
ご寄付者からの応援メッセージ

いつもありがとうございます。

長い戦いです。感謝しています。

4回目の緊急事態宣言ですが、医療従事者の皆さんが頼りです。お身体に気をつけてください。

感染リスクのある中、コロナウイルスに立ち向かうため日々医療の最前線で働いて下さっている皆様に心からの感謝と敬意を申し上げます。皆様のご健康と一刻も早い終息を心から祈念しております。

毎日お疲れ様です。1日もはやい終息を心から願っています。

皆様の献身的な活動に感謝します。応援しています。

本当に感謝します。頑張ってください。

皆さま、いつもいつもいつも 本当にありがとうございます

弊社は社会に貢献する企業を目指しております。コロナ禍で日夜奮闘されている医療従事者の皆様に心からの敬意と感謝の意を表し、その支援のため、微力ながらお役に立てることを願っております。

公平な分配をお願いします

いつもコロナ対策の最前線でお仕事していただきありがとうございます　感謝いたします

ありがとうございます 今日２回目のワクチン接種ができました。 感謝いたします

ありがとうございます。 今日ワクチン接種できました。 感謝

お陰様で２回のワクチン接種を受けることができました。有難うございます。

本社近くの医療センター中央市民病院はじめ、全ての医療関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

昨年12月から、「アマビエ」と「コロナに負けるな」の焼印を押した瓦せんべいの12枚セットを「医療従事者応援寄付付き」として、1箱あたり100円を医療者応援ファンド様に寄付しますという名目で販売を開始しました。そして、4月30日までに合計383箱を売り上げまし

たので、1箱あたり100円、合計38,300円を寄付させて頂きます。

私たちの命を支えて下さる医療従事者の皆様が安心安全に働いていただけますよう、ささやかではありますが、お役に立てていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

最前線の皆さまに心から感謝いたします

医療従事者の皆様へ心より感謝を申し上げます

とにかく従事者の方達の手当などの少しでも足しになればと思ってます。 少額ですがお納め下さい。

医療従事者の皆さん、いつもありがとうございます。病院にお世話になっている今、皆さんの働きには毎度頭が下がる思いです。なかなか終わりが見えないコロナで心身共に大変な日々だと思います。どうぞご自愛ください。

命を守る最後の砦、日々奮戦されている皆様にこころより感謝いたします。

いつも、ありがとうございます。まだ、先は見えないだろうけど、頑張ってください。お願いします。

どうかお体に気をつけて。市民のためにありがとうございます。

医療従事者の皆様には、いつも感謝しています。

第4波で大変な状況ですが、ご健闘願います。

心より感謝いたします。

ご尽力いただきありがとうございます。応援しております。

医療従事者のみなさんに届くようにお願いいたします。

少しでも感謝の気持ちを伝えれたらと思い寄付させて頂きました。皆様一人一人が私にとってヒーローです。本当にありがとうございます。

少しばかりですが、お役に立てば幸いです。

命と向き合い、日々心をすり減らしながらも目の前にいる患者さんに真摯に向かわれてる医療従事者さんたちに尊敬の念と感謝しかないです。やまない雨はないと信じております。ありがとうございます。

心より感謝しております。

コロナ対策の最前線で従事していただき感謝いたします。
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医療従事者の皆さま、ありがとうございます。

テレビ報道だけで実際の現場は見てませんが、心身共に大変な思いをされながら私たちの命を救っていただきありがとうございます。どれだけ感謝しても足らない思いです。

コロナに負けずに頑張りましょう！応援しています。

神戸市の医療従事者の皆様には、大変お世話になりありがとうございました。医療現場の方々に心よりエールを送ります。

医療に従事されている全ての方に、心より感謝いたします。

何もできませんが感謝と敬意を込めて

この大変な状況の中、医療を続けてくださっている医師、看護師、医療関係の皆様に心から尊敬と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。

同窓会会員からの医療従事者の皆様への応援の気持ちをお届けします

厳しい状況のなか頑張ってくださりありがとうございます

医療従事者の皆さま、ありがとうございます。

いつもありがとうございます。ご宿泊のお客様とポートピアホテルから、感謝の気持ちをお届けします。

コロナウイルス対策の最前線で神戸市民を守ってくださいましてありがとうございます。感謝いたします。

叔父柴田大法がお世話になりました

私も医師です。コロナ患者さんのために頑張ってください。

いつも感謝しています。コロナ終息を祈っています。

日々最前線で闘ってくださっている皆様に心からの感謝と敬意を表します。皆様の安全と健康を願い、自らができる限りの予防に日々努めます。安心して暮らせる日が少しでも早く来ることを願いつつ。

長きに渡り、緊張の解けない過酷な現場にてご従事されている医療関係者の方々に、心より敬意と感謝の意を表します。

コロナの第4波が来そうです。医療従事者の皆様大変ですが頑張って下さい。

大変重要なお仕事、いつもありがとうございます。

現場の最前線で、医療に従事されている皆様方には、頭が下がります。どうぞお身体に気をつけて下さい。

感謝してます

自らの危険を顧みずご尽力頂き、心より感謝申し上げます。又、皆さまを支えていらっしゃるご家族のご協力にも感謝しております。まだまだ先が読めない状況だと思いますが、どうか皆様ご自愛下さい。皆さんの思いがなるべく早く報われますよう、私達自身が気を付け

て、皆さまの負担を少しでも減らせるように頑張ります。

皆様の献身的な行為で私達を守ってくださっていること、本当に有り難く思います。このような形でしかお手伝い出来ませんが、皆様の活動の糧にしていただければ幸いです。

本当にありがとうございます。少しでも力になればと思っています

厳しい状況ですが、本当にありがとうございます。

大変な状況が続く中、医療活動へのご尽力感謝いたします。 ご苦労が続いていると思いますが、頑張ってください。  できれば医療従事者への給付金として活用いただきたい。

毎日厳しい状況の中、コロナと戦っていただきありがとうございます。まだま終息にはかかりそうですので、わずかではありますが皆様にとって少しでも支援になればと思います。私も感染しないように、感染させないように気をつけながら頑張ります。

医療従事者の皆様方、コロナ感染拡大が進む中、神戸市の医療体制もひっ迫していると聞いております。皆様の献身的な医療サポートによって私達市民のいのちが守られていることを本当に感謝しております。ありがとうございます。

コロナウィルス治療に最前線で携わっていただいている医療従事者の方々へ、応援と感謝の気持ちとして、少しですが寄付をさせていただきます。 日々大変と思いますが、宜しくお願いします。

命を守る日々の激務に頭を下げるばかりです。心より感謝申し上げます。ありがとうございます。

毎日大変だとは思いますがどうか頑張ってください。

ひとりひとりの力で、この世界はつくられ、つながっているのだということを痛感しています。ただ感謝するばかりです。本当にありがとうございます。

ほんとうにお疲れさまです。ありがとうございます。

いつもありがとうございます。お仕事頑張ってください。私たちが安心できるのも医療関係の皆さんのおかげです。
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日々のご奮闘に心より感謝します。ご自身の時間、ご家族との時間が少しでも確保できるようお祈り申しあげます。

まだまだ、先は見えませんが、頑張ってください。お願いします。

新型コロナウィルス感染者急増の中、日々危険と隣り合わせでお仕事されている医療従事者の皆様には感謝しております。ありがとうございます。我々の気持ちですが、少しでも医療従事者のお役に立てれば幸いです。大変な状況が続きますが自分達自身で出来ることを徹底

しコロナが早く終熄することを願っています。心身共に大事にしてください。

昨年も寄付しましたが、その時に増して厳しい状況ですね。いつも頑張っていただき感謝しています。

長きにわたり　医療従事者の皆様の献身的なご努力に心から感謝いたします。なかなかゆっくり休養も取れない状況でしょうが　どうかくれぐれもお身体大切になさってください。

深く、感謝します。皆様も含め、より多くの方が健康な体で生きる世の中となりますように。

誰を支援したらいいか分からない世の中ですが、確実に報われるべきは医療従事者の皆さまだと思い、寄付を決めました。 ぜひ、医療従事者の方の手当に使ってください。

医療従事者の皆さま

昼夜を問わす、年末年始も当たり前に迎えることもできず、私達と、患者の為に尽力してくださり 本当にありがとうございます❗️日々 幸せに暮らして行けるのも皆さまのお陰です。くれぐれも、お身体ご自愛ください❣️当たり前の日常が早く戻りますように

神戸市看護大の卒業生です。現在、神戸市の小学校で勤務しています。COVID-19の対応で日々奮闘されている医療関係者の皆様に、敬意を表します。実習でお世話になった病院に対する差別、誹謗中傷は特に許せなく、『差別を絶対に許さない』と児童だけでなく、職員、

地域の大人へもっと発信しなくてはいけないなと決意しております。少額で申し訳ありませんが、応援させてください。感染予防の徹底を守り、周囲に呼び掛けることで、医療者負担軽減になるようにしていきます。

保健所、保健センターで奮闘されている保健師の皆様にも支援をお願いしたいです。

医療廃棄物の処理に携わっております。従事者の皆様の頑張りに心より感謝致します。お体に気をつけて。

新型コロナウィルス感染症の治療に従事されている看護師の方のみに寄付します。 大変な環境で使命感を持って従事していただいていること、大変感謝しています。ありがとうございます。

コロナ渦の中で懸命に対応している医療従事者の方々におかれましては大変敬服しております。我々はこれからもこれ以上の負担を掛けないよう、自分たちの行動を戒めて参ります。大変お辛い状況とは察しますがどうか国民の命を守るため現場に踏みとどまって頂きこれか

らも医療活動に従事していただきたくよろしくお願いいたします。

大変な中本当にお疲れ様です。早くコロナが収束するよう祈るばかりです

日々コロナ感染者が増加しており精神的にも肉体的にも限界を迎えていると思います。いつも感謝しています。私ができる限りの心ばかりの寄付をさせていただきます。

大変な日々、使命感を持って従事されておられる皆さんに心より感謝しています。ありがとうございます。

心から感謝しています

感謝します。どうかご自身もおいといくださいますように。

本当にありがとうございます。大変な状況が続きますが、どうぞご自身のお身体も大事にしていただけたらと思います。

大変なお仕事に従事して頂き、ありがとうございます。

いつも最前線で、命をかけて働いてくださってありがとうございます。いつまで続くかもわからないような状況で、毎日気の休まらないとてつもない緊張状態だと思います。日本は医療従事者の方々の使命感に甘えっぱなしです。せめて手当などは正当に受け取ってほしいと

切に願い、願うだけでなくこのファンドを知り、本当に微力ですが寄付することにしました。早くコロナが終息し、これに学んで日本がもっと良くなりますように。

私たちのためにご自身の命を懸けてコロナと闘ってくださっている最前線の医療従事者の お役に立てていただければ幸いです。

医療従事者の方々が頑張って下さっていて、本当に感謝です。

医療従事者の皆さま、日夜、人々のために命を懸けて頑張ってくださって、本当にありがとうございます。一日も早く皆さまのご努力が報われて、平穏な日々が来ることを祈っています。私たち個人もできることを懸命にやります。

大変な状況の中、毎日本当にありがとうございます。どうぞお体にお気を付けてお過ごしください。

コロナ対策の最前線で戦っていただきありがとうございます

感謝の一言です

医療に携わる皆様に心から敬意を表します。自らも感染しないよう行動には気をつけます。応援しています。ありがとうございます。

医療に関わる全ての方々に、頭が下がる思いです。役に立つ様なサポートは出来ませんが、せめて感染しないよう対策をとっていこうと思います。

神戸の医療を支える医療の皆様へ　　たくさんのストレスの中お仕事をしてくださり本当に感謝致します。先生、看護士の皆様が安心して笑顔でお仕事できる日が早く戻るようにお祈りしています。お身体にお気をつけてください。

患者さんの為、休日もほとんどなく過酷な毎日を過ごされていると思います。皆様のご苦労で患者さんが救われています。皆様に少しでも応援できたらと思います。お身体にどうかご自愛ください。

いつもありがとうございます。
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様々な障害の中でも奮闘されている方々に、本当に感謝いたします。

昼夜を問わず全力で治療にあたって下さいまして、本当に有難うございます。感謝のしるしに気持ちばかり送らせて頂きました。何かのお役に立てて下されば、嬉しいです。寒さ厳しい折から、皆さまお身体にはくれぐれもお気をつけ下さい。

ご自身のお身体もお気をつけてください。

コロナ感染が拡大し日々大変と思いますがどうかご自愛ください。

大変ご苦労様です。皆様方のお仕事には深く感謝致しております。まだまだ困難な状況が続きそうですが　くれぐれもお身体に気を付けて頑張ってください。

大変な日々が続く中、ありがとうございます。どうぞご自身のお体も大切にご活躍くださいませ。

大変だと思いますが、頑張って下さい！ 私たちに出来る事は、感染しないようにする事。。　私も頑張ります。

医療従事者、従事者を支える皆様の努力に感謝致します。

大変なお仕事を続けていただいて、ただただ、感謝の気持ちでいっぱいです。　ありがとうございます。

ほんとうに、感謝しかないです。 ありがとうございます。

こんな事でしか応援できないのをお許し下さい。皆さまのご苦労をこれ以上増やさないよう、まずは自分が感染しないように日々気をつけて生活して行きたいと思います。本当に、ありがとうございます！

本当にありがとうございます。 心から感謝しています。ご自身のお体もくれぐれも大事になさってください。 

日々、大変な中、ご尽力頂きありがとうございます。

健康に気をつけてよろしくお願いします。

医療従事者さんたちの報酬に使ってください。

皆さまの献身に心から感謝しております。ありがとうございます。皆さまの負担を少しでも減らせるよう、自分にできる感染予防を徹底してまいります。どうぞお身体を大切になさってください。

