
▶感染リスクが高い中、不安やや
るせない気持ちを心にしまい医
療に携わってくださる皆さま心か
ら感謝します。
（みぃー 女性 40代 パート）

▶Thanks for everything!! そ
の笑顔、その心、その存在、全て
に感謝です！
（ペコリ―ナ 女性 30代 秘書）

▶皆さんは、ステイホームで、何
をしていますか？こんな中、コロ
ナウイルスだけでなく、他の病気
にかかり、大変苦しい思いをされ
ていたり、友達と会えないのでス
トレスが溜まっているでしょう。私
は外に出ては行けないので、家の
中で運動をしています。例えば、
「痩せるダンス」です！皆さんも
やってみてください！工夫をして、
運動をすることでこれからも健康
でいられると思います！これから
は、もっと、コロナウイルスにかか
らないように、清潔を大切にして
いきたいと思っています。みんな
で、頑張って乗り切りましょう！
（O.K 女性 10代）

▶お疲れ様です。日々の働きただ
ただ感謝です。皆さま、そして皆
さまのご家族の心身のご健康を
お祈りしております。私たちは、現
場の負担にならないように、体調
管理に努めています。早く、平和
な日常が戻って来ますように、心
から祈ってます。
（T.M 女性 50代 ）

▶ありがとうございます。感謝、
感謝です。コロナ感染症に本人、
家族の感染の危機にもかえりみ
ず感染者のため、連日連夜闘い
続けてくださっている医師、看護
師または医療従事者の皆さまに
感謝と敬意を表します。どうか体
調にはくれぐれも気を付けて乗
り越えてください。私たち国民市
民も、政府の方針には一人ひとり
が忠実に従い守って1日でも早く
新型コロナウイルス感染症が収
束するように祈る次第です。本当
に医師・看護師・医療従事者各関
係者の皆さん大変ですが私たち
のためによろしくお願いします。
国民一体となって乗り越えま
しょう。がんばれ。がんばるぞ。
（ならちゃん 男性 70代 無職）

▶五月山動物園の動物を飼育し
てくださっている皆さま。コロナ
感染の不安があるなか毎日、動
物たちの命を守ってくださってあ
りがとうございます。動物園が休
みになってしまい寂しいですが、
いつか再開されたら必ずまた行
きます。飼育員の皆さまもお体に
くれぐれも気をつけてご無理な
さらないよう頑張ってください。
私はウォンバットファンです。
（かなぷー 女性 30代 会社員）

▶先日、震災直後の福島原発事
故の映画を見ました。まさに現場
最前線。同じ様な状況だと想像し
て応援しています。感謝しかあり
ません。
（Ikedano pipi 男性 50代 小売業）

▶ただただ感謝の気持ちを伝え
たいです。ありがとうございま
す！！未知のウイルスとの先の見
えない闘い、本当に辛く厳しく不
安な日々かと思います。自分自身
への優しさも忘れないでくださ
い！共にファイトです！
（なお 男性 20代）

▶医療従事者の皆さまへ　連日
大変な中、献身的に働いてくだ
さってありがとうございます。皆さ
んの苦労ははかり知れないと思
いますが、応援しています。未来
の笑顔のために私も頑張ります。
（みみ 女性 10代 学生）

▶今、外で働いてくれている皆さ
ま、私たちが退屈しないように楽
しい動画を挙げてくれる皆さま、
休むことなく家事をしてくれてい
るお母さん、本当にありがとうご
ざいます！
（lavender dilly 女性 10代 学生）

▶毎日病院で診療を続けてくだ
さってる医療従事者の皆さま、誠
にありがとうございます。私たち
は日々恐怖と闘い続けている医
療関係者の皆さまに感謝の気持
ちしかありません。いつもありが
とうございます。どうかご自身の
健康を第一に無理なさらないで
ください。
（Yosh 男性 30代 学童保育支援員）

▶いつも健康をありがとうござい
ます。私が元気なのは、怪我をし
た時、病気をした時、皆さまが適
切な治療をしてくださったからで
す。本当にありがとうございます。
早くコロナが収まって皆さまの負
担が減りますように。急に暑くな
りましたので、ますますご自愛く
ださい。
（K.J 女性 30代 ）

