
私は最前線で闘う
医療従事者等や奈良県の
新型コロナウイルス感染症
対策を応援します

奈良県新型コロナウイルス感染症対策基金の趣旨にご賛同いただき、
寄附金のお申し込みをいただいた皆様からの応援メッセージをご紹介します

患者のみならず、医療従事者の
方々の周囲にも彼ら・彼女らを愛し、
また大事に思っている御家族や御
友人が沢山いるはずです。今は過
剰なリスクとストレスを抱えながら
奮闘されているのでしょうが、どう
ぞ自分自身もお大事に！

ただただ感謝しております。

ありがとうございます。引き続き宜しくお
願いいたします。

日々、最前線で
奮闘頂いている
皆様に敬意を表し
ます。隣の大阪で
はありますが、応
援しています。

最前線ではげんでくださって
いる医療機関の方々、又、コロ
ナ対策に尽力してくださってい
る方々、ありがとうございます。

私共はコロナにかからない様、
細心の注意をしてすごして行き
ます。一所懸命この災いをのり
越えていきましょう。

医療従事者の方々には
大変ありがたく思っていま
す。

医療に従事されている方々
はじめ、今回の新型感染症に、
対峙して下さっている皆様の働
きがあることで、我々は、安心
して生活することができていま
す。感謝します。

新型コロナウイルス感染症のまん延を防止し、全ての
県民が安心して暮らすことができるようにするため、昼
夜を問わず奮闘されている医療従事者等（医療関係者
様、県・市町村等の行政職員の皆様）に対して、心より
御礼申し上げます。

長丁場の闘いになりそうですが、くれぐれもご自身や
ご家族の健康にご注意ください。

奈良県民の命を守るため、医療従事者が自身の
感染のリスクを顧みず、治療に専念されている姿を、
報道等で見聞きするにあたり、頭が下がる思いです。

ご家族がご心配されている中で、医療現場では神
経をすり減らされていることでしょう。

しかし、くれぐれも自身の健康維持を一義に考えら
れますよう祈っております。

感染リスクがある中
で懸命に働いておられ
る医療従事者に感謝
いたします。

最前線で奮闘されて
いる医療関係の皆様
のご尽力で、県民の生
命・安全が守られてい
ます。ありがとうござい
ます。

リスクを背負って働く医療従事者の
方の頑張りを少しでも応援したいと思
い寄附させていただきます。

幸い奈良ではクラスターが発生していな
いので助かります。医療行為は日々ご苦
労がおありでしょうが、頑張って下さい。ご
自身の健康にも充分ご注意下さい。
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私は最前線で闘う
医療従事者等や奈良県の
新型コロナウイルス感染症
対策を応援します

新型コロナウイルスの感染リス
クを負いながらのお仕事お疲れ様
です。いわれのないバッシングを
受けられると聞きますが、応援し
ている人もいることを知って頂いて、
頑張ってください。

私達ができること、「三密を避ける、手洗い、
うがい、マスク着用、不要不急の外出を避
ける」などをしっかり実行することが、医療
従事者の皆様のご負担を少しでも軽減でき
ると思い行動します。皆様お体を大切にが
んばってください。

医療従事者のみなさん、家庭・家族があ
るにも関わらず、職責に従事していただき
心から感謝しております。皆さんのおかげ
で県民一人ひとり命が守られています。

医療従事者の方々のご尽力により、奈良県
では医療崩壊も起きず、通常の治療も普段と
何ら変わることなく行われていることに感謝い
たします。

皆さんのおかげで県
民の健康や暮らしが守
られていることをとても
感謝しております。

新型コロナウイルス感染症の対応にが
んばってくださっている医療従事者の皆
様に感謝致します。

長期化するコロナウイ
ルスの医療現場で奮闘
して頂き、本当にありが
とうございます。

医師、看護師のみならず他の職種でも頑
張っておられる医療従事者の皆様

危険を顧みずの働きに感謝します。皆様の支
えで安心して自粛生活を送ることができます。
少しでも心安まる時間がありますように。

かけがえのない"命"

を守るために、日夜奮
闘されている医療従事
者のみなさんに敬意を
表します。がんばって
下さい。

新型コロナウイルス感染症の為日々自らの命を
かけて奮斗されている、医療従事者の皆さんに、
感謝の気持と共に少々ですが、一助としてください。
終息に向かいつつありますが、今後も国民の為に
よろしく。

奈良県新型コロナウイルス感染症対策基金の趣旨にご賛同いただき、
寄附金のお申し込みをいただいた皆様からの応援メッセージをご紹介します

ありがとうございます。

医療従事者の皆様方、
日々、厳しい状況の下
有り難うございます。ご
自身の健康にも十分、
ご注意してください。
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私は最前線で闘う
医療従事者等や奈良県の
新型コロナウイルス感染症
対策を応援します

