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ありがとう ふくい 

 新型コロナで大変な時に、医療従事者の献身的な働きに対して、尊敬すると
共に、感謝いたします。ありがとうございます。大阪在住ですが、福井県本社の会
社で働いていますので、常に福井県の医療従事者への感謝は忘れません。 

医療従事者の皆様 本当にありがとうございます。頭のさがる思いで一杯で
す。少しですがお役立てください。 

日々、県民の命と健康を守っていただきありがとうございます。ＣＯＶＩＤ-19以前
から慢性的な医師不足が訴えられていたところ、パンデミックで医療崩壊寸前の
危機を乗り越えられた努力に感謝します。私の二人の子供は薬学系の大学に在
学しており、将来薬剤師の立場から少しでも医療に携わり、世の中に役立つ仕事
に就けるように薬剤師を目指しています。今の医療関係者の姿が、社会を良い方
向へ向かうことと信じています。今後、医療体制が充実し、医療関係者方のご負
担が少しでも軽くなることを願っております。 

大変感謝しております。ありがとうございます。 

県立病院でお世話になった事があり、その折の感謝の気持ちをお届けしたいで
す。 

我が身の感染リスクの不安を抱えながら頑張っている方々に、少しでも恩返し
できればと思います。ありがとうございます。 

幸い今のところ、福井県での感染がおさまっているのは、関係者の皆様の努力
の賜物だと思います。特に医療従事者の皆様には、感謝の気持ちで一杯です。
多くはありませんが、支援したいと思います。役立てていただきたいと思います。 

 

医療従事者の皆様への 
寄付者からの感謝のメッセージ 



私たちが安全な生活を送れているのは、医療従事者の業務に携わる方が休
む間もなく、一生懸命対応されているからだと日々感じております。弊社及びグル
ープ会社の社員家族にも医療従事者等に携わる方が多くおり、少しでも力になり
たいと思っておりますので、お身体に気を付けて福井を守ってください。 

いつもありがとうございます。すべての医療従事者(お医者様、看護師さん、助
手さん、薬局の方、介護士さんなど)と、軽症者を受け入れてくださる宿泊施設の
関係者の方々に、少しでもお役に立てれば幸いです。 
第２波が来るのはとても怖いですが、かからないように予防します。早く終息して

みんなが笑ってめいっぱいおしゃべりができる日が来てほしいです。 

医療従事者の皆様、大変な難局をまずは乗り切っていただいてありがとうござい
ました。 
これからも、長い戦いになるでしょうが、県民一丸となって戦えばうまくいくはずで

す。みんなで頑張りましょう！ 

感染リスクもある中、ありがとうございます。 
医療従事者のみなさまにお世話にならないように、これからも気を付けます。 

医療従事者の友人がいます。主婦でも子供がいても祖父母と同居でも、仕事
に一生懸命取り組む姿に感謝です。 

基礎疾患を抱えた身。第一波の終息にほっといたしております。日夜、長期間
のご努力、ご精励のおかげと厚くお礼申し上げます。 
思いもかけずいただいた多額の給付金。二次三次の備えにお役立てください。 

第二波に備えて、医療の充実をお願いします。テレビで看護師さんの感染者に
対する優しさを聞いて感動しました。 

無理をせずに、そのときできることに頑張りましょう。 

 



医療従事者の皆さんが感染症対策の最前線で活躍されている姿に感謝の意
を表すとともに、第二波の発生に備え医療現場の充実に貢献できれば幸いで
す。 

様々な恐怖や不安と闘いながら、私たち県民のために日々努力を重ねていた
だいている皆様に、心より感謝申し上げます。 
皆さんのご努力のおかげで、入院患者数がゼロになった時には、思わず拍手を

してしまいました。 
そして、皆様の安堵された様子を思い浮かべました。 
今後いつ第二波が押し寄せるかわからない状況ではありますが、私たちも感染

予防に努力をし、少しでも皆様の負担にならないように生活してまいります。 

毎日大変な環境の中でのお仕事ありがとうございます。 

最前線で働く医療従事者の皆様、感染のリスクと隣り合わせの環境で大変ご
苦労されていることと思います。 
第２波、第３波に備え、医療物資の不足が再び起きないよう、自治体も引き続