▶恐ろしい感染症に立ち向かっ
ている医療関係者の皆さま、公務
員の皆さま、いろんな思いで必死
に働かれていると思います。皆さ
まにも大切な方が周りにいる中
で気苦労がたえないと思います
が…本当に心からありがとうとお
伝えさせてください。意味の分か
らないクレームや差別があると聞
きます。お辛い立場の方もたくさ
んいると思いますが、どうかそん
な人ばかりでは無いので言葉で
の応援の１つを送らせていただき
ます。
（T.M 女性 30代 ネイリスト）

▶医療従事者、インフラ、公共交
通機関、スーパー、この時期に国
民のために店を開けている商売
人、全ての人に謝意を送ろう。
我々は負けない。絶対にこの難敵
に勝つ。
（抹茶クリームソーダ 男性 40代 
会社員）

▶2月に双子の孫が誕生。医師・
助産師・看護師・保健師の方の細
やかで明るい笑顔での対応。孫の
家に通う道で見掛けるゴミ収集、
郵便配達、宅急便の車、外で働く
方に本当に感謝！孫たちの未来
を託す保育・教育界の仕事も頑
張ってください！私もコロナに負
けないために新しい生活に変え
ていきます！皆さんも安全に！
（T.R 女性 60代 ）

▶医療現場で日夜命がけで職務
を果たされています皆さまに心
から感謝御礼申し上げます。お応
えするためにも政府、大阪府、池
田市の呼び掛けを遵守しつつコ
ロナウイルス感染症肺炎の早期
終息をお祈りします。
（K.Y 女性 70代 無職）

▶市立池田病院の皆さんへ　コ
ロナ対策の最前線で闘い、私た
ちを守っていただき本当にあり
がとうございます。これからも
ずっとみなさんのことを応援して
いきます。がんばってください。
（池田市民 男性 50代 ）

届けたい『ありがとう』の気持ち
5月1～8日に、市ホームページと公式LINEで募集した感謝のメッセージを紹介します。

▶医療従事者の皆さま、毎日私
たち市民のために体を張って仕
事していただき本当にありがとう
ございます！こうして、生活がで
きているのも皆さまのおかげで
す。大変だと思いますが、頑張っ
てください。
（A3 40代）

▶大阪は吉村知事を筆頭に、ホ
ントに懸命に頑張ってると思う！
大阪最高！コロナ如きに負ける
府民では無い！
（T.Y 男性 40代 会社員）

▶家族がいま、元気で暮らせて
いるのは、みなさまあってこそ。お
かげさまです。ほんとうにありが
とうございます。
（ー市民 女性 60代 主婦）

新型コロナウイルスと闘う皆さまへ



▶早くこの緊急事態が収束し、
以前のような普通の生活が送れ
ますよう一人ひとりが密を避ける
よう努力していきましょう！
（あーちゃん 40代 会社員）

▶皆さんのおかげで私たちが健
康に過ごすことができます。本当
にありがとうございます。僕も皆
さんのような社会に貢献できる
ような大人になりたいです。どう
か体に気をつけてください。
（イット 男性 10代 学生）

▶コロナと闘う最先端でお仕事
されている皆さま、いつも本当に
感謝です。ありがとうございます。
どうかこれからもよろしくお願い
します。私も週３回医療従事者様
にお弁当をお届けしています。細
心の注意をしながら、今日も元気
で過ごさせていただきありがたく
思っています。先の見えない闘い
ですが、共に乗り越えていきたい
と思います。一日も早く終息でき
ますよう一人ずつ心掛ければと
願っています。
（ゴーゴーニスモ 女性 50代 配送
ドライバー）

▶ありがとうございます。わたし
は在宅勤務です。でも外に出て働
いていらっしゃる皆さまがたくさ
んいて、その皆さまのおかげで普
段の生活ができています。感謝し
かありません。
（M.E 女性 40代 会社員）

▶宅配業者の方、スーパーや小
売店の方、私たちが引きこもれる
のは皆さまのお陰です。ありがと
うございます。
（しんまいばあば 女性 50代 主婦）

▶皆さまが医療の現場で頑張っ
てくれるから池田市民は安心し
て暮らせます。感染の危険や、ご
家族への感染を気にされながら
のご勤務本当にありがとうござ
います。医療従事者の皆さまに安
心して仕事いただける池田市で
あるよう、私たち市民もできる事
を協力させていただきます。
（S.H 男性 50代 会社員）

