
医療従事者のみなさまへ

私の友人にも数人の医療従事者がい
て、大変な毎日をおくってることを
聞いています。あともう少しで終息
すると信じて、あともう少しだけ私
たちのかわりに、よろしくお願いい
たします。

日々、県民の方々のためのありがと
うございます。脅威がいつ過ぎ去る
かは分かりませんが、県民が手を取
り合って危機を乗り越えて行けるよ
うに祈っています。

毎日、本当にお疲れ様です‼️うちの
娘もただ今、看護学科にて勉強中。
素敵な背中を見せてくださってあり
がとうございます。くれぐれも、心
も体も大切になさってください。

私にはメッセージを書くことで、
皆様の存在を自覚し、新型コロナ
ウイルスの収束、皆さまの休息の
日々が1日でも早く来るよう祈っ
ています。少しでも皆様の心の支
えになっていただけたらと思いま
す。毎日、本当にありがとうござ
います。

医療に携わるたくさんの方々、私は
本当に感謝しています。私は医療行
為はできませんが気持ちだけはいつ
でも寄り添っています。少しでも早
く普通の仕事に戻れてお休みももら
える事を願っています。。。

この度の想像を絶するウイルスへの
対応、心より感謝.感謝です。危険
度MAXの中、献身的に看護して頂
き有難うございました。第一次は過
ぎてもまだまだ安心はできません
が、ご自愛くださいね。

深夜まで点灯している病室の明かりを見て、
そのご苦労を身近に感じられる地区だけに地
域住民の感謝・応援の思いは強いものがあり
ます。
厳しい勤務環境下での現状と推察する中で、
どうか皆様ご自身のお体を大切にして医療従
事に専念頂きたく末筆ではございますが応
援・感謝のメッセージとさせて頂きます。

毎日コロナの方を支えていただきありがと
うございます。私は診療所で看護師をして
おります。少しずつ患者さんの退院されて
いる方も増えて、みなさんの毎日の努力が
伺えます! 今回のこと私達のレベルの診療
所などでできることなど、教えて下さい。
本当にありがとうございます。

献身的な看護は 全ての患者に希望を
与えて貰える大切な存在です。ま
た･･･ドクターをはじめとする医療関
係者の皆様病院に関係する全ての皆様
本当に本当にありがとうございます。

いつも最前線でウイルスと闘って
くださりありがとうございます。
この闘いはいつまで続くか先が見
えませんが、県民も一丸となって
闘いますので、皆様も一緒に乗り
越えましょう。これからもお体に
ご自愛下さい。

新型コロナの患者さんに対応している皆さん
は、感染の恐怖と戦っているのではないかと
想像します。心身ともにすり減っているので
はないかと思います。心配するだけで、なん
にも できません…どうか自分の体を大切に
してください。
福井を守ってくださって、ありがとうござい
ますm(_ _)m

いつ自分が感染するか分からな
い日々の中、他の人達を助け支
えて下さり感謝致します。ご自
身の身体、充分にお大事にして
県民の為に今後も何卒お力を貸
して下さい。これからも応援し
ております。

4月に出産をしました。不安もあ
りましたが、温かい声かけのおか
げで安心して産むことができまし
た。お医者さん看護師さんの方が
ウイルスにかからないように必死
に私たち患者を守ってくれている
ことに本当に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。

最前線で働いて下さりありがとう
ございます。医療従事者のみなさ
んのおかげで安心して生活できま
す。体に気をつけてお仕事頑張っ
てください！

仕事に対する、強い責任感にここ
ろから感謝いたします。どうぞ自
分の体をご自愛ください。

今回のコロナ対応していただいてい
る医療従事者様に対して、頭が上が
らない程の苦労していることを承知
しています。たまには、気分転換な
どして頂ければ幸いです。
医療従事者様には、家族も居る事で
すから、自分の身体を大切にしてく
ださい。

福井県の感染者が増加していない
のは医療従事者の方々の尽力によ
るものだと思います。自分ででき
る範囲で感染予防をしていくこと
が、新型コロナウイルスを抑え込
むことにつながると信じて。

最前線で闘う皆様には、心からの尊
敬の念と感謝の気持ちでいっぱいで
す。自らできることは小さいけど、
気持ちだけは大きく届けたいです。
本当にありがとうございます!