身体的にも精神的にも大変な状況の中、ありがとうございます。お元気でいらしてください。

病院の経営悪化など聞きますので、市民の健康を守れるよう医療存続の一助となればと思います。医療従事者の方々の待遇改善にも役立ってほしいです。

寄付の分配について

コロナ対応の数の多さによって分配をしているようだが、私が寄付したいのはコロナ禍によって病院経営に打撃を受け、収入や給与が減少している病院に対しての寄付です。市立病院は設備も予算も充実しており、患者の処理数も多いかもしれませんが、職員も公務員で給与

が減ることもないのでしょう。そのような病院に多くの寄付が集まるのであれば、今後の寄付はちょっと考えざるを得ません。例えば持続化給付金の支給などの要件に近い支給要件での分配をすべきかと思います。寄付する人の多くはそのような動機で寄付されていると思い

ます。例えば、市立病院は対象から外してもよいのではないでしょうか。税で賄えます。協力してもらえる民間病院を増やす方向に使いべきと思います。

医療従事者の手当等に充ててほしいです。

お世話になります。毎日大変だと思いますがどうか体に気を付けてご自愛下さい。

ありがとうございます。感謝の気持ちしかありません。

このコロナ禍で私達家族は3人入院を経験しました。そのときに大変、医療従事者の皆様にはお世話になりました。私達がいまできるのは不要不急の外出をしないこと、健康にいつも以上に気をつかうことと考えています。少額の寄付しかできませんがどうか医療従事者の皆

様が心身ともに健康でこの危機を乗り越えられることを日々祈っています。いつもありがとうございます。

本当にありがとうございます。感染防止に気を付けてください。

先の見えない厳しい状況ですが、心が折れないようがんばってください。私たちは日々感染予防に励んでいます。

いつもいつもありがとうございます

最前線でコロナと戦っていただいている皆様に、心からの敬意を表します。そして、そんな皆様の苦境をニュースで見るたびに憤りを覚えます。私は３カ月休業したため持続化給付金をいただきましたが、何カ月の休業でも12カ月分給付されるという、これも理不尽なもので

す。なので微力ではありますが９カ月分を寄付させていただきます。皆様の御健康を心からお祈りしております。

健康に気を付けてよろしくお願いします

ご負担おかけします。よろしくお願いいたします。

ご自分の体にも注意されながら、長くなりますがよろしくお願いいたします。

コロナウイルス最前線で戦っていただきましてありがとうございます　感謝いたします
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大変な状況のなか私たちのためにご尽力いただきまして本当にありがとうございます。

最前線でコロナと戦っていただいてありがとうございます

感染者数の拡大が毎日報道され、益々医療従事者方々の拘束される時間を、心より心配しています。

大変でしょうが頑張ってください

ご自身の健康にもご留意ください

いつもご苦労様です。皆様のお力があり、我々は安心して過ごせています。本当にありがとうございます。

6月に引き続き2回目の募金活動をＪＲ新長田駅頭で行いました。どうぞ、みなさまのお役に立てていただければ幸いです。そして、医療従事者の皆さま、ありがとうございます。

いつもありがとうございます。どうぞお身体にお気をつけてがんばってください。

厳しい局面が続きますがお身体を大切にしてください

いつもありがとう。

いつもご苦労様です。皆様方に置かれてましても不安な中　有難うございます。どうぞ、お体に気を付けて頑張ってください。

コロナウイルス対策の最前線で戦っていただきましてありがとうございます　感謝いたします

最前線で困難な状況の中、医療にあたって下さり心より感謝申し上げます。

大変なお仕事ご苦労様です。頑張って下さっていること感謝します。どうぞご無理なさいませんように❗️

いろいろな病気やコロナに対して皆様の身を粉にしての対応に心から感謝しています！ 私たちが安心して暮らせるのも日々の皆様の努力に支えられたもの・・・これからもお体に気をつけてくださいね。 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。 医療従事者の皆さまの多大なる貢献に感謝申し上げます。

大変でしょうが、がんばってください。

毎日毎日　最前線で献身的に働いていただき、本当にありがとうございます！皆さんは我々の誇りです！

コロナウイルス対策の最前線で日本国民のために働いていただきありがとうございます。感謝いたします

とても大変な状況下、医療を支えてくださり、ありがとうございます。ほんの僅かですが、お役に立てると幸いです。

新型コロナと闘っていただき、ありがとうございます。皆様も身体を大切に頑張ってください。

私達の活動を支えてくださる全国のファンの皆様が、チャリティ無観客ライブの拡散やチャリティグッズを購入し、チャリティ活動に賛同してくださいました。 集まった沢山の想いを医療現場で頑張ってくださっている方へとどけたいと思います。 医療を支えてくださる皆

様のおかげで、安心してこの街で暮らすことができています。いつも感謝しています。  神戸のアカペラグループQueen's Tears Honey

岡本でコミンカ店内で、コロナとアマビエを描いた展示会を行い募金を募りました。医療現場で頑張られている方々に少しでもお役に立つと嬉しいです。

本当にありがとうございます。医療従事者の皆さまのご対応には頭があがりません。どうぞご自愛いただきたいと思います。

陰ながら感謝、応援しております。くれぐれもお体にはご留意くださいませ。

医療従事者の皆さん、毎日ありがとうございます。仕事だけでなくプライベートにおいても感染防止のための対策が一般の人より厳しく求められており、皆さんの体力的のみならず精神的負担を思うと大変心が痛みます。わずかではありますが、感謝の気持ちが届けば、と思

い寄付します。皆さんの安全と健康をお祈りします。

私たちのために危険な医療作業を続けていただいて本当に感謝しています。少しですがお役に立てばと寄付させていただきます。お体をお大事に、またご無事作業ができますように祈りしております。

ささやかな金額ですがお役立てください。

感染して大変な思いをしている人を日々支えていただきありがとうございます。皆様のご健康お祈りしています。本当にありがとうございます。

医療従事者の皆さま、そして関係者の皆さま。大変な状況の中、最前線でのご活躍心より感謝申し上げます。ほんのわずかですが、お役立ていただければ幸いです。

いつもありがとうございます。ささやかですがお役立てください。

新型コロナ対応のみならず、その他多くの緊急事態にご対応いただいている医療従事者の皆さまの献身的なサポートに感謝申し上げます。

コロナ渦に於いて中咽頭がんの治療でお世話になりました。皆さんの奮闘には感謝いたしております。
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日頃は本当にご苦労様です。

日々、お疲れ様です。 お身体をご自愛ください。

感謝

長引くコロナ対策でお疲れも溜まっていると思います。 どうぞご自身の体も休める時間も取って、これからもよろしくお願いいたします。

危険をかえりみず仕事をしてくださってありがとうございます。どうか無理せずこれからも頑張ってください。

医療従事者の皆さまへ　感染リスクのある中で日々戦ってくださっていること、心から感謝いたします。

みなのためにがんばってくださってありがとうございます

弊社(株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター)は「すべての人の喜びであれ！」をスローガンに掲げ、 社会に貢献する企業を目指しております。 コロナ禍で日夜奮闘されている医療従事者の皆様に心からの敬意と感謝の意を表しますとともに、 その支援のた

め、微力ながらお役に立てることを願っております。

ありがとうございます

お客様が温泉をご利用していただくことで、日々新型感染症と闘って頂いている医療従事者の皆様のご支援の一助となるイベントに取り組みました。僅かではありますが、観光業にも大きな影響のある疫病退散にご尽力頂いている皆様のお役に立てればと思います。

感謝あるのみ。

お疲れ様です。大変な毎日…ありがとうございます。無理の無いように～

昼夜を問わず命を守っていただき、本当に感謝しています。今後もよろしくお願いします。

皆様に頼っていますので頑張ってください。

皆様のおかげで社会生活が成り立っていることを改めて実感しました。これからも健康に気を付けて、頑張って下さい。

コロナウイルス拡大防止の最前線で従事していただきありがとうございます。感謝いたします。

持病を持っているために普段から大きな病院にお世話になっています。先生、看護師さん、事務スタッフの方、警備担当の方など、病院にかかわる皆さんがこのような緊迫した状況下で、どんな患者に対してもプロとして細やかに、また笑顔で対応して下さることにいつも頭

が下がります。皆様とご家族のご健康を心から祈っています。何かの一助になれば本当に嬉しいです。

いつも激務に感謝しています。ご自愛下さい、

大変厳しい状況が続き、終息が見通せないため疲労も蓄積されていると思います。心身のリフレッシュもままならない状況で、使命感だけで闘っていただいていることと思います。市民としては、最後は医療者の皆様が頼りですので、お身体に留意され市民の生命と健康を

守っていただきたく思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

医療従事者の皆さんには感謝しかないです。

多大なプレッシャーの中で日々働いていただいている皆さまに感謝します。お世話にならないように注意することが我々ができる最大のことと思っています。

長丁場の従事、ごくろうさまです。 くれぐれもご自愛ください。

拝啓　日夜最前線にて闘っていただいております皆々様、本当にありがとうございます。長期戦となり、時に少数ながらもご家族等へのコロナ差別があるようですが、たとえストレスからでも、無知からでも、絶対にあってはならないことです。

静かに暮らす大勢の地域住人は常に暖かく応援していることを忘れないでください。何より最優先に護るべき皆様のご家族のためにも堂々と胸を張っていてください。決して負い目を感じたりせず、気落ちせずに誇りを纏い病魔を蹴散らしてください。

心労になる恐ろしい心なき雑音は社会全体で一丸となって振り払っていきましょう。引き続き、暑い日が続きますが、くれぐれもご自愛ください。敬具

お体に気をつけて従事してください。

市民の安全・安心確保に努めて頂いていることに感謝いたします。

治療に関わる皆様方は大変なご苦労だと思います、自らの健康にも十分きおつけて治療に頑張ってください。

報道等で現場の方の悲痛な生の声を見聞きするたび、本当に心が痛く、また頭の下がる思いです。ありがとうございます。どうかお身体に気をつけられて下さい。

陰ながらですが応援しております。大変な状況が続いておりますがご自愛ください。本当にありがとうございます。

私たちの命をお守りいただきありがとうございます。少しで申し訳ありません。

皆さんのご努力に心より感謝いたします。使命感を持って頑張られる姿に頭が下がります。これからも負けずに頑張ってください。
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私たちを助けるために働いてくださり、本当にありがとうございます。本当に大変な毎日だと思います。それでも頑張ってくださっている医療従事者の皆様のために、私にできることは、日々の生活で、できる限り気を付けて毎日を過ごすことかと思っています。「大変だっ

たけれど、今は穏やかな毎日になったね！」と言える日のために、医療従事者の皆様も、私も、ファイト！！！

陰ながらですが、応援していますので、これからもご自愛しつつ、頑張って下さい 本当にありがとうございます。

感謝の気持ちでいっぱいです。どうかくれぐれも御身を大切になさってください。

感謝します

昨今のコロナ禍におきまして、 大変な状況を新聞、ニュース等で毎日のように目にしております。まだまだ大変な状況がつずいておりますが医療従事者の皆様の少しでもお役に立てればと思い寄付させていただきます。よろしくお願いします。

報恩と感謝。皆さまのご健康をお祈りします。

私たちを助けるために働いてくださり、本当にありがとうございます。本当に大変な毎日だと思います。それでも頑張ってくださっている医療従事者の皆様のために、私にできることは、日々の生活で、できる限り気を付けて毎日を過ごすことかと思っています。「大変だっ

たけれど、今は穏やかな毎日になったね！」と言える日のために、医療従事者の皆様も、私も、ファイト！！！

ご自身を危険にさらし患者のために働いておられる皆さまに感謝と敬意の気持ちしかありません。本当にありがとうございます。

いつも感謝しています。

いつも安心を届けて頂いてありがとうございます。これらかも宜しくお願い致します。

医療従事者の方々には感謝しかありません。どうか御自身も大事にして頑張って下さい。

ご自身や家族の危険を顧みず、勇気と使命感をもって、私たちの健康や安全を守っていただいているみなさま方に心から感謝しています。

コロナの危険な環境に身を置いて、日夜ご尽力に感謝します。

頑張ってください！

医療従事者の皆様、大変な負担を強いていることごめんなさい。勇気ある行動と献身的な働きに心から感謝します。ありがとうございます。私も感染しない、させない行動を続けます。

ありがとうございます。ただただありがとうのみです。

コロナ患者を受け入れたことにより経営状況が悪化した民間病院の医療従事者の支援に使ってください。給料や賞与が減らされるような理不尽なことがないように、どうぞよろしくお願いいたします。

コロナウイルス対策の最前線で働いてくださってありがとうございます。感謝いたします。

私は後期高齢者で、体力的に今回のコロナウイルスの感染拡大防止に何も寄与できませんが、政府から10万円をいただきましたので、一部ですが寄付させていただきます。医療従事者の皆様方の献身的なご努力にたいし、敬意と深い感謝を抱いております。まだまだ終息の見

込みがつきませんが、今後ともよろしくお願いいたします。

お身体に気をつけてください。

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！

医療従事者の皆様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。色々大変だと思いますが、これからも体に気をつけてください。

いつもありがとうございます。少しでも医療従事者の方々のお役に立てますように。

ありがとうございます。ただただ、感謝です。お身体大切になさってください。

皆様のご尽力に感謝申し上げます。

未知の病「コロナ感染症」拡大の波が次から次へと、本当に心も体も休まることのない日々が続いている中、「人命を救う」という使命感の元、懸命に医療に従事されている姿・姿勢に言葉もありません。本当に有難うございます。くれぐれも健康にはご留意ください。