▶とても不安な毎日ですがみんな
でコロナに立ち向かい、以前の生
活に戻れるように頑張りましょう！
（k.kaori 女性 50代 ヘルパー）

▶自分が感染するかもしれない
のに、まだ分からないウイルスな
のに、多くの人を助けていただき
ありがとうございます。体に気を
つけてください。ありがとう！
（K.N 女性 50代 専業主婦）

▶息子や私たち家族が、日常生
活を送れているのも、作業所の職
員さんや介護事業所のヘルパー
さんの努力のおかげです。ありが
とうございます。
（T.K 女性 50代 パートタイマー）

▶さあ勝とう。コロナに勝とう。
明日に向かって負けるな。負ける
な、大人も子どもも。日本も一つ。
世界は一つ。
（K.N 男性 70代 無職）

▶毎日感謝の気持ちで一杯で
す。今、皆さまがいらっしゃるか
ら私たちは生活ができています。
本当に本当にありがとうござい
ます。でも、自身の体も絶対守っ
てください。感染を広げることが
ないよう、私たちも頑張ります。
（ST 女性 50代）

▶私たちのために最前線で自身
の身をていして闘ってくださり、
本当にありがとうございます！言
葉が見つからないほど感謝して
います。自身の体もくれぐれも大
切にしてください。
（alice 女性 50代）

▶誰しもが不安である中、私たち
の生活を守るため最前線で身を
ていして頑張ってくださってる全て
の方に感謝しております。その方た
ちのためにも、今できることをそれ
ぞれの場所で実行し、この状況が
早く終息することを願っています。
（T.M 女性 40代 非常勤職員）

▶この時を共に過ごす市民とし
て同じラインに立ち、自分にでき
る事を考え、市民全員が協力して
乗り越えたいです。皆さま本当に
ありがとうございます。
（machi 女性 50代 医療関係）

▶介護施設で、母親がいつもお
世話になってます。施設スタッフ
の皆さま大変でしょうが、母親の
ことよろしくお願いします。解除
されれば、すぐに会いに行こうと
思います。自分自身もコロナにか
からぬよう、仕事、買い出し以外
は、外出しないよう心掛けます。
すみませんが、母親のことよろし
くお願いします。
（U.M 男性 60代 会社員）

▶本当に頭が下がります。家にい
て外出を控えるくらいしかできま
せんが尽力します。
（しょう5 男性 50代）

▶未経験の困難な状況に立ち向
かってくださっている医療従事者
の方々をはじめ、エッセンシャル
ワーカーの皆さま、本当にありが
とうございます！感謝しかありま
せん。少しでも感謝のパワーよ届
けー！！
（ひつじ 女性 40代）

▶使命感を持って対応いただい
ている姿を拝見させていただき、
本当に感謝申し上げます。ありが
とうございます。お体壊す事無
く、頑張ってください。どうか宜し
くお願いします。
（S.M 男性 40代 会社員）

▶医療従事者の皆さま、このよう
な状況の中で不安をもちながらも
働いてくださり、本当に感謝しかあ
りません。私にできることは、家に
いることぐらいしかありませんが、
その小さなことを守って、収束を
願います。応援しています！
（CHI-CHI 女性 10代 小学生）

▶コロナウイルスと闘っている全
ての皆さま、大変ありがたく感謝
しております。普通の生活がいか
に大切かをしみじみと感じるこ
の頃です。今年11月に3人目の孫
も生まれる予定です。はやく終息
を切に願っております。頑張りま
しょう。
（W.N 男性 60代 臨時職）

▶貴方の笑顔が大好きです。コ
ロナなんかに大切な人の素敵な
笑顔が奪われないように、どう
か、私たち一人ひとりが、目の前
の一人を絶対に守る。それを全
国民ができれば、こんな事態はす
ぐに収まるのです。
（もこmam 女性 40代 介護士）

▶あなたには、本当に感謝してい
ます。ちゃんと気付いています。
ちゃんと見ています。ストレスや
差別があるのも知っています。私
たちも少しずつ辛抱します。コロ
ナの終息を祈ります。
（いけだ なみへい 女性 40代 パート）

5月1～8日に、市ホームページと公式LINEで募集した感謝のメッセージを紹介します。

▶頑張らないでください。逃げて
ください。生きてください。運ばれ
てくる患者さんと、皆さんの命の
重さは同じです。皆さんに休息が
確保されることを願っています！
（S.S 女性 40代 主婦）

届けたい『ありがとう』の気持ち
新型コロナウイルスと闘う皆さまへ
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