私たち県民の命と暮らしを守るた
め、昼夜関係なくお働きのすべて
の皆様に心から感謝申し上げま
す。また、皆様のご家族にも深く
感謝を申し上げます。私は一県民
に過ぎず、報道を通してのみ想像
するくらいしかできませんが、こ
の感染症が一日でも早く収束する
ために「一人の人間として為すべ
きことを為す」の気持ちで頑張り
たいと思います。

毎日新型コロナウイルスと最前線
で闘って下さり、感謝の気持ちで
いっぱいです。
これからもどうかお体とお心にご
自愛下さい。

皆様の貴い行いに、心より感謝申し
上げます。

コロナという恐ろしい病気が流行し、毎日が
不安との戦い・・・
私達以上に恐怖＆不安と紙一重の現場・・・
私達ができる事は小さく微力かもしれないけ
れどみんなの心が一つになればきっときっと
いつもの日常が１日でも早く訪れると信じて
ます！！
いつか、いつの日か必ずみんなが心の底から
笑い合える日が来ますように・・・
感謝・幸福・希望 いつもありがとう。

コロナに負けずに…
眼に見えない敵に向かって闘うの
は大変だと思います。感染拡大阻
止に向けて頑張って下さい。

最前線で働いている､医療従事者の
みなさん､ありがとうございます。
心から感謝します。体に気をつけて
頑張ってください。

皆様、毎日大変お疲れ様です。 そして 本
当に心からありがとうございます。
『おに退治 懲らしめられて 新コロナ』

コロナに打ち勝つまで、外出を極少
化します。

日々、献身的な医療・看護を行ってくだ
さり誠にありがとうございます。今まで
にないほど過酷な環境に身を置かれてい
ることを思い浮かべますと、本当に感謝
の言葉しか出てきません。ですが、その
献身により、皆様が体調を損なうことは
あってはなりません。
体調に気を配り、ご無理をなさらないよ
うお気をつけくださりますようお願い申
し上げます。

最前線で自分や大事な人に感染するかもし
れない中、医療を提供して下さっているお
陰で、感染減少へとつなげ、日常が戻りつ
つあります。ありがとうございます。

強い責任感のもとで、日々県民の命を守っ
てくれていることに感謝致します。防護服
が不足している状況の中で奮闘して下さっ
ているお陰で沢山の人が救われています。
自分に出来る感染対策をしっかり行ってい
きたいと思います。

毎日危険な中、私たちのために働いてくだ
さりありがとうございます。手洗い、うが
いなど自己管理に努め、立派な看護師にな
れるよう勉強に励みます。

世間からのプレッシャーがある中で、責任
を投げ出さず、頑張っていらっしゃる先輩
方を尊敬しています。

色々なことを犠牲にして、患者さんのため
に毎日身を呈して頑張って下さっている皆
様のことを思うと涙が出ます。私たちも感
染しないよう毎日気を張って生活していき
ます。本当にありがとうございます。

自分や周囲の安全を守りながら看護師とし
て働くことはとても大変なことだと思いま
す。みなさんの働きがあるからこそ、多く
の人が助けられています。本当にありがと
うございます。今後も辛い日々が続くこと
かと思いますが、皆さんのご健闘をお祈り
しています。

自分の身を呈して、現場で戦ってくださり
本当にありがとうございます。医療従事者
の方々のお陰で感染する方々も減り助かっ
ています。

多くの人を助けようと毎日精一杯がんばっ
てくれてありがとうございます。
あなたたちが頑張ってくれてるからいまが
あるんだとおもいます。
コロナ差別やコロナで不安だとおもいます
が挫けずこれからも頑張ってください。
医療従事者の皆様応援してます。

日々、重い責任と感染の恐怖の中で、スト
レスにさらされている中で、業務をこなし
ているお陰で終息に近づいています。あり
がとうございます。

毎日危険な中、命がけで私たちを守って
下さり本当にありがとうございます。私
たちも今できる対策をしっかり行ってい
くよう努力します。応援しています。

大変な状況の中で頑張っているみなさんに
お礼を申し上げます。一日も早い収束を
祈っています。どうか無理をなさらずご自
愛ください。

日本の医療のために日々看護して下さって本
当にありがとうございます。

いつも私たちの健康を守って頂いてありがと
うございます。お身体に気をつけて無理なさ
らないで下さい。私たちも立派な看護師にな
れるよう尽力いたします。

みんなの命を守るために、毎日頑張って下さ
り、本当にありがとうございます。感謝の気
持ちでいっぱいです。

最前線で医療や看護に取り組んで頂きあ
りがとうございます。

新型コロナウイルスが大流行している中、治
療、看護にあたって下さってありがとうござ
います。医療従事者のみなさんも体調に気を
つけてこれからも頑張って下さい。私たちも
看護師になれるよう勉強頑張ります。

