
 

                    

  

感染が拡大している状況下で、 

昼夜を問わず懸命に働いてくださり、 

心から感謝しています。 

皆様が実践しておられる 

「受けるより与える精神」は 

とても素晴らしい事です。 

どうかご自身の身体も 

大切になさってください。 

コロナ禍の最前線で闘ってくださり、 

本当にありがとうございます。 

そうしたお仕事をされている方を支えてくださっている、 

ご家族の皆さまにも感謝いたします。 

感染のリスクが高い状況でのお仕事、患者さんへの対応など、 

心身に負担がかかることも多いかと思いますが、 

皆様の働きによって、多くの人が爽やかにされていることを 

どうぞお心にお留めください。 

私たちも予防に気をつけ、 

感染リスクをできるだけ避けて、 

医療現場の負担とならないように努力いたします。 

暑い季節でもありますので、 

どうぞ必要な休息をおとりになり、 

良い言葉で心を養うようになさってくださいね。 

心からの感謝をこめて。 

医療従事者の皆様、 
ワクチン接種に携わる全ての皆様、 

連日の猛暑の中 
ありがとうございます！ 
早く以前のような日常に 
戻れることを祈っています。 

コロナ最前線で闘う皆さんに 

市民から 

感謝の気持ちが集まりました 
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まともな休みもなく 
毎日大変だと思いますが 
皆様の頑張りで 

安心して生活できています。 
本当にありがとうございます。 

日々緊張感が必要な仕事であるのに、 

今は更に感染リスクの危険を伴う 

非常に厳しい状況の中、 

毎日のお仕事お疲れ様です。 

最近は感染者が急増し、 

我々も一人ひとりができることを心掛け、

感染防止に努めなければならない 

と思います。 

コロナが終息し、 

一日でも早く普通の生活が 

戻るよう願っています。 



 

                    

  

医療従事者の方々へ  

日々多忙な中、次々と変化していく 

コロナ情勢に対応していただき 

誠にありがとうございます。 

１日でも早くコロナウイルスの流行が 

収束することをお祈り申しあげます。 

最前線で新型コロナウイルスと 

戦っている医療従事者の皆様へ 

心から感謝申し上げます。 

まだまだ先は見えませんが 

早期に新型コロナウイルスが 

収束することをお祈りしております。 

頑張ってください！ 

医療従事者の皆さん 
お疲れ様です。 

暑い日が続いていますが、 
コロナウイルスや熱中症などに 
気を付けて頑張ってください。 

コロナ最前線で闘う皆さんに 

市民から 

感謝の気持ちが集まりました 

新型コロナウイルスワクチン接種に 

携わる医療従事者の皆さま、 

連日の業務ありがとうございます。 

最前線での新型コロナ対応による 

不安が伴っていることと思います。 

そんな中、日々業務にあたっている皆

様に敬意を表します。 
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コロナ禍で大変な中、いつも 
本当にありがとうございます。 
皆様への敬意、感謝を忘れずに、 

感染予防に努めながら 
過ごしていきます。 

増える感染者数、感染のリスク、 

多くのストレスにさらされながら 

医療の最前線で勤務していただき 

感謝の気持ちしかありません。 

一日も早いコロナの終息を願い、 

これ以上感染を広げないため、 

気持ちを切らさず、 

対策に努めていきたいと思います。 

新型コロナウイルス感染症が長引く中、 

ご自身も危険な状況にさらされているにも 

関わらず、一生懸命に従事されていることに

感謝しています。またその頑張りがストレスや

疲弊となり体調を崩されていないでしょうか。

心配です。私たちができることは、感染症にか

からないように予防を徹底的することです。 

かからないように気を付けることで、 

医療従事者の皆様に少しでもお役にたてる 

ことができればと思います。 

遅くまでコロナ禍のなか 
対応をして頂き、 

本当にありがとうございます。 
お身体に気を付けて 
頑張ってください。 

医療の最前線でご尽力されている 

医療従事者の皆様、大変お疲れ様です。 

新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、

日々の業務もこなしながらのワクチン接種や

入院患者の対応等、大変ご苦労されている

と思います。私は医療従事者ではないため

お力になれることが何もないかもしれません

が、皆様自身の健康にも気を付け、 

これからも頑張ってください。 



 

                    

  

コロナ禍の中、いつも対応 

いただき、ありがとうございます。 

コロナ禍の中、いつも対応いただき、

ありがとうございます。 

収束の日を願い、 

一緒に頑張りましょう！ 

 

新型コロナ感染拡大の収束が 

いまだ見えないなか、日々お仕事を 

頑張ってくださりありがとうございます。 

皆さまの献身的な姿勢に 

大変感動しております。 

今、私たちにできることは、感染防止の 

基本に忠実に生活することだと思います。

一日でも早く日常が戻ってくることを 

信じながら日々実践していきます。 

コロナ禍が長期化する中、 

皆様の献身的な働きに 

心から感謝いたします。 

私自身、感染防止対策を 

より一層徹底するとともに、 

一日も早い終息と、皆様のご健康と 

ご多幸を祈っています。 

毎日のお仕事、お疲れ様です。 

市民の安心・安全を支えていただいて

いることに、大変感謝しております。 

なかなか収束がみえない状況ですが、

医療従事者の皆さま自身も健康に 

十分に留意し、今後の業務に 

あたられますようお願いいたします。 

ありがとうございます！ 
大変な日々を過ごしている 

医療機関の皆様 
感謝致します。 

コロナ最前線で闘う皆さんに 

市民から 

感謝の気持ちが集まりました 

日々のワクチン接種業務に 

従事されております医療従事者の

方々には大変感謝しております。 

ご自身の体調にも気を付けて 

頑張ってください。 

毎日最前線で働いてくださり 

本当にありがとうございます。 

感染の危険がある中で、 

自己犠牲を払っておられる皆さんには

感謝の気持ちでいっぱいです。 

これからも頑張ってください。 

 

