
コロナに負けない！応援メッセージ 
【一 般】 

   すべての皆様へ 

今大事なことは、他人を誹謗中傷することではなく、 

手を取り合って、何としてもこの難局を乗り越えることではないでしょうか。 

   

 

 

 

 

 

 

（りゅうのすけ・10歳未満・保育園児） 

   すべての皆様へ 

 

 

 

 

 

                               

（かなえ・10歳未満・保育園児） 

   すべての皆様へ 

 

   医療従事者の皆様へ 

毎日お仕事御苦労様です。日々感謝しております。 

それぞれ家庭があり、家族の方も心配されていると思います。 

私も家族の中に医療に従事している者がおります。 

なんとかこのコロナ禍をのりこえ、明るい年になるように願っております。 

（雪だるま・50歳代・パート） 



     長野赤十字病院の皆様へ 

今年、年末に長野赤十字病院に行く機会がありました。予約制をとっているので、病院内は割

と静かで、密にならないようになっていました。 

こういう時に、とても親切に対応して下さった病院関係の方々に感謝いたします。 

   医療従事者の皆様へ 

皆様の懸命なご努力によって、市民の命が支えられている事を改めて実感致します。 

きびしい環境のなかでの使命感には頭が下がります。 

歴史に残るお仕事を私達は忘れません。 

皆様とご家族様を応援しております。 

   すべての皆様へ 

今を凌げば必ず新しい世の中は生まれてきます。 

見たこともない光景、考えたこともない仕組み、どんなものができるか楽しみじゃないですか。 

   飲食店の皆様へ 

踏ん張ってください。 

何とか乗り切ってください。 

必ずまた利用させていただきます。                     （50歳代） 

   医療関係の皆様へ 

社会を守るため、地域を守るため、人々の生活を守るため、身を粉にして連日連夜本当にご苦

労様です。 

皆さんのおかげで私達は日々過ごしています。 

本当にありがとうございます。                       （50歳代） 

すべての皆様へ 

コロナを正しくおそれ、一人一人が出来ることを、最善をつくしていきましょう 

一人一人、大事な存在 

みんな大切ないのちです 

あなたの大事な人を守るためにも、マスク、手洗い、うがい、適切な距離と思いやりを... 

(ファイト‼) 

小さな子ども達と関わる保育士、幼稚園教諭の方々へ 

マスクの出来ない、元気いっぱいの子ども達相手に、毎日面倒をみていただきありがとうござ

います。 

おかげで、私たちは安心して会社で仕事ができます。 

感染症対策、人一倍気遣って大変なことと思いますが、これからもよろしくお願いします。 

面と向かって「ありがとう」と言うのは、照れくさいですが、心の中は感謝の気持ちでいっぱ

いです。                            （ネコバス・40歳代） 



   入学式、運動会、修学旅行、音楽会等中止・縮小になった子どもたちへ 

2020年は、誰もが経験しないことばかりでさみしく我慢の一年だったけど、きっと将来笑って

話せる時代がくるはず‼ 

今を大切に！ 

１人ひとりの手洗い、消毒で感染を広げないことが、みんなを助けるよ。 

みんな協力してくれて、ありがとう！ 

みんなで乗り越えよう！                      （雪ん子・40歳代） 

長野市保健所のみなさんへ 

いつまで続くかわからないコロナ感染症に日々対応くださり、本当にありがとうございます。 

台風 19号から続く対応で、休む間もなく本当に大変なこととお察しします。 

仕事のお手伝いはできませんが、みなさんが休めるよう私たちにできること---それは感染しな

いこと！ 

先が見えず、誰もが不安な毎日ですが、頼りになるのはみなさんです。 

私たちも感染予防に努めますので、もう少し踏ん張ってください‼ 

（向日葵（ひまわり）40歳代） 

三輪地区住自協の方々へ 

日頃より三輪地区住民の為に様々な企画をありがとうございます。 

ひまわり広場も今できる事をと考えて開催してもらいました。 

とても楽しかったです。 

コロナが終息したら又楽しい企画をお願いします。              （20 歳代） 

三輪支所の皆様へ 

このような状況下でも親切な対応をして頂いて感謝です。 

お身体大切にして下さい。                         （30歳代） 

 