き支援していただきたく思います。 

応援しています。 

新型コロナ最前線で働く医療従事者の方々、大変ご苦労様でございます。先
ずは御身大切も忘れないでください。こんな形しかとれませんが応援しております。 

医療従事者の皆様、コロナのご対応本当にありがとうございます。僅かですが
お役立てください。 

自らの感染リスクを顧みず、前線で医療活動をなされている医療従事者の皆
様、本当にありがとうございます。皆様のご努力の甲斐あって、このところ福井県
内での感染状況は落ち着いていますが、今後また拡大する場面が来るかもしれ
ません。どうぞお体を大切になさってください。 

 



ガンバって下さい。 

感染し入院した際には大変お世話になりました。無事退院でき、感謝しておりま
す。 

感染リスクの中、医療に従事して下さっている皆様、本当にありがとうございま
す。 

感謝をこめて寄付させて頂きます。 

ありがとうございます。 

皆様のご活躍のおかげで、安心して生活できています。感謝。 

日々最前線でご尽力いただいている医療従事者の方に心より感謝いたしま
す！ 

最前線で、命がけで県民を新型コロナの脅威から守っていただき、誠にありが
とうございます。 

家族４人で話し合い、福井県民として「心をひとつに ふくい応援」の趣旨に賛
同し、少しずつ出し合い寄付することとしました。先行きはまだ不透明ですが、くれぐ
れも健康に留意してください。応援しています。 

私たちは歌が大好きで歌に元気をもらっている歌好き仲間です。 
コロナ感染下、日々感染に留意し工夫を重ねながら歌を楽しんでいます。で

も、そんなことができるのも医療従事者の方々のおかげと感謝しております。その気
持ちを少しでも形にと、これから継続的に募金を続けることにしました。少額ですが
医療従事者の方々のお役に立てたらと思います。 

 



大変な仕事だと思いますが、よろしくおねがいします。 

医療従事者の皆様とご家族の方々と心身のご健康と安寧を心よりお祈りしてい
ます。 

当社でも医療機関で働く家族をもった社員がおります。 
小さいお子様がいる家庭、高齢者がいる家庭、それぞれ不安がある中で、今

まで以上に気を使いながらの治療や手当は体だけではなく心にも負担がかかって
いると思います。 
私たち不用意な行動を避け皆様がコロナ以外の治療にも専念できるように努

力します。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。 

世界中で新型コロナウイルス感染拡大が進む中、日々医療の最前線で働か
れている皆さまに、心から敬意を表するとともに、深く感謝申し上げます。 

日々、医療現場でご尽力されている皆さま、また皆さまを支えていらっしゃるご家
族の方々に心から感謝申し上げます。製品の販売を通じていただいた心ととも
に、ご寄付いたします。わずかではございますが、皆さまのお仕事、環境整備にお
役立てください。そして、私たちの社会生活を様々なところで支えてくださっている、
エッセンシャルワーカーの皆さまへも、併せて感謝申し上げます。 

医療従事者の方々のご奮闘に心から敬意を表しますとともに、医療従事者並
びに関係各位の皆様にはご健康にはくれぐれもお気をつけいただきたいと思いま
す。 

ありがとうございます。 

コロナ禍の中、最前線でご対応下さっている皆様、本当にありがとうございま
す。 
地区の応援プロジェクトとして行いましたイベントにて、参加して下さった方にご協

力頂きました寄付金と模擬店の売上を寄付させて頂きます。コロナウイルスの感
染拡大防止にお役立て頂ければと思います。 
１日でも早くコロナが終息して平穏な生活に戻れる事を願っております。 

 



大変な時に第一線で頑張っておられる皆様に感謝の意を表します。 

医療従事者の皆様毎日ご苦労様です。私たちは何もできません。感謝の気持
ちです。皆様方には体に気を付けて頑張ってください。 

福井県においても時折感染者が確認され、医療関係者の方々は特に感染リ
スクが高い中、日々緊張と過酷な業務に向き合っておられることと存じます。 
こんな状況でも私たち県民が安心して暮らせるのは、医療関係者の皆様のお

陰であり、感謝いたしますとともに少額ながら寄付させていただけたらと思います。
一日も早く平穏な日々が戻りますように。 

日々、医療現場でご尽力されている皆さま、また皆さまを支えていらっしゃるご家
族の方々に心から感謝申し上げます。製品の販売を通じていただいた心ととも
に、ご寄付いたします。わずかではございますが、皆さまのお仕事、環境整備にお
役立てください。そして、私たちの社会生活を様々なところで支えてくださっている、
エッセンシャルワーカーの皆さまへも、併せて感謝申し上げます。 

