
市民からの応援メッセージ集

感謝とエールを贈ろう！

札幌市保健福祉局保健所医務薬事・医療安全担当課

Message

札幌市では、新型コロナウイルス感染症対応のため日夜奮闘する医療従事者の皆さまに
心からの感謝の気持ちを伝えるとともに、少しでも心の支えとしていただけるよう

市民からの感謝の気持ちが込められた応援メッセージを募集しました。
市民より届けられた思いを医療機関・医療従事者の皆さまにお届けいたします。
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医療従事者の皆様
昼夜を問わずの激務に頭が上がりません。もし医療従事
者の方にお子様がいて保育園や学校の心無い保護者に
差別的な事を言われたら、「人の心があるのか？自分さえ
よければ自分の子どもさえ守れればいいのか！？」と怒れ
る人でありたいです。そして医療従事者のお子様を守れる
保護者であろうと思います。大変な仕事を続けてくれて本
当にありがとうございます。

医療従事者の皆さま
感染へのリスク、ご家族の心配、多
忙な業務、たくさんの不安を抱えて
の勤務、本当に感謝しています。
応援しています。皆さまの献身あっ
てこそのコロナ対策です。私には家
で待機すること、応援することしか
できませんが、気持ちだけはお伝え
したいです。ありがとうございます！

もしかしたら、ここ何日も自宅に帰っていない方もいると
思います。
何日もお子さんに会えない方もいると思います。
私は毎日、ただ自宅でいつものように家事をし、短時間の
パートに行き、ほぼ以前と変わらぬ生活をしています。
この日常が保たれているのは、皆さんがコロナウイルスを
食い止めてくださってるからだと思います。
ただただ感謝しかありません。
どうか。皆さんもご家族様もご自愛ください。
そしてこの非日常が、少しでも早く終息することを願って
止みません。ありがとうございます。

最前線で闘っていただいてありがとうございます！
心が折れそうなときも有ると思いますが、心からの感謝
と、エールを送っている市民も居ることを伝えたいです！
心身ともに元気でいられますように…本当にありがとう
ございます(^^)

日夜、感染リスクと向き合いながらお仕事をされている医
療従事者の皆さんには頭が下がります。
患者さんを助けてあげられるのは皆さんのようなプロ
フェッショナルな方々しかおりません。
きっと今が踏ん張りどきと思って頑張って下さっている事
と思います。頑張っている人にこれ以上頑張ってと声を掛
けるのは忍びないです。
それは重々承知なのですが、それでも言わせて下さい。
頑張って下さい！！応援しています！
そして皆さんの頑張りに感謝しています。
ありがとうございます。去年内科手術で入院した者より。

医療従事者の皆さま
感染へのリスク、ご家族の心配、多
忙な業務、たくさんの不安を抱えて
の勤務、本当に感謝しています。
応援しています。皆さまの献身あっ
てこそのコロナ対策です。私には家
で待機すること、応援することしか
できませんが、気持ちだけはお伝え
したいです。ありがとうございます！

医療機関、医療従事者の方々、本当
に心身ともにお疲れだと思います。
メッセージを書くくらいしかできな
いですが、心より感謝しています。
なにとぞ、医療機関・医療従事者の
方、そのご家族も心身ともに安らげ
る日がきますよう祈っております。

医療機関・医療従事者のみなさま。

日頃のお勤めのご苦労を推察いた
します。特に、新型コロナウイルス
感染の不安な環境で目の前の患者
さんの命を守りたい思いで２４時間
お働きになっていることに、ただ感
謝ばかりです。
本当にありがとうございます。
どうぞ、お身体を労りながら少しで
も休養できる時間をおつくりくださ
いますよう、心を合わせてコロナ感
染の収束を願っております。
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いま、医療従事者の皆様は、新型コロナウイルスという未曽有の敵と、その最前線で戦っていただいています。
自分自身や、ご家族の感染リスクを防ぎながら、皆様は、その大きなプレッシャーの中で、
人々の大切な命を守るために献身的に頑張ってくださっていると思います。
一方で、世の中には、医療従事者の皆様やその家族の方々を、危険な対象として差別や偏見、そして、誹謗、
中傷といった形で攻撃する方がいると聞き、とても悲しくなります。
新型コロナウイルスがどういうものなのか、正しく理解できないあまりに新型コロナウイルスが怖いあまりに、
多分その恐怖心からなのでしょうか、分かりませんが。
私は、医療従事者の方々や、皆様を支えるご家族を、感謝の気持ちで応援したいと思います。そういう思いで、
今回、この投稿をさせていただきました。私のような思いを持っている方々は、たくさんいると思います。
ぜひ、この思いを医療従事者に届けてほしいと思いますし、少しでも、その支えになればと願っています。
今まで経験したことがないような大変な事態ですが、
私たち一人ひとりができることが、たくさんあると思っています。
私たちの生活を支えて下さる多くの方々に対し、感謝の気持ちを持ちながら、
この機会に、一人ひとりができることを、もっともっと考えていきたいと思います。

医療従事者の方へ

日夜、患者さんを守るために命がけで働き続けている方
へ、心より感謝の気持ちを伝えたいです。
世界のニュースを見て、コロナ感染症により亡くなってし
まった看護師たちのことを知りました。
医療現場の前線にいる方たちは、「怖い」と言えずとても
大きな恐怖・危険と闘っていると思います。
大切な家族のことを思うと、自分の置かれている状況が
辛く悲しいものに思えるかもしれません。遠くで医療現場
の情報を得ているだけの自分に、何ができるでしょうか？
今の医療現場について可能な限り理解し、看護にあたら
れている皆さまへ深く感謝することはもちろん、いつ危険
が近づいてくるか分からないこの世界の中で、日ごろから
人に必要な気配りをし、周りの人を守れる存在になりたい
です。
そして、医療従事者の方たちのために毎日祈ります。
皆の祈りが届いて、皆がコロナから守られますように。
医療従事者の方へ、心の底から「有り難う」を伝えます。

本当にありがとうございます。
これ以上感染者を増やさないためにも、一人の札幌市
民として、周りに呼びかけていきます！
本当に、本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。

医療機関・医療従事者の皆様のおかげで感染拡大が
最小限に留められ、感謝の気持ちで一杯です。
私達も外出禁止等、協力出来ることは何でもしますの
で、是非ともこの新型コロナウイルスに打ち勝ちま
しょう。本当にありがとうございます。

うまく応援出来なくてすみません
起きた事をくよくよしてる人達
批判ばかりして何もしない人達
そんな人達より、今を必死に生きる皆様が素晴らしい

我が家の長女が看護師を目指し、今年医療大学へ進学しました。なので尚更、医療に従事されている
方々の事が常に頭に浮かびます。
本当に頭が下がります。市民レベルでは何もお助け出来る事は無いかもしれませんが、
コロナにうつらない、うつさない事が最低限の応援と思い、なるべく人との接触を避けております。
頑張れとは言いません。こんな状況ですから、とにかくご無事でとしか言えません。
そして、心からありがとうとお伝えしたいです。
長女も数年後、みなさまのおチカラになれるよう勉強しております。くれぐれも御自愛下さい。
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ほんの少しでも皆さまの心の支えになれたらと思い、微力ではありますが
応援メッセージを送らせていただきます。
私はこれまで、日常生活の中で「医療を受けられること」をどこか当たり前のように感じていました。
しかし、それは決して当たり前のことではなかったのだと、今になって改めて強く感じています。
医療に従事される皆さまが昼夜問わず、
医療を必要とする方々のため身も心も削りながら寄り添って下さるからこそ、
私たちは安心して暮らすことができているのだと改めて気付かされました。
この場をお借りして、心より、ありがとうございます。
そして、どこか当たり前のように感じていた自分を恥ずかしく思っております。
ヒーローのように感じられても同じ人間同士。
とてつもない重圧や激務にさらされ泣きたくなるような日も少なくないのではないかと
想像いたします。
どうか、ご自身とご家族の安らげる時間が少しでも
多くありますよう願ってやみません。
そして一刻も早い収束のため、自分に出来る健康管理と
外出自粛を引き続き行うことで同じ札幌市民としてささやかながらお力になれるよう頑張ります。
最後になりましたが、医療従事者の皆さまを心より尊敬しております。