先の見えない状況の中、 
日々戦い続けていただきまして 
ありがとうございます。 
一日でも早い終息を 
祈っています。 

毎日、毎日 
お疲れ様です。 
本当に、本当に 
ありがとう。 
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コロナに、負けないように、 
がんばってください。 
がんばってちゅうしゃを、 
うってください。 

ウィズコロナ時代に入り、 

あらためて自身の健康と家族の健康は

決して失ってはならない尊いものだと

感じています。医療従事者の皆様、 

いつもありがとうございます。 

留萌市民の一人として、 

私も応援しております。 

本当にお疲れ様でございます。 

今日もありがとうございました。 

今後も引き続き、 

どうぞよろしくお願いします。 

日々地域のために奮闘いただき 
ありがとうございます。 

少しでも皆さんの負担とならないよう、

感染症予防を徹底し、 
コロナに感染しないようにしたい 

と思います。 

コロナ禍の中、オンライン
面会に対応して頂いた、 
看護師の方、事務部の方、 
ありがとうございました。 

新型コロナウイルス感染症の対応として、

日々命の危険を感じながら業務に 

従事されています全て医療従事者に 

対しまして、心から深く感謝申し上げます。

個人としては、これまでも、これからも、 

感染リスクが低い行動を続けていきたいと

思います。 

コロナ最前線で闘う皆さんに 

市民から 

感謝の気持ちが集まりました 

最前線で戦っている皆様に 
心から感謝いたします。 

引き続き、 
よろしくお願いします。 

昼夜問わず最前線で尽力して 

頂いている皆様に心から敬意を 

表します。また、皆様のご家族にも
深く感謝を申し上げます。 

過去例をみないほど過酷な環境

に身を置かれていると思います。 
くれぐれも、ご無理をなさらない 

ようにお気を付けくださりますよう

お願い申し上げます。 

医療従事者の皆さまへ 

感染症対応の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！ 

新型コロナウイルス感染症が収束し、 

皆さまの平穏な日常が取り戻されること 

心より願っています。 

本当にありがとうございます(^^) 

新型コロナウイルスワクチン 
接種業務に従事していただき、 

ありがとうございます。 

色々と大変でしょうが、 
皆様の協力なくして成り立ちませんので、 

がんばっていただきたいと思っています。

日々、感謝しています！ 
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コロナ最前線で闘う皆さんに 

市民から 

感謝の気持ちが集まりました 

医療従事者の皆様、大切な命を守るため、 

感染リスクの多い中、奮闘してくださって 

いること本当にありがとうございます。 

ストレスや周りにはわからない苦難や不安が

あるのではないかと思います。 

愛読書の中に「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」という一文がありました。 

皆さんのことだ、と思います。 

貴重な働きには報いがあります！ 

大変な中と思いますが、 

頑張ってください！ 

ありがとう、 

全ての医療従事者。 

医療従事者の皆様さん本当にありがとう 

ございます。皆様の日々のご活躍を拝見 

しておりますと感謝が止まりません。 

皆様のお体とお心の御健康を心から祈って

おります。私自身も自分の体と心を守り 

皆様と希望を共にご一緒したいです。 

離れておりますが心の隣で 

お支えしております！ 

ありがとうございます。 

感染リスクを抱えながら、 
コロナの収束に向けて、 

最前線でコロナに立ち向かう 
医療従事者の皆さまには、 
本当に感謝しております。 

コロナとの闘いはまだまだ続きま
すが、体調管理に気を付けて、 

頑張ってください！ 

長く続くコロナ禍において、 

医療従事者の皆様に「感謝」を申し 

上げます。様々な制約の中において、 

業務にあたっておられますが、 

オリンピック、パラリンピックの開催により、

これ以上の負担がかからないことを願って

おります。皆様お身体を壊されないよう、 

くれぐれもご自愛くださいませ。 

1日も早いコロナ収束を願っております。 

医療従事者の皆さま、 

感染へのリスクがある中、 

毎日の多忙なコロナ対応、 

ありがとうございます！本当に感謝しています！ 

このコロナ禍で皆が社会生活を送れるのは、

医療従事者の皆さまの献身あってこそです。 

私にできることは僅かですが、 

せめて、きちんと感染対策を取って生活して 

行こうと思います。 

自身を犠牲にして患者と向き合う姿には

いつも感心・尊敬するばかりです。 

少しでも終息につながるような行動を 

とらなければと日々感じています。 

仕事で留萌へ行くことも多いので 

メッセージ入れさせてもらいました。 

感染リスクを抱えながら、 

コロナの収束に向けて、最前線で 

コロナに立ち向かう医療従事者の 
皆さまには、本当に感謝しております。 

コロナとの闘いはまだまだ続きますが、 

体調管理に気を付けて、 

頑張ってください！ 

新型コロナウイルスの被害を 
減らすべく、日々、身を粉にして 

務めていただいている皆様には、

心から感謝しています。 

本当にありがとうございます。 
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