自分の生活を維持することも難しい状況の
中、新型コロナウイルスへの医療、看護など
対応して頂きありがとうございます。医療の
現場は心身共に大変疲労していると思います
が、みなさんのおかげで日常の生活を送るこ
とができています。私もそういった人々の暮
らしに寄り添えるような看護師になれるよう
精進していきたいです。

未知のウイルスと向き合い、患者さんに対し看
護提供して下さり本当にありがとうございま
す。病院の今の状況はニュースを通してでしか
把握できていませんが、実習を通して私たちが
思っている以上に過酷な状況があると感じてい
ます。本当にありがとうございます。

最前線の現場は大変だと思いますが、お身体
に気をつけて頑張ってください。

日々、感染の恐怖と戦いながら最前線で支え
て下さっている医療従事者の方々、感謝して
もしきれません。本当にありがとう。

医療従事者の方々のお陰で私たちの命は救
われ守られていると思っています。本当に
ありがとうございます。

いつも命がけで働いてくださりありがと
うございます。私たちも感染予防に努め
ます。

命がけで私たちのためにお仕事を続けて
下さって頂いてありがとうございます。
応援しています。

感染のリスクがある中、毎日本当にお
疲れ様です。私たちも感染させないよ
う努めます。

県民の命や健康を守るため、
日々、新型コロナウイルスと直接
対峙して戦っている医療従事者の
みなさんに、感謝のエールを送り
ます。
これからも県民がひとつになって
戦っていきましょう。
県も全力で医療現場のみなさんを
応援していきます。

福井県知事
杉本 達治

毎日ご苦労様です。すごく大変だとは思い
ますが頑張って下さい。ありがとうござい
ます。

とても大変な中で医療の現場を支
えて頂きありがとうございます。

目に見えない敵と日々戦ってくださってい
る医療従事者のみなさまに患者の気持ちで
いっぱいです。本当にありがとうございま
す。一日でも早く終息することを願ってい
ます。

コロナで大変な中、最前線で戦って頂き
ありがとうございます。大変だと思いま
すが、みんなで力を合わせて乗り越えま
しょう。

新型コロナウイルスが大流行し自身にも危
険がある中、感染対策、献身的なケアをし
ていただきありがとうございます。私たち
も一人一人感染対策を行い頑張っていこう
と思います。

最前線でコロナウイルスと戦ってくれて有難うご
ざいます。これからも頑張ってください。

毎日コロナウイルスに立ち向かって下さりあ
りがとうございます。私も毎日しっかり学習
に取り組み、みなさんのような看護師になれ
るよう頑張ります。

新型コロナウイルスはとても危険です
が、その中休業もされず医療や看護を
献身的にして頂いてありがとうござい
ます。

日々新型コロナウイルスと戦って下さりあり
がとうございます。自分の身を守りつつ、患
者さんのケアをしている姿勢を胸に、私たち
も感染対策をしながら頑張りたいと思いま
す。

日々奮戦苦労されていて、私共は頭の下
がる思いで、医療従事者の方々への感謝
の気持ちで一杯です。
私の親戚で、介護施設に勤めている看護
師の女性の方がいるのですが、「施設で
コロナをうつしたら大変」といって、い
つも行っている人の出入りの多いスー
パーは避けて、出来るだけ人の少ない小
さな店舗で買物をしている話を聞くと、
なんか申し訳ない気持ちで一杯になりま
す。
早くこの時期を終わらせたいものです。
県の皆様方も本当にご苦労さまです。

日々誰よりも危険に晒されているに
もかかわらず、コロナになってはい
けないプレッシャーと恐怖の中で激
務をこなされていること、心より尊
敬いたします。先日、新型コロナウ
イルスではありませんが、40度の
発熱が続いた際に、保健所の方、医
療機関の方のお力をお借りしました。
とても親切丁寧なご対応をいただき、
感動しました。おかげさまで体調も
元に戻りました。本当にありがとう
ございました。