医療従事者のみなさまにおかれては、
日々コロナ対策の最前線で働かれており、多忙さはもと
より感染リスクと常に隣り合わせであるため、
心身ともに困憊のなか業務にあたられていると思います。
そのような中、我々が皆さんにできることは、
感謝することと、それをできるだけ形にしてお伝えするこ
とと思っています。

本当にご苦労様です。そして、ありがとうございます。
皆さんのおかげで救われた命、生まれた笑顔が
どれだけあるか・・

一日も早いコロナの収束と、従事者の皆様の健康を願い、
応援メッセージとさせていただきます。
まだ難局は続きそうですが、
皆で乗り越えていきましょう。

医療従事者の皆様
本当にご苦労様です。
現場は戦場ですよね。
外来で緊張の為か突然失神で倒れた
看護師さんもお見かけしました。
その後を心配しています。
どうぞ 皆様ご自分のお身体もお大事
にして下さい。
通常勤務に戻る事を
切に願っております。

肉体的にも精神的にも毎日ギリギリどころか限界を超え
て戦ってくださってることと思います。
本当に心から感謝の気持ちでいっぱいです。
なんの資格もなく力にはなれませんが、
私たちも精一杯今できることを、stay home!かからな
い！ うつさない！
皆さんの負担を少しでも軽くできるよう
頑張って家にいます！

毎日お疲れ様です。
私達の命を守って頂きありがとうご
ざいます。
皆様の尽力に感謝致します。
お身体に気をつけて
ご従事ください。
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私たちの元気を取り戻そうと奮闘していただいている医療従事者の皆さまへ
いつも大変お世話になっています。今回のコロナウイルスへの対応はまだまだ続いている中ですから、
益々お忙しい毎日を過ごしていられることと思います。
私たち自身がさらに感染を拡大していかないように、行動自粛や新しい行動様式への改善を心がけて
参りますので、医療従事者の皆さまもどうかお身体に気をつけて業務に当たってください。皆さまご自
身がご無事で終息の日を迎えられますように、心からお祈りしています。

すべての医療従事者の皆さん、関係者の皆さんに心から感謝しております。本当にありがとうございます。
それと同時になかなか感染抑制ができていない現状に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
ごめんなさい。本当に本当にごめんなさい。
１日でも１秒でも早くコロナウイルスが収まって、あなた方がいつもの日常を取り戻し、あなた方を待っている
大切な人たちに安心して笑顔で会える日を心から祈っております。
私たちは感染防止の為に自宅待機や自粛する事しかできませんが、医療従事者の皆さんのご負担にならない
ようにがんばります。あたりまえのあの日を取り戻すまでみんなでがんばりましょう。
札幌市の皆さん、心をひとつにがんばりましょう。

医療を支える皆さんへ

皆さんの懸命な努力で地域が支えられていること、
市民の命が支えられていることを、改めて実感します。厳
しい環境のなかでの戦い、その使命感に頭が下がります。
歴史に残る仕事をしていることを
ご家族に誇ってください。
私たちは皆さんとご家族を応援し続けます。

毎日感染者が増える中、看護師さんや医師の皆さん
感染しないかと日々戦いの日ですね
まだまだ忙しい日々が続きますが
体調管理に気をつけてください

札幌市内で医療関係に従事している皆さん、
昼夜を問わない献身的なご努力、本当に本当にご苦労様
です。先日も市立病院前で救急車の出動の瞬間を
目撃しました。防護服を着こんでの出動の様子でした。
市民の生命を命がけで守っている姿に感動を覚えました。
くれぐれも感染等には留意して頑張ってください。
ホントに微力ですが「みんなでコロナに立ち向かおう!」
にも参加させていただきました。

毎日感染者が増える中、看護師さんや医師の皆さん
感染しないかと日々戦いの日ですね
まだまだ忙しい日々が続きますが
体調管理に気をつけてください

日々人生の一大事である「生老病死」の最前線で奮闘されておられる皆様、
そしてさらにコロナという不気味で厄介なものに立ち向かっておられる皆様の
そのご苦労と心労は測りしれないものがあると思います。
一市民として最大の敬意と尊敬を持って最敬礼させて頂きたい。
本当にありがとうございます。くれぐれもお身体を大切に。
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ネットやテレビで、医療従事者の方々が感染リスクに晒さ
れながらも最前線で戦っている姿を取り上げられる
ニュースを見るたび、
感謝の気持ちでいっぱいになります。
気を付けていても罹ってしまう人はいますが、
自分だけは大丈夫と何の根拠もない自信を持ち、
外出自粛が呼び掛けられているにもかかわらず不要不急
ではない外出をして罹患してしまう人のために、医療従事
者の方々が感染リスクに晒されることは、医療関係者でな
くても心情的に納得できません。
私たち医療従事者ではない市民は、医療従事者と札幌市
の経済を守り、ふつうの生活を取り戻すため、
外出自粛を続けていきます。
ふつうの生活に戻るまで、
医療従事者の皆様の心と体が守られますように。

医療従事者の皆様へ

私の家族も新型コロナの受け入れ病院で働く医療従事者の一人です。
最近は感染患者数も減り落ち着いてきたように見えていますが、
医療の現場は大変と聞いています。
ずっと医療用具も不足する中を感染のリスクを背負って頑張り続けている皆様には感謝の気持ちでいっ
ぱいです。刻々と容態が悪化する方や亡くなってしまう方がいる。感染のリスクを考えると家族の元へ帰
る事はできない。精神的に張り詰めた糸が切れる寸前。
完全な終息はずっと先の事になるのでしょうから、走り続けている医療従事者の皆さんが一呼吸できる
よう…私達が気を緩める事なく感染しない行動をしなくてはならないと思います。
どうか皆様お体に気をつけてください。
一日でも早く皆様がお子様を抱き上げたり家族と安らげる日が来るよう。
私達はコロナを恐れながらも優しい心を持ち、コロナと闘っている方たちに敬意と感謝の
気持ちを忘れずに感染しない行動を続けなければならないと思います。

子ども達や医療従事者を含める
頑張っている人達へのメッセージ
動画を作りました！
この動画が少しでも広がって、みな
さんを少しでも勇気づけられたら、
力になれたらと思います。
https://twitter.com/kiss_of
_goddess/status/12621661
37015427073?s=19

医療従事者の皆様
本当に日々過酷な状況で人々の命を救うため
に励んでいただいていることと思います。
今回の札幌市の企画である
医療従事者への応援メッセージという取り組
みを知り皆様のおかげでわれわれの日々の生
活が送れているのだなあとあらためて
認識する機会にもなりました。
どうぞお体を労わりながらとは言ってもなかな
か難しいかもしれませんが休む時にはしっかり
と休み食べる時にはしっかりと食べていただき
まして引き続きご尽力いただければ幸いでご
ざいます

こんにちは。
私たちは高校生と大学生の9人のメンバーで
この動画をつくりました。
福祉関係者、ゴミ収集の作業員、
保健所の職員、配達業者、
そして医療従事者への感謝のメッセージです。
少しでも社会に貢献できないかと考え、
動画をつくることにしました。
以下のURLから動画にアクセスできます。
どうぞよろしくお願い致します。
https://youtu.be/fAFYCVFTnhU
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毎日、忙しく働いている医療機関の皆様へ。
コロナなど感染の危険がある患者さんの対応は、命がけ
ですし、大変なことと思います。私がかつて入院していた
病院や、友達の勤務先にもコロナ患者が出たことを知り、
大変胸を痛めております。治療を止め続けるのが難しい
病気の方もいるので、患者さんにも、安心して治療に専念
できる環境が整います様に。少ない金額ですが、募金させ
て頂きました。

