
★医療従事者への応援メッセージ

日夜，最前線で対応しておられる医療機関の皆さまに心からの敬意を表します。コロナウイルスが一刻も早く終息し，医療従事者の皆様，全て
の皆様が安心して笑顔で暮らせる日々が戻ってくる事を心よりお祈り申し上げます。

「感謝」

医療従事者のみなさまへ　日々の業務お疲れ様です。医療従事者のみなさまが，みんなで力をあわせ，この困難を乗り越え，安心して暮らせる
社会づくりをしていただいていることに本当に感謝いたします。お体には十分気をつけてください。みなさまのご健康をこころより祈念いたし
ます。

感染の恐怖と闘いながら懸命に治療にあって頂き感謝致します。少しではありますが，お役に立てれば幸いです。応援しております。

心から感謝と敬意をこめて，少しでも医療関係者のお力になればと思います。これからも頑張ってください。

感謝しております。がんばってください。

お体に気をつけてください。陰ながら応援しております。

最前線で戦い続ける医療従事者の皆様に感謝します。微力ながら応援させてください。コロナに負けないで

先が見えない伝染病ですが，少しでも協力できればと思い寄付をさせていただきます。

お疲れ様です。決して無理をせず，頑張ってください。

大変な中，本当にありがとうございます。感謝の言葉しかありません。会社としても個人としても感染しない様，充分気を付けて行動してまい
ります。

今の安心は，皆さまのお陰です。医療従事者の皆様，全ての皆様が安心して笑顔で暮らせる日々が戻ってくることを祈っています。

日夜，最前線で活動されている医療従事者の皆様に敬意を表するとともに，本寄付金が少しでもお役に立ちますよう切に願います。

皆様の健康と安全をお祈りするとともに１日も早く収束するよう共に頑張ります。

日夜新型コロナウイルスと闘っている医療従事者の皆様に感謝申し上げます。当社としましても社員がウイルスに感染せず，皆さまの負担をこ
れ以上に増やさない様できることから対策を行っております。この事態が一刻も早く終息し平穏な日々が訪れることを願っています。

現在，新型コロナウイルス感染症の治療に当たる医師や看護師など医療従事者の皆様は，最前線で未知のウイルスに立ち向かっています。高度
で専門的な技術が必要とされる中，自らや家族の感染リスクを防ぎながら，大きなプレッシャーの中で国民の大切な命を救うために献身的に頑
張って下さっています。医療従事者の方々や，彼らを支えるご家族を感謝の気持ちで応援します。

危険な環境下で職務にあたる医療従事者の皆様に敬意と感謝を表します。弊社社員に茨城県在住者がおりますので応援させていただきます。

新型コロナウイルスと日々戦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。

大変なお仕事御苦労様です。コロナに罹患しないよう注意して診察看護して下さい。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために，自身の感染リスクを恐れず，医療物資や人員の不足の現状の中，医療現場の最前線で闘っておられ
る医療従事者のみなさま，本当にありがとうございます。そして，頑張ってください。心から応援しています。

感謝しています！！本当に心からありがとうございます！

最前線で私たちを守って下さる医療従事者の方々の勇気に感謝しかございません。本当にありがとうございます。

非常事態の中，日々ご奮闘いただきありがとうございます。皆さんのお力のおかげで，更なる拡大に至らずに済みそうです。私たち一人一人
が，健康で豊かな暮らしを守る行動を取っていきます。

心から応援申し上げます。

ご苦労様です。ご健康に留意の上，頑張って下さい。

従事者が感染しないよう祈る！

医療従事者の方々のご苦労に感謝するとともに，早期の終息を心より望んでいます。

感染の危険があるなか，日々ありがとうございます。役職員一同応援しています！

県民，国民のために働いてくださり，本当にありがとうございます。私たちは感染拡大防止に努めます。

わずかですが，役立ててください。体調に気をつけて，休みをとって下さい。おいしいものを食べて頑張って
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医療従事者の方に心より感謝申し上げます。

日々のご奮闘，大変お疲れ様です。まだまだ，先が見えませんが，お体にお気をつけ頂きながら，よろしくお願いいたします。私も，少しでも
お役に立てるように，行動していきます。