医療従事者の方々は新型コロナウイルスに直
に直面して本当に大変でしょうけど、そのお
かげで私たちは暮らしていけるので、感謝し
ています。体に気をつけてください。

日々、新型コロナウイルス感染症の患者の
方々に現場で尽くしておられる医療従事者
様。いつも、当たり前のように医療機関に
かかっていましたが、今回ほど感謝を感じ
ずにはいられません。本当に、本当に、あ
りがとうございます！

この大変な状況の中、皆様に心より感謝申
し上げますとともに心より御礼申し上げま
す。
５月１２日の正午にお寺の有志で 感謝の
気持ちを込めて一斉に鐘を鳴らせていただ
きます。どうぞお体ご自愛下さいますよう
お祈り申し上げます。

コロナウイルスの医療などにおきましてご尽力されている皆様
私には想像もできないほど大変な現場の状況であるのではないか
と思います。
そんな状況で、命を守るお仕事にご尽力いただきまして、心より
御礼申し上げます。
私たちが追い詰められず毎日の生活を送れているのは、皆様のお
かげだと強く感じております。

今、私達がこうして生活出来ているのは皆様が
頑張って働いてくださっているからで感謝感謝
です。自分の家族や自身が感染したらと緊張の
連続の上に防護服の着脱・感染防止にと仕事量
はさらに増しているのでしょうね。ほんの少し
でもいい気の休まる時間が持てることを祈って
います。感謝を伝えたい人々は沢山いらっしゃ
ると思います。
だから大きな声で「ありがとうございます」

書面にすると軽くなってしまいますが、ただ々
感謝の気持ちしかございません。
皆様の御尽力の下、おかげ様で現在私の家族、
そして勤め先の社員は皆無事に日々あたり前の
暮らしをおくる事ができています。
これからは、段階に応じて色々解除の方向に行
きますが、今までの皆様方の御努力が無になら
ない様、今まで以上に気をゆるめずに私達ので
きる対策は続けてまいります。本当にありがと
うございます。そして、お体を御慈愛下さい。

医療用ガウンやマスクをつけ暑いなか、一生懸
命に患者さんのためにひげそり、清拭、マッ
サージなどナイチンゲールの看護の心を忘れて
ない。すばらしい！
本当にお疲れ様です！家族の方にも感謝申し上
げます。Stay home

緊張の中で連日御仕事をなさっている皆様ありがとうございます。
私の知人にも新型コロナの拠点病院に勤務している人、医療サポートの必要な子供達を預
かる仕事をしている人が居ます。検温、訪問の目的等をチェックされる厳戒態勢に身震い
を覚えました。連日こうした緊張状態の中で仕事をしているのだ！と思っただけで泣ける
思いでした。
届けた千羽鶴・・・普通は羽根は閉じた型で連をなす物の様ですが、私は全て羽根を広げ
て連を重ねました。１羽１羽が羽根を広げて今の状況から飛び立ってほしい と言う思い
です。趣味で作った塗り絵、春の桜も五月の空に舞う鯉幟も目に出来なかったかも知れな
い皆様に不動明王が守って下さることを願って同封します。

医療従事者の皆さんコロナが流行っ
ているなか、最前線で頑張ってくれ
てありがとうございます。これから
もがんばって下さい！

私は将来看護師になりたいと昔から思ってます。新
型コロナの感染が拡大し仕事がとても大変そうで正
直看護師になりたいって思う気持ちが遠のいてしま
いました。しかし、医療従事者の皆様が頑張ってい
る姿をニュースなどで見かけ、より強く看護師にな
りたいと思うことができました！絶対に看護師にな
ります！これからも頑張ってください！！

この大変な中、みんなの命を守るために戦っ
て頂いてありがとうございます。
自分が感染する危険性のある中全力で対応を
して頂いている姿はとても素敵で、素直に
かっこいいなと思いました。
僕も少しでも医療従事者の皆様に協力できる
よう感染予防は全力でします。

「ありがとうございます」では伝えることができない
ほど感謝でいっぱいです。
福井県内でも感染者が1人出たときは驚きましたし、
他人事ではないなと実感しました。
まだ、気を抜くことはできませんが、ここまで感染を
拡大させることなく抑えることが出来ているのは、医
療関係で働いて下さっている皆様がいてくださるから
です。心から感謝でいっぱいです。これからも、お体
だけは第一に医療関係に携わってください。本当にあ
りがとうございます。