皆さん本当にありがとうございます。
本当にカッコイイです。
毎日ありがとうございます。
病気の人たちのために、がんばってください。
私は皆様のお世話にならないように、
がんばります！

医療従事者の皆様、日々、新型コロナウイルス感染症と最前線で向き合ってくださり、
本当にありがとうございます。
私の家族や知り合いには医療従事者はいないため、皆様のご苦労や努力はメディア等を通して想像することしかで
きませんが、いつまで続くかも不透明なこの未曽有の事態に立ち向かうこと、ご自身やご家族の命を守りながら、
患者さんのケアにあたる日々を過ごすことは精神的にも体力的にも相当なものだと推察します。
この未曽有の事態を乗り切ることは、もちろん医療従事者の皆様のご尽力なしには成し遂げられませんが、一方で
医療従事者の皆様だけでなく、市民、国民一人一人が、この事態に真摯に向き合う姿勢もまた事態の早期収束には
欠かせません。
私も日々自分にできることを精一杯やっていきます。共に闘いましょう！
このようなメッセージを書くことによって改めて医療従事者の皆様を想うことができました。
ありがとうございました。

毎夕カーテンを閉じる前に医療従事者の皆様に
感謝と激励の思いをこめて拍手をしています。
本当にいくら感謝してもしつくせません。
心からありがとうございます!

自らを犠牲にし、最前線で業務に従事する全ての医療
機関・医療従事者に心より敬意を表します。
一日でも早く新型コロナウイルスが終息するよう、
自身の行動にも気を配って参りたいと思います。

１９世紀のクリミア戦争で衛生面での重要性に着目し、
様々な試練に打ち勝ちながら、多くの人々に献身的に奉
仕したナイチンゲールは「犠牲なき献身こそが真の奉仕」
として他人の善意のみに依存せず、持続的な奉仕活動が
できるような環境整備が肝心なのだと教えられています。
今回の新型コロナウイルスでの医療関係者の献身的な活
躍が医療関係者だけの善意や使命感に支えられないよう
に、国民全体が物心両面で支え医療関係者からの犠牲を
出さないことが、
今、とても大事だと思います。
どうか、国民全体で医療関係者を応援していくような環
境づくりをみんなで、作って行きましょう。

コロナが終息したら、また元気いっぱい子どもたちを
遊ばせましょうね！
今はただそのときがくるのが待ち遠しく、そのために
私たちもできる限りの協力をしていきます！



09 新型コロナウイルスと闘う医療従事者に対する応援メッセージを！

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
闘
う
医
療
従
事
者
に
対
す
る
応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
！

医療従事者のみなさん、今働いてくださってる皆さん、
本当にありがとうございます。
私個人でできることは少ないかもしれないですが、
少しでも協力できるように行動させていただきます。今、
大切なのは一人一人が自分で判断して適切な行動をとる
ことだと聞きました。
全てのひとが周りの人のために行動することができる世
の中になることを少しでも後押しできていれば幸いです。
今、こんな状況の中働いてくださってる皆さん本当にあり
がとうございます。
休憩してくださいといいたいところだけど、
それすら負担になっていたら申し訳ないので感謝の気持
ちだけでも伝わっていればうれしいです。
頑張ってください。

見えない敵と闘うというのは想像できないけど、
そんななかでお医者さんや看護師さんはとてもカッコい
いです。まさに正義のヒーロー、ヒロインです。
これからも頑張ってください。
そしてありがとうございます。

お医者さんや看護師の皆さん
いつも新型コロナウイルスに苦しんでる人たちを救うためにがんばってくれ
てありがとうございます私たちも家で勉強をがんばります
皆さんも世の中の多くの人のためにこれからもがんばってください
よろしくお願いいたします

危険な新型コロナウイルス感染症の最前線で戦っていただき本当にありがとうございます。
医療関係者の皆様のおかげさまで今の北海道、日本はどうにか持ち堪えていることは、紛れもない事実です。
家族に会いたくても会える時間もない、そんな余裕さえない中、
さらには死と隣り合わせの状況で頑張ってくださっていることを私は
テレビなどで拝見をし、ほんとにありがとうございます。としか言いようがありません。
私たちにできることは、一番いいことは感染者を増やさないことだと思います。
皆さんのためにも、私自身周りの方々に声をかけ、1日でも早く、コロナが収まり、医療関係者の皆様が、
笑顔でゆっくりとした時間を
過ごすことのできる日が来ることを待ち望んでおります。
私は皆様のことを全力で応援し、私自身にできることは全力でしていきます。

子ども達や医療従事者を含める
頑張っている人達へのメッセージ
動画を作りました！
この動画が少しでも広がって、みな
さんを少しでも勇気づけられたら、
力になれたらと思います。
https://twitter.com/kiss_of
_goddess/status/12621661
37015427073?s=19

最前線の現場で、日々昼夜問わず
ご尽力されている皆さんに
心から感謝します。
身内にも医療関係者がいます。
心無い誹謗・中傷は、相手にする価値
がありません。少しでも皆さんの負担
を減らせるよう、私もいまの自分にで
きることを徹底したいと思います。
一日も早い終息を願っています！
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医療従事者の皆様、いつご自分も感染するか分からない中、
そしてマスクや防護服など医療用品も足りない中、懸命に取り組んでくださること、心より敬意と御礼申し上げます。
私は、小児喘息で何年も入退院を繰り返しましたが、看護師さんの寄り添いが暖かく嬉しかったこと、
ナースステーションの灯りを見ると、なかなか眠れない夜も安心できたことを思い出します。
そのときも、夜勤の看護師の皆さんがそこで働いてくださっていたのですよね。
また今も持病で長らく病院にお世話になっていますが、寄り添い理解してくださる医師の方々に支えられて
ここまで人生を諦めずにくることができました。
皆さま、どうかご自愛ください。
そして、医療従事者の方々に対する差別的な言動には強く反対・抗議してまいります。本当にありがとうございます。

私の将来の夢は医者です。
皆さんのようなたくさんの病気に立ち向かえるような
医者になりたいです。コロナウイルスにうつったら大
変、という不安もあると思いますが、国民のためにも
がんばってください。応援しています。

最前線で従事している皆さま
お身体は大丈夫ですか？　家に帰れていますか？
ご飯食べてますか？寝れていますか？
もし私や家族が感染したら皆さんに頼るしかない状態
です。でも、皆さんのお身体も心配です。
私たちも自粛生活をして感染を防ぐ努力をします。
皆さまもどうか体調を崩すことないように
くれぐれもお気を付けください。
皆さまの健康と一日も早い終息を願っております。

医療従事者の皆さまへ
最前線で働いてくださり、本当にありがとうございま
す。私たちの今の生活があるのは、医療従事者の皆さ
まのおかげだと思います。この大きな危機を乗り切る
ために、お互いを思い合うことを大切にして、私たちが
できることは何なのかを考えて行動したいと思いま
す。微力ながら、医療従事者の皆さまを応援しており
ます。

医療従事者の方全てに感謝しています。
この一言につきます。
感染者の治療にあたってらっしゃる方々は、
肉体的、精神的にもギリギリの中で
やってらっしゃるのではないかと思います。
ご家族の方にも会えない中で、治療にあたっているので
はないでしょうか？直接感染患者に関わっていない医療
従事者の方々も風評被害があったり、私達が思いもよら
ないようなところでご苦労されていらっしゃるのではない
かと思います。
私が出来る事は、不要不急の外出を控える事ぐらいです
が、皆様方へ感謝の気持ちを持ちながら、毎日を過ごして
います。どうか皆様、お体に気をつけて
乗り切って頂きたいと思います。

医療従事者の皆さまの存在に日々感謝しています。
現在、妊娠6ヶ月でどうしてこのタイミングで…と
悩んだ時期もありましたが、
毎回の検診で私よりも感染の恐怖と向き合いながら
優しく出産まで寄り添った言葉をかけて下さる先生、
看護師、助産師の方に心からの感謝をお伝えしたいです。
自分の出来る事として行動自粛をして、
より早く医療従事者の方々がほっと息を付ける日が
やって来る事を強く願います。