がんばれ！受験生 

目指せ合格‼ 

医療従事者の皆様へ 

最前線でご尽力いただき、ありがとうございます。 

不安な日々ですが、皆様のおかげで万が一の時も安心して医療にお世話になれます。 

一日も早く、以前の生活に戻れることを願います。              （40歳代） 

医療従事者の皆様へ 

個を犠牲にされて頑張って下さるお姿に感謝でいっぱいです。 

気持ちだけで、何も出来ない自分が情けないです。              （70歳代） 



医療従事者の皆さんへ 

報道によりますと、人材・資材不足のなかにもかかわらず、使命感によって患者さんに対応さ

れておられることに感謝します。 

皆さんの活躍なくして、今後の感染拡大防止は困難と思います。 

誹謗・中傷に負けずにリスクに立ち向かってください。心より応援してます。  （80歳代） 

こうみんかんのみなさんへ 

 

 

 

 

 

                                 （はな・10歳未満） 

ようちえんのせんせいへ 

 

 

 

 

 

                                 （さわ・10歳未満） 

医療従事者の皆様へ 

市民のために最前線での業務ありがとうございます。 

医療（介護）従事者の皆様 

何よりも大切な命を守るため、日々厳しい状況の中、いつもいつもありがとうございます。 

心より感謝し、応援しています！                      （50歳代） 

 

自粛を余儀なくされている我々はまだしも、自粛どころか昼夜を分かたず献身的に医療や介護

に携わっておられる皆さまには感謝と敬意しかありません。 

私たちは、皆さまによって生かされているのです。 

ありがとうございます。 



 

 

 

 

 

 

                                    （10歳未満） 

おかあさんへ 

いつもがんばってくれてありがとう                （10歳未満・小学生） 

学校の先生へ 

コロナの中、運動会などをひらいていただき 

ありがとうございます。 

学校のともだちにあえる事がうれしいです。        （山田紗綾・10歳代・小学生） 

病いんの人へ 

コロナで家にいる時間が多くなり、外出などができなくなったので早くコロナが終わってほし

いです。                            （10歳未満・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

コロナの影きょうで忙しいと思いますが、がんばってください❢❢   （10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

いつもコロナの感染者の対応をしてくださりありがとうございます。 

色々不安があると思いますが、これからも頑張ってください❕ 

私も迷わくかけないように、マスク・手洗いをてっていします。 

ファイト❕                         （Amazon・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

いつも、コロナの方のお世話をしていて、すごいなと思いました。 

これからも頑張ってください。           （ゲールトルパー・10歳代・中学生） 

すべての皆様へ 

コロナで大変だけどみんなでがんばりましょう！             （藤・10歳代・ 

いつもありがとうございます。                        中学生） 



すべての皆様へ 

コロナで大変ですが、 

コロナに負けずにがんばりましょう！                    （クリ坊） 

 医療従事者の皆様へ 

新型コロナウイルス感染症に対する治療の最前線に立ち、日々大変なご努力をされている医療

従事者の皆様。患者の回復を最優先として激務を続ける皆様の姿がマスコミでも報道されてお

ります。そのような中で、皆様に対する誹謗中傷が後を絶たず、一国民として、大変心苦しい

思いです。 

私達は皆様のご努力を見ております。そして決して忘れません。 

新型コロナ感染症の収束までもう少し・・・のはず。 

ご自身とご家族の体調も最優先にお考え下さい。 

今でも、そして元の日々に戻った時にも、皆で感謝の気持ちを表したいと思います。 

（60歳代・会社員） 

医療従事者の皆様へ 

医療従事者の皆様、多忙な業務のなか感染へのリスクなど大変な不安を抱えての勤務、心から

感謝申し上げます。くれぐれもお身体ご自愛下さい。 

そして医療従事者を支えて下さるご家族の皆様にも本当に感謝致します。    （60歳代） 

すべての皆様へ 

いまあなたはどんな心もちですか？ 

心から笑えていますか？ 

ムリしていませんか？ 

あなたの大好きな人はどうですか？ 

 