医療従事者のみなさまへ

不安と緊張を抱えながら病院でお仕事
を頑張ってくれて本当にありがとうご
ざいます。あと少し、頑張ってくださ
い！応援しています。このような状況
ですが、早く元どおりの生活が戻って
くることを願っています。みんなで乗
り越えましょう！

ご家庭があり、待っているご家族がいる中、
大変な状況に力を尽くされていること本当
にありがとうございます。

私たち高校生にできることは、今はお家にいるこ
とだと思います。お家で勉強をして、努力を重ね
て、いつか自分も｢誰か｣を救える人になりたいで
す。この思いが強くなったのも、日々のニュース
の中で流れる病院の映像での皆様の素晴らしい姿
を見たからです。｢誰か｣を助けるだけでなく私の
夢への背中も押してくださいました。ほんとうに、
溢れんばかりの感謝でいっぱいです。
｢誰か｣のために戦ってくださっている看護師の皆
様、医師の皆様が健康であることをささやかでは
ありますが、願っております。

毎日不安なのに医療現場に向かい、自分
の危険をかえりみず仕事をしてくださ
り、本当にありがとうございます 普段と
変わらない生活ができるのも皆さんのお
かげです これからも頑張ってください。

私の叔父も医療関係の仕事をしています
が、正直心配でたまりません。そんな
中、勇敢に1人でも多くの命を救うため
闘っておられる皆様には、頭が下がりま
す。学生の私たちが直接的にお手伝いで
きることは少なく、直接感謝を伝えるこ
とも難しいですが、少しでも力になりた
いです。一日も早くいつもの生活に戻れ
ることを祈っています。

いつも現場で、命がけの戦いをして頂き
ありがとうございます。皆さまのおかげ
で退院して仕事に復帰される方がいま
す。有難い事です。感染には十分気をつ
けて、これからも頑張って下さい。

医療の現場の方々やそのご家族は何時うつってもおか
しくない状況で、何時終わりを告げるか出口が見えな
い長い緊張の中過ごしておられる。頭の下がる思いで
いっぱいです。患者を恨まず、ただ助けたいと願う気
持ちと、使命感を高く持ち続ける医療従事者の方々
を、心から誇りに思います。毎日心から手を合わせ皆
様の無事を祈るばかりです。
笑顔で頑張って良かったと振り返る日々が一日でも早
く来ることを願っています‼️

頑張ってくださっている皆さんのおかげ
で、大切で安全な毎日を送れます。
どんな言葉にしても足りないくらいあり
がとうと感謝の気持ちでいっぱいです。

私たちのために危険と隣り合わせのなか、
戦っていただき本当にありがとうございま
す。医療従事者の方々に頼ってばかりです
が、まずは自分が感染しないようにしっかり
と自粛をすることで医療従事者の方の助けに
なればと思っています。

恐ろしい病気が流行る中、患者様を
治療していただき、本当にありがと
うございます。感謝しても仕切れな
いほどのことだと思います。医療従
事者の皆様には、これまで以上にお
体に気をつけて過ごしてほしいです。
私は、こんな世の中は一刻も早く過
ぎ去って平和で幸せな世の中がくる
のを望んでいます。

自分の命と引き換えに私たちの命を守っ
てくださりありがとうございます。皆様
には家族が待っているという方も大勢い
ると思います。どうか皆様の身体、心を
大切にしてください。最優先事項は"自分
の体"だと私は考えます。家族のため、自
分のため、知らない誰かのため、これか
らの世界のため、一緒に戦いましょう。

只々、感謝“本当にありがとうござ
います”の一言でしかありません。
私達がこうして安全に過ごせるの
も、支えて下さっている皆様のお蔭
です。いつもと変わらぬ日々が、一
日でも早く訪れますように。心から
のエールを、送ります。

皆様が毎日感染してしまった方々への
ケアを一生懸命しているから、退院で
きる人が増えているのだと思います。
これからも頑張ってください。

私は嶺南在住の高校生です。嶺南地域では1
人の感染が分かっており、おそらく多忙な
日々を送っておられると思いますが、私た
ち学生も不要不急の外出を控え、手洗い等
できることから頑張って行きますので、ど
うかこれからも頑張って下さい。

テレビやインターネットで医療従
事者の方々のニュースをたびたび
見かけます。とてもかっこよく、
毎度感銘を受けます。私たちは皆
様に助けられています。本当に感
謝の気持ちでいっぱいです。どう
かお体には気を付けてください。