本当にありがとうございます。
医療従事者の方々のおかげで日本はどうにか頑張れてい
ます。本当に大変だと思います。
何もできませんが応援しています。
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休む暇もなく命を守ってくださる皆様、ありがと
うございます。尊敬と感謝でいっぱいです。
どうか、お身体をご自愛ください。

感染のリスクに曝されながらも命がけで戦っておられる
姿を見て、医療関係者の方々とそれを支えておられるご
家族の皆様に感謝の気持ちで一杯になりました。
このままご家族との時間や休息が取れない状態が続く
と、心身ともに疲弊した状態になっているのではないかと
心配になります。それで、少しでも皆様の心の支えにして
いただければと思い応援メッセージを投稿させていただ
きました。
私が力づけられているこんな言葉を送ります。
「良い言葉によって心が晴れる」～心のこもった思いやり
のある言葉には力があると感じております。
この大変な時に「心の休息」に役立てていただけるなら幸
いです。医療従事者の皆様に心から感謝するとともに、
自分にできることを精一杯行って感染予防に努めていき
たいと思います。感謝を込めて

医療従事者へ心からの感謝の意をこめて
67人のアマチュア音楽家たちが奏でた「ありがとう」
世界中を取り巻く厳しい環境が続く中、日々命がけで働く
医療従事者とその人々を支えている方々に感謝の気持ち
を表すべく、67人のアマチュア・ミュージシャンたちが一
つになって音楽を奏でました。
感謝よ届け!総勢67名の『ありがとう』

https://youtu.be/RS9iIUPx_Hs

医療従事者の皆様へ
長く大変な毎日で皆様のお体が心配です。
世間では感染ピークがおさまってきたように見えますが、
医療従事者の皆様は変わらずの激務と身体的疲労で本当に大変だと思います。
各地で緊急事態宣言が解除され北海道も解除の日が
近くなっていますが市民の気の緩みで、また感染者が増加してしまう事がとても心配です。
医療従事者の家族（特にお子様）は、本当に寂しく不安でいることと思います。
皆様が家族と早く安らげる生活が送れるよう…
私たちは更に感染しないよう気を引き締めて行かなくてはと思います。
この先も続く新型肺炎と正しく上手く私達が付き合っていかなくてはいけないと思っています。

びょういんではたらくみなさんへ
コロナウイルスの中、がんばってく
れてありがとうございます。
みなさんにぴったりのことばがあり
ます。
おしみなくあたえる人はむくわれ、
たの人をさわやかにする人は、自分
もさわやかにされる。
これからもがんばってください。

医療従事者の方々へ、
心から"ありがとう"を伝えたい。
そんな思いからある、素敵なプロ
ジェクトが立ち上がり、それを、自分
が暮らす札幌の病院や、介護施設
にもなんとか届けられないかと、
ずっと考えていました。
そんなときこちらのサイトを見つけ
て、是非利用させて頂けないかと思
い、了承を得ずに画像を送らせて頂
きました。
みんなの想いを、届けてください！
お願いします！！
ありがとうのうたプロジェクト『あり
がとうのチカラ』
https://arigatou.ai/
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日々危険と隣り合わせの中、治療、看護業務にご尽力いた
だき、ありがとうございます。
市民の私達の外出自粛や予防等は微力に過ぎませんが、
医療従事者の皆さまの負担を増やさないよう、現在の状
況が終息するまで気を抜かず徹底していきたいと思いま
す。どうかご自身の御身体もご自愛下さい！
そして引き続き、どうぞ宜しくお願いいたします！

医療従事者の方々へ
日々、尽力してくださりありがとうございます。
医療従事者の方々のリスクに対する不安や立ち向かって
くださっている勇敢さは私には、はかり知れません。
それぞれに大切な人がいて守りながらも最前線に立って
くださっていること。本当に頭があがりません。
言葉では足りないですが、ありがとうございます。
どうかほんの少しでも安らげる時間がありますように。
外出自粛くらいしか貢献できない私ですが、ともに終息に
向かって進んでいきますよう。心はともにありたいです。

勇敢に闘ってくださっている皆さまへ
愛、勇気、憐み深さ、辛抱強さ、善良さ…。皆さんが払って
くださっている自己犠牲の多くの働きに感謝とともに、
深い敬意を表したいです。一人一人の貴重な命を大切に
思ってくださる大きな愛、
本当にありがとうございます。心からの感謝を込めて…。

コロナ感染症で世界中の人が苦しんでいます。
そんな中、日本でも感染症から私たちを助けるために、自
己犠牲を払って働いて下さる医療従事者の方々に、心よ
り感謝をお伝えしたいと思います。古い格言に「親切であ
ることは、自分のためになる」と有ります。
皆様のご親切は私たちにとって深い感謝の源ですが、私
たちのためだけでなく、皆様にとっても多いなる祝福で有
りますよう心よりお祈りいたします。

今、凄く大変な毎日かと思います。
医療の最先端にいない僕たちは、皆様のお気持ちを
100%理解することはできていないかもしれません
が、分かる人は分かっています。
今を乗り越えれば必ず笑える日が来ます。
みんなで力を合わせて頑張りましょう。

医療従事者の皆様へ
終わりが見えない中、来る日も来る日も不安を抱えな
がらも最前線で働いて下さり、本当にありがとうござ
います。
皆さんの様子を報道で見聞きすると、
「正しい人たちの善良さによって町は喜ぶ」という格
言の言葉を思い出します。心身ともに疲れ切ってしま
う事もあるかもしれませんが、その働きの上で、たくさ
んの人たちが、皆さんに感謝し喜んでおられることと
思います。どうか、休める時にはしっかりと休み、ご自
愛ください。

あなたがいるから生きていける
自分が危険な目に合うかもしれないのに
知らない人のために
誠意を尽くせる医療従事者の皆様は
日本人の鏡です
どうか過労には気を付けてくださいませ

マスク、防護衣が不十分な中、懸命な治療大変ありが
とうございます。十分注意してください。
よろしくお願いいたします。

病気と常に向き合って頑張っている皆様は国民のヒー
ローです。身体を大切にこれからも頑張ってください。
本当に有り難うございます。感謝しています。
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北海道並びに、札幌市、日本全国の医療従事者の皆様へ
毎日、自らの生命を削って業務に対し、大変深く感謝申し
上げます。我々も1人の生身の人間です。
時には、けがや病気をする事だってあり、その度に、医療
従事者の方々に助けて頂きました。
コロナという未知なる謎なウイルスと、毎日向き合わなけ
ればいけない現実。本当に頭が下がる思いであります。
また、日本全国の保健所の方々も、大変な思いをされてお
ります。決して、無理だけはしないで下さい。
この困難に感謝しかありません。

医療従事者の皆様。関係者の皆様。
心から感謝申し上げます。
正直今どの様な言葉をかけて良いのかもわからない位
戦って命を守る為に尽力されてる姿を想像しただけでも
涙が出て来ます。ですから何もできませんが、私は緊急事
態宣言が出てから未だに家に居ます。
皆様の事を考えたら自粛のストレスなんて言ってられませ
ん。どうか辛かったら泣いて下さい。悔しい思いをしたら
叫んで下さい。でも確実に良くなっている人達がいます。
その時は笑顔を見せて下さい。
心と身体を守りながら今を乗り越えて頂きたいです。
皆様が頑張っている事は決して忘れてません。
毎日祈っています。ありがとうございます。

医療従事者の方々には大変な思いされて、
感染のリスクの中で本当にありがとうございます！
まだまだこれから先が見えない中で戦っていただいてい
る、医療従事者の皆さんの為に私達は感染しないように
自粛する事が大事だと思います！
本当に、本当にありがとうございます！

大変な状況の中、私たちのために奮闘してくださっている皆さま、本当に本当にありがとうございます。
皆さまが日々最前線で闘ってくださっているお陰で私も仕事をしながら共に乗り越えようと思えます。
昨年、私は親の病で在宅治療を経験しました。
医療のお仕事は患者1人1人に寄り添い、患者さんを親身になって対応してくださる、自分の身を削り
ながら日々取り組んでくださっている、本当に素晴らしい、自分には到底できない仕事だと感じており
ます。本当にありがとうございます。
大変な状況ではありますが、これからも応援しています。