医療に携わる皆さまと、そのご家族の方々に心からの感謝を申し上げます。 

過酷な労働環境の中、命がけで医療にたずさわって下さり、ありがとうございま
す。 

この度の新型コロナウイルス感染症へのご対応、誠に感謝申し上げます。皆様
方の身を危険にさらしながらの献身的な医療により、私たちは救われており生活が
成り立っております。どうかお体を大切にしていただき、今後ともよろしくお願い致しま
す。 

今までの経験値を超えた状況の中、いろいろとご苦労をされていることと思いま
す。頭が下がります。いよいよワクチン接種も始まり、明るい兆しも見えてきました。
福井県医療従事者のみなさまのご健勝を心からお祈りしております。 

 

  



 

（以下、再録） 

県内の新型ウイルス感染がひとまず収束したのは、皆様のご尽力のお陰と心から
感謝いたします。秋～冬にかけて再び大変な状況になることも予想されます。どうぞご
自愛のほどお願いいたします。 

医療関係者の皆様の身を危険にさらしての活動に心より感謝いたします。 
また、一部の心無い人々による差別がありますこと無念でなりません。 
まだまだ長い道程になろうかと思いますが、どうかお体にお気を付けいただき私たちを
お守りくださいますようお願いいたします。 

厳しい環境の中、県民のために新型コロナウイルスと闘っていただきありがとうござ
います。心から感謝いたします。県民一丸となってこの危機を乗り越えましょう。 

医療従事者の方々には、過酷な現場で日々、県民の命と健康を守るため、懸
命に努力をされておられることに、心から敬意を表します。 
 また、医療従事者の方だけでなく、偏見や差別などで、ご家族の方々も大変だっ
たことと存じます。ご心労をお察しします。 

最前線で頑張っておられる皆様へ感謝の気持ちを送ります。 

福井県もようやく皆さんの頑張りで峠を越えることができました。有り難うございまし
た。２次の波が来るとも限りません。皆さんにその時もまた頑張ってもらわねばなりませ
ん。宜しくお願いします。 

新型コロナウイルス対策に役立ててください。 

最前線でコロナと戦っておられる皆様方に感謝いたします。 

 



医療従事者の皆さま、エッセンシャルワーカーの皆さまの日々の真摯な活動を心
より応援しております。 

自らの感染リスクへのご不安を抱えながらのお仕事は非常に大変だと思います。
わずかな寄付ではございますが皆様のお仕事に少しでもお役に立てればと思いま
す。今日も１日「ご安全に！」 

医療従事者の皆様には、日々の大切な厳しい業務の中で心休まることがないの
ではないか、また、ご家族に心配をかけないようにとお心遣いをされているのではない
かと思っています。気持ちの上では力一杯応援させていただきたいと思いつつ、寄
付はわずかしかできなくて申し訳ございません。どうか、心をリフレッシュされ御自愛され
ながら、私たちのためにお力をいただきますようお願い致します。 

日々、未知のウイルスと戦っている医療従事者の皆様、ありがとうございます。又、
それを支えるご家族にも大変なご負担と思います。心より感謝申し上げます。 
一日でも早く、平穏な日常に戻りますよう願っております。 

新型ウイルスに日々、対応されている皆様方に感謝します。 

新型コロナ感染拡大予防に日々奮闘する医療現場の皆様にご支援をさせて頂
きます。一日も早い終息を願うところです。 

福井県に、第２波、第３波は来ないようにするのは、まず、自分を守り、家族を守
り、子供たちを守り、そして地域を守るということで、感染拡大を防ぐことに繋がっていく
と考えます。医療従事者が元気でぜひ、現場業務にあたられるように「ふくい応援」
基金に協力をさせて頂きました。 

最前線でご尽力いただいている医療従事者の皆様、本当にありがとうございま
す。僅かばかりではありますが、寄付をさせていただきます。医療現場で働く方々のお
役に立ててください。１日も早くコロナが終息し、皆様がゆっくり休養できる日が来ること
を心から願っています。 