命がけでコロナ感染症の最前線で戦っている皆様に感謝と敬意を捧げます。

心から感謝申し上げます。ありがとうございます。絶対に感染しませんように。

一日も早く皆様の日常に明るい光が戻ることを心よりお祈り申し上げます。私にできることは少ないですが，一緒に応援出来たら嬉しいです。

ご自身・ご家族への感染の恐怖を抱えながら，コロナウイルス感染者を看てくださっている医療従事者の皆様に感謝申し上げます。皆様の頑張
りにより１人でも多くの方が退院でき，１日でも早く終息することを心よりお祈り申し上げます。

医療の最前線で新型コロナウイルスと戦っている関係者の皆様に心から敬意を表するとともに，深く感謝申し上げます。

少しではありますが，お役に立てれば幸いです。引き続きよろしくお願い致します。

新型コロナウイルス感染症の治療に当たられている皆様，苦労・心労が沢山ある事と思いますが，患者のためにこれからもよろしくお願いしま
す。

大変なご苦労をされていると思いますが，お体に気を付けて何卒頑張ってください。皆様のお蔭で私たちの生活が成り立っています。本当に感
謝です。

命の最前線でご奮闘いただき，ありがとうございます。少しでも気が休まるひとときがありますように・・・

命を守っていただき，ありがとうございます。

日々，感染者やその他の患者様へのご対応ありがとうございます。茨城県の医療体制の改善に少しでもお役に立てればと思います。

日々県民，国民の為に，医療に従事頂き有難う御座います。心より感謝申し上げます。

心身共に大変な状況下の中，日々ありがとうございます。

全力でご対応されている姿に感銘を受けております。本当にありがとうございます！

大変な時期とは思いますが，応援しています。いつも感謝しています。

大変な状況の中，最前線での活動本当にありがとうございます。

大変な状況の中，ありがとうございます。せめて自力で出来る健康管理はしっかりしたいと思っています。

従事者の方々，皆様のご家族，大切な方にも心から感謝いたします。命と病と向き合い私たちの大切な人達を助けてください。

日々命賭けで仕事されている方々に少しでも力になれればと思います。

応援しています。頑張ってください！

献身的なご努力に心から感謝申し上げます。

最前線でお仕事をされている方々，どうかお身体大切に，県民のひとりとして感謝，そして応援しております。

微力ながら協力させていただきます。自分の安全第一でがんばって下さい。

感染に注意し，頑張って下さい。

献身的な貢献に感謝します。

自分が感染するかもしれない状況で，最前線で新型コロナと戦うこうとに感謝致します。少しでも気が休まることを願います。

気の抜けない環境の中で従事され，使命を果たされていることに感謝いたします。どうぞご自愛ください。

くれぐれもお体に気を付けて。
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尊い皆さんのおかげで安心していられます。どうかご無事でいてください。

大変な中，ご尽力頂きありがとうございます。少しですが何かに役立てて頂ければと思います。まだ状況は油断できませんが，どうぞよろしく
お願いします。私も医療従事者の方々にご負担をおかけしないよう出きるだけ外出せずじっとします。本当にありがとうございます。

厳しい環境の中で頑張っている医療従事者の皆様，本当にご苦労様です。感謝申し上げます，皆様と皆様のご家族に幸多かれと祈ります。

毎日，本当にありがとうございます。私たち一人ひとりが感染しないようにすることが，皆さんの負担を減らすことになるので，外出を自粛し
ています。なので，もう少し頑張ってください。

陰ながら応援しています。頑張ってください。

最前線で対応いただきありがとうございます！県民の一人として応援しております。私も自分にできることを実行します。

このような状況で，感謝の気持ちしかありません。何もお役には立てませんが，自身の体調管理に努めます。

感染というリスクを抱えながら,ハードな仕事をなさってくださり,たいへん感謝しています。新型コロナウイルスが終息するまでにはまだ時間を
要しますが,引き続き業務の継続をお願いいたします。

先が見えない戦いではありますが，医療に従事する方々が最後の砦です。せめてもの感謝の意を込めて寄付させていただきました。ご健闘をお
祈りします。

不要不急の外出を避け感染しないよう注意します。皆様も大変でしょうが感染に留意し頑張ってください。

皆さん毎日ご苦労様です。私は家に居ることでささやかな手伝いになれば幸いです。

物資等少ない中，最前線で治療に当たっている方達には頭が下がる思いです。

マスク等の防護具不足が報じられるなか，日夜，新型コロナウイルス感染症患者にご対応いただいておりますことに対し，県民の一人として心
から感謝申し上げます。同時に医療従事者の方々のご自愛を心から念じております。