いつも新型コロナウイルスを
治療して頂き感謝と尊敬致します
ありがとうございます
今後とも応援して参ります
休めないが休息も大切です
私も新型コロナウイルスには
厳重注意して参ります。

医療従事者の皆さん、本当にあり
がとうございます。
皆さんの今の気持ちを想像する事
も難しいですが、感染の恐怖もある
中、日々対応をしていただき感謝の
気持ちでいっぱいです。
どうかご自分の事も大切に過ごし
ていただきたいと思います。
終息を祈り、皆さんの健康を祈って
おります。

日々、最前線で地域を支えて頂きあ
りがとうございます。私たちが計り
知れないほどのリスクや不安をか
かえながら、命を救う為に努力して
下さり、本当に感謝しています。私
に出来ることは少ないですが、少し
でも力になれればと思い、メッセー
ジを送らせて頂きました。医療従事
者の方々の健康と、一刻も早い終
息を願っています。
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最近コロナウイルス感染症で退院された方のインタ
ビューがありました。
「大丈夫ですよ」と医療従事者から声をかけて頂いた事が
一番の励みになったとのコメントを聞いて感動しました。
とても忙しく緊迫された中でも病気で弱い立場にある人
に、思いやりの言葉をかけられて立派だと思いました。私
の愛読書の中にも「慰めの言葉をかけ、弱い人を支え、辛
抱強くあってください」とあります。
新型コロナウイルス感染症の最前線で闘って下さってい
る医療従事者の皆様に心からの感謝をお伝えしたいと思
い投稿しました。ありがとうございます。感謝にて。

医療従事者様、新型コロナウイルスに、
日々奮闘してくれている事にとても感謝します。
ありがとうございます。
大変な状況の中、肉体的にも精神的にもダメって言う時で
も、コロナと闘っている事に、私は胸を打たれました。
皆さんのおかげで、多くの大切な命が助かっています。
本当にありがとう！
この時期を乗り越えれば、明るい未来は必ずきます。
一緒に乗り越えましょう。
そして最後に、医療従事者の皆様
どうか体には気をつけて頑張ってください！応援しています！

医療従事者の皆様へ
テレビ等の報道から大変な状況下で闘っているのだと知
りました。新型コロナから私達を全力で守ってくれている
方々への偏見差別、誹謗中傷があるなんて信じられませ
んでした。でも私をはじめ多くの市民は医療従事者の皆
様に感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。
私に出来る事は外出を控え、健康管理を気をつける事位
しか出来ませんがそれが一緒に闘っている事だと信じ頑
張ります。本当にありがとうございます。
必ず皆で笑顔で過ごせる日が来ると信じています。

市立札幌病院で働く医療従事者の皆様へ
長引くコロナ禍との戦いの様子をずっとニュースで拝
見しています。今日本は第1波を超えたかのように見
えていますが北海道の状況を見ながら長期戦になる
ことを覚悟しています。
地域の中核病院で奮闘されている皆様のお気持ちが
少しでも緩和され一日でも早くこの戦いに勝利する日
を心から願っています。

日夜問わず、感染の恐れもあるのに頑張っていただい
てありがとうございます。何もできませんが、皆様の手
を煩わさない様に感染しないよう努力します。
一日も早く終息する事を祈ってます。

いつもコロナと闘っている皆さまに心の底から感謝
し、尊敬しています。私には難しい事は解りませんが、
家族に会えない哀しみは、分かります。
御家族の気持ちを考えると辛いです。だけど、私は人
のために尽力している皆さまを見守っています。
どうか自分に負けないでください。私も負けないよう
に努力します。ありがとうございます。

医療従事者関係者の皆様、
自身の感染リスク恐怖と闘いながらのご奮闘心から
感謝申し上げます。あなた方の周りにはたくさんの応
援している人がいることを忘れないで下さい。くれぐ
れも体を大切にして下さい。

もしかしたら自分が感染してしまうかもしれない、
感染して亡くなってしまうかもしれない。
そんな不安や恐怖の中で頑張ってくれていることに
感謝で収まりきらない気持ちでいっぱいです。
医療関係者の皆様、本当にありがとうございます。
皆様の無事を祈ります。
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初めてのウイルスで手探りの対応に追われてる中で、常
に危険に晒されて、それでも献身に、1番厳しい現場で患
者と向き合って日々がんばってる医療従事者の皆様のお
かげで、私達は、こうして安心して生活ができてると感謝
の気持ちしかありません。
自分がその立場になれば，感染のリスクと日々闘いながら
同じ対応ができたのか…と考えたら出来ないと答えると
思います。
本当に有難うございます。
そして本当にお疲れ様です。医療従事者の皆様に感謝し
ながら皆様の健康をお祈りしています。

医療従事者の皆さん。
毎日本当にお疲れさまです。そしてありがとうございます。
皆さんが命がけで職務に専念されているおかげで、私達
市民が守られています。私達市民も感染拡大を防ぐよう、
日々の行動にしっかりと責任を持ち、生活していきます。
くれぐれも体調にはお気をつけ下さい。
皆さまにも大切な家族がいらっしゃると思います。皆さま
は私達市民の誇りです。本当にありがとうございます。

秋元市長。
最前線で戦っている医師、看護師、臨床検査技師、放射線
技師、薬剤師等の皆さんに、しっかりと手当を支給してあ
げてください。切にお願い申し上げます。

今年始めから、深刻な感染症の流行で多くの方が不安や
心配を抱えている中、医療に携わっておられる皆様は当
初から危険と隣り合わせで、昼夜働いてくださっているこ
とに、心から感謝いたします。
感染者数は減少傾向にありますが、多数の方々の医療的
なお世話をするためには、気を抜くことができません。
また、感染して苦しんでおられる方々にとって、家族にも
できないような手当ては本当にありがたいものだと思い
ます。
感謝と共に、心の支えとなる言葉をお贈りいたします。
「愛は辛抱強く、親切です。愛は全てのことに耐え、全ての
ことを希望し、全てのことを忍耐します」。

医療従事者の皆様、支えてくださっ
ているご家族の皆様。
ありがとうございます。
日々、感謝しています。
毎日、不安と緊張があり大きなスト
レスを感じますよね、、、、
どんな時でも人々に何も見返りを
求める事無く受けるより与える精
神により命を救う為、
多くの犠牲を払い働いてくださって
いる事に私たちは助けられて支え
られています。
心から感謝し、応援しています。

自分のことばかり考えずに他の人
のことにも気を配りましょう、と言う
言葉の通り、医療従事者の皆さん
の命がけの働きに心からエールを
送ります。
もし、少しでもお休みが取れたら、
心の緊張を解いて、皆さんお身体を
ご自愛下さい。
医療従事者を支えるご家族の皆様
にも、心から感謝致します。

緊張感の走る医療現場で身を粉に
して働いて下さっている皆様には
本当に頭が下がります。
心から感謝を申し上げます。
「惜しみなく与える人は報われ他の
人を爽やかにする人は自分も爽や
かにされる」と言う言葉が有ります
が時間、体力の限りを尽くし思いや
りを持って接して下さっている
その働きは、必ず報われる事と思い
ます。重ねて感謝し1日も早くコロ
ナ感染が終息しホッとする日が来
ることを祈っています。
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新型コロナウイルスの感染患者に対応している病院の様
子が報道されるのを見て、医療従事者の皆さんがご自身へ
の感染というリスクにさらされながら、使命を全うしている
勇気に感謝したいと思い投稿させていただきました。
勇気には逆境に面しても頑張り通す、正しい事柄を擁護す
る、堂々と信念をもって苦難に立ち向かうといった特色が
ある、と言われています。まさに皆さんはコロナウイルスと
の戦いの最前線で立派な勇気を示しておられます。
現場で働く知り合いの看護師さんから、ご家族も先の見え
ない状況の中で忍耐し医療従事者の皆さんを支えておら
れること、その上周囲から心ない言葉をかけられているこ
ともお聞きしました。このような形でしかできませんが医師
の皆さん、看護師の皆さんそして医療に従事される全ての
皆さんの勇気と、医療従事者の皆さんを支えておられるご
家族に心からの感謝をお伝えいたします。本当にありがと
うございます。