先の見えない不安でつらいお仕事、ご家族やご家庭への影響など、政治や行政にも不満もあろうかと思います。またこれまでに経験のない環境に身を置いて心身ともにお疲れと思います。些少ですが、私や家族の感謝の気持ちです。

医療従事者の皆様の努力と献身に感謝いたしております。

医療従事者の皆様のおかげで、私たちの平穏な生活が守られている事に心から感謝申し上げます。まだまだ大変な日々が続きますが、皆様が体調を崩す事なく医療に従事されますようにと願っております。

医療従事者の皆様へ　皆様の頑張りのおかげで今が何とか維持できていると思っています。本当にありがとうございます。皆様にもご家族があり、お仕事を頑張れば頑張るほど、コロナの恐怖に晒され、日々心身ともにお疲れのこととお察し申し上げます。皆様に少しでも感

謝したく寄付させて頂きます。私自身独り暮らしなので、皆様のお世話にならないように、日々健康に気を付けて暮らしています。どうぞ皆様も健康に気を付けて頑張ってください！

この度のコロナウイルス感染者に対して、命懸けの治療を続けてくださり、心から感謝しております。
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医療従事者の皆さまへ　ご自身及びご家族の危険を顧みず、大変な環境の中でご尽力くださっていることに感謝しております。いつ落ち着くのか全く分からない状況ではありますが、今後ともよろしくお願いいたします。何よりも、ご自身のお体を大切に。

ご自身の危険もある状態での医療従事、ありがとうございます

ご自身や家族の危険を顧みず、勇気と使命感をもって、私たちの健康や安全を守っていただいているみなさま方に心から感謝しています。

大きな支えです。ありがとうございます。

大変ですが頑張ってください

医療従事者の皆様ありがとうございます。ご自身の体調も十分に留意してください。応援しています。

武漢ウイルスと戦ったくださっている医療従事者の皆様に感謝いたします。少しでもお役立ていただけたらと思います

国民の命を守って下さり厚く御礼申し上げます。

みなさまのおかげでJリーグ有観客試合が開催できました。有難うございました。

感染リスクの不安を持ちながら、本当にご苦労様です。

いつもありがとうございます。少しでも医療従事者の方々のお役に立てますように。

ありがとうございます。ただただ、感謝です。

いつもありがとう

ありがとう。あなたたちのお陰で何人の方が助かったか、ご家族が喜んでおられるか、頭が下がります。何もできませんが、少しだけお手伝いさせていただきます。

現在、最前線で奮闘して頂いている医療従事者の方々には頭がさがる思いです。家族が今年から医療従事者として神戸市にお世話になり、親子共々お役にたてればと願っております。

コロナに負けるな

皆様のご苦労に感謝しています。

感染が再拡大しておりますが、医療従事者の皆様はどうか心折れることなく、頑張って乗り切って下さい。

神戸医療従事者のみなさま、コロナ禍の中で本当にお疲れ様です。私たち市民の健康はみなさまのお力によってこそ守られています。ご自身とご家族様のご健康にもどうかくれぐれもお気をつけて、私たちをお守りください。心より感謝申し上げます。

感染の危険の中、昼夜を問わず治療に当たっていただきありがとうございます。これからも頑張ってください。

皆様のことを尊敬しています。

大変でしょうけど頑張ってください。

いつもありがとうございます。まだまだ終わりが見えない状況ですが、これからも頑張ってください。

バックオフィスの方々含め、戦い続ける皆様、本当にありがとうございます。

命を懸けて、命を救う、皆様へ！本当にありがとう！！

皆様のご苦労に感謝しています

大変でしょうが市民にとって大切なお仕事です。頑張ってください。

最前線で立ち向かわれ感謝でいっぱいです。まだまだ続いていますので、お体には十分お気をつけ下さい。

ご自分の時間、ご家族との時間などを犠牲にしながら、又、様々な不安や恐怖の中で、多くの命を救うべく闘い続けて下さり心より感謝致します。本当に、本当にありがとうございます。

本当に大変なお仕事だと思います。感謝しかありません。

いつも応援してます　心よりお祈り申し上げますありがとうございます。

いつも神戸市民のために激務に従事していただいてありがとうございます。皆さまのご尽力のおかげで私たちが安心して生活することができます。お体を壊さないようにお気をつけください。

多大な犠牲を払って市民のために命懸けで働いておられる姿に、感謝と尊敬の念を禁じ得ません。でも、お身体に気をつけて下さい。

十分感染に注意して無理せずに頑張ってください
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いつもありがとうございます。皆様方のおかげで、日々安心して生活できております。心より感謝申し上げます。

ほんまにありがとうございます！

尊いお仕事、本当にありがとうございます❗️

医療現場の皆様、最前線で命がけのご尽力に、ただただ感謝するばかりです。まだまだ先行きどうなるかわからないところではあります。我々は自分の行動に責任を持つ以外は、あなた方に頼るしか術がありません。自愛いただきながら引き続きよろしくお願いいたします。

本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。皆様のおかげで、今私たちは貴重な日常生活を維持することができています。皆様への負担が少しでも減るように、感染拡大防止のためできることを実行していきます。最後に皆様の心と体の健康を心よりお祈り

申し上げます。

医療従事者の皆様 強い使命感と責任感で私たち神戸市民を守ってくださって本当にありがとうございます。皆様のご負担を少しでも減らせるよう、私たちも各々で出来ることを実践してまいります。今年の夏も猛暑との予報が出ておりますので、どうぞご自愛下さい。

コロナに負けず頑張ってください。

平時でも大変なお仕事なのに、このコロナ禍で、心身共にキャパを超えて、第一線でコロナと戦ってくださってる医療従事者の皆様には感謝と敬意しかありません。なのにそんな方々に対して理不尽な誹謗中傷をするような輩のニュースを見聞きする度、怒りと悔しさで堪ら

なくなります。夫婦共に難治性の基礎疾患があり、日頃から医療関係者の方々には大変お世話になっており、また来春からは姪が医療従事者としてのスタートを切る予定で、何か少しでも日頃のお礼が出来ればと思い、些少ですがお役立て戴けますと幸いです。

大変な中、本当にありがとうございます。

大変なご苦労をされながら、懸命にお仕事に従事してくださり、本当にありがとうございます。使途は医療従事者の方の手当ての一部にしてください。

いつもありがとうございます、頑張ってください

困難な状況の中、私たち神戸市民のために働いて頂き、心より感謝しております。皆様も体調に気をつけてお過ごしください。本当にありがとうございます。

医療の最前線で、日々危険と向き合いながら頑張っておられます皆様方に、心から感謝いたします。本当にありがとうございます！

新型コロナウイルスの感染リスクがある中、感染者への治療等にご尽力いただき、本当にありがとうございます。特別定額給付金の一部ですが、寄付させていただきます。これからも、よろしくお願いいたします。

医療関係者の皆さまへ　まずは自らの安全確保を、次に神戸市民のために。コロナ対応感謝します。

ありがとうございます。感謝しかないです。お身体を大切にしてください。

日々大変な毎日を過ごされていると思います。くれぐれもお体ご自愛ください。

神戸市民として新型コロナウイルスから市民を守ってくださる皆さんに心から感謝しております

病院に勤めている友人より話を伺いました。コロナの最前線でにみんなのために尽くしてくださっていることに感謝しております。心身ともに大変だと思いますが、ご自身にも無理のないように頑張ってください。少しでも早くみんなが落ち着いて過ごせるように願っており

ます。誹謗中傷にも負けないでくださいね。

医療従事者の皆さん、まだまだ大変だとは思いますが、頑張ってください。皆さんのお陰で、私達は普段の生活がおくれるようになりました。ありがとうございます。

医療従事者の皆様、いつもありがとうございます。皆様のご健康とご多幸を祈っています。

防護服等の不足・親族を含む方々への誹謗中傷のあるなか、最前線で戦っていただき、第一波を乗り越えることができました。ありがとうございました。私たち市民にできることは、マスク、手洗いを忘れず、人が密集しそうな所への外出を必要最小限にして、医療従事者の

皆様の手を煩わさないよう、気を付けて生活をしていきたいと思います。

お疲れさまです。ご自身のお身体にもご自愛下さい。

大変厳しい環境下、頑張ってください！

何時も皆さんに感謝しております。有難うございます。

大変な時にありがとうございます。苦しいこともたくさんあるでしょうけど、これからも応援しています。

医療従事者の皆様の献身的な治療があってこそ、コロナ危機第一波を乗り切れたことに感謝いたします。わずかばかりですが、お役立て下さい。

いつも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。

大変な中での活動に感謝いたします。本当にありがとうございます！

適切な配分をお願いします
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ご寄付者からの応援メッセージ

お体に気を付けてこれからも頑張って下さい。いつもありがとうございます‼️

日頃のご苦労に感謝します。特定給付金をいただきましたが、収入は減っていないので、本ファンドに入金させていただきます。

倒れられる方などがいないよう、心よりお祈りしています。

医療従事者の方が医療に集中できるような環境作りに使って頂ければ幸いです。（医療従事者の子供の保育園の確保、風評被害の防止等）

すべての医療従事者の皆さまに感謝いたします。ありがとうございます。皆さまの体調も心配です。くれぐれもご自愛ください。

コロナに対応されている医療従事者の方にお礼を申し上げます。少額ですがお役に立てば。

最前線でコロナウイルスと戦っていただきありがとうございます。感謝いたします。

新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、ご自分の生活を犠牲にしてまでも、全力で命を助ける医療に専念された皆さまに感謝申し上げます。

尊いお働きに心から感謝します。お体にお気をつけて、今後ともよろしくお願い致します。

多忙が続きますが、ご自愛くださいませ。何かお役に立てれば幸いです。

中には心無い人もいると聞きますが殆どの方は心より感謝しております。コロナ受け入れの病院の方々だけでなく陰で支えている医療従事者全ての方々に感謝の気持ちが届きますように。
コロナ受け入れの病院だけでなく他の病院にコロナ以外の救急患者が集中することがあり医療現場は何処も大変な状況になっていたと聞きます。

今は落ち着いていますが、第２波・第３波に備えこれからも頑張ってください。

危険な中、一生懸命お仕事してくださりありがとうございます。

神戸市みなさん頑張りましょう。

皆さんの支えがあって社会が動いています。感謝しております。

先が見えない戦いで、心身ともに大変だと思います。先ずはご自分及びご家族を大切にした上で、我々市民を守っていただければと願っています。応援しています！

感染リスクがあるにもかかわらず頑張ってくださりありがとうございます。わずかですが少しでも医療従事者の皆様のお役に立てば幸いです。どうぞお体には気をつけてください。

大変な状況下でずっと頑張って下さっている医療従事者の皆様に心から感謝しております。

大変な毎日の中、ありがとうございます。感謝

健康に留意してお励みください

みんなを守ってくださり、ありがとうございます。たくさんの感謝と支援が届きますように。ご自身も大切になさってくださいね。

医療従事者の皆様のご苦労ありがとうございます。今のうちにゆっくり英気を養ってください。

これからも医療に負担をかけないように、感染症対策に十分気をつけつつ過ごしたいと思います。命を救う尊い仕事だと思いますが、できる限り無理を強いられることのないよう祈っています。一人ひとりが意識を高く持って、何としても乗り越えたいですね。

何時もありがとうございます。心より感謝致します。

皆さま自身の体調にも気をつけて、頑張ってください！

医療従事者の皆様頑張って下さい。

毎日、大変な中、市民のため、患者さんのため、ありがとうございます！！これからもどうぞ宜しくお願いします?

ありがとうございます。

ありがとうございます。

みなさんのおかげで、私たちは安心して生活できています。少しでも、良い環境で働けるように願っています。お身体に気を付けて、頑張ってください。応援しています！

いつもありがとう

感染のリスクを抱えながら、市民のために日夜最前線で医療に従事されている方々に、感謝と敬意を表します。本当にありがとうございます。

最前線でコロナに立ち向かう皆様のおかけで市民は無事に日常生活を送る事ができております。心より感謝申し上げます。
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ご寄付者からの応援メッセージ

今回の新コロナウィルスに直接的にまた間接的に応対する全ての医療者の皆様を心から応援します。

感謝しています。

最前線で戦っておられる医療従事者の皆様には、心より感謝申し上げます。自粛が明けても新生活様式を守り感染予防に努め、これからも応援してまいります。

いつも本当にご苦労様でございます！くれぐれもご自身のお身体にもご留意ください。

尊いお働きに心から感謝しています。これからもお体にお気をつけてよろしくお願い致します。

命懸けのお仕事ご苦労様です(^人^)

皆様のおかげで安全に生活できることを感謝しております。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。

市民の命を救うためにありがとうございました。

感染の危険の中、目の前の命を救うために尽力された使命感、尊敬します。

医療従事者の皆様に感謝を込めて。

頑張ってください。

日頃のご尽力、大変感謝しています。さらに頑張って医療をお願いします。

神戸赤十字病院の皆さん有難う御座います?

