうござい Conttratulations on Your Graduation

ご卒 業 おめでとうござい Congratulations on vour graduation

卒業おめでとう思い出を大切に
Congratulations on Your Graduation!

Remember Alwavs

卒業おめでとう一生勉強だよがんばってね
Oongratulations on your graduation,keep on

iearnin質

封めでとうござい , Oongratulations on Your School Entrance
ハ

iおめでとう Oongratulations on vour success

ヒ_2 :に際し、心を込めて贈 ヒ For somethintt soecial on vour ttraduation dav

1・ For Your Bri‖ iant Future

Graduation Anniversarv

、式 お め で Haoov New Coming Of Age Start

入学おめでとう
My Warmest Wishes On Your Entrance into A

School
ご卒 葉 おめでとうござい , Mv warmest wishes on vour graduation

新たなスター トをする貴方 にエールを送 ヒ Wish vou the best on vour nevv start

新築、転居 漸己い
A New Home

新 の生活がお幸せで らりますように Best ofluck in vour new home

|の生活が幸せで ますように Best Of Luck ln Your New Home
での 生 活 が 幸 せ であ ります ように Best WVishes and Haooiness with Your New

斤g (ご 云居)おめでと,
ゞしヽ Conttratulations on vour new home

S二 人 に ビッタリの ご新 居 お め でとうござい Oongratulations on Your Weli Suited House

斤 でお幸せに Good luck at your new home !

らなたの新しい家でがんばって Good luck in vour new home
でお幸 せ に Mav vou have oniv haooiness at vour new home

が 家 へ ようこそ Welcome to our Home

就職、退職、転勤、転職
Sめ でとうござい , A new iob ! Oongratulations I

、おめでとうござい Conttratulations on vour promotion !

いつそうのご活躍をお祈り申し上 1弓

ま
ます Best wishes for vour continued success

でとうござい , Congratulations on vour retirement!

尤酎致 Sめでと, Congratulations on finding emDlovment

Sめでとうござい Congratulations on Your Promotion

Sめでとうございます長年のご労 Congratulations on Your Retirement!

ありがとうございました ! Thank vou for aH Your Hard Work!

ありがとうございましたあなたの笑顔は忘れません
Thank you very much,I vviH never forget your

smile

長年あなたと一橋に仕事する事ができ手せでしたありがとうござ
いました

It's been a pleasure working with you`
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Best Wishes To The Greatest Dad in The Worid

For A Nice Mother

父の日に、夫へ愛をこめて
For my wonderful husband vvith iove on father's

For mv wonderful wife with iove on mothers

Grandfather,Stav Healthv Forever

Mother's Dav!

I'm honored to be

Mv best rettards in the future

Heartfelt Thanks

Mv love for Dad is unendi

love for Mom is unendi

Mv respect for Mom ls unendin

Healthv Forever.Grandmother

Thank vou,Mother!
Thank vou tFather!

Thank vou for Being Nice.Father

Thank vou for e

Thanks Dad tfor he

Thanks For Beintt Such A Good Mon

Thanks Mom for hel
Thanks Mother
Thanks so much for

To dearest Mom

a happv mothers
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応援メッセージ
いつでも自分孝信じて Believe oneself aH the time

みつくして DO vOur best

いかけて ! Followv vour dream!

いつでも素 直な心 で Gentle heart ali the time

私はあなたを支えたい I vvant vou suooort for vou

私はいつでも力になり 1'm alwavs on vour side

ん` ばって Keeo on Eoing

元気をだして Keep tryin宮

章らめ な い で ! Never stoD dreaminビ !

目標 に向かつて進んで ! Reach vour goall

らしい友達でいてくれてありがとう Thank vou for being a wonderful friend
卜日という日 ti

`D`

マヽsの Todav is the first dav of the rest of vour life

工たが最高 ! You are the best!

)なたならできます You can do lt

みつくして You ve done vour best

格言、名 口

夢を与えられる時には必ず実現する力ももらえる、しかしそのた
めには努力しなければならない。

You are never given a dream without also being

given the power to make it true You may have

to work for it,however

行動力のある者のように考え、思考力のある者のように行動せ
よ ^

Think like a man of action,actlike a man of
ihnlJダhi

チャンスを生かせ。人生はチャンスが満ちあふれている。成功す
る人はチャンスを生かそうとする人だ。

Take a chance!AH life is a chance The man

who goes the farthest is generally the one who

is willing to do and dare

青年よ大志を抱け。金や独りよがりの功績のためでなく、人が名
声と呼ぶあのはかない物のためでなく、人が備えねばならない

物を身につけるために大志を抱け。

Boys,be ambitious,not for money,not for

seifish accomplishment,not for that evanescent

thing which men caH fame Be ambitious for

attainment of aH that a man ought to be

大きな樫 の木も小 i Iドングリから育つ Great oaks from little acorns ttrow

つ 1 か、作るかだ We will either find a wav,or make one

人 生 の 目的 は 、知 識 で 1 The great end oflife is not knowiedge but

失敗する勇気のある人のみ大成功をおさめることができる。
Only those who dare to fail greatly can ever

achieve ttreativ

わたしたちには今日も明日も困難が待ち受けているが、それで
もわたしには夢がある。(キング牧師)

Even though vve face the dil千 iculties of today

and tomorrow,  I still have a dream

偉大なことを成し遂げた者は、皆夢を持つていた。(マーデン)

All men who have achieved great things have

been ttreat dreamers

人生で必要なことは無矢日と目信だ、それさえ有れば成功は間違
いない。(マークロトゥエイン)

All you need in life is ignorance and confidence,

and then success is sure

ビジョンとは見えないものを見る技術のことだ。 Vision is the art of seeintt the invisible

夢を求め続 ける勇気さえ有れ は、すべての夢 は必す実現でき
るハ

AIl our dreams can come true一 if vve have the

courage to pursue them

ド見られるなら実現できる If vou can dream iti vou can do it

過去から学び、今日のために生き、未来に希望を持て。大切な
のは疑問を持つのをやめないことだ。

Learn frorn yesterday,live for today,hope for

tomorrow The important thing is not to stop
olJeミヤioning

あなたがなつていたであろう人になるのに遅すぎることはない。
It's never too late to be who you might have

been
Lで は回ってい″ Yet the earth does move

私たちのもつともすばらしい栄光は、決してくじけないことではな
く、くじけるたびに、起きあがってくることにある。

Our greatest glory cOnsists not in never falling,

but in rising everv time we fall

この世で最高のもの、最も美しいものは見たり角虫れたりはできま
せん、心で感じるものです。

The best and most beautiful things in the worid

cannot be seen or even touched They must be
felt with the heart

あなたがころんでしまつたことに関心はない。そこから立ち上が
ることに関心があるのだ

^

l am not concerned that you have fa‖en iam
DOnCerned that vou arise
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December25 2006
Dect25,2006

25th Dec 2006
06/12/25

7】 2006.12125

」anuary(Jan )

」une(Jun )

tember(Sept)

December(Dec

婚記念 日名

つこんしき)

(はくじゆ)