中国北京から札幌市の医療機関の皆さんへメッセージを
送らせていただきます。
日本の中でも早い時期から新型コロナウイルスとの闘い
を続けられておられ、大変なご苦労をなさっていることと
存じます。健康に留意してということ自体難しい状況なの
ではないかと想像しますが、それでもくれぐれも健康に留
意していただきたいと願っております。我々中国に在住の
日本企業あるいは日本人は、１月からのウイルス禍におい
て、日本からのマスク等の支援にも助けられて難局を乗り
越えることが出来ました。
今度は我々の方から出来ることはないかと考え、北京の
日本コミュニティ有志で寄付金を募り、医療用ガウンを調
達し、日本の自治体に寄贈する事業を行っています。ここ
北京には札幌市の出先機関もあり、そちらの厳しい状況
もより直接的に耳にします。これもご縁。札幌市に対して
もガウンを寄贈させていただくべく作業中です。
心ばかりの量ではありますが、いくらかでもお役に立てれ
ばと存じます。札幌加油！（札幌頑張れ！）

新型コロナウイルス感染患者に対応されている医療従事者の皆さま、本当にありがとうございます。
私も医療従事者です。市内の民間病院で働いていますが、私たちのような病院が今まで機能を果たしてこれたのは、
コロナを最前線で受け入れている、感染症指定病院の存在があるからです。
市立札幌病院、北海道医療センターなど、コロナ発生当初から対応されている皆さまには、本当に感謝しかありませ
ん。報道や医療関係者からの情報などを見聞きし、物資不足や長期に渡る治療・看護従事を思うと、同じ医療従事者と
して本当に人事とは思えません。
皆さまに直接的な支援は出来なくても、今自分が出来ること、勤めている病院で出来ることを同僚や他職種の方々と
も話しています。コロナ以外の患者さんが今まで通りの医療を受けれること、コロナ対応病院のバックアップをするこ
とが、私たち民間病院の役割だと思いながら、日々従事しています。緊急事態宣言が解かれ、人々の流れが戻っても、
最後までこの感染症と向き合っている医療従事者の皆さまがいることを、自分自身も含め、皆忘れずに日々を過ごし、
これ以上の感染拡大がないことを願っています。

何度も大学病院の先生方に救われてきた私です。
今懸命にコロナと向き合い戦っている医療従事者の
皆さんに、心からエールをおくりたいと思います。
何も力になれない事がとても歯がゆいです。
ひたすら家に閉じ籠りコロナにかからない事しか出来
ませんが、私は先生方ナースの皆さんが感染しないこ
とを切に願います。信じています。又笑顔で受診できる
日が来ることを…。

あなた達にも家族、恋人、友人、守りたい人がいると思
います。
守りたいからこそきっとご自分もSTAY HOMEした
いと思うでしょう。
それにも関わらず最前線で戦い見ず知らずの私達を
守ってくれていること感謝しかありません。
この場を借りてしか言えない弱い私でごめんなさい。
ありがとうございます。
あなた達がいるから今日も大切な人の笑顔がみれま
した。本当に本当にありがとうございます。

ウイルス感染者数が多い北海道で、頑張っている医療
従事者の方々、保健所などの関係者の方々には、本当
に感謝しています。
差別などもあると聞いていますが、私の周りにそんな
人が居たら、烈火のごとく怒りますのでお任せくださ
い！一市民として出来ることは、自分が患者とならない
ようにすることでしょう。
これからも継続して、３密を守っていきます。
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医療従事者の皆さま、心から感謝申し上げます。
もう長く通院しておりますが、月が変わるごとに病院内は
コロナ対策が強化され、診察室も先生と患者とのソーシャ
ル・ディスタンシングのライン引きがなされており、とても
緊張感が高まっているのを強く感じました。
ご自身にもご家族や大切な人がいる中、自分の身を削り
ながら大きな犠牲を払って医療に携わってくださることに
感謝致します。
笑っていても心が痛むこともあるかもしれません。
終息するという希望を持って
健康に気をつけて頑張って下さい！

医療従事者の皆様
私たちの大切な人の命のために日々尽力してくださり本
当に感謝です。目に見えない危険なウイルスと戦うのは私
たちには想像つかない労力だと思います。
本当にお疲れ様です。そして皆さんを影で支えておられる
ご家族の皆さんも大変な思いをされていると思います。
一部の報道では医療従事者やその家族に差別的な発言
や行動が見られると聞きました。本当に残念ですね。
札幌では少しずつ落ち着きが見られていますが、まだまだ
先が読めない状況だと思います。どうか皆様お体に気を
付けてください。皆様のおかげでこの苦境を乗りきること
ができると思います。「皆さんの行動は必ず報われます」
これからも頑張ってください！

最先端で戦いに挑む医療従事者の方へ
市内で勤務する訪問看護師です
皆さんの勇気、患者様への奉仕の心が届き完治された
患者様を在宅でフォローするのが私達の務めです
Withコロナとなれば今後在宅も療養の場となり得ます
お互い心身共に自らのケアも忘れず戦い抜きましょう

医療従事者の皆様へ
自己犠牲の精神を発揮して、愛と責任感を持って医療に携
わってくださり本当にありがとうございます。
皆さんが最前線でコロナと闘ってくださるので、私たちは平
安な気持ちでいられるのです。「皆さんの働きや愛を決して
忘れたりはされません」という言葉通り、医療従事者の方々
が示してくださった働きは、沢山の人の心に大きな感動を与
え、後の時代にまで語り続けられるでしょうね。
今、私達にできることは自分の命と他の人の命を守る為、
また医療従事者の方々への感謝を表すために家にいること
だと思っています。皆さんどうか、ご自分の身体やご自分の
ご家族のことも顧みて、時々休養もとってくださいますよう
に。感謝とともに

今まで経験したことのない事態の
中で、懸命に最前線で働いている
医療従事者の皆様には頭が下がり
ます。
医療物資も不足している中で、同じ
市民として何が出来るか考えて、微
力ながら札幌市の医療機関・医療
従事者の皆様にと、寄付させて頂き
ました。
少しでも医療従事者の方々の助け
になれば幸いです。
大変な中で働いている医療従事者
の方々のご健康を祈っています。

「始まりがあったのですから、終わり
が必ずあるようお祈りしていま
す。」未曾有の感染症の現場で働い
て下さっている皆様、心からの感謝
とねぎらいをお伝えしたいと思いま
す。私の娘は、町のクリニックでは
ありますが、防護服を着て働いてい
るため、暑さで脱水症状になりそう
だと言っています。
今後、梅雨に入り、夏になればもっ
と厳しい蒸し暑さを迎える事になっ
て、医療従事者の方達が、今以上に
命の危険が大きくなると心配でな
りません。
水分は十分備えてあると思います
が、娘の、診察中は他の物に触れる
ことができず、飲料を我慢すると言
うのを聞いて、それぞれがポケット
に入れていつでも飲める状態にな
ればと思いました。
塩水と共に、わずかな時間でも、
度々休息出来るようにして下され
ばと願っています。
大切な医療従事者の方々に感染者
や病人が出ませんよう願い、また、
私たち自身が、十分気を付けて、皆
さまの負担を少しでも減らせるよう
にしたいと思います。
本当にありがとうございます。
影で支えて下さっている、ご家族や
身近な人たちにも心から感謝いた
します。
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初期の対応から皆様がすばらしいお仕事を
してくださっていることに感謝致します。
終わりが見えない状況にあって、与えられた使命と一番守
りたいと思っているご家族のことでずいぶん悩まれたこと
と思います。そんな中でも常に相手の立場にたって物事を
見るようにしてこられたので、どんなに難しいことがあっ
てもここまでしてくださったのでしょう。本当にありがとう
ございます
どうぞお体に気をつけてお過ごしください