皆さんのお陰で安心して暮らせます。ありがとうございます。くれぐれもお身体大切に

身を呈してのお働きにリスペクトと感謝の意を捧げます。2波3波を防ぐのは我々国民*市民の義務-責任でありますが…これからもお体に留意のうえご活躍ください。有り難うございます！

毎日本当にお疲れ様でございます。皆様のおかげでどれほどの命が日々守られていることでしょう。心から感謝いたします、ありがとうございます！

皆様の献身的な行動に社会全体が支えられています。心から感謝しています。

大変ご苦労されていることと思います。皆さまのご尽力に感謝申し上げます。引き続き体調管理にご留意いただき、医療体制の維持をお願いいたします。

大変なお仕事に感謝です。頑張ってください

皆さんのおかげで、私たちの今の生活が成り立っています。本当にありがとうございます。

皆さまの頑張りに感謝しております。

6／9に最後の患者さんが退院され神戸市の新型コロナウィルスの患者さんがゼロになったと発表がありました。これもひとえに未知のウィルスにひるむことなく戦ってこられた医療従事者の皆様のおかげです。感謝しかありません。この期間が長く続きますよう私も日々私に

出来ることを努力して過ごしていきたいと思います。本当にありがとうございました。

大変な状況下で、コロナ感染症に対応いただき、感謝の言葉もありません。コロナ病棟担当の医師・看護師・スタッフの方は、何日も自宅に帰れず、病院で寝泊まりされてるとも聞きました。ぜひそういう方の個人としての手当てに活用ください。

日夜大変な中、ありがとうございます。どうかお身体に気を付けてよろしくお願いします。

大変な状況下で、コロナ感染症に対応いただき、感謝の言葉もありません。コロナ病棟担当の医師・看護師・スタッフの方は、何日も自宅に帰れず、病院で寝泊まりされてるとも聞きました。ぜひそういう方の個人としての手当てに活用ください。

日夜大変な中、ありがとうございます。どうかお身体に気を付けてよろしくお願いします。

毎日たいへんな思いで業務に携わっていただき、感謝の気持ちです。

いつも、ありがとうございます。お体に気を付けて頑張ってください。

大変ご苦労のことと思います。皆さまのご尽力に感謝申し上げます。引き続き体調管理にご留意いただき、医療体制の維持をお願いいたします。

医療従事者の方々には本当に感謝しています。このような形でしか応援出来ませんが、皆さまのご苦労のねぎらいになればと思います。

がんばえー\( ˆoˆ )/

感謝。
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ご寄付者からの応援メッセージ

地元神戸を応援したく微力ながら寄付させていただきました。ありがとうございます。

新型コロナではありませんが、父は、中央市民にて、3月に肺がん手術、5月末に外来再診後入院。先日無事を退院しました。大変な時にありがとうございました。

コロナで毎日大変でしょうが、医療従事者の皆さまにはとても感謝しています。ご自身のお身体にくれぐれもお気をつけられますように。

皆さまのお世話にならないよう努めております。頑張ってください。

医療従事者の皆様のおかげで今日の我々の平穏があります。ありがとうございます。

昨年の冬から春にかけて、妻が中央市民病院で2か月半入院しました。その折に医師・看護師の皆様に親身な看護を受けました。本当に感謝しています。頂いた給付金を全額振り込みます。

危険な環境及び経営状態悪化と厳しいニュースを聞きます。少しでもお役立てれば嬉しく思います。

大変な状況下で、コロナ感染症に対応いただき、感謝の言葉もありません。コロナ病棟担当の医師・看護師・スタッフの方は、何日も自宅に帰れず、病院で寝泊まりされてるとも聞きました。ぜひそういう方の個人としての手当てに活用ください。

日夜大変な中、ありがとうございます。 どうかお身体に気を付けてよろしくお願いします。

昨年の冬から春にかけて、妻が中央市民病院で3か月半入院しました。その折に医師・看護師の皆様に親身な看護を受けました。本当に感謝しています。頂いた給付金を全額振り込みます。

危険な環境及び経営状態悪化と厳しいニュースを聞きます。少しでもお役立てれば嬉しく思います。

大変な状況下で、コロナ感染症に対応いただき、感謝の言葉もありません。コロナ病棟担当の医師・看護師・スタッフの方は、何日も自宅に帰れず、病院で寝泊まりされてるとも聞きました。ぜひそういう方の個人としての手当てに活用ください。

コロナウィルスと戦っている医療従事者の方々に感謝いたします。

まだまだ緊張の続く日々かもしれませんが、少しでもひとごこちつける時間があります様に　感謝を込めて

いつもありがとうございます!

自分達がが安心して生活できるのは、皆さんのおかげです、感謝申し上げます。感染との隣合わせで、御心配と御苦労は察するに余りありますが、力合わせて乗り切ってまいりましょう!

ご自身、ご家族への感染リスクがある中、医療従事に大変感謝申し上げます。こんな形でしかありませんが、少しでも皆様のお力添えになれば幸いです。

医療従事の皆さん、ありがとう！そして、皆で頑張ろう！

感謝しております。

ご苦労様です。よろしくお願いします。

命に関わり、最前線で人の支えになっておられる医療従事者の方々へ感謝申し上げます。

本当に本当に、ありがとうございます。まだまだ脅威は続きますが、お身体に気をつけて、頑張ってください。

私たちには、思いも及ばない大変なことばかりだと思います。そんな中でも、毎日みんなのために働いてくださってありがとうございます。本当に感謝しかありません。お体に気を付けてください。

神戸を守って下さり感謝します

頼りにしてます。感謝してます。心から尊敬いたします。

神戸市民のため、献身的に医療従事をしていただき、ありがとうございます。少しでも協力できればと参加しました。ご自身のお身体にもお気をつけてください。本当にありがとうございます。

心より感謝いたします。

皆さまの日夜のご尽力に大変感謝しております。これからも、よろしくお願いいたします。どうぞ、お体ご自愛ください。

頑張り有難うございました。

大変な状況で頑張っていただき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。

お疲れ様です。

感謝しています。ご自身自身も気をつけてください。

これまで自らを顧みず、コロナ患者のために誠心誠意で対応いただいたことについて感謝です。
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ご寄付者からの応援メッセージ

私は年金生活者ですので、今回の新型コロナ騒動では、何の経済的損失も被ってはおりません、政府からいただく10万円は医療現場でご苦労されている方々に使っていただきたく、寄付させていただきます。お体に気をつけて頑張ってください。

自分や家族以外の人のために、リスクを負って働いてくださり本当にありがとうございます。

コロナ感染の恐れのある中で医療機関で日夜奮闘され、また、お住いでは不当な中傷にもさらされる中で、毎日頑張っておられる皆様に、心からの敬意とお礼を申し上げます。

私たち、神戸市立駒ヶ林中学校ボランティア委員会は、阪神・淡路大震災をきっかけに作られた生徒会の特別委員会で、全校生の約４割の生徒が参加しています。新型コロナウィルスによって、３月から学校は休校となり、やっと今月から再開しました。この間、４月の登校

の機会に「コロナと戦う人々を励まそう」という趣旨で、中央市民病院の方々への応援メッセージを２、３年生全員で書き、４月１７日に送らせていただきました。このたび、学校の再開にあたり、多くの医療従事者の皆さんへの感謝の気持ちを込めて、全校生に呼びかけ６

月２、３日に募金活動を行いました。わずかな金額ですが、医療従事者の皆さんのためにお使いください。

医療従事者の皆さまのご健康を心よりお祈り申し上げます。

皆様の、職務遂行に対する信念に敬意を表し、感謝申し上げます。皆様と御家族のご健康を心よりお祈り申し上げます。ありがとうございます。

日夜、想像を超えるご苦労をされてウイルスと戦われている医療従事者の皆さまには感謝しきれません。本当にありがとうございます。私たちに出来ることは、医療従事者の皆さまにこれ以上負担をかけないように感染しないさせないことですので、気を緩めないようにしま

す。たくさんの命を救ってくれて本当にありがとうございます。

医療従事者のみなさまのご奮闘に心から感謝申し上げます。

献身的に治療にあたられている方々に、感謝申し上げます。

ご尽力いただきありがとうございます。応援しております。

コロナで大変な時期、医療従事者の方々には感謝でしかありません。お体に気をつけて。

この大変な時期にほんとによくやっていただいていると思います！医療従事者の方々には感謝の気持ちでいっぱいです！どうぞご無理だけはなさらずに。

医療従事者の皆さま、本当にありがとうございます。健康に気を付けて業務をお願い致します。

日頃の皆様のご努力に頭が下がります。ありがとうございます。僅かばかりですが皆様のお役に立てるなら幸いです。

ありがとうございます。まだ終わりは見えませんが、これからもよろしくお願いします。

世界的危機をもたらしているコロナ病に、身の危険を賭して治療に携わる皆様は、人類愛そのもので生涯わすれるものではありません

神戸のために、昼夜を問わず働いてくださりありがとうございます。少しではありますが寄付させていただきますので、どうぞお役立てください。どうか医療従事者の方々もお身体を大切に、今後ともよろしくお願いいたします。

本当にご苦労様です。心より感謝申し上げます。

困難な状況の中、皆様の奮闘されているニュースを見るたび、そのご家族を含む医療従事者関係の方々に対する大きな感謝を感じておりました。感染症と向き合う時代。これからもどうぞお体に気をつけて頑張ってください！ありがとう！

医療従事者の皆様への感謝を表したく思い参加させて頂きました。

ありがとうございます

感謝しかありません！！ありがとうございます！！

コロナの対応をしてくださった皆様、本当にありがとうございます。皆様も体と心のケアして下さいね。

神戸市にて第一波をおさえられたこと、皆様の危険を顧みない献身的なご尽力のおかげと深く感謝しております。まだまだコロナの脅威から解放されませんが、どうぞ皆様のご健勝とご健闘をお祈りしております。

皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。どうかお身体に気を付けてお過ごしください。

毎日、大変だと思いますが、くれぐれもご自愛ください。心より御礼申し上げます。

自らの危険を伴いながら、日々医療に従事いただき本当に感謝します。大変な状況ですが、皆様自身のお体ご自愛下さい。

危険と隣合わせで戦ってる皆さまには感謝しかありません。いつもありがとうございます。

ありがとうございます。感謝の言葉しか出ません。ありがとうございます。

感染のリスクのある中、治療・看護等行ってくださりありがとうございます。私自身も過去に大きな病気でお世話になり、親身に治療・看護していただきました。改めて、医療従事者のみなさまには感謝しかありません。まだまだ大変かと思いますが、よろしくお願いいたし

ます。

大変な環境で医療に従事して頂き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。
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医療従事者の方々、いつもありがとうございます。お体ご自愛下さい。

感染リスクに晒されながら医療行為を続けていただき、ありがとうございます

些少で申し訳ない。

医療従事者の皆様本当に有難うございます。皆様こそ、くれぐれも体に気を付けてください。そして、これからもよろしくお願いいたします。

医療従事者の皆さま、本当にお疲れ様です。どうかご自身のお体にも気をつけていただければと願っています。コロナ感染拡大防止に最前線で戦っている皆さまには、尊敬と感謝の念しかありません。本当にありがとうございます。

大変な中頑張ってくださってありがとう。感謝です

現場に携わる医療従事者の方への手当が優先されるように希望いたします。

現場で実際に命の危険のリスクを負いながら　懸命に従事してくれた方々に　本当にわずかばかりですが　感謝の気持ちをお伝えできればと思います。

危険をともなう本当に業務お疲れ様です。そしてありがとうございます。

少額でも良いから現場で最前線で頑張る皆さんの手当に回してください。よろしくお願いします。

ウィルスの脅威のなか、神戸や住む人の為に働いてくださってありがとうございます。医療従事の皆様のご健康心からお祈りします❗️

神戸市立医療センター中央市民病院で私の家内が救急で１６年前にお世話になり、現在もそのフォローをしていただき通院しています。親切で、丁寧な対応をいただきほんとに感謝しています。この度はコロナウイルスの感染治療に病院関係者の皆様が全身全霊をかけて対応

されておられることに敬意を表し、感謝します。ご自身の体調にも十分に気をつけられますこと心から願っています。気持ちだけですが送ります

皆様の献身的なご活動に、心から感謝しております！これからもよろしくお願いいたします。皆様もくれぐれもご自愛ください。

命の危険に晒されながら、身を粉にして働いて下さっている医療関係の方々に、感謝してもしたりません。本当にありがとうございます。

気持ちだけです。

新型コロナウイルス感染の危険性の高い中、日々の献身的な業務に感謝を申し上げます。

いつも全力で頑張っていただきありがとうございます

いつもお疲れさまです。コロナでのご苦労に感謝のみです。ありがとうございます。

応援してます。大変ですが頑張ってください。

体を張って、コロナ対策に頑張っておられることに感謝申し上げます。

ささやかですが「感謝」の気持ちを込めて

私たちが家で過ごしている間に、最前線で新型コロナウィルス感染症の患者さんと共に戦って下さっている医療従事者の皆様にに心から感謝いたします。本当にありがとうございます。

心から感謝申し上げます。

医療従事者の皆さま、日々深刻な状況の中で医療をご提供くださり本当にありがとうございます。心からの敬意と感謝を申し上げます。

大変な状況の中、最前線で神戸の医療を守ってくださり、ありがとうございます！日々がんばってくださっている医療従事者のみなさまに感謝の気持ちを表したく、わずかですが寄付をさせていただきました。みなさまの心身が少しでも安らげますように、お役に立てれば幸

いです。

ありがとうございます

いつもいつもありがとうございます。

感謝の思いでいっぱいです。ありがとうございます。

ありがとうございます。感謝してます。

このたびのコロナウィルス感染拡大防止のために最先端での十字をありがとうございます。心より感謝いたします。どうか、ご自身のお身体にもご自愛くださいませ。

ご自身も感染の虞れがある中、医療従事者の責任感で勤務されていると思います。有難うございます。

とにかく体に気をつけて頑張ってください。わずかですが、応援の気持ちです。
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感謝してます。お体を大切にして下さい

頑張れお疲れ様では伝えきれない感謝があります。ありがとうございます。

いつもありがとうございます。神戸市のために頑張って下さい。

防護服をはじめとした医療物資の購入資金にしていただけたら幸いです。

医療従事者の皆様に心から感謝いたします。

ただただ感謝しております。

医療関係の皆様、危険と隣り合わせの中、日々のご活躍、本当にありがとうございます。我々家族４人が安心して暮らすことができているのも、皆様のおかげと、深く深く感謝しております。今頃になってしまいましたが、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。今後とも