皆さま方に感謝申し上げます。

目に見えない新型コロナウイルスと日夜斗っておられる医療従事者に心からお礼を申し上げます。完全終息まで長い斗いが続くと思いますが，
お体に気をつけ頑張って下さい。

厳しい日々が続いていますが，細心の注意を払ってカンバって下さい。少しでも早く収束することを祈っています。

昼夜問わず闘っている医療従事者の方々，本当にありがとうございます。

日々，地域住民の安心安全を守って下さりありがとうございます。微力ながら皆さまへのお力添えになればと思い，感謝の気持ちを込めて，申
込みさせて頂きます。

医療従事者の皆様の御苦労は大変なものと思いますが，本当にありがとうございます。応援しています。

毎日毎日，過酷な環境の中，ご尽力いただいている皆さんに心から感謝申し上げます。私はこれ以上感染を広げないために，「最大限の自粛生
活」を続けていきます。

頭が下がる思いです。皆様が健康を害さないことをお祈りいたします。

命の危険を感じながら日々献身的に業務にあたっている医療従事者の皆様，大変な状況の中ありがとうございます。皆様の働きを支えに私達も
出来る限りの感染予防，自分自身に出来る事を頑張っていきます。

新型コロナウイルス感染症対策を最前線で奮闘されている医師，看護師をはじめとする医療従事者のみなさんには感謝の気持ちでいっぱいで
す。私も感染しないようにしていきます。頑張りましょう。

皆様のお体を一番大切になさってください。

この大変な状況のなか，毎日ありがとうございます。あたな達によって救われる命がたくさんあること，みんなが感謝していること忘れないで
ください。

お身体を大切に頑張ってください。感謝いたします。

最前線での対応ありがとうございます。お体には気をつけてください。

自己犠牲にならないことを祈ります！

感染の危険と隣り合わせの状況で患者さんのために努力されている皆さんへ感謝申し上げます。ご自身，ご家族が感染の災禍をのがれ，早く安
心できる状況になることを祈っております。

コロナウイルスの脅威に対し危険をかえりみず，病にかかった人々のために体を張って治療にあたっていただき，本当にありがとうございま
す。県民の一人として，皆様に心から感謝を申し上げます。また，ぜひ自分の体もしっかり守ってください！！
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大変だと思いますが，頑張って下さい。

大変感謝しています。

コロナウイルスに負けずに頑張っている皆さんに心から敬意を表します。感染に特に注意してご努力ください。

私達の為に医療機関で今大変な思いをしている皆さんの為に早くこの状況が終わる事を心の底から願っています。最前線の皆さん，お体に気を
付けて。

昼夜問わずのお務め，有難うございます。

本当にありがとうございます。皆様のおかげで生きていけるのだと感じています。不要・不急の外出をしない等できる事を，私たちもやってい
きます。皆様が感染されないことを，お祈りいたします。

日々のお仕事ご苦労様です。最前線で命に向き合っていることを考えると頭が下がります。無力な私ですが自粛をして感染をしないことが医療
従事者様への協力と信じています。形は違えど一人一人が国難に向き合い勝ちましょう。

医師，看護師はじめ医療従事者の皆様，ありがとうございます。皆様にお手数かけぬよう，日々の予防に努めてゆきます。感染防止に留意し，
これからも頑張ってください。

医療という仕事の重要性が，実感を持って認識されたと思います。ありきたりですが，医療の有難みを心から感じます。医療従事者を支える身
内の方々にも感謝申し上げます。

周囲で熱が出たというだけでビクビクしている中，毎日多くの患者さんのケアをしてくださっている医師，薬剤師，看護師，医療事務員，調理
師，更には施設の清掃業者など，みなさんのおかげで毎日安心して生活することができています。医療現場に携わるみなさんも是非とも体調に
気を付けてください。

毎日，お疲れさまです。どうかお体をご自愛下さい。皆さまの勇気がこの地域医療を支えて下さっていること，深く感謝申しあげます。皆さま
のご努力は必ず報われます。ありがとう。

大変な状況の中で最前線で頑張っている皆さんを応援しています。

大変な思いをして医療に当たっている皆様に感謝です。一部の心ない人もいますが，ほとんどの人は皆さんを頼りにしています。終息までには
時間がかかると思いますが，頑張ってください。