私たちのために寝る間も惜しんで働いて
くださってありがとうございます。医療
関係の方々が少しでも楽になれるように
日本が一体となって頑張りましょう！

今年高校3年生になった者です。今、
自分にできることは外出を自粛する
ことしかないので、医療に従事し、
一生懸命働いていらっしゃる方々に
は、尊敬と感謝です。そして、心の
底からありがとうございます。

多くの方が快復なされご家族のもとに戻られておりま
すが、これはひとえに皆様のおかげでございます。誠
にありがとうございます。今後とも、本県の医療行政
にお力添えいただきますようお願いいたします。

大変な状況にある中、何とかここまで踏ん
張ってこられているのは、医療従事者の方々
の奮闘があったからだと思います。大変さは、
私たちの想像を軽く超えてしまうものだと思
います。
少しでも医療従事者の方々の負担を減らせる
ように私達も、「StayHome」を心がけて行
きます。なので、もうひと踏ん張り頑張って
ください！

医療にかかわる全ての皆さん、本当
にありがとう、頑張れ～。

皆様の踏ん張りで、今日も安心して
生活ができております。本当にお疲
れ様です。

大変な状況でのお仕事、お疲れ様
です。 感謝しかありません。医療
関係者の頑張りをメディアで拝見
するたびに、感謝で涙が溢れま
す。私は感染を広げないように努
力していきたいと思います。

ニュースを見ると、医療従事者の方々への誹謗中傷が沢山
あるというのをよく耳にします。患者さんに1番尽くして
いるのは医療従事者の方々なのにと心が痛くなります。そ
んな中、医療従事者の方々に感謝をしている人は沢山いる
ということを忘れて欲しくないと私は思います。
患者数は減少し、回復した人も多く、入院患者も少なく
なっていると思います。これは医療従事者の方々の懸命な
治療のおかげです。本当にありがとうございます。これか
らも大変なことがあると思いますが、頑張ってください。
応援しています！！

看護学生です。医療従事者を目指す者として、
医療の最前線で闘う皆様を誇りに思います。
私も、患者様のために一生懸命医療を提供し続
ける皆様をお手本とし、来年から看護師として
医療に貢献したいと思います。お身体に気をつ
けてこれからも頑張ってください！応援してい
ます( ˶˙ᵕ˙˶ )

医療従事者の皆様、心から感謝し
尊敬しています！どうぞ、心折る
ことなく、家族以外の県民もみん
なが応援していることを思い、頑
張って下さい！

医療従事者の皆さんは肉体的にも精神的にも
辛い中戦ってくださってることと思います。
自分は皆さんのような資格がなく力にはなり
ません。しかし自分が少しでも力になれるよ
うに今最もできることである"stay home"を
十分に意識して生活したいと思います！
福井県そして日本が一致団結して頑張りま
しょう！

私は助産師志望の高校三年生です。院内感
染のリスクがある中で戦っている皆様は私
たちにとって希望の光です。私もいつか助
産師になって誰かの力になれるような存在
になりたいです。これからも医療従事者の
皆様のことを応援しています。

どんな時でも私たちのために、働い
て下さりありがとうございます。い
つでも支えてもらっているというこ
とを忘れてはならないなと思いまし
た。これからもよろしくお願いしい
たします。

医療従事者のみなさん。コロナウイ
ルス感染拡大の中、最先端に立って
働いてくださりありがとございま
す。私達も国試に向けて今の時間を
有意義に使い、頑張ります！

自分自身が感染してしまうかもしれな
いという緊張感の中で、使命感を持っ
て医療に従事してくださる皆様には感
謝しかありません。必ず終息する日が
来ます。これからもどうかお体には気
をつけて頑張ってください。

医療従事者の皆様は、PCR検査や消毒、
感染拡大防止に努められており私たちは
健康に過ごすことができています。本当
に感謝しかありません。私たち学生や一
般の人たちにできることは、手洗いうが
いなどの簡単なことしか出来ませんがそ
れで医療従事者さんの手助けになると
思っています。共にコロナ禍を乗り越え
ましょう。

医療従事者の方々が頑張ってくだ
さるおかげで私たちも頑張ること
ができます。まだまだ先が見え
ず、大変な状況ではありますが、
これからも頑張ってください！

世界がコロナで大変な状態で1番大変なの
は医療従事者の方々だと思っています。私
たちにできることは自粛をする事しか出来
ないけど、これからも私は病院にお世話に
ならないようにしていこうと思います！こ
れからも頑張ってください！