よろしくお願い申し上げます。皆様、十分ご自愛くださいませ。

医療従事者の皆さまの献身的な働きに、感謝申し上げます。ありがとうございました。

皆さまのご尽力に心より感謝致します。

この難局の中、最前線で尽力いただいており本当に感謝しかありません。

医療に従事する全ての皆様が、過酷な最前線で一生懸命にこの新型コロナウイルスと向き合い従事されていることに対しまして、まずは感謝申し上げますとともに敬意を表したいと思います。皆様のお陰で今こうして日々を迎えれているものと思います。コロナとの戦いは終

わってはいませんが、私たちに今出来ることをしながら、このコロナと向き合って頑張りたいと思います。いつも、本当にありがとうございます！

突然の事態に何の準備もできずに、睡眠不足、疲労と恐怖を抱え、大変な毎日を送られていると思います。私たちには、ただ見守ることしかできません。とても感謝しております。私自身は、外出を控え感染しないよう、体調を崩さないよう努力いたします。早く落ち着き、

ゆっくり休息、ご家族との触れ合いできますようお祈り申し上げます。

日々感謝です。Good Job

お体を大切に。

みなさん、頑張って下さい！！

感謝しています

大変な状況のなか、日々働いてくださり本当にありがとうございます。誹謗中傷があると聞いて、とても悲しくなりました。いつも頑張ってくださってる皆さんのお陰で、いまの神戸があります。何もお手伝いが出来なくて申し訳ないですが、ほんの気持ちだけ…本当にいつ

もありがとうございます、感謝してます。身体には十分気をつけてくださいね

毎日毎日大変な中本当にご苦労様です私は今年の1月末まで子宮頸癌のため明石がんセンターで治療入院していました2ヶ月の間先生方にも特に看護師の皆様にお世話になり本当に感謝でしかありません。ほんの少しですが看護師さんの方々に少しでもお役に立てたたらと思っ

て寄付させて頂きました。これからもコロナだけではなくお身体気を付けて頑張って頂きたいです。

医療や介護等のお仕事の大変さは、経験者として、解っているつもりですが、現在の状況下において自身や家族の感染リスクを誰よりも理解した上での治療・ケアには感謝しかありません。ありがとうございます。

医療関係の方々には心から感謝申し上げます。医療物資が足りないと聞きました。少しでもお役にたてたらと思います。

まだまだ大変な時期が続いており不安もある中、いつも医療提供ありがとうございます。

心から感謝いたします。ありがとうございます。コロナ感染者や医療関係者に対する差別的事例を聞くたび悲しい気持ちでいっぱいになります。誰かを非難する社会でなく思いやりのある社会になるよう日々過ごしたいと思っています。皆様が健やかに過ごす事ができるよう

にお役立ていただけたら嬉しいです。

この度、妻が乳がんで手術をしました。おかげさまで、無事快方に向かっております。このコロナ禍の中で、治療に当って下さった担当医のドクター、看護師の皆様には感謝で一杯です。些少ですが、神戸の医療従事者の方々の環境改善に、御活用いただければ幸いです。

医療従事者の皆様、毎日、毎日お疲れ様です。本当に感謝と言う言葉しか見つからないです。

２月中旬から５月初旬に神戸大学附属病院で病気で治療中の父が大変お世話になりました。神大附属病院は感染対応病院ではありませんでしたが、このような状況下にも関わらず、最期は家族で過ごす時間をとって下さりました。そのおかげで、父にとっても家族にとっても

悔いの残らない、大切な時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。今回お世話になった主治医の先生をはじめ、チームとして支えて下さった先生、看護師の方々に私が出来ることは、寄付をさせていただくことと、健康に暮らすことだと思い、このよ

うな形をとらせていただきました。本当にありがとうございました。

神戸市民をはじめ、みんなのために毎日ご自分の心身を削って働いていただいていることに感謝しております。皆様と皆様をさえておられますご家族が健康に過ごされることをお祈りしています。ありがとうございます。

特に日頃からお世話になっている神戸市立医療センター中央市民病院で日々頑張っておられる方々に感謝を伝えたいと思います。

医療従事者のみなさんも守りたい大切な人がいるなかで、最前線で私たちを守っていただき感謝しかありません。

神戸の医療者従事者わずかでもお役立てていただければ幸いです。
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本当に大変な時代になりましたが、何よりも皆さんのお体を大切になさってください。いつも、ありがとうございます。

ありがとうございます。感謝しかありません。どうぞご自身のお体も大事にされてください。

命の危険を顧みず、日々懸命にお仕事に従事していただいております、医療従事者の方々に本当に感謝しております。まだまだこの戦いは出口が見えていませんが、どうぞお身体を大切になさって下さい。私も出来るだけ感染しないように家で過ごせるときは家で過ごし、少

しでもご負担を減らせるようにしたいと思っております。

いつも本当にありがとうございます

ここ数年　心臓手術等で医療現場の方に大変お世話になっています。僅かですが使っていただければ幸いです。

応援しています！

日々有難うございます。どうぞご自身のお身体もお大事になさって下さい。

医療従事者の皆様、日々大変なご苦労また命をかけてのお仕事官舎に堪えません。心よりお礼申し上げます。我々も自分で正しい行動を続けてコロナ終息を願います。

有り難うございます。

感謝！有難うございます！！お身体には十分お気を付けください。

市民、国民のために医療現場での活動をしてくださり本当にありがとうございます。皆様の心身が健康であることを祈っております。

病院にお願いしますが　コロナ以外の患者さんの為に。

私は神戸の看護短大で勉強し看護師になれました。中央市民は実習されていただいた病院です。同期もまだ働いています。今も看護師は続けていますが、未知とのウィルスと働く人達に、本当に感謝しかありません。辛いこともたくさんあるかと思いますが、私は自分のでき

ることを考えながら、応援しています！どうか、負けずに頑張ってください！

神戸の医療を壊さないように頑張ってください。

すでに長く緊張を強いられている皆様に、少しでも穏やかな気持ちになっていただける瞬間があればと思います。本当にありがとうございます。

少ない金額ですみません。

お疲れさまです。皆さまには本当に感謝しかありません。私たちにできることは、これ以上医療機関にお世話異なることがないように日々過ごすこと。

もう少し何かできることはないかと考える毎日です。早くこの見えない敵との戦いが収束することを祈っています。お体大切に

最前線で頑張っていただき、ありがとうございます。皆様の強い志のおかげで、私たちは今を乗り越えていくことができます。

大変な状況の中、医療に従事して下さり感謝申し上げます。皆さまにとって穏やかに過ごせる日が少しでも早く訪れる事を心から願っております。

医師・看護師・事務・厨房・リネン・営繕・防災・救急/消防士・清掃等々また保健所・役所等の関係者の皆様のおかげで怖いですが暮らせます。大変怖い思いをされている皆様ありがとうございます。

年金生活のため、少額で申し訳ないです、心持たない人は、ごく僅か、殆どは感謝してます、くれぐれも感染に、気を付けて下さい。
大変な状況の中、お疲れ様です。

また、ありがとうございます。

大変な状況のなか最前線で尽力されている医療従事者の皆さまには感謝しています。このような形での支援しかできませんが、少しでもお役に立てればと思います。

医療従事者の皆さまのご努力に感謝します。これからも、お身体に十分に注意して医療に従事してください。本当にありがとうございます。

私は大学生時代を神戸で過ごしました。いろんな経験をさせてもらった大切な街です。微力ながら、大好きな神戸の医療にお役に立てればと思い、寄付させてもらいます。

使命感を持ち、日夜医療に従事している皆様に心から感謝いたします。

使途の希望はありませんが、とにかく早く配分してほしいです。

妹が神戸市内で中程度の症状の患者さんを受け入れている病院で看護士をしています。早くこの状態が収まって、現場で大変な思いをしている皆様が元の日常を取り戻せますように心よりお祈りいたします。

医療従事者の皆様は大変な日々をお過ごしでしょうが、本当に感謝の気持ちしかありません。ありがとうございます。少しでもこの応援ファンドを通じて感謝の気持ちを伝えられればと思います。

コロナ禍の中、高い使命感で日夜激闘いただきありがとうございます。「STAY HOME」以外に何もできず歯がゆい思いをしておりますが、気持ちばかりではありますが「こうべ医療者応援ファンド」に参加させていただきます。長丁場となりますが、今後とも我々市民をお

守りください。どうぞよろしくお願いします。

命の危険を顧みずに新型コロナウイルスと戦っている皆様に、一日も早い収束を祈り医療用マスクや防護服などに使っていただければ幸いだと思い支援します。
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医療従事者のみなさまへ　みなさまのお骨折りが、私たちの安全な生活につながっており、大変ありがたいことと心から感謝いたしております。それでも、どうかご無理のないようにお願い申し上げます。

最前線でお仕事に従事されていることに敬意を表します。ありがとうございます。ご自身が感染しないよう注意しながら，無理のない範囲で仕事してください。

私は神戸市内の介護施設に勤務しています。医療者の方の大変さは少なからず分かる者として、わずかですが、寄付させていただきます。自粛が解除されたとしても、しばらくはこのような状態が続くと思いますので、お体に気をつけて、こうべ、しいては日本の医療のた

め、頑張ってください。

医療従事者への手当て

連日の過酷な勤務、本当にお疲れ様です。皆様の多大なるご尽力に、心から感謝しています。物資が足りない等のニュースを見るたびに胸が痛みます。何もできませんが、せめてお手を煩わせることのないよう、健康管理とStayHomeに励んでおります。今後もまだ油断はで

きませんが、皆様のご健康を祈っています。ありがとうございます！！

命を賭しての医療活動へのご貢献、厚く感謝いたします。皆様方の命を守る感染医療体制の早期実現を祈念しております。

危険な最前線で私達の健康を守ってくださってありがとうございます。感謝しかありません。どうぞご自愛くださいませ。

医療従事者の方々。頭が下がる思いです。少ないですが頑張って下さい。

皆さまのご努力、ご尽力に感謝しています。本当にありがとうございます。

医療従事者の方々へ直接の給付金として使って欲しいと思います　出来れば年収も加味して給付して頂けたらと思います

いつもありがとうございます　体に気をつけてください

尊い皆さま感謝申し上げます。

毎日大変かと思いますが頑張ってください！

最前線でコロナと戦っておられる医療従事者の皆様、私なら・・・と、考えただけで逃げ出したくなるぐらい胸が苦しくなります。いつ終わるかわからない厳しい状況の中、医療従事者の皆様には本当に感謝しかございません。ありがとうございます。くれぐれもご自愛くだ

さいませ。

私たちのために、ありがとうございます。くれぐれも、ご無理されませんように。

連日大変な中ありがとうございます。リスクが高い中、命を張って最前線でウイルスと戦っている皆様には頭が上がりません。難しいとは思いますが、少しでもお身体に気を付けてご自愛ください。

未知の相手に身を挺して戦われていることに感謝申し上げます。今回の非常事態に対する政府の対応は世界最低レベルですが、医療設備・用具不足の中、致命的被害者数は世界的にも限りなく抑えられており、我が国の医療従事者は世界最高であることが今まさに実証されて

います。我が国の誇りです。今後いつ私自身感染し、医療のお世話になるかもしれませんが、できる限りの感染対策を励行し、ご負担をかけないよう努めたいと思います。なお、ご家族含めた誹謗中傷があるようですが、そのような輩がいること自体不可解であり、怒りとと

もに日本国民として情けなさを感じます。そのような輩を非難します。簡単に言うことは失礼かと存じますが、ご容赦ください。まだまだ厳しい状況が続いていると思いますが、トンネルの出口は必ず見えてきます。くれぐれもご自愛下さい。

不用意な外出を繰り返すことによって感染した馬鹿な奴らの面倒まで見ていただいていることに心より感謝申し上げます。

まずは、皆さんの事を考えた行動をしていきたいと考えています。

医療従事者の皆様には尊敬と感謝しか有りません。少しだけですがお役に立てて下さい。

医療従事者の皆様のおかげでここまでこられています。皆様にとっても我々にとっても平穏な日々が来ることを願っています。毎日が大変な状態かとは思いますが、お身体をご自愛ください。

医療従事者への手当の加算に使ってほしいです（寄付額が少ないのにすみません）

先行きの見えない不安な日々の中、日夜国民のために働いていただいておりまして、ありがとうございます。大したことはできませんが、自分自身も健康に留意し、多忙な環境で働かれている医療従事者のお手を煩わせないように気を付けます。

医療従事者の方々、いつもありがとうございます。お体ご自愛ください。

みなさんのお力が、神戸の平和を維持します。医療従事者の皆様の安全を確保された後、現場の対鵜を宜しくお願いします。

いつも大変な環境下、その中でも病と向き合う姿勢に頭が下がります。献身的な看護に心から感謝申し上げます。呉々も自身の健康にもご自愛下さい。

感謝しています。身体に気を付けてください。

いつもありがとうございます。感謝☆感謝☆

感謝しかないです。

大変なお仕事ご苦労様です。心から感謝しております。

日夜大変な状況の中のお仕事、ありがとうございます。皆様のおかげで安心して仕事に励んでおります。私もできる範囲で頑張っていきたいと思います。皆様方もお体には気を付けてください。
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ご寄付者からの応援メッセージ