奈良県新型コロナウイルス感染症対策基金の趣旨にご賛同いただき、
寄附金のお申し込みをいただいた皆様からの応援メッセージをご紹介します

最前線で闘っていただいている
皆様、本当にありがとうございます。
皆様の戦いは私たち住民の安全・
安心に直接つながっています。私
たちからも応援という形でつながり
続けます。最大限の敬意と共に。

医療従事者の皆さまへ

皆さまの懸命なご尽力により地域社会が
支えられ、県民の命が支えられています。改
めて感謝申し上げます。ありがとうございま
す！厳しい状況は続くでしょうが、私たちは、
これからも皆さまとご家族を応援いたします。

皆様に感謝いたし
ます。ありがとうござ
います。平和な日々
が戻りますよう願っ
ています。

医療従事者の方々始め、食
材、運輸、清掃他で県民の生
活と命とを支えてくださっている
方々に感謝いたします。先が見
えない中で一般県民も自粛とう
つさない、うつらない行動に励
みます。

医療従事者のみなさま
のおかげでこの国は支え
られています。心より尊敬
します。

医療従事者の方々の勇気と
献身には感謝の言葉しかあり
ません。本当にありがとうござ
います。お身体に気をつけて
下さい。

私は癌を患い治療中ですが、いつも先生との信頼関
係を大切にしています。コロナウイルスに感染された方
も不安の中医療従事者を信頼し、治療を受けておられ
ると思います。感染治療に携わる全ての方を尊敬と感
謝の気持ちで応援しています。

皆様のおかげで、私たちは安心することができま
す。報道等で見聞きするご苦労は、ほんのごく一部
のことと思います。感謝申し上げております。

皆様・皆様のご家族に、幸ありますように願ってお
ります。

少額ですが、感謝の
気持ちとさせて頂きま
す。何よりもご自身の
心身の安全・健康にご
留意ください。

コロナ禍のなか自身
の安全を顧みることなく
御活躍の医療従事者
の皆様方本当にご苦
労様です。厚く御礼申
し上げます。

医療従事者の皆様は感染の危険が
ある中、患者さんの為頑張って働いて
おられます。本当に有難うございます。
感謝しかありません。不安と疲れもあ
り、これからも大変でしょうが応援して
います。
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私は最前線で闘う
医療従事者等や奈良県の
新型コロナウイルス感染症
対策を応援します

命がけで日夜医療に従事
し尽力いただいている皆様
に心から敬服し感謝してお
ります。僅かばかりですが、
皆様方に少しでもお役に立
てればと自治会関係の団体
として寄附させていただきま
す。

命をかけて業務にあたって頂いていること
に心より感謝します。私達、歯科医師も分
野は違えども皆さんと同じ医療従事者であ
ることに誇りをもちながら、今出来ることを
模索しつつ頑張っていこうと思います。心か
らの敬意と感謝を込めて。

未知の病気に向けて懸命な活動に感謝し
ます。奈良県では入院している感染者が全
員回復するまで、もう少しです。応援してい
ます。

医療従事者の皆様、新型コロナウイルス感
染症対策にご尽力くださっておられる皆様、本
当にありがとうございます。感謝の想いでいっ
ぱいです。どうか、皆様くれぐれもお身体ご自
愛ください。

日夜、感染リスクと向
き合いながらお仕事さ
れている医療従事者の
皆様、関係者の皆様に
心から感謝しておりま
す。弊協会も防災を旨
として行政に関わる事
業を行うにあたり、微
力でも力になりたいと
の思いから寄附します。

私は基礎疾患がある高齢者で、医療
従事者の方には大変お世話になってい
ます。いつも多忙にもかかわらず患者
に寄り添って治療や相談に乗っていた
だいており、大変感謝しております。あ
りがとうございます。ご自身のお体にも
気を付けてください。

些少ですが感謝の気
持ちをお届けできればと
思いました。

日々、目に見えないウイルスと闘ってくだ
さっている医療従事者の方々、スーパー等販
売店の方々、保育所の先生方、そしてコロナ
に感染して闘っている方々・・・・・・あともうすこ
しです。あともうすこしで何でもない平和な日
常が戻ってきます。心から応援しています。

寄附を目的とした布
マスクの販売収益金
の一部です。たくさん
のお客様の想いとと
もに今医療の現場に
従事して下さっている
方々に心から感謝し
ています。

弊社では事業所が奈良県大和郡山市にあり、そ
こでは800名ほどの従業員が働いています。新型

コロナウイルス禍の中で、企業としての活動が順
調に継続できているのも、奈良県で新型コロナウイ
ルス感染症と日夜闘われている医療従事者皆様
の尽力のおかげであります。お体を大切に。日々
の皆様の活動に感謝いたします。