大変な中，本当にありがとうございます！！

危険（自分も感染するかもしれない）状況での勤務本当に大変だと思います。ありがとうございます。

大変な状況で人の命を救うために奮闘して頂いている皆様に感謝しております。ご自身の命も大切にして頂きたく，微力ながらお役に立てて頂
ければ幸いです。

医療関係者の皆様，大変な状況の中，必死に対応していただき誠にありがとうございます。皆様の頑張りに少しでも応えられるよう自分にでき
ることをしていきたいと思います。

困難な状況下，地域の住民として皆様の御尽力に感謝致します。

人の命をあずかるという重要な業務を担っているみなさまに，みなさまの努力に心から敬意を表します。ご苦労も大変多いかと思いますが，ど
うかお体に気を付けて頑張って下さい！

医療従事者の皆様，命がけでの勤務ありがとうございます。くれぐれもお身体に気をつけてください。応援しています！！

医療従事者の皆様，ありがとうございます。日本・茨城県の為に頑張って下さい。

医療過疎県と言われる本県において，現況の打破に尽力されている全ての医療関係の方々に深く感謝申し上げます。

県民のために日々ご活躍頂き感謝します。

皆様のご活躍に心より敬意を表します。頑張ってください。

県民のために，日々のご対応ありがとうございます。ご家族の皆様のご健康も大事にしてください。応援しています。

コロナウイルス感染リスクの中戦っている皆様をリスペクトしています。頑張ってください。

毎日の激務ご苦労様です。健康に気をつけてください。

少ないですが最前線で闘っていられる医療従事者の方々のチカラになれれば幸いです。日本をどうか救って下さい。

皆様が頼りです。健康に最大限留意して頑張ってください。

医療従事者の家族として，出来ることを手助けさせて下さい！この国，この県の未来は今，最前線にいらっしゃる医療従事者の皆さんの手にか
かっています。どうか，負けないでください！

4/8



★医療従事者への応援メッセージ

皆様は，私たちの誇りです。心より応援しています！

毎日，本当にありがとうございます。お体に気を付けて，終息までよろしくお願いいたします。

感染のリスクが有りながらもコロナウイルスの最前線で働く皆様に感謝致します。

日々，危険と隣り合わせで我々のために献身されている姿に感謝の言葉もありません。皆様の努力が報われる日が一日も早くくることを願って
やみません。本当に有り難うございます。

先の見えない戦いですが，一市民としてできる限りサポートしていきたいと思っています。　共に頑張りましょう！

皆様方のご活躍に感謝いたします，どうかご自愛なされてご活動をすることを念じます。

大変だと思いますが，医療従事者の方々のお力が必要です。お身体を大事にしていただきながら，何卒よろしくお願い申し上げます。

皆さんの行為に，敬意を表します。無理をしないでと言っても，無理かもしれませんが，くれぐれも自己の身体と心の健康に気をつけてくださ
い。

日夜，ありがとうございます。

みなさまのがんばりを陰ながら応援しています。

毎日，人の命を守るために懸命に働いてくださる皆様に心から感謝を申し上げます。一日も早く，平穏な日々が戻ること，皆様の努力が報われ
ることを祈っております。どうぞ御自身をお大切に。

日々感染の危険がある中，変わらず献身的な姿勢で活動していただき本当に感謝しています。どうか疲れた時にはほんの少しの時間でも休ん
で，皆さんの心身を労わってください。

最前線で戦ってくださり，ありがとうございます。みなさまが安心して休める日が早く訪れますように。

コロナ感染拡大の中，戻る間もなく，危険な環境の中での任務は，本当に有難く，感謝してもしきれません。

医師・看護師・各技師等，医療従事者の皆様，毎日強い責任感を持って昼夜を問わず働いていただきありがとうございます。長い戦いになると
思いますが，体調に気をつけて頑張ってください。

医療従事者，その家族の皆様。毎日本当に大変な日々であろうと思います。少しでも早く事態が終息しますようにと祈っています。

いつも最前線で戦ってくださり，ありがとうございます。風評なども多いですが，そういう人達だって，医療従事者の皆様がいなければ，コロ
ナにかかったとき大変なことになるはずです。風評に負けず，がんばってください。