毎年、3/11東日本大震災の復興支援のため東北のお酒を仕入れています。 
今年はそのお酒の売り上げを、支援金として東北の支援団体へ寄付予定でした。 
そのなかでのコロナ禍でした。ご来店下さったお客様からの心のこもったお金なので、
今回は大好きな福井の一番命に身近な医療従事者の方々にお役立て下さい。 
【医療従事者の皆様へ】今、目の前にある命を、これから生まれてくる命を自分の精
一杯で救ってくれて本当にありがとう。私からの願いは…どうぞご自分も大切にして
ね。 

医療従事者の皆様のおかげです。日々感謝 

私は持病があり重症化のおそれがあって、コロナには恐怖を感じます。これは医療
関係の皆様には目の前のことで、例え十分な対策や装備であっても大変なご心労
だと思います。ましてや、報道では十分な器具や防具が不足していると聞きます。私
に出来ることは小さいことですが、皆様へのお力になればと思います。皆様にはどうぞ
お体を大切にされると共に、心にも余裕を持ってお過ごし下さるように願っております。 

社会的責任が大きい本当に大変な職業だと思っております。平時でも大変なの
にこの非常時に危険を顧みずに従事されておられる姿を拝見しますと本当に感謝の
二文字しか浮かびません。我々はマスクとか防護服とかを作ることは出来ませんが、
僅かですが寄付をさせて頂いて今後の県の医療従事者への支援に役立てて頂け
ればと思っております。 

未知との戦いという困難な状況下において、最前線の人から、それを支える立場
の人まで、皆が力を合わせていることに感謝しています。まだまだ大変な時期は続く
かと思いますが、私も微力ながら力になれたらと思います。よろしくお願いします。 

最前線で働いて頂いていらっしゃる医療従事者の方に心から感謝申し上げます。 

感染リスクが高い最前線で必死に働いて頂いてらっしゃる医療従事者の方に心
から感謝申し上げます。 



恐怖と闘いながら最前線で働いてくださっている医療従事者の皆様に心から感
謝申し上げます。 

福井においては、近日少し落ち着きを見せているようにも感じますが、まだまだ医療
現場においては、大変な状況が続いているかと存じます。様々な苦難に直面しなが
らも、医療の最前線で日々懸命に対応されている医療従事者の皆さまには、本当
に感謝の言葉以外ございません、厚くお礼申し上げます。 
私共の出来る範囲となりますが、皆さまの一助になればと存じます。 

医療従事者の皆様、いつもありがとうございます。皆様の献身的な対応に感謝申
し上げます。 
 まだコロナと対峙していかなければなりませんが、one heartでこの難局を共に乗り越
えていきましょう。これからも健康に注意し、頑張ってください。 

皆様の懸命のお取組に感謝しています。 

未知の病気に対し、身を挺して治療にあた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。皆様のおかげで、福井県内でも多くの感染者が出ましたが、減
少しております。そのおかげで、私たちは安心して日々の生活を過ごすことができてい
ます。皆様の負担を減らせるよう、私も、家族も感染しないように気を付けて生活して
いきます。 

医療関係者のみなさんのおかげで、福井県の状況は良好になりました。本当にあ
りがとうございました。 

新型コロナ対策の最前線で働く医療従事者の方々には県民の命を守っていただ
くために御苦労をおかけしています。たいへんなお仕事ですが、皆様のおかげで助か
る命があり救われる家族がいます。ほんとうにありがとうございます。 

 

 

 

 



新規の感染者が発生していない県内に於いても、現在でも入院されている方が
何人かおられると聞き、医療現場等の最前線で日々緊張の中で働いておられること
に深い敬服の念を禁じ得ません。 
 皆様には大変な日々が続いていますが、私の乏しい現役時代の経験から申しま
すと、この特別な日々の経験は、皆様の今後の人生にきっと活きてきます。その日が
一日でも早く皆様に訪れることを祈念しています。これからもどうか心も身体もご自愛
願います。 

リスクを負いながら家族と過ごせない辛さを我慢しながら対応にあたる医療従事
者の方々に感謝申し上げます。どうもありがとうございます。 

医療従事者の皆さんの使命感に満ちた献身的な姿に深く感銘を受け、感謝の
気持ちで一杯です。弊社には社員が積み立てをしております災害支援寄付金があ
り、全員の総意で皆様に是非ともお役立て頂きたく、今回申請いたしました。 
第２波が懸念されるなど、皆様にはまだまだご負担がかかる状況が続くと思います、
私共も、少しでも私達に出来ることを実践して、皆様と共に歩んで行きたいと考えてお
ります。 
 改めて、医療従事者の皆様に心からの感謝を申し上げます。ありがとうございます。 