神戸の医療関係の皆様、本当にいつもありがとうございます！！微力ながら応援として、お送りさせて頂きます！

身体的にも体力的にも大変だと思います。ご自身の身体も大事にしながら一人でも多くの方を助けてください。感謝しています。

Re:がんばろう神戸!スピリット

毎日命がけの職場での奮闘、ありがとうございます。

医療にたずさわるあなた方に心から感謝しています。本当に有難うございます。

仕事とはいえ本当にご苦労様です、感謝しかありません。

未知の相手に身を挺して戦われていることに感謝申し上げます。今回の非常事態に対する政府の対応は世界最低レベルですが、医療設備・用具不足の中、致命的被害者数は世界的にも限りなく抑えられており、我が国の医療従事者は世界最高であることが今まさに実証されて

います。我が国の誇りです。なお、ご家族含めた誹謗中傷があるようですが、そのような輩がいること自体不可解であり、怒りとともに日本国民として情けなさを感じます。そのような輩を非難します。第2波も心配で、まだまだ厳しい状況が続いていると思いますが、トン

ネルの出口は必ず見えてきます。くれぐれもご自愛下さい。

大変な仕事を頑張っている医療関係の皆さまにささやかながら応援させて頂きます。ありがとうございます。

医療関係者の皆様、日々、緊張した状況下、神戸の医療を支えて頂き心より御礼申し上げるとともに、皆様の健康を心よりお祈り申し上げます。

お世話になっております。言葉でしか応援できませんが「がんばれ‼」

みなさんのおかげでコロナが落ち着いてきていると思います。ありがとうございます！

ご自身（およびご家族）まで危険がおよぶ高リスクの中、懸命に治療にあたってくださっている医療関係者の皆さまを応援したいです。 皆さまの心身の疲労を少しでも緩和できることを祈ります。 少しでも最前線で頑張ってくださっている方々の助けになればうれしいで

す。昼夜問わず命をかけて多くの患者さんの命を救ってくださっている医療従事者のみなさまに感謝をこめて、医療従事者の環境が少しでも改善されますよう、お役立ていただければと思います。

今回のコロナでは幸い家族に感染もなく過ごせましたが、次にはお世話になるかもしれません。それまで少しでも皆様が安息に過ごされますように、何かのお役に立てれば本望です。

ありがとうございますの言葉しか出てきません　くれぐれもお体を大切に　お仕事をなさってください

be kobe 頑張れ

本当にありがとうございます。医療従事者の皆さんのおかげで、救われています。皆さんの使命感とご尽力に、尊敬の念を禁じ得ず、重ねて御礼申し上げます。

地元神戸で医療に従事され最前線で活躍されている皆様へ、本当に頭が下がる思いです。私達神戸市民が安心して暮らすことが出来るのもひとえに皆様あっての事です。コロナウイルスへの対応は勿論、日頃の感謝の気持ちを込めまして、僅かばかりの募金と応援メッセージ

を送らさせて頂きました。

あなたのがんばりで市民の命をまもってください。

大変な毎日、本当にありがとうございます。感謝の一言に尽きます。どうぞご自愛下さいます様に。

新型コロナウイルス感染症と戦っている医療従事者の方々には心より感謝申し上げます。どうか、ご自愛の上、ご活躍いただきます様ご祈念申し上げます。

命を守ってくださって有難うございます。くれぐれもご自愛ください。

県民の最後の砦です。不安もあると思いますが、頑張ってください。

新型コロナウィルス治療で昼夜を問わず日々、病院等で活動されている医療関係者には敬意を申し上げます。心身の疲労も極限に来ていると思われますが健康に留意して医療活動にあたって下さい。

みなさんのあとすこし、もう少しの頑張りが今の神戸をなしていると考えると、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。

政府の支援が少ないなか、頑張って下さい。皆様は日本の誇りです。

医療従事者の皆様、本当にありがとうございます。

本社近くの医療センター中央市民病院はじめ全ての医療関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

この数か月大変な思いをして頑張ってくださっている医療従事者のみなさま、本当にありがとうございます。毎日怖くて外出することもままならない日々ですが、このような中でも頑張ってくださっているみなさまには言葉では言い尽くせないほど感謝しております。一般市

民には何もできないことが多いですが、せめてできるだけ元気で過ごすことで、この時期医療機関にお世話にならずにすむよう生活していきたいと思っております。大変な時期がまだ続きますが、医療従事者のみなさまもどうぞ気を付けて。

医療従事者の皆様にはこのたびのコロナウィルス感染拡大防止へのご尽力に感謝いたします。どうか、ご自身に対してもご自愛ください。

感謝してます。

支えてくれて、ありがとうございます。
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ご寄付者からの応援メッセージ

何もできないので、せめて給付金の半分でも寄付させてください。

医療従事者の皆様に心から感謝しております。ありがとうございます。

医療従事者の皆さん、ありがとうございます

ヴィッセル神戸サポーターとして協力させていただきました。

皆さんのご尽力に感謝します。大変な状況だと思いますが頑張ってください。

是非とも史上稀にみる重大災難を克服出来ますよう祈っています。日々の献身的なご活躍に感謝します。

日々戦っている皆様、本当にありがとうございます。皆様のご健康をお祈りいたします。

大変な日常の中、ありがとうございます。日々健康で過ごせます様にお祈りします。感謝

大変な毎日の中、ありがとうございます。感謝

とても感謝しております。少しでもお役に立てればと思います。

日常の生活が送れるのは、医療従事者の支えがあっての事と痛感しました。早く通常の業務に戻れるように願っています。

大変なお仕事ですが、よろしくお願いします

日々、コロナ治療に対応してくださっている医療関係者の方々に、心から感謝しています。ありがとうございます。

皆さまのお力無しではコロナに打ち勝つ術はありません。本当に感謝しています。少しでもお役に立つことができればと思い、感染しない、感染させない行動をとると共に、皆さまの努力を応援し続けます。

皆様の献身的なお仕事に心より感謝申し上げます。これからも健康には十分ご留意され、頑張っていただくことをお願いいたします。

一家皆気持ちを合わせて応援しています。

感謝の言葉しかありません、ありがとうございます

感謝しています。ありがとうございます。

いつもお世話になっております。stay at home で応援しております。

日々、住民の命を守るため、奮闘されている医療従事者の皆さんに厚く感謝申しあげます。どうかご自身の健康にも十分気をつけてください。まだしばらく厳しい状態が続くでしょうが、医療崩壊することなく、終息を迎え、穏やかな日常が戻ってくることを祈っておりま

す。

毎日、命がけのお仕事をされご苦労様です。感謝申し上げます。どうか、御自身、御家族への心身の健康に十分留意して過ごされますよう、くれぐれもお願いします。　一日でも早くコロナが終息することを祈っております。

ただただ感謝あるのみです。お体に気お付けてください。よく寝てください。

医療従事者の皆様に心から感謝いたします。同じ神戸の企業として寄附させていただきます。どうかお身体を大切になさってください。

献身的な活動、ありがとうございます。

医療従事者の皆様に感謝の意を表します。

私たち市民の健康を支えてくださり誠にありがとうございます。皆様もどうぞご自愛くださいませ。

日々の多大なるご尽力、心より感謝いたします。

医療従事者の皆様ありがとうございます！

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、関係者の皆様に 心から感謝いたします。 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付します。

最前線で弱音吐いていいです。ただ自分に負けないでください。

微力ながら応援させていただきます

微力ながら応援させていただきます

ありがとうございます。お身体気をつけてください。ご家族の皆様もご自愛ください。
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ご寄付者からの応援メッセージ

大変な中、最前線でご活躍されている医療関係者の皆様には感謝しかありません。ありがとうございます！！

大変な状況のなか最前線で尽力されている医療従事者の皆さまには感謝しています。 このような形での支援しかできませんが、少しでもお役に立てればと思います。

ヴィッセル神戸のサイトから来ました。

最前線での業務に感謝

心から感謝しています。どうか、皆さまもお身体ご自愛ください。

障がい者介護支援従事者です。主人と一緒に募金しました。医療従事者の皆様にご尽力を頂き心から感謝いたします。日々安心して過ごせるのも皆さんのおかげです。これからも感染予防と拡散防止に努めます。

ポートアイランドの住人です。最前線で闘っておられる医療従事者の方々及び後方サポートの皆様のご尽力を頂き心から感謝申し上げます。また、宿泊施設の提供、交通手段支援の企業様に感謝致します。

医療従事者の皆様、日々のご対応ありがとうございます。ご家族の方もご心配やご負担もかかっていることと思います。早く皆さまに通常の日々が戻ってくることを切に願っています。

We are all extremely grateful to you.

リスクある中でのご尽力に感謝します。

ありがとうございます。

ありがとう！　みんなでみんなの笑顔を見れる日まで頑張って下さい！

日々大変かと思いますが頑張ってください！

何のお手伝いも出来ません我が家ですが医療従事者・介護職職員の皆様の御尽力で当たり前の生活が出来ている事に感謝しています。

連日連夜の医療作業への取り組みありがとうございます。

医療従事者の皆様のご尽力のおかげで、新型コロナ蔓延の中でも、日々の生活を送ることができ、また様々な疾病を抱える方が治療することができています。本当にありがとうございます。

Tomorrow will be a better day!!

みなさまのご奮闘に心からお礼申し上げます。何もできませんが陰ながら応援いたしております。

日々大変な中、最前線で…ありがとうございます 一神戸市民ですが、頑張ってください  最前線にエールを何度でも

感染者および一般患者に対する医療行為に心から感謝しております。

コロナ禍と闘う医療者の皆さまに、心から感謝いたします。

医療従事者ご自身の健康を損なわれないよう祈っています。

報道では、懸命に新型コロナと闘う医療従事者の方が誹謗中傷など不条理な被害を被っているとお聞きします。そのような多くの困難に直面しながらも、懸命な努力をして頂いていることに感謝申し上げます。

皆様のお陰で安心して暮らせます。コロナに負けずともに頑張りましょう。

皆様のお陰で安心して暮らせます。コロナに負けずともに頑張りましょう。

皆様の命懸けのお仕事には頭が下がります。本の少しでは有りますが、皆様のお役にたてれば幸いです。

医療従事者の皆様、先の見えない闘いが続き、疲弊されておられると思いますが、どうかご自身の心身に留意され、少しでもご自愛ください

どうか無理はされませんように。そして、穏やかな時間を過ごせますように。

非常事態のなか、医療関係者の皆様のご尽力に感謝して生活しております。ありがとうございます。

非常事態のなか、医療関係者の皆様のご尽力に感謝して生活しております。ありがとうございます。

以前中央市民病院でお世話になりました。医師や看護師の皆さんには大変お世話になりました。今大変な状況ですが皆さんの頑張りで新型コロナに打ち勝って下さい。くれぐれもご自愛ください。

従姉妹が看護師として神戸市で働いています。疲れをためながら働いているようです。少しでも彼女のような医療従事者の方の応援ができればと思っています。わずかですが、お役立ていただければ幸いです。

医療従事者の皆様に心より感謝申しあげます。
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ご寄付者からの応援メッセージ

医療従事者の皆様のご活躍に社員一同感謝申し上げます。

医療従事者の方々には、本当にお世話になりました。感染のリスクがあるにも関わらず、献身的に勤務されており、そのご苦労・ご努力には頭がさがります。どうぞ健康にはご留意され、ご自愛願います。

この度の目に見えぬコロナウイルスが世界中に混乱を巻き起こし人々を震いたたせております。私達神戸市に住んでおりますが、幸いにして田舎なもんでまだ誰もウイルスに感染したとは聞いておりません。病院もマスク、医療器具が不足しがちな今日この頃気持ちだけでは

ありますが寄付させていただきます。お見舞い申し上げますと共に皆様の御無事と御健闘をお祈り致します。

感謝申し上げます

最前線で支えて頂いている医療従事者の皆様へ深く感謝申し上げます。皆様のご健康を心よりお祈りいたします。

ありがとう

ありがとう

消化器内科で治療を受けて助かりました．感謝の気持ちを込めて応援します。

私の娘も他市で医療技術者をしています。母親としては感染が心配で心配で。皆様の家族も同じだと思います。ご自分の身体を大切にしてください。

医療従事者の皆様、日々御尽力いただきありがとうございます。

命を救うために日々頑張ってくださっている医療者関係の皆さまに感謝いたします。

日々の医療活動、本当にありがとうございます。

日夜、ご努力いただく皆さまに心から感謝しております。どうぞ、お身体に気を付けて頑張ってください。

私達市民の命を救うため、日々奮闘していただき、深く感謝いたします。本当にありがとうございます。

日々、最前線で私達の為に働いて下さってる皆様には感謝の気持ちしかありません。私の娘の友達も、看護師として危険と背中合わせで毎日医療現場で働いてる事を思うと胸が痛みます。そんな皆様に今私達ができる事はコロナにかからないように自粛する事しかないと思っ

ています。医療に携わられてる全ての方々本当にありがとうございます。皆様のご健康を心から願っています。

医療の現場で逃げることもできず、従事して頂いていること、本当にありがたく感謝しております。これからもお身体に留意して頑張って下さいね。

大変な状況が続いていますが、皆様の頑張りに感謝いたします。どうか、くれぐれも健康に留意して今後も頑張ってください。

大変お世話になり本当にありがとうございます。私にできることは不要不急の外出を自粛することぐらいですが、気を緩めることなく続けていきます。皆様もどうかくれぐれもお体に気を付けてください。本当にありがとうございます。

日々大変な現場で市民のために頑張っていただき心より感謝申し上げます

みなさまの命かけての従事により、多くの命が助かっています。心から感謝いたします。

本当にありがとうございます。自ら体調に十分気を付けてください

ご苦労様です。皆さんの努力に感謝しています。

微力ながらお役にたてれば嬉しいです

医療従事者の皆様、そしてご家族の皆様に心より感謝申し上げます。

感謝！感謝！！感謝！！！

最前線で従事されている医療従事者の方々へ 感謝の言葉しかありません。どうかお身体を大事じ誇りを持って使命を全うしてください。応援しています。

ありがとうございます。お気をつけて従事してください。

今心ない差別がはびこっていてつらい思いをされてると伺っていますがあなたがたの行っていることは人の命を守るという尊いことを行っているのであり差別を受ける理由はありません。どうか誇りをもって頑張ってください。応援しています。

みなさんに比べたら微力ですが自分にできること少しでもできたらと心掛けています。簡単には頑張ってくださいとは言えないですが、たくさんの尽力ありがとうございます！早くみなさんが普段の生活に戻れますように。

大変ですが新型コロナに気を付けて頑張ってください。

「ありがとう　おつかれさま　がんばってね」　六歳の娘からのメッセージです。

過酷な環境の中、私達の暮らしを守るために戦ってくれている医療従事者の皆様に感謝します。一日も早く今までの暮らしが戻りますように祈っています。
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感謝の一言です

少しでも医療従事者の方々の負担が少なくなる事を願っています。

対応ありがとうございます、少額ですが寄附させていただきました。

日々最前線で頑張ってくださっている方々へ感謝を込めて寄付させて頂きます。

故郷でもある神戸で、日々コロナウイルス対策や地域医療の維持に尽力されている関係者の皆様に感謝申し上げます。ありがとうごさいます。

コロナとの戦いの最前線で闘っておられる皆様方に心より敬意を表します。本当にありがとうございます。

医療関係者の皆様ならびにご家族は大変なご苦労をされていると思います。気苦労も多いと思いますがくれぐれもご自愛ください。

心より感謝と応援をしております。お体くれぐれもご自愛ください。

医療従事者のみなさん、本当にご苦労様です。

確たる治療法も見つかっていない中、最前線で頑張ってくださり、ありがとうございます。感染予防に努めることを除けばこのような形でしか応援することができませんが、早く事態が収束し、皆が落ち着いた生活を取り戻せることを祈っております。心身ともに負担が大き

い状況だと思いますが、ご自身・ご家族さま共々くれぐれもご自愛くださいませ。

いつもありがとうございます！

応援しています

三木谷さんは1億円、アフラック生命保険さんは5,000万円、大したことが出来ない自分を思い知ります。どうか・・医療従事者の皆さまが健やかでありますよう

皆様のご努力に感謝します。

ありがとうございます

ただただ感謝の限りです。長い戦いには皆さまの心身の健康が欠かせません、頑張り過ぎずに頑張っていただきたいです。

私たち市民のために最前線で力を尽くして頂いて、本当にありがとうございます。

医療の最前線で働く皆様。感謝してもしきれないほど有難いです。皆様の健康も大事ですので、ご自身も大事にしてください。

皆さんと、皆さんのご家族のご健康をお祈りします。ありがとうございます！

日々大変過酷なお仕事頑張っていただいて誠にありがとうございます

新型コロナ治療の最前線に立つ医療関係者の活動に少しでもお役に立てればと思います。ずっと応援します。

日々のお仕事、本当にありがとうございます。

皆様の真摯なお働きに心から感謝しております。

医療従事者の皆様　本当にありがとうございます

コロナに負けない

大変だと思いますが、頑張ってください。

ありがとうございます_(._.)_

頑張ってください

医療従事者ならびに関係者のみなさまに感謝の気持ちをこめて～がんばろう神戸！

毎日の命懸けの闘いに感謝致します。ありがとうございます。

医療従事者の皆さん、日夜、懸命に頑張ってくださっていただいていることに、心から感謝いたします。

ほんの少しです。気持ちだけお受け取りください。心より感謝いたしております。

ありがとうございます。
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不安が高まる中、毎日大変な状況で従事いただき、ありがとうございます。先が見えない中、お疲れがたまりませんよう心よりお祈り申し上げます。一日も早く心安らげる日が来ますように。

毎日市民の健康・医療のためにご尽力いただきありがとうございます。

日夜人命救済にご尽力されていらっしゃる姿に頭が下がります。ありがとうございます。感謝

コロナの前ですが父が医療従事者の方々にたいへんお世話になりました。今、医療従事者の置かれている状況に心を痛めております。すこしでも、そしてできるだけ早い改善の助けになればと思います

最前線で頑張ってくださっている医療従事者の存在が、私たち、障がい者入所施設職員に勇気をくれます！「ありがとうございます。」

医療現場の最前線で戦っておられる医療関係者の皆様に敬意を表し、深く感謝を申し上げます。日々、見えないウイルスの恐怖や感染のリスクと対峙しながら、使命を全うされておられることに、ただ頭が下がる思いです。COVID-19との戦いは、長期戦になることも想定さ

れています。大変厳しい状況下ですが、皆様と心を合わせて行動することで、必ずやこの困難を乗り越えられると確信しております。新生ホームサービスの社員一同、心を込めて皆様にYELLをおくります。そして多くの皆様のご協力のもと「神戸医療者応援ファンド」の活

動が広がっていくことを願っております。

皆様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。

医療のために頑張って頂いている皆様のお役に立てればと存じます。

本当に感謝しています。

連日一生懸命私たちの命を守っていただきありがとうございます。感謝しかありません。どうぞご自身のお身体もご自愛ください❣

医療従事者及び病院関係者の方々に感謝します。また病院の清掃、案内、事務の方々にも感謝します。心無い中傷にも負けないでください。くれぐれも体調を崩さないようにしてください。

家でテレビを笑って見られるのは医療関係の方々のお陰です。本当にありがとうございます。

心から感謝申し上げます。

身体きついでしょうが頑張って下さい。

あなたとあなたの家族が一番大切です

医療従事者の皆様に心より深く感謝しております。何とぞ皆様もお身体にお気をつけくださいませ。私も我が子とともに，感染予防のため守るべきことを守りつつ，一日も早いコロナ終息と皆様の職務が平常時の状態に戻ることを心よりお祈りしたいと思います。

自ら感染するかもしれない中、医療従事者としての使命感で従事されている姿に感謝し、尊敬します。

皆さんも大切な家族がいるのに、最前線で治療にあたってくださって本当にありがとうございます。心から感謝しています。そして今、私に出来ることSTAY HOMEで協力します！

みなさんに感謝しています。とても厳しい環境で活動されていることを私たちは知っています。我慢せず、何が必要か、声を上げてくださいね。応援します

大変な状況の中、新型コロナと戦っておられる医療従事者の皆様ありがとうございます。わずかですがお役立て頂けたらと思い寄付をいたしました。まだ終息までかかると思いますが、どうぞお体に気お付けて頑張ってください。

感染の危険性があるなか、毎日医療現場でご尽力いただき、心より感謝申し上げます。

医療従事者の皆様の頑張りに心より感謝致します。皆様の頑張りがあって、我々の日常が保たれていると感謝しかありません。頑張ってください。

連日、頑張って下さっている医療従事者の方々に本当に感謝しています。少しでも医療の環境が改善されるように、一市民として願っています。

本当に大変な状況ですが、皆様自身のことも考えて医療を行なってください

昨年12月に中央市民病院の先生や看護師さん達には、大変お世話になりました。助けて頂いた命は大切に生きて行きます。どうか、皆様も身体を出来る限り、休められてご自身の身体を大事になさってください。あなた方が大変な思いをされていると思うと胸が痛みます。ど

うかご無事で、お仕事されてください。

昨年１０月、妻が長年の治療効果を見ずに死去しました。西神戸医療センターに４度の入院を重ねました。その際の、担当医師・看護師の皆さんに親切にみて頂きました。彼らが今般ご苦労されていることを思えば、何かしらの支援をしたいと考え、金銭の寄付に代えさせて

いただきました。

皆様の医療従事者としての精神にただただ感服致します。心より感謝と御礼を申し上げます

医療現場を支える皆様に、感謝と敬意を込めて。

微力ながら応援しています。

神戸市立中央市民病院のOB Dr.です。医療従事者に感染者が出たことに大変心を痛めています。体に気をつけてお仕事して下さい。陰ながら応援しています。

最前線での勤務ありがとうございます。皆さんのおかげで私たちの暮らしがあります。本当にありがとうございます。
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大変な状況の中、ご自身やご家族を犠牲にされてまで、従事してくださり、感謝と敬意しかありません。本当にありがとうございます。

市民のために本当にありがとうございます。

市民のためにご尽力いただき、本当にありがとうございます。私たちにできることを精一杯したいと思います。

皆様のご尽力、敬服申し上げています。皆様におかれても、どうかお身体を大切に。

心より感謝しています。

医療従事者の皆さま、どうぞお体お大切に、本当にありがとうございます。

市民の命のために力を注いでくださいってありがとうございます。

日々、市民のためにご尽力いただきありがとうございます。本当に頭の下がる思いです。皆さんがご無事のまま、コロナと共存できる日が訪れますように。

心と身体、どうぞ一時だけでも休めてくださいね。皆様の尊い活動に心から感謝しております。

感染の恐怖に耐えながら、仕事に従事されるすべての関係者の方々に、感謝いたします。一日も早く、安心して仕事ができる環境が整いますよう、心から願っております。

医療従事者の皆様本当にありがとうございます。私には何の力もありませんが「うつらない、うつさない」ために外出自粛をしています。ご自身のお身体も大事にしてくださいね。感謝しております。

過酷な現場で強い使命感を持って働いて頂き頭が下がります。ありがとうございます。難しいとは思いますが、僅かでも自分を癒してあげる時間を作って下さいね。

ご自身の健康も考えて頑張ってください！

ご自身の健康も考えて頑張ってください！

一番頼りにしてます。よろしくお願いいたします。

応援しています。がんばりましょう。

ありがとうございます。がんばりましょう♡

いつもお世話になっています。感謝の気持ちです。

現場で働く関係者の皆さんには感謝しかありません。

まだまだ大変ですが頑張ってください。私も出来ることを頑張ります。神戸市民をよろしくお願いいたします。

現場で本当に大変な思いをされていると思います。しっかり感染予防をされて頑張って下さい！

最前線で市民の命を守っていただいていることに感謝いたします。皆様のおかげで神戸市民は安心して暮らせています。

過酷な状況の中で、わが街神戸を救って下さっている皆様、本当にありがとうございます！！

現場で働いている医療従事者に感謝します

市外で暮らしていますが、自分の生まれた中央市民病院が大変な状況であることを報道で知りましたので、ほんの気持ちだけですが支援させていただきたいと思います。

ご尽力本当に有難うございます。

市民全員の踏ん張りどころ

両親の入院時にはお世話になりました。

医療従事者の皆様のご尽力に敬意を表し、感謝を申し上げます。

毎日大変だと思いますが、ありがとうございます。

ありがとうござます！家族みんなで感謝してます。

大変なお仕事なのにありがとうございます。昨年主人が闘病中に大変お世話になりましたので、お役にたてればと思い家族で寄付させてもらいました。どうかお体には気を付けてください。

いつもありがとうございます。少しでもご負担を減らせるよう、努力致します。
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最前線で戦っておられる方々に敬意を表します。ありがとうございます。

国を守る為に未知の感染症と戦う医療関係者の皆様を応援します！

医療従事者の皆様、大変な日々だと思います。皆様の力のおかげでたくさんの方が回復されているのだと思います。微力ですが、応援させて下さい。何もできない者ですが影ながら応援をしています。一緒に頑張りましょう！

皆様の大変な重責や不安そして使命感を持って働いてくださっていることを思いますと、もう言葉が見つかりません。心ばかりですが感謝の気持ちを込めて支援させていただきます。本当にありがとうございます！

私どもの寄付が新型コロナ蔓延の中不安を抱えながら医療に携わる方々とそのご家族のお役に立てば幸いです。この基金は再度公園周辺の森林保全活動で除伐・間伐した木材を利用した木工製品や木炭などを製作して得たものです。活動スタッフ一同からの応援の気持ちとし

てお受け取り下さい。

少しでもお役に立てれば幸いです。

医療従事者の皆様が病、感染の恐怖に打ち勝ち、医療体制を作り上げて下さるお陰で我々が安心して日々暮らしていけるということを再認識しました。心から感謝・応援致しております。

ありがとうございます。気をつけてお身体大切にしてください。

医療に従事される方々の御奮闘に厚く感謝いたします

皆さんが頑張っていただいていることに心から尊敬と感謝いたします。お身体に充分気をつけて下さい。1日も早くみんなで安心した日常を送れますように祈念しております‼️

医療従事者の方々には懸命に治療でお疲れさまです。少しですが、お役立て下さい。

拍手をお送り致します。

私たちの命を守ってくださり、ありがとうございます！

皆様のおかげで、私達は今日も生きていられます。ありがとうございます。

自らも感染リスクに晒されながらも、多くの命を救うために最前線で闘っておられる皆様に、会員一同、僅かではございますが、感謝の意をお届けしたいと思います。

絶対に負けないで欲しい。中央市民病院のスタッフの皆さんを応援しています。

私自身いくつかの病院で入院し、命を助けていただきました。今、医療従事者の皆さんは大変な時かと思います。応援しています。今回はこれだけですが、また応援したいと思います。

感染の危険と戦いながら、病気の人のため日々ありがとうございます。わずかですが感謝を込めて寄付いたします。

有難う御座います。頑張って下さい。

今の状況で抑えられているのは皆さんのおかげです。心から感謝致します。

医療従事者様が賢明な対応していただいているからこそ今の私たちがあるのです。医療従事者様が少しでも環境などが改善されますようにお祈り申し上げます。

昨年から今年に掛け、私と家内は、夫々入院を経験しました。その際、看護師さん始め様々な医療従事者の方から心からのケアを受けました。更に、コロナ感染者の介護をされている方々に対する言われなき差別、偏見が有ると聞き、義憤にかられ、今回、少しでも、この基