皆様のご苦労に厚くお礼を申し上げます。

厳しい状況の中，私たち県民の治療にご尽力くださり，深く感謝申し上げます。お身体大切に頑張ってください。

日々恐怖と疲労の中で闘っているみな様，本当に御苦労様です。ささやかですが力になれればと思います。がんばって下さい。

日々のお仕事に感謝しかありません。

仕事とはいえご自身だけでなく大切な家族への感染リスクに晒されているにも関わらず，またいわれのない誹謗中傷を受けながらも，最前線で
私たちの命を守ってくださる使命感と勇気に尊敬と感謝しかありません。くれぐれもご自愛くださいませ。

寄附しかできませんが，医療従事者の方を応援します。

体力的にもメンタル的にも大変なお仕事だと思います。が，常に感謝している者がいるということもお忘れなく。

新型コロナウイルス感染症対策の最前線で奮闘されている医療従事者の皆様，心から感謝申し上げます。どうかお身体には十分気を付けて下さ
い。

ごくろう様です。終息まで，お体に気を付けてがんばって下さい。

医療従事者の皆様，本当にありがとうございます。感謝しています。

一人でも多くの命が救われますよう，早くコロナ禍が終息するよう，がんばって下さい。

皆様のお力により安心して生活することができています。どうぞご健康に十分注意してお仕事を続けていただけますように。

普段，体調が悪くなると，病院で当たり前のように診て頂いております。本当に感謝しています。今回は通常の業務に加え，コロナの対応で
す。少しの寄附ですが，役立てて頂ければ幸いです。
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★医療従事者への応援メッセージ

医療に携わっている皆様のお陰で，日々の生活ができています。大変な毎日と思います。どうぞ十分にお気をつけてください。本当にご苦労様
です。ありがとうございます。

茨城に住み，働かせていただけていることに感謝しています。医療従事者のみなさま，無理をせず頑張って下さい！

大変な状況の中で一生懸命働いて頂き有難うございます。分かっている人は大勢いますので，負けずに引き続き頑張って下さい。早くコロナウ
イルスの収束を願っています。応援を陰ながらしています。

お疲れ様です。心から感謝しています。

少しでも皆様の応援が出来ればと思います。健康と安全に留意される様祈念しております。

危険な環境下で職務にあたる医療従事者の皆様に敬意と感謝を表します。

最前線での戦いありがとうございます。頑張ってください。

日々尽力して下さりありがとうございます。感染者を増やさない為にもこちらも外出自粛くらいしかできませんが，従事者の皆様の体の負担が
少しでも軽くなるよう，ほんの少しですが寄附させていただきます。

常に感染の危機に立ち向かいながら，働いていらっしゃる皆様を尊敬しております。頑張って下さい。

私たちに出来ることは少しでも，感染に気をつけることです。従事者の方たちの気持に少しでも，よりそえるように生活していきたいと思いま
す。

茨城県民の健康と医療安全のために，最前線でのご活躍，本当にありがとうございます。明るい未来に向けて，ご活躍とご健康をお祈り申し上
げます。

命を守るため，感染の恐怖と闘いながら，強い責任感と使命感を持って最前線で治療に携わっておられる医師，多くの医療従事者の皆さまに敬
意と感謝を申し上げます。

献身的に従事しているすべての方にエールを送りたいと思います。

コロナウイルスと戦っている皆様。ありがとうございます。

いつも茨城県の医療を支えてくださり感謝しています。

本当に感謝しています！！頑張って下さい！！

困難な状況の中，たいへん御苦労様です。御自身の健康にもお気をつけて下さい。

長期に渡るご尽力本当にありがとうございます。少しでも早く皆様が普段の生活に戻る日が来ることを祈るばかりです。

医療従事者の皆様，毎日本当にご苦労様です。皆様の力で多くの命が助かっています。本当に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。

大変な日々で，お仕事をして頂きありがとうございます。

皆さんのおかげで，私たちは安心して暮らすことができています。心から感謝申し上げます。どうぞ，医療従事者の皆様ご多忙のおりではござ
いますがくれぐれもご自愛ください。

新型コロナ感染の患者さんの命を救うために頑張って下さっている医療従事者の皆様へ，本当に感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございま
す！！

医療従事者の皆さま！新型コロナウイルス感染リスクがある中，その現場で命を守るため，ウイルスと懸命に戦っている皆さまに敬意を表しま
す。少しでもお役に立てれば幸いです。