コロナウイルスがまだある中、私た
ちのために仕事をしてくださりあり
がとうございます。いつも私たちの
支えになってくださりありがとうご
ざいます。どうかお体だけは気をつ
けてください。これからも応援して
います！

毎日危険と隣り合わせの中、私たち
の命をまもってくださる医療従事者
を心から尊敬しています。

毎日働いてくださっているお医者様、看護師
様のおかげで福井は医療崩壊を防いでると
言っても過言ではないと思います。今が1番
辛い時期だと思いますが、頑張ってくださ
い。私も今日から高校生活が始まります（登
校日）私は看護師になりたいので、そのため
の勉強を頑張っていきます。

私も手洗いうがい、密を避ける、外出を最小限にす
るなど、出来る限りのことをさせて頂きます。県職
員の新型コロナ対策に関わる皆様もどうか無理のな
いように。

すごく大変な状態ですが、私たちの
ためにいつもありがとうございま
す。感染を少しでも抑えるためにで
きることをこれからもしていきたい
です。

看護師を目指している高校生です。身体的に
も精神的にも限界の中、日々懸命に目の前の
命を救うために従事している医療従事者の
方々の姿を見て、私はより一層、看護師にな
りたいと思いました。今の私には、医療従事
者の皆様に感謝を伝えることぐらいでお力に
なるようなことは出来ませんが、皆さんのよ
うな勇敢で献身的な医療従事者になれるよう
勉強に励みたいと思っています。

医療に携わっている以上、厳しく 苦しい中で働
き、生活されていると思います。しかし、医療従
事者のみなさんがいなかったら、我々は何もでき
ません。医療従事者の負担を減らすためにも、外
出を自粛するなどをして、少しでも協力できれば
と思います。もう少し苦しい日々は続くと思いま
すが、必ず乗り越えることができます。頑張って
ください、応援しています。

いつも感謝していま
す。コロナが、早く
終息する事を願い､医
療従事者様には、平
穏な医療体制に戻る
事を願っています。
医療従事者様を応援
しております。

この大変な事態を第一線で食い止めて
くれている皆様に感謝しています。私
たちの不安や恐怖よりも数段大きな不
安と恐怖にさらされながらも、頑張っ
てくださっている医療従事者の皆様。
本当にありがとうございます。

厳しい状況が続いていますが、そんな中感染の危険と
常に隣り合わせの皆さんにとても感謝の気持ちでいっ
ぱいです。世界でみたら日本の感染者数はとても抑え
られていることがわかります。これは皆さんが感染し
てしまった患者さんから他の人に広めないように徹底
して医療従事に努めてくださっているからです。本当
にありがとうございます。

医療従事者の方々、日々最前線に立ちコロナ
と戦ってくださりありがとうございます。
コロナにうつる可能性もある中一生懸命に働
いてくださっているおかげで多くの患者さん
を助けておられることはとてもすごいことだ
と思います。
それは、誰にでもできることではないと思う
のでとても尊敬しています。コロナが終息し
てきているのも医療従事者の方々のおかげで
す。本当にありがとうございます。

最前線で闘っていて本当に感謝と尊敬しか
ありません。うつってしまうかもしれない
恐怖や不安の中、患者さんのために最善を
尽くして頑張っている医療従事者の方々は
本当にとてもかっこいいです。

最前線で感染リスクと闘いながら、一生
懸命に献身的な医療看護をされ、本当に
ありがたく思っています。想像できない
ような過酷な現場や日常で、つらい思い
もされておられるかかと思います。少し
でも励みになれば幸いです。本当にあり
がとうございます。

医療の現場で働いている皆さま、本当
にありがとうございます。感謝してい
ますし尊敬しています。これは今の状
況だからだけでなく、いつも思ってい
ることです。私も看護補助者として病
院で働いているので、意識を高く持ち
健康管理に気をつけて働きます。

世界が大きく変化しているなか、最前線で
動いて私たちを守ってくださっている医療
従事者の方々には感謝の気持ちでいっぱい
です。応援しています。

「未知のウイルスに立ち向かう」そんな状況で、患
者さんと向き合い、そして、現場に立ち続けてあり
がとうございます。映画で言うところの、ヒー
ロー・ヒロインは、あなた方のことを言うのでしょ
う。退院者数が増えていく記事を見るたびに、福井
県の医療従事者の実力の高さを感じ、福井県で住ん
でいることに誇り思いました。
現時点で十分にがんばっています。だから、あなた
自身のこともケアしてほしいです。大丈夫です、あ
なたの味方はたくさんいます。