全ての医療従事者の皆様へ
私達が病にかかり苦しみ弱気になっても側にいて
励まし支えて下さる皆さんがどれ程に心強いか。
実は家族が数年前に本当にギリギリの生死の危機から助
けて頂いた事もありました。
でも今は皆さんが心配です。
体調は大丈夫ですか？眠れていますか？
色々と不安ばかりの日々とお察ししますが自分達も
出来る事をやり続け、陰ながら応援させて頂きます。早く
このウイルスが終息し日本に…
北海道に元気と笑顔が戻る事を祈りつつ感謝の気持ちを
込めて…いつもありがとう！！

いつも過酷な中、私たちのために
働いてくださっていることに心から感謝いたします。
医療従事者の皆さんの貴重な働きの上に私たち市民の生
活が成り立っていること、また皆さんのご家族のご協力も
どれほどのものかと推察します。
皆さんの励みになればと思い、いつも読んでいる本から
一文をお送りしたいと思います。
あらゆる勤勉な働きには価値がある。私たちは、皆さんの
勤勉な働きにどれほど救われているかわかりません。
そしてその働きを私たちは忘れません。
どうか、ほんのひとときでも休めるときはしっかり休息し
てご自身の身体をいたわってください。

初期の対応から皆様がすばらしいお仕事を
してくださっていることに感謝致します。
終わりが見えない状況にあって、与えられた使命と一
番守りたいと思っているご家族のことでずいぶん悩ま
れたことと思います。そんな中でも常に相手の立場に
たって物事を見るようにしてこられたので、どんなに
難しいことがあってもここまでしてくださったのでしょ
う。本当にありがとうございます
どうぞお体に気をつけてお過ごしください

医療従事者の皆様へ
毎日危険との隣合わせのお仕事にはきっと
勇気が必要でしょう。
防護服、マスクは足りているか心配な事は数々ありま
すが懸命に働いている方々に感謝を表すと共に私た
ちの出来ることを行って医療従事者の方の助けにな
ればと思っています。
「あらゆる勤勉な働きには価値がある」勤勉さ、勇気、
自己犠牲の精神本当に有り難う御座います。

大きな感染リスクの中で命がけで奮闘して下さってい
る医療従事者の皆様、本当にありがとうございます。
又、皆さまを支えていらっしゃるご家族の自己犠牲的
なご協力にも感謝しております。
あまりのストレスで心も身体も疲れきってしまわれな
いかと心配です。
日頃支えられている言葉の中に疲れた人に力を与え、
弱った人にみなぎる活力を与えるという約束がありま
した。希望を抱いて頑張っている皆さまにも再び力が
与えられますように祈っております。
みんなで頑張りましょう。

自分の知り合いが札幌で医療従事しています。
とても大切な人で心配で心配でなりません。
しかし今最も重要な仕事で、好きな趣味も出来ず、
自分が危険な状態になっているにもかかわらず、
非常に大変な状態で従事しています。
医療従事者の皆さま、どうか体に気をつけてください！
みんな感謝しています。
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札幌市立中の島中学校の生徒から
新型コロナウイルス感染症に向き合って奮闘する皆様への感謝・応援のメッセージ

医療従事者の皆様

この大変な時、自らの危険もありながら医療に携わり
札幌のため、北海道のため、この世界のために働いて
くださりありがとうございます。
僕たちは、改めて、医療従事者の方々へ
敬意を表したいと思います。
本当にありがとうございます！！

医療従事者の方々へ

今この大変な状況の中で沢山の人を助
けてくださりありがとうございます。
大変だと思いますが頑張ってください。
応援しています。

医療従事者の方々へ

突然起こった悲劇に対応してくださり、
ありがとうございます。
大変だとは思いますが、一人でも多くの感染
者を救ってくださることを願っています。
頑張ってください。

医療従事者の方へ

新型コロナウイルスの影響で危険な中、たくさん
の人を助けてくださりありがとうございます。
次々と感染者が増えていく中でのお仕事、とても
大変だと思いますがご自身の体調にも気を付け
て頑張ってください。

医療関係者の皆様へ

お仕事お疲れ様です。
今北海道は感染者数がとても増えている
なか一生懸命働いてくださり本当にあり
がとうございます！
私達もしっかり予防、対策をしますので
医療関係者の皆さんも頑張ってください！
応援しています！

医療従事者の皆さんへ
先が見えない中、最前線で治療にあたって
くださりありがとうございます。
私達もできることを最大限やり、
少しでもご負担を減らせるよう努力します。
一日でも早く平穏な日々を送れることを
願っています。

社会を支えてくださっている皆様ヘ

毎日、人のために一生懸命働いてくださり、本当にありがとうございます。
皆様のおかげで、私たちは暮らしていけてるのだと思います。
そして、一日も早い終息を私はいつも願っています。
そのために私は、できる限り外出を自粛することがとても大事だし、
世界全体が力を合わせないといけないと思っています。
皆様も家族がいるのに、医療や社会の最前線で戦ってくれていて、
皆様には感謝しかないです。私も早く学校に行きたくてしょうがないです。
ですが、毎日のニュースを見ていると感染者や死者が多く出ていて、
ウイルスの怖さを感じています。
なので、今はじっと我慢して、これ以上感染拡大しないように頑張ろうと
思います。
皆様も頑張ってください！ 世界中のみんなで力を合わせれば必ず
またもとのように戻ると信じています。
一緒に頑張りましょう！！！

医療従事者の方々へ

自分たちもコロナウイルスに
感染する恐れがある危険な中、
色々な方々の治療に当たってくださり、
ありがとうございます。
これからも頑張ってください！
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札幌市立中の島中学校の生徒から
新型コロナウイルス感染症に向き合って奮闘する皆様への感謝・応援のメッセージ

医療従事者のみなさんへ

僕らの日々を支えてくださり、
ありがとうございます。
僕は言葉という形でしか応援するこ
とが
できませんが日本の未来のために
頑張ってください！
心から応援しています！

医療従事者の皆様。

お医者さんや看護師さんはもちろん、今も必死に特効薬やワクチンを
開発してくださっている方々など、きっと沢山の人達が携わっていると思います。
今も尚、医療崩壊が起こるかもしれないという状況で、
自分の命が危ないという状況で、私たちのために必死で感染拡大を
予防しようと最前線で戦ってくれています。
この方々の努力がなければ、今の日本は無いと思います。
本当にお世話になっております。たくさんの方々の命を救ってくださり、
今も尚みんなの為、日本の為に戦ってくださり、本当にありがとうございます。
あなた方は日本に誇れる存在だと思います。もしこのウイルスが無事に収束した
時には、「私たちが日本を救った」と、誇りに思ってほしいです。
そして私たちが今できるのは、限界の状態で働いてくださっているそのような
方々に感謝を伝え、少しでもその方々が楽になれるように支援することだと思い
ます。こういう時こそ支え合いの気持ちを大切に、自分たちに今できることを考
え、恩返ししていきたいです。
大変な状況ではありますが、どうかご自愛ください。
私たちも全力で応援しています。頑張ってください！！