皆さまに感謝を申し上げると共にご健康を心よりお祈り申し上げます。

ご自身や家族を差し置いて，患者さんのために，日々頑張っていらっしゃる医療従事者の皆様へ感謝申し上げます。もう少しで出口の明るい光
が差してくることを確信しましてお礼の言葉といたします。

茨城県・県民のみなさまが全員一丸となって，一刻も早く新型コロナウイルス感染症蔓延防止することが収束へ向けて大切と思います。ウイル
ス対策の最前線で命を懸けて戦っている医療従事者のみなさまが差別の対象になったりと理不尽な様子を報道等で耳にします。どうか茨城の地
域医療をお支え下さいますようお願いします。

皆様方の無私の精神により，茨城の医療を守っていただき，感謝申し上げます。

医療関係者の皆様，私達の為がんばっていて下さり本当にありがとうございます。私達も自粛という形でしかお役に立てませんが皆様への感謝
の気持ち，応援の気持ちをいっぱい届けたいです。

最前線で大変な勤務をなさっている皆様，本当にありがとうございます。皆様のおかげで，私達は守られていることに感謝いたします。

感染恐怖と戦いながらの治療，看護，多くの人の命が救われています。感謝・感謝です。もう少しの間よろしくお願い致します。
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★医療従事者への応援メッセージ

危険と隣り合わせの過酷な仕事環境でも，私たち県民のために日々医療業務に従事いただき感謝申し上げます。これからもよろしくお願いしま
す。がんばってください！

最前線で戦って下さっている方々に，感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。

命を守っていただき，ありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症対策に従事する方々に，感謝と安全への祈りを込めて。

大変なお仕事ご苦労様です。みなさんのご苦労に感謝しています。

最前線で戦っている全ての皆様に心より敬意を表するとともに深く感謝申し上げます。

皆さまのおかげで，安心して毎日を送れます。お身体にはくれぐれもお気をつけください。

昼夜を問わず，新型コロナウイルス感染症患者へのご対応，本当にご苦労様です。是非とも医療従事者の皆々様もご自身のご健康に十分ご留意
いただきたく思います。

大変に危険な御仕事でありながら，従事されておられる皆様には，本当に頭が下がります。これからもよろしくお願い致します。ガンバッテ下
さい！

大きな不安の気持ちの中で，一生懸命頑張っていただいている医療従事者の皆さまありがとうございます。

多くの患者の為に日々治療に当たって下さいまして有難うございます。

最前線で感染者の命を支えて下さるスタッフの方々に感謝申し上げます。細心の注意を払って取り組んでください。

感染のおそれの中，日夜医療活動に従事されている皆様へは，感謝の思いでいっぱいです。本当にありがとうございます。

毎日，危険な職場で業務戴き，深謝申し上げます。

感謝の気持ちしかありません。ありがとうございます。

先行きの見えない中，毎日治療に関わっている方々へ感謝の気持ちを直接伝えることができませんが，このような形で思いを伝えられればと思
います。

医療従事者の皆様方の献身的なお仕事に心から敬意を表します。

医療にたずさわっていらっしゃる皆様，毎日ご苦労様でご座居ます。御自身の体調も大切に多くの方に手をさしのべて下さいませ。宜敷くお願
い致します。

とてもありがたいです。長い戦いになると思いますが，よろしくお願いいたします。

命を守るために日々奮闘されている皆様，本当にありがとうございます。心より感謝しております。

医療にたずさわる方々は，自分の感染の危険も感じながら戦っていることと思います。又，家族，特に子供達に風評被害もあるとか，これから
も大変つらい思いもあると思いますが一生懸命頑張って下さい。よろしくお願い致します。

人の命を守るため働いている皆様本当にありがとうございます。

御自分自身の身体をくれぐれも大事にしてください。いつも感謝の気持ちで一杯です。

今日の日本を，茨城を支えてくださっているみなさん，ありがとうございます。

くれぐれもご自身のお身体には，十分にお気をつけください。陰ながら応援しております。

医療従事者の皆様，本当にありがとうございます。

命がけで私たちを守っていただきありがとうございます。どうかご自愛ください。

心より感謝申し上げております。今は特にお仕事，大変な事と存じます。くれぐれも御身体を大切になさって下さいませ。

皆様の頑張りに，敬意を表します。今が，良い経験になりますように・・・。

命がけで，神経を使って治療に当って下さり心から感謝申しあげます。どうぞ，時には休息なさり御自愛なさいますようお願い致します。
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★医療従事者への応援メッセージ