感染の第１波がほぼ収束
しているのは、皆様のこ
れまでの献身的な取組み
によるものだと思います。
皆様の強い使命感に敬意
を表します。これからも
福井県の医療を支えてく
ださい。

医療従事者の方々の努力で多くの命が
救われていることに心から感謝してい
ます。

大変な状況の中、ありがとうございます。

医療従事者が生命の危機と隣り合わせで活
躍される場をメディアで沢山拝見してま
す。私はこの機会で看護の大切や医療従事
者の必要性をとても感じます。
いつか私もこんな時こそたくさんの命を救
えるかっこいい医療従事者になりたく、夢
を叶えられるよう日々勉学に一生懸命取り
組みたいと思います！皆さんの姿にどれほどの方が励まされ勇

気づけられていることでしょう。感謝の
気持ちでいっぱいです。ありがとうござ
います。

顔晴って下さい。毎日毎日本当にありが
とうございます。

最前線で活動しておられる医療従事者の
皆様には、本当に頭の下がる思いでいっ
ぱいです。一日も早い収束を願っており
ます。ありがとうございます…なんて簡
単な言葉では足りませんが でもやっぱ
り「ありがとうございます」

皆さんが頑張ってくれたおかげで回復に向かっ
ている今だからこそ、気を緩めずに頑張ってい
きたいです！！！
私たちが思っている何倍も大変だと思います
が、皆さんの力が私たちを助けてくれていま
す。一緒にあと少し乗り越えましょう！！

今は少しずつおさまって来ていますが、
これからも安全にお仕事頑張ってくだ
さい。応援してます。( ´∀｀)

自身ができることを厳守し、はやく医療者
の方々に日常が戻ることを祈っています。
いま、看護師であったことをこんなに誇り
に思うことはありません。ありがとうござ
います。一日も早く、みなさんが家族と穏
やかな日々をすごせますように。

私の母も医療従事者で毎日大変そうで、医療従事者
のみなさんには本当に感謝しきれません。

みなさま医療関係者の方々の命を削っ
ての行動を思うと、感謝とともに前を
向く力が湧いてきます。あたりまえの
日々を、家族との笑顔の時間を、そし
て、かけがえのない命を守りつづけて
いただいていること忘れません。本当
にありがとうございます。

お医者さん、看護師さん、御家族の方々
はどんなに大変だろうと思うばかりで
す。どうか、皆様方御無事で飛び超えて
下さいます様、北陸の小さな町で祈って
おります。

私たちや、国や、地域を守るため、最前線で働いてくださっ
てありがとうございます。皆様は、とてもかっこよく、私た
ちも勇気がもらえます。この苦しい状況の中、真っすぐ向き
合い、戦ってくださっている皆様のように私もそうなりたい
と思うようになりました。私も、人を支え人を守れる人にな
りたいです。だから、皆様は、私のあこがれであり、尊敬し
ます。なにかと頼ってしまっていますが、心から応援してい
ます。皆様は私たちのヒーローです。

あなた方の力が無くては、私たちは生き
ていくことさえ難しくなってきた中、み
なさまの負担を少しでも減らすことがで
きれば良いのですが、なかなか難しい現
在です。しかし、今、私たちができるコ
ロナウイルスの予防をして、少しでも医
療従事者の方々への支えになれたらと思
います。
私たちのために削りきざんで手助けして
くれて、貢献してくれて、ありがとうご
ざいます。心から感謝を申し上げます。

皆様のおかげで、たくさんの命が救われています。
今は、すごく大変な時だと思いますが、皆様の命も
大切です。私は、学生なのでできることは少ないで
すが、
基本的な対策を徹底したいと思います。微力ながら
応援しております。

命を守ってくれてありがとう。
感謝の言葉でいっぱいです。

リスクを背負って最前線で戦ってくださっているみなさまに
は本当に感謝の気持ちでいっぱいです。感染者はおさまって
きてはおりますが、気を抜かず、またコロナと戦ってくだ
さっている方への感謝の気持ちを忘れず自分自身が責任を
持って行動して行きたいと思います。そして１日でも早くこ
の非日常な日々が終息することを願っております。