最前線で戦っている方々へ

今世界中で流行している新型コロナウイルス。
日本では外出自粛が行われておりとても深刻な状況です。
そんな中、私達が生活できているのは、医療従事者や今でも国民のために働いて
くださっている人がいるからです。
私はまだまだ出来る事が少なくこうして感謝を伝える事しか出来ません。
ほんの少しでも心の支えとなってくれれば嬉しいです。
まず最初に、医療従事者の皆様本当にありがとうございます。
私の母も整形外科ですが、看護師をしています。
そんな母から耳にするのは「マスクが足りない」「手袋が足りない」といった医療
物資の不足についてです。整形外科と聞くと私は最初、コロナウイルスの影響は
無いのではないかと思っていました。ですが、蓋を開けてみると整形外科ですら
医療物資が不足してしまっています。
万全な医療物資も無い中、いつも命懸けで戦ってくれていることに感謝しても感
謝しきれません。私は命を懸けていつも職場に行く恐怖は想像出来ない程の覚悟
や決心が必要だと思います。本当にありがとうございます。
最後に、私は人々の心が繋がりあえばコロナウイルスには勝てると思います。
初めは1人だった感染者がここまで広がるのは人々の繋がりがあるからです。
私は今回の件でそれを強く感じました。人々の繋がりで広まったのなら、人々の繋
がりで収めることも出来ると思います。
一人ひとりが危機感をもち、自分が感染しているかもという気持ちで行動をする
事が大切だと感じます。外出自粛は辛いと思いますが、辛いと思っているのは1人
ではない事、自分だけだと思わないことが大切です。
これからも油断せずにみんなで乗り越えましょう。
最後にもう一度、社会を支え、最前線で戦っている全ての方々
本当にありがとうございます。

医療従事者の皆様へ

過酷な状況の中、懸命に働いてくださる
皆様の姿をテレビで見ました。
コロナウイルスの恐ろしさを知ったと共
に、皆様に深い感謝の気持ちで
いっぱいになりました。
皆様のおかげで、体も心も救われた人達
がたくさんいます。
どうか、お体に気を付けて。
皆様が、1日も早く心から笑い合える日
が来ますように。
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コロナウイルス感染症治療の
最前線での激務、

本当にご苦労様です。
先の見えない状況で

心身ともに
お疲れのことと思います。

健康にはくれぐれもご留意下さい。
１日も早く平和な日々が

訪れますよう
一緒に戦いましょう。

医療従事者の皆様に心からの
感謝を申し上げます。

また不安を抱えながらも医療従事者の方々を
支えているそのご家族の皆様、

対策に当たられている市の職員の方々にも
心から御礼申し上げます。

些少ですが一助になればと思い
寄付させていただきます。

ひとり、ひとりの意識が
大事だと思います。

思いやりの心をもって
頑張っていきましょう。

そして医療従事者のみなさん、
ほんとに有り難うございます！

同じ医療者として
札幌の現状を見聞きするにつけ、

苦しく辛いです。
わずかですが何かの

お役に立てば幸いです。
明けない夜はありません。

感染患者さんの治療に、
献身的に尽くして下さっている

医療従事者の皆様に、
心から敬意を表しますと共に

感謝致します。
どうぞ皆様、御身ご自愛くださいませ。

札幌市長はじめ職員の皆様、
医療従事者の皆様、

その他エッセンシャルワーカーの皆様、
みんなの為に毎日ありがとうございます。

1日も早くまた穏やかな日々が
戻りますように。

少しでも力になれば幸いです。

ふるさとを
守ってくださっている
皆様に感謝しています。

ほんの少しでも
お役に立てれば

幸いです。

多くの命を助けてくれている
医療従事者の方々には、
本当に感謝しています。

私には、こんなこと（寄付）しか
できないですが、

共に頑張りましょう。

新型コロナウイルスで
日々大変な状況と思いますが、

ウイルスに負けないで
がんばってください。

辛く苦しんでる方たくさんいらっしゃると思います、
感染された方、医療従事者さん、お役所さん、

他コロナの影響でリスクを負いながら
お仕事をされている方々、感謝の気持ちで一杯です。
逆にお仕事を無くされた方も居ると思います心配です。

毎日のコロナのニュースで本当に心が痛いです。
私も自粛や恐怖で心が折れる寸前ですが
もっと頑張っている方々が沢山居ると思い

なんとか踏みとどまれています。
どうが皆様が健康に過ごせますように…

私も引き続き自粛頑張ります。

札幌市内の医療従事者の皆さん、
感染リスクと闘い、

誹謗中傷され、長期化し、ストレスも蓄積され、
日々本当にお疲れ様でございます。
いつ、収束するか不透明ですけれど、

少しですが、お役に立てられれば、ありがたいです。
ウイルスに負けず、頑張ってください。

この苦しく大変な中、
医療従事者の皆様には

感謝の気持ちしかありません。
今は、私達にできる予防の徹底をして

少しでも感染拡大防止に
努めたいと思います。

困難な状況下で
患者さんの

命を守っている
医療従事者の皆様は
本当のヒーローです!! 

応援しています！!

医療関係の方々
本当にお疲れ様です。
なんとか乗り越えて

また明るい
北海道に戻しましょう！

医療関係者の方たちの頑張りで
今が成り立っています。

私はステイホームしかできません。
せめてもの気持ちです。

収束して医療関係者の方々が
普通の生活に戻れることを祈るばかりです。

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

中学・高校時代を
札幌で過ごしました。
COVID-19に負けず
頑張ってください。

最前線で闘って頂き
ありがとうございます。
心が折れそうな時も
あると思いますが、

感謝とエールを送ります。
本当にありがとうございます。

札幌に居住して３年になります。
素敵な街です。市長をはじめ医療関係者、
保健所職員などコロナ禍に対応されている
皆様の奮闘に心より感謝申し上げます。

無理して体調を崩さないよう、願っています。

寄付に併せ
て寄せられた応援メッセージ

私たちが
コロナと戦う武器は、

思いやり、
助け合う絆です！　

ありがとうございます。
私達も自分たちの

出来る事で
コロナが収束する迄

頑張ります。
くれぐれもご自愛ください！
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医療・保健業務に従事されている皆様へ

この度の新型コロナウイルスの災害に人命と社会を護るべく
最前線で戦っていただいている皆様に改めて敬意と感謝の意をお伝
え申し上げます。
この度、江別市私立幼稚園連合会加盟園は、皆さんのご尽力に思いを
はせる中で、子ども達が自分たちの生活を守ってくれている方々の存
在に気づき、感謝の気持ちを育むことの大切さに教育的な意義を見い
だして、「子どもの笑顔を届けようプロジェクト」を立ち上げました。
園閉鎖や登園児の縮小保育などの対応に迫られ、
子ども達の健全な経験の機会を提供できない日々が続いている
最中ではありますが、この呼びかけに多くの保護者に賛同いただき、
沢山の子どもの笑顔が届きました。
勝手ながら、この子ども達が描いた笑顔の絵をお送りさせていただき
ます。
市立札幌病院、北海道医療センター、札幌市保健所様宛に
送付させていただきましたので、広くご披露いただければ幸いです。

医療従事者の皆様
いつも危険と隣合わせの中で
私たちのために働いてくださり、

ありがとうございます。
直接お手伝いできることはないですが、

感染しない・させないように
自分が今できる感染予防を
しっかりとしていきたいと

思います！

毎日本当に
ありがとうございます。
私達自身も少しでも
医療従事者の方達の
負担が減らせるよう
努力していきます。

医療従事者の皆様へ
毎日毎日本当にお疲れ様です。

皆様達のご苦労の上に
私達の命が繋がっていると、

本当に心から感謝を申し上げます。
お体に気をつけて、

私達も自身の
出来ることを

精一杯したいと
思います。 感染リスクを背負いながら

日々命がけで対応してくださり
本当にありがとうございます。

私たちにできることは小さいかもしれませんが、
少しでも早く終息し、

医療従事者の方々が安心できる時間が
出来ることを願って、

細心の注意を払いながら
生活していきたいと思います。

毎日のお仕事、
大変な日々だと思います。

私たちも少しでも
お力になれるよう
外出を控えることを

心がけたいと思います。
医療従事者の方々には
本当に感謝の一言です。
ありがとうございます！！

医療従事者の方々へ
きびしい環境の中で
働いてくださってる
医療従事者の方々に

感謝の気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございます。
１日でも早く収束する事を

願っています。

命をかけて働いてくださっている方へ
世界中が混乱している今の状況の中、

社会のために働いてくださり
ありがとうございます。

どうかあなた自身の身体と
心が命が守れますように。

感謝を込めて
祈っています。

江別市私立幼稚園連合会加盟園一同
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