今は大変でしょうがどうぞ頑張って下さい。

皆様方の頑張りが，県の未来に繋がります。

きっと明るい未来がやってきます。一緒にがんばりましょう！

厳しい最前線の現場で日々奮闘されているすべての医療従事者及びその関係者に心から感謝申し上げます。

身をていして任務してくださいまして心より感謝申し上げます。誠にありがとうございます。ほんの気持ちですが，振込したいと思いました。
厚く御礼申し上げます。私の未来を繋げるのは，皆様のおかげでございます。

生命を守る最前線でお仕事をされている皆さんは，私達全員の希望の星であり，最後の砦でもあります。心より感謝申し上げます。どうぞご自
愛ください。

医療従事者皆様の仕事への御尽力につきましては尊敬の念でいっぱいになります。先日テレビで拝見させていただきました。私であったら恐く
て出来ない仕事を先生・看護師さんが立派にふるまい仕事をしているのは患者さんに対して博愛以外なにもないと思います。本当に御苦労さま
です。皆様も体に気をつけ，また，我々に勇気と愛情をいっぱい下さい。少額の寄付で申し訳ありませんが御笑納下さい。

まずは，ご自分が健康であることです。それから，コロナ退治して下さいませ。

リスクの高い現場でのお仕事ご苦労様です。ありがとうございます。

退院や退所者の数をみると，本当によかったと思います。未知のウイルスを目の前にして不安な日々の連続だと思います。本当にありがとうご
ざいます。大変な現場だと思いますが，働きやすい状況が保たれますように，祈っています。お体どうぞご自愛ください。

献身的努力に感謝です。

難局にあたっての御奉仕に感謝申し上げます。

いつもありがとうございます。ともにがんばりましょう。

お世話になっております。頑張って下さい。

最前線で戦っていただき，ありがとうございます。

医療従事者皆さんの熱意，責任感及び使命感に，心からの敬意を表します。 ありがとうございます。

過酷な最前線の中，我々の為にありがとうございます。 感謝してもしきれません。 医療従事者の皆様の無事を祈らせて頂きます。

感謝しかありません。皆様の苦労が日本の未来を支えています。有り難うございます。

心身共に大変と思いますが，自身の健康にも気を配りながらご尽力ください。ありがとうございます。

コロナ対策の医療に従事する皆様のご尽力で家族皆，無事に過ごせています。心より御礼申し上げます。

感染リスクが大きい中での仕事に感謝です。 自らのお身体を大切にしてください。

ご自身にも感染の危険がある中，治療にあたっていただき，大変感謝しております。直接のお手伝いはできませんが，少しでも医療従事者の
方々のお役に立てればと思います。私達も皆様の負担を増やさないように，感染しないよう，拡げないよう，注意して生活いたします。皆様も
お疲れがたまっているかと思いますが，くれぐれもご自身のお身体にご留意ください。

いつもご尽力いただき，ありがとうございます。 あなた方一人一人がヒーローだと思っております。 ご苦労が多いかと思いますが，自分をいた
わりつつ，これまでと同じように臨んでいただければと思います。 ほんとにありがとう！

皆様がいるだけで我々は頑張れています。色々とお辛い事や悲しい事もございますでしょうがいつもいつでも応援させて頂きます。 本当にあり
がとうございます。

いつもありがとうございます。体に気をつけて，これからもよろしくお願いします。

医療従事者の皆様，ありがとうございます。心から感謝申し上げます。少しでもお役にたてばと少額ですが，寄付させていただきました。今後
第２波，第３波も心配されます。まだまだ気が抜けない日々が続くと思いますが，県民を救うため宜しくお願いいたします。

感謝の気持ちでいっぱいです。 こんなことでしか力になれず すみません… 　皆さんの無事を祈っています。 私も，健康管理，自粛協力頑張りま
す！ 

命をかけた仕事をに従事していただき，ありがとうございます。

医療従事者の皆様，本当にありがとうございます。

長期に渡り，様々なご負担の中，命を守る仕事をしていただきありがとうございます。くれぐれも，お体をおいといください。
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