奈良県新型コロナウイルス感染症対策基金の趣旨にご賛同いただき、
寄附金のお申し込みをいただいた皆様からの応援メッセージをご紹介します
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私は最前線で闘う
医療従事者等や奈良県の
新型コロナウイルス感染症
対策を応援します

医療従事者の皆様、コロナ
最前線で私達を守って下さっ
てありがとうございます。

私たちも巣ごもり生活がん
ばります。

命がけで医療に従事して下さっている皆
様に心からの拍手とともに心ばかりの寄附
をさせていただきます。いつもありがとうご
ざいます。感謝致します。

皆様の昼夜にわたるご尽力のお陰で、私
たちの命が守られています。医療現場での
献身的な働きに心から感謝しております。

どうか、新型コロナウイルスの収束に向
けて、これからも頑張って下さい。

県外居住ですが、奈良県で勤務しています
ので賛同させて頂きます。個人で医療従事者
の皆様に気持ちを伝えるすべが無かったので
奈良県庁の取り組みに感謝いたします。

医療従事者とご家族のご尽力に感謝と敬意
をこめて自分のできることを続けます「みんな
の力が日本の医療を支える」

国難のおり、ただただ
感謝いたします。

困難な中で、新型コロナウイルス感染
とたたかっている医療従事者のみなさ
ん、本当にご苦労様です。

くれぐれも、お体を大切にして、がん
ばってください。

コロナウイルスと最前線で戦っ
ておられる医療従事者の方々に
は本当に感謝しております。

われわれも一人一人が感染拡
大の防止に向けて各々が責任あ
る行動をしていきます。

新型コロナ感染症と向かい合って下さってい
る医療関係者の皆様、未知のウイルスと奮闘
ありがとうございます。

皆様の努力がかつての日常を取り戻す成果
に結びつくことを確信して、応援します。たいし
たことはできませんが、少しでも皆様の力にな
れば幸いです。

いつも、ありがとうご
ざいます。

ご自身とご家族の健
康をお祈りしています。

毎日、ありがとうございます。皆様のおかげで、安
心して生活することができ感謝しています。

妊娠・出産で入院していた時、子供が高熱で命も
危ないかと心配した時、いつも先生や看護師さん
が励ましてくださり、今の我が家があります。
大変な日々ですが、お体に気をつけてくださいね。

奈良県新型コロナウイルス感染症対策基金の趣旨にご賛同いただき、
寄附金のお申し込みをいただいた皆様からの応援メッセージをご紹介します
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奈良県新型コロナウイルス感染症対策基金の趣旨にご賛同いただき、
寄附金のお申し込みをいただいた皆様からの応援メッセージをご紹介します

私は最前線で闘う
医療従事者等や奈良県の
新型コロナウイルス感染症
対策を応援します

日々、大変なご苦労をされて患
者を救うために尽力されている医
療従事者の皆さまに、ほんの少し
ですが、お力になればと思い寄付
させていただきます。

医療従事者の方をはじめ新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため日々ご尽力いただい
ている皆様、本当にありがとうございます。

ご自身のご健康も十分お気をつけられお仕
事にあたっていただきますようお願いいたしま
す。僅かですがお役に立てばと思い寄付させ
て頂きます、一日も早い収束を願っております。

少額ですが奈良
のコロナウイルス
対策に関わる皆
様の応援をさせて
いただければと思
います。

大変危険な現場で従事して
頂き有り難く思っています。

私達が安心して暮らせるのも
医療に従事して下さる皆様の
お蔭です。有難うございます。

皆様のご健康をお祈りしてお
ります。

朝の来ない夜はない。
大変ですがお願いします。

敬意を表します。本人並びに
ご家族の努力モチベーションに
感謝感謝です。貴方の頑張り
が我々の希望と安心です。

新型コロナウイルス感染症との戦いは長丁場になる
と思いますが、感染症及び濃厚接触者の発生抑制、重
症者の早期回復、経済活動を考慮した感染症との共生
のため、体調管理に留意され難局を乗り切って頂きま
すようよろしくお願いいたします。

本当に微力ですが、心より現場で強い使命感を
持って働いておられる皆様を応援しております。
くれぐれもお身体気をつけて下さい。

いつも全力投球
で頑張っておられ
る皆様に感謝申し
上げます。

現場の最前線で活動されている奈良県の医療従事者の
皆さん、ありがとうございます。ご家族への感染を防ぐため
に、ホテルで寝泊まりされている方もおられると新聞記事で
知りました。

微力ではありますが、お役に立つことができればと思い寄
付させていただきました。 私も、これからも3密を避けるなど
感染防止に努めたいと思います。
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