福井県内でも新型コロナウイルスが発生し、今は収束しつつあります。しかし。今
後第２・第３波に備えて、対策をしていかなければならないのも現実です。 
 各メディアで医療従事者やその家族に対しての、誹謗中傷や差別を見て、愕然と
しました。医療従事者の方も、一人の人間です。周りの言葉に苛まれず自分達のし
ている事に対して誇りを持って頂けたらと思います。少額ではありますが寄付致しま
す。少しでもお役に立ちますように。また、人と人との繋がりが少しでも広がり、明るい
社会になっていく事を願います。身体に気を付けて頑張って下さい。 

医師や看護師さんはじめ、事務職員さん、調理員さん、病院に勤務されているす
べての方々本当にありがとうございます。医療従事者のご活躍を支えるご家族様に
も、感謝申し上げます。 



いろいろな危険と隣合わせの中、使命感で頑張っておられる医療従事者の方々
にほんとうに感謝いたしております。 
個人事業主をしておりますが、お客様、従業員の協力の下、代表として寄付させて
いただきます。お身体を大切に頑張ってください。 
 私たち一人一人も私たちができることを協力させていただきたいと思います。 

感染への底知れぬ不安を常に抱えながら、最前線で勤務にあたっていらっしゃる
方々に感謝します。 

我が家では、幸いなことに、コロナによる被害もなく、出勤日数が減って収入が減
るということもありませんでした。なので、国の特別定額給付金につきましては、日ごろ
お世話になっている地域の医療に役立てていただきたいと思います。 
これからもよろしくお願いします。 

病院には日ごろからお世話になっていますが、本当に頭の下がることばかりです。
幸い近くに感染者がいなくても、報道等で恐怖を感じましたが、現場の方々はいかば
かりかと思います。心から感謝しています。 

うまい言葉が出ずもどかしいですが、感謝と尊敬の思いでいっぱいです。 
ありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症の最前線で日夜奮闘されている医師や看護師をはじ
めとする医療従事者の皆様に、心からの敬意を表し、深く感謝申し上げます。 

新型コロナ感染の医療現場最前線で、厳しい状況が長期化する中、過酷な環
境で懸命に闘い従事している医師、看護師他、医療従事者の方々に感謝の気持
ちでいっぱいです。 
 今後の第２波に備え感染症対策(防護服や医療用マスクなど)に微力ながら貢献
できればと思い、寄付させていただきます。 

コロナウイルスとの戦いで前線に立っている医療従事者の皆さん。心から感謝し、
応援しています。 



TV、ニュースで、医療従事者の皆さんが毎日頑張っている姿を見ています。私た
ちも外出自粛をして、感染が拡大しないように頑張っていきましょう。 

医療関係の皆様の力になれますように。 

日夜、身を挺して、患者の命を守ることに従事される方々へ、衷心からの感謝の
気持ちと、敬意を表し、些少ですが寄付をさせていただきます。細心の注意の元、お
勤めください。 

医療従事者においては、誹謗中傷がなされている方もおられると聞いております
が、それにもかかわらず頑張っておられありがとうございます。誹謗中傷する方は、自
分が感染したらどう思って治療を受けるのか疑問視されます。多くの方は感謝してい
ると信じておりますので、今後もよろしくお願いします。 

医療に従事される皆様の御健康をお祈り致します。 

少ないですが、コロナウイルス対策に使って下さい。 

大変な思いをして働いて頂いている保健所や医療従事者の方に感謝します。ま
た、日常生活を維持するために働いて頂いている物流や流通、小売業界の方々、
ありがとうございます。そして、一生懸命頑張って頂いている福井県の方々、ありがとう
ございます。 

医療にかかわる皆様 ありがとうございます。 

有言実行の福井県。コロナウイルス感染の最前線で奮闘してくださる、皆様に心
から感謝しています。 

頑張れ福井。 

 



 

県民の命を守るため、日夜頑張っておられる医療関係者の皆さま。ありがとう、応
援しています。頑張ってください。 

感染予防対策に関わる全ての皆様に感謝とともに敬意を表します。 

毎日本当にありがとうございます。こころより、皆様に感謝しています。 

 