金を通じて、これらの方々の助けになればと思い、寄付させて頂きます。

お体に気をつけて、頑張ってください。

頑張ってください。

最前線で治療や看護に携わられている皆様に、心からの敬意の念と、感謝の気持ちを少しでもお伝えできたらと思います。どうぞ、勤務の際はご自身のお身体にも十分な注意を払っていただき、心底、お疲れの場合は、「疲れた」と周囲に訴えてください。

大変な状況の中、市民の命を守ってくださり、ありがとうございます。

日々、最前線で新型コロナウィルスと戦っておられる医療従事者の皆様に、感謝と敬意を表します。

コロナ感染症と日々闘ってくださっている皆様、ありがとうございます。

お体に気をつけて、頑張ってください。

命を守るため、懸命な治療にあたっていただいている姿には感動し、本当に感謝しています。くれぐれもあなたたちの命が犠牲にならないようにご自愛ください。

最前線での命がけのお仕事に心より感謝いたします。医療器具が充実し安全が保たれるよう祈っております。

大変な時期ですが、ぜひ頑張ってください！
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皆さんの勇気と責任感に心から感謝しています。

コロナウィルス感染の不安がある中での医療への従事大変感謝します。こんな形でしか応援出来ませんが、共に乗り越えましょう。

皆様の使命感に心よう感謝申し上げます。

最前線で働いている医療従事者のみなさん、本当にありがとうございます。自分達を誇ってもいいですよ。ただし、無理は禁物です。しんどくなったら助けてもらいましょう。明るい未来のために！

私たちのために日々頑張ってくださって、本当にありがとうございます。くれぐれもお体、こころを壊されないよう、お気を付けください。

過酷な環境の中、患者さんのため、感染防止のために、努めて頂いている皆様に感謝を申し上げます。

毎日危険と隣り合わせで大変なご苦労と思いますが、お体に気を付けてよろしくお願いします。

緊張が続く日々、ありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。早い終息を願い、私たち一般市民ができるることをしっかりと実行します。

厳しい勤務と伺っております。感染なさらないようにご注意下さい。

命を守っていただいている方々にいつも感謝しております。まだよくわからないウィルスの最前線での業務は大変ですが、くれぐれも感染には気を付けていただくとともにお体を大切にしてください。

厳しい環境の中、ご自身の体調にも十分にお気を付けください。

心身ともにお疲れの中、市民のためにご尽力いただいていることに心から感謝しています。どうか、ご自身のお体の健康にもご留意ください。

気持ち程度の額ですが、お役立てください。

最前線で頑張って下さってありがとうございます！

コロナと闘う皆さんに、心から尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。応援してまぁす。

医療従事者の皆さまに感謝とエールをおくります。

家族、親族にも医療従事者がいます。先行きの不安な毎日だと思いますが、医療従事者をはじめ沢山の人のおかげで収束の出口があると思います。皆様のご健闘に感謝いたします。

頑張ってください

医療従事者の皆様　日夜問わず大変ご苦労がおありだと思います　少しばかりですが協力さしてください

医療従事者の皆様に心より感謝いたします。ありがとうございます。

医療従事者の皆さまへ　新型コロナウイルス患者に対する診療を日夜ご苦労様です。私たちの命を守るためお仕事頂いていることに感謝申し上げます。

ご自身の感染への可能性、そしてご家族への感染の可能性もある中、医療に従事して頂き感謝の念が絶えません。私自身が出来る事と言えばとにかく接触を控える、家にいることしかできません。頑張って下さいとしか言えませんが、心から感謝申し上げます。宜しくお願い

します。

明日と言う明るい日に向かって、医療従事者の皆さんお疲れでしょうが頑張って下さい。

命がけの業務に頭が下がります。私の友人知人にも医療従事者がたくさんいます。とにかく、感染に気を付け、無理をせず頑張ってください。

昼夜を問わずご苦労さんの一言です！「たかが感染症」の岩田先生の注意を聞かない人達の為に犠牲になって、心が痛みます！神戸市は、終息の見込みが見えた様な気がします。もうしばらく頑張ってください！

国民を助けて頂き本当にありがとうございます。

医療従事者の皆様の働きに感謝・尊敬いたしております。私は感染しないように、また感染させないよう努力することで皆様の応援とさせていただきます。

この大変な時に最前線で働いていただいて、本当にありがとうございます。お家に帰りたくても帰れない方、いろんな辛い思いをされている医療従事者の方の事を考えると涙が出ます。少ないですが、役立てていただけると嬉しいです。

神戸出身で今年中に神戸に帰る予定です。最前線の医療現場で命がけで頑張って頂き心から感謝いたします

毎日 過酷な環境の中での治療作業や患者へのお世話など 本当にご苦労様です。医療用マスクや医療衣も不足してるとのこと。心が痛みます。医療が崩壊しないよう、ご自分の健康に気をつけて 頑張ってくださいませ！

最前線で戦って頂いており、誠にありがとうございます。どうぞお気をつけて。

リスクが高いお仕事大変ですね。皆様のおかげで安心できます。あまり無理されませんように

ありがとうございます。
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大変な状況の中、私達市民のために従事頂き本当にありがとうございます。ささやかな支援ですが、役に立てばと願っています。

スーパーに勤務しています。会社から特別手当があります、私より大変な思いをされていると思いますので、言われなき差別・偏見にあっている方もいるかもしれません。応援しています、私も微力ながら頑張ります。

皆さまも守るべきご家族、心配されている方がおられることと思います。そんな中、本当に大変な環境で尽力くださっていることに感謝しかありません。医療関係従事者の皆様の安穏と１日でも早い収束を祈っております

医療従事者の勤務に敬意と感謝いたします

現在、父が入院している病院では医療従事者が既に10名も感染している。 感染の危険がある中、治療と看護してくれて感謝しかない。 ありがとう。

過酷な勤務に敬意と感謝いたします。

感謝の気持ちだけです。

闘いの最前線でお仕事をされている医療従事者の皆さまに、最大限の敬意と、心から感謝の気持ちを込めて御礼申し上げます。本当に有難うございます。ご自身が感染しないよう、くれぐれもご自愛くださいませ。

厳しい環境の中で日夜を分かたずのご奮闘に敬意を表します。一日も早いコロナ禍の収束を願っています。

日夜新型コロナウイルスに立ち向かってくださっている皆さまに感謝申し上げます。皆様にも家族もありいろいろな生活のある中、この未曾有の危機に力を尽くしてくださっている姿に感銘をうけます。私達も感染拡大を防ぐ為に最大限の努力を続けてまいります。明けない

夜はないと言います。その日まで皆様に多大なご苦労をお掛けいたしますが宜しくお願い申し上げます。

いつもありがとうございます。

心より感謝申し上げます

患者さんのケア、ありがとうございます。

大変な状況の中の勤務、本当にお疲れ様です。感謝以上の言葉がみつからないのがもどかしいくらいです。本当にありがとうございます。

医療に携わっている皆様は大変な状況であると思います。有難うございます。いつ終息するかわからない状況ですが、感染する事なく頑張ってください。

コロナウィルス禍に、懸命に打ち向かっておられる医療従事者の皆様に、感謝の思いで一杯です。

皆さんの必死の努力で一人ひとりの命が助かっています。ありがとうございます。

毎日肉体的にも精神的にも大変な中、最前線の現場で働いてくださっている皆さんに感謝の言葉しかありません。昨年、婦人科系の病気でたった8日間でしたが入院した際、お医者さん・看護士さんはじめスタッフの方々にとてもよくしていただきました。医療技術だけでな

く、温かい心が傷を癒すって本当なんだな、と感じた日々でした。そんな方たちが今どんな思いで毎日働いているのかと思うと、こういった時に何の恩返しもできないのをもどかしく感じていました。私にできることは金銭面の支援と自分がかからない・うつさないようにす

ることだけです。皆さんの健康を心よりお祈りいたします。

こんなときこそ、助け合い！

大変お疲れ様です。本当にありがとうございます。体に気をつけてください。

ありがとうございます。感謝。

大変な中ありがとうございます。

本当に感謝しかありません。ありがとうございます。

医療従事者の皆様の使命感、責任感にただただ感謝あるのみです。

危険な中、毎日お疲れ様です。毎日とても感謝しています。私たちはお手伝いはできませんが、唯一できるとしたら社員全員で「3密の厳守」を徹底することです。まだまだ予断を許さない状況で大変だと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

患者さんの為に一生懸命(命を懸けて)頑張ってくれてる方々に、気持ちばかり寄付させて頂きました。本当に、毎日お疲れ様です。ありがとうございます。

厳しい環境の中、従事頂き有難うございます。院内感染で通常の業務に支障が出ている医療機関もあります。くれぐれもご自愛頂き、今後とも宜しくお願いします。

気持ちだけです。

治療薬・治療方法は手探り、ワクチンは開発中の状況で、最前線でのご活動に一市民として心より感謝申し上げます。

新型コロナウィルスの脅威・恐怖と日夜戦いながら、市民の命をまもっていただいている医療従事者の皆さまの献身的な業務に本当に頭がさがります。最大限の感謝の気持ちを伝えます。本当にありがとうございます。

皆さんがいなければ、人類はコロナと戦うことはできません。心より感謝いたします。私もがんばります。

大変でしょうが、頑張ってください。応援しています。
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政府から受け取る予定の給付金の一部を、日夜我々の為に働いて下さっている、地元神戸の医療従事者の為に役立てて下さい。私たちに今出来ることは、感染しない、病気にならない、けがをしないことだと考え生活しています。この困難な状態が終息し平凡だけど大切な日

常が一日も早く戻りますように。北区在住　年金生活者夫婦より

医療従事者の方々へ、皆様の不安な状況中で、懸命にコロナウィルスと戦っておられる姿に敬意を込めて感謝致します、ありがとうございます。まだまだ戦いは続きますが皆様の無事をお祈り申し上げます

あなた方の気持ちが私たちに痛いほど伝わります。心穏やかに過ごせる日が来ますように。

微力ながら応援いたします

最後の砦ーー　頑張れー

私達のために過酷な状況の中で頑張って下さり、本当にありがとうございます。心から感謝しています。

医療従事者の皆様の為に少しでにお役に立てます様に。必ず守られます様に。

皆さんのおかげで救われる命があります。ありがとうございます。

大変な環境下でのお勤め感謝いたします。今後もお体を大切に過ごされるようお祈りいたします。

受付や会計、清掃の皆さんも怖いと思います。そのような中で頑張ってくださってありがとうございます。医療従事者の皆さんに心からの尊敬と感謝をこめて。コロナ感染予防を可能な限り頑張ります！！

みんなのために頑張っていただき、ありがとうございます。くれぐれもご自愛ください。

医療に関わる皆さんの献身と勇気に心から感謝します。

毎日毎日、大変な中ありがとうございます。心ばかりですが応援させて下さい！

いつ感染するかも知れない中、献身的な治療を担っていただきありがとうございます。

大変な中ありがとうございます?　　元気な私はstay homeします。

大変ご苦労様です。　頑張ってください。

皆様への感謝を言葉や文字で表すことなどできません ただただ心より有り難く有り難く 報道で拝見する皆様の尊いお姿に掌を合わせるだけでございます

神戸市民の医療を支えてくださりありがとうございます。皆様のお陰で日々の安全が確保され生活できていることを実感しています。気持ちばかりですが少しでもお役に立てれば幸いです。

医療従事者の方々、そして関わってくださってくださっておられる全ての方々に感謝申し上げます。皆様が助けて下さるから私達の命が救われています。本当にありがとうございます。私達に出来る事は自粛です。

いつも、命を守るために働いて頂いて本当にありがとうございます！一刻も早くこの事態が終息し、安心できる生活を取り戻せますように！

今私たちはあなた方の力が必要です。

厳しい状況の中、対応いただきましてありがとうございます。

日々、命の危険と隣り合わせの恐怖と闘いながら私達を、日本を守ってくださっている医療従事者の皆様に大変感謝しております。

６年前に大病を患い、中央市民病院で大変お世話になりました。あの時の医療スタッフの皆様の笑顔が忘れられません。あの時の恩返しを少しでもできたらと思います。大変だと思いますがお体に気を付けて頑張ってください。

尊敬と感謝を捧げます。

少しでも皆さまのご尽力の助けになればと思います

ありがとうございます。どうか頑張って欲しいです

毎日のご尽力、本当にありがとうございます。心より感謝いたします。

ご自身の体調を一番に考えてお努めください。

医療従事者の皆さま、本当にありがとうございます。これ以上ご負担をかけないよう外出自粛しています。わずかですが応援させて頂きます。

みんなの為にありがとうございます！

大変な状況ですが頑張って下さい。応援しています。

本当にお疲れさまです。ありがとうございます。
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本当に大変な状況の中、毎日ありがとうございます。みなさまの貢献に日々感謝しています。

少しでも医療従事者の皆さまの力になれればと思い寄付いたします。

感謝しています！　ありがとう！

ありがとうございます　緊張して厳しい状態が続いてると感じますが休める時にはゆっくり静養してご自愛ください　ありがとうございます

皆様の努力によって、神戸市は、終息の可能性が見えました。もう少し頑張ってください。

少額ですが寄付いたします。

厳しい状況の中で感染のリスクがあるなかで、恐怖心もあると思います。　ご対応をいただいて本当にありがとうございます。　皆様のおかげ救われている方がたくさんいらっしゃいます。今私にできる事、外出をしない事。感染リスクを最大限下げることでも皆様を応援し

ます。

私たちの命を守っていただいてありがとうございます。
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