せわしなく進む 時の中で 

わたしの生きる世界が 光で満たされるように 

あなたの生きる時間を わたしが輝かせるから 

 

この歌詞から生きる勇気をもらいました。 

すべての人がやさしさに恵まれますように                  （Ｊ✿ｊ） 

 

大変な状況でも皆のために頑張ってくれている方々に 

ほんとうにありがとうっていいたい。 



カフェ従業者の皆様へ 

私は、時々、読みたい本やスケジュール帳を持って、カフェに行く。 

あたたかい飲み物、心地よい音楽・・・、何よりも、すべてを包みこむやさしい空間・・・ 

「頑張ろうって！」自分を取り戻す。 

いまは大変な時期ですが、明日を信じて、いきましょう。            （merci） 

すべての皆様へ 

今が踏んばりどころです❢                    （金井信幸・会社員） 

全住民へ 

“コロナ”ウイルスに「うつさない・うつらない」 

一人ひとり、自分をみつめ医療の皆様にご苦労かけぬよう努めましょう 

三輪子どもプラザスタッフへ 

コロナ禍の中にあって日々子供達の面倒をみて頂きありがとうございます。皆様方の手助けが

あり社会が成り立っています。 

大変ですが、よろしくお願い致します。                （三輪地区住民） 

三輪児童センタースタッフへ 

コロナ禍の中にあって気を遣う毎日だと推察致しております。コロナの感染拡大が終息するま

でしばらく時間を要すると思いますが、感染防止に努めて下さい。    （三輪地区住民） 

三輪小学校教職員へ 

新型コロナウイルス感染予防にあたり、日々御苦労されていることに対して、心より感謝申し

上げます。 

学校の一斉休校もあり学習環境も平常時と違って大変だと思いますが、子供達の未来の為に頑

張って下さい。                           （三輪地区住民） 

医療・介護従事者・保育園へ 

大変ななか、みなさんのご奮闘に感謝❢❢ 

御自身の健康を守りながら力を合わせて乗り越えましょう     （オクチャン・60歳代） 

世界中の人達へ 

明けぬ夜なし 

止まぬ雨なし。 

コロナ終息まで○忍  



医療機関で働いている方々へ 

毎日大変なお仕事ありがとうございます。 

皆さんのおかげで安心して日々の生活がおくれます。それなのに心ない言葉や差別をする人が

います。その人たちは目立ちますが決して多数派ではありません。大多数の人達は心から応援

しています。どうか、一部の人達のことは気にせず、お身体を労わりつつお仕事をお続けくだ

さい。応援しています❕❕              （せっちゃんばあば・60歳代・主婦） 

コロナで苦しむすべての皆様へ 

昨年末に中国武漢で発生したといわれる新型コロナウイルス。最初に新聞の記事で見たとき

は、本当に小さな記事でしたが、あれよあれよと言う間に世界へ広がり、世界を震撼させてい

ます。感染拡大に伴い、私たちの生活も大きく変化を余儀なくされ、これまでと大きく違った

生活様式へと変化せざるを得ない状況です。 

 わずか１年足らずの間での生活変容は、私たちの心身に大きな負担となっています。それば

かりでなく、経済活動の停滞で、生活も苦しくなってきている方がたくさんいらっしゃり、本

当に大変暗い世の中になってしまっています。 

 また、医療関係者の方々においては、相次ぐコロナの波に伴い増加する患者に対応すべく日

夜休みなく働いて自分もウイルスに感染してしまうのではないか、また自分が感染して人に伝

染してしまうのではないか、という不安を抱えながら、それでも強い責任感と崇高な自己犠牲

の精神で職務を全うされていらっしゃる姿は、とても神聖で眩しく、深い尊敬と感謝の気持ち

を抑えることができません。 

 そんな皆様にどのような言葉を贈れば応援につながるのか自分にもわかりませんが、自分も

含め、今、精神的、経済的に苦しんでいる皆様に...明けない夜はない。ということを信じてお

互い頑張りましょう。というメッセージを贈りたいと思います。 

医療機関に携わるすべての皆様へ 

我が身も顧みず昼夜を問わず献身的に患者の治療にあたっておられる皆様、本当にお疲れ様

でございます。 

何等ねぎらいの言葉をお伝えすることも出来ず、花火とかブルーカラーの照明を目にした時

など、自分の気持ちと共に皆様に伝わってほしい…皆様もそれを感じて頂ける心身の余裕があ

ってほしいと願わずにはいられません。 

 新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからず、日々患者増加の一途を辿っている現状

をみるにつけ、私自身高齢と基礎疾患を抱えている者として皆様に心から感謝申し上げると共

に、自分としても感染しない・させないために出来得る限りの感染防止対策を今までにも増し

て行わなくては…と強く感じております。こうした中でも皆様方やご家族様、更には治癒され

た方々への心ない誹謗中傷などもってのほかと止めどない怒りを感じます。 

 最後に新型コロナウイルス感染拡大の一日も早い収束と、皆様方のご健康・ご活躍を心から

お祈り申し上げます。                           （80歳代） 



全国の皆様へ 

コロナに負けずに頑張ろう!! 

手洗い、うがい、消毒、３密、しっかり感染対策❕ 頑張りましょう～～～❕ 

１つの失敗はあなたの危機なのでゆだんしないで気を付けましょう。 

 

 

 

                            （ゆりもち・10歳代・小学生） 

すべての皆様へ 

“一瞬”の気の緩みが“一生”の後悔になります。 

  それで悲しむのは自分だけではありません。 

  周りの人のこと、大切な人のこと考えながら行動しましょう。       （10歳代・ 

  みんなで我慢してみんなで乗り切ろう!!                  中学生） 

コロナで不自由をしている自分と三輪の皆さんへ 

・東日本大震災の時に強く感じた「普通の生活が普通にできる幸せ」を忘れていませんか？ 

 一瞬の判断が生死を分けることも学びましたね。 

 

・そして今、コロナの真っ只中にいて、またまた「普通の生活が普通にできること」がいかに 

幸せなことか、かみしめています。遠くに旅行に行けなくても、大勢で会食ができなくても、 

カラオケやスーパー銭湯に行けなくても、寂しくはありますが無くても生きていけます。 

良い機会と捉え、何が本当に必要で大切なのか、深く考えてみましょう。 

         （５人の孫のジイ・60歳代・会社員） 

すべての人に 

コロナ禍ひとりひとり懸命に１日１日暮らしているすべての人に応援エールを。 

――――――― ○ ―――――――― ○ ―――――――― ○ ――――――― 

まだまだ収束の兆しが見えず、人と人との触れ合いが奪われる中、自分の健康のためと思って

歩いている方など、自分で決めて行動している人がいっぱい居ます。 

健康で長生きして下さいね、と言いたい気持ちになりました。 （ダラダラ人間ダラ・50歳代） 

病院で頑張っている皆様へ 

長野県も 1000人にせまる感染者数です。 

本来の業務以外のことや、ひとりひとりへの心配り、嫌な顔を見せず対応しておられる姿をみ

るにつけ感謝の気持ちでいっぱいになります。ご自身のお体も大切になさって下さい。 

ありがとう❕                      （ポップコーン・60歳代・主婦） 



今を生きる全ての皆様!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   （10歳代・ 

専門学校生） 

 

生きている間にコロナウイルスで社会が一変してしまうなんて考えてもみませんでした。 

病院、介護、教育その他たずさわって下さる皆様、どうか体調には気をつけて、ガンバッテ下

さい。 

医療（介護）関係者の皆様へ 

長野市もコロナ感染が増加中ですが、皆様のお力が私たちにとって頼みの綱です!!できるかぎ

り協力したいと思います。 

事業者の皆様へ 

なかなか景気の回復が見られませんが、協力はしていきたい、微力すぎますが・・・!! 

がんばって下さい。 

         皆で乗り越えましょう❕❕           （美和のばば・70歳代） 

遠くにいるお友達へ 

Ｓ．Ｉさんお元気ですか。今年はコロナで始まりコロナで終りますね。 

いつもあなたの笑顔に勇気と安らぎをいただき、私は元気が出ます。 

新しい年もよろしく。仲良くして下さい。 

コロナが落ちついたら、遊びに来て下さい。        （なやめる子ヒツジ・70歳代） 

ゴミ収集業者の方達へ 

いつもお仕事御苦労様です。家庭からでるゴミ袋の回収ありがとうございます。 

ルールを守ってきちんと袋に入っているものばかりではないと思います。（袋がやぶれて散乱し

ていたり）私達みんなは感謝の心を忘れていません。これから寒くなりますが、皆様も体に気

をつけて下さい。                    （猫娘の母・50歳代・パート） 



飲食店の皆さんへ 

コロナ禍で大変苦労されていると思います。私達もテイクアウトとか協力したいと思っていま

す。皆さんは色々なアイデアを考え、工夫をし、頑張っておられます。私達もわかっています。

少しでも協力したいと思ってます。寒い冬をすぎ、あたたかい春には、コロナ菌がなくなって

いればいいですね。 

               （鬼太郎大好きっ子・50歳代・パート） 

すべての皆様へ 

コロナ感染拡大の影響を受けてご苦労されている皆様、何とかくじけないでがんばってくださ

い。 

特に医療や介護に携わっている方々、感染の危険がある中のがんばりに頭が下がります。 

みんなが応援していますよ❢                        （70歳代） 

すべての皆様に 

ファイト❕❕ たたかう君のためにー❕ たたかう僕たちがいるー❕ 

ファイトっ❕❕                       （テニスボーイＭ・60歳代） 

医療事業者の皆様へ 

新型コロナウイルスにより医療事務が増加する中、ご対応いただきありがとうございます。 

未知のウイルスで有効なワクチンが確保されない状況下で、過酷な業務、危険が伴う業務等対

応いただき、誠にありがとうございます。 

職員の方々自身の体調にもお気をつけください。これからもよろしくお願いします。 

言葉でうまく表せませんが、私達の健康を支えてくれてありがとうございます。 （20歳代） 

医療関係の方々へ 

応援メッセージは、一番先に医療従事者の方々に感謝申し上げたいと思います。 

細心の注意をしていても移ってしまうかもしれない危険がある中、一生けん命職務をして下さ

っております。休みもなく（？）ずーっと任務をして下さり本当にありがとうございます。 

早くコロナが絶滅することを願っております。          （Ｙ子・60歳代・主婦） 

医療従事者の皆様へ 

新型コロナウイルスと最前線で闘って頂いている皆様に、心からの敬意と感謝を申し上げます。 

そして、私達は、自分自身しっかり予防し、決してり患しないように、皆様にご負担をおかけ

しないようにつとめます❕❕ 

国が確かな支援をしますように❕❕               （やすこ・70歳代・主婦） 

医療従事者の方々へ 

医の力でいつも私達をたすけていただきありがとうございます❕ 

自身の身体は自分で守る!!その努力を精一杯します❕      （テニスボーイＭ・60歳代） 



子供たちへ 

コロナ禍の中で色々と制限されてつらいと思います。世の中のために働いてくれている周りの

大人を見て（お医者さん・看護士さん・先生・・・）感謝も忘れずに頑張りましょう!! 

                    （40歳代） 

飲食業の皆様へ 

 

 

             （テニスボーイＭ・60歳代） 

医療従事者のみな様へ 

コロナ感染を避けようと「県外へ」「旅行」「飲食は家庭で」「三密さけ・手指の消毒・手洗い」

など等、小さいことですがつとめています。 

・・・皆様のお気持に少しでも添いたい・・・ 

命を救おうと日々つとめ、患者の心を温めて下さる「言葉・笑顔」に心から感謝です。 

（70歳代） 

すべての皆様へ 

あたり前のふだんの日常、一日いちにちがいかにステキだったの❢ 

コロナウイルスの感染拡大で知りました。わかりました。 

お互い“感謝”を忘れず、光がさす日までがんばりましょう。       （70歳代） 

医療従事者の皆様へ 

心身ともに余裕のない状態だと思いますが、皆さんが働いてくれているおかげで、感染拡大防

止になっていると思います。これからも患者と自分を大切にして、がんばって下さい。 

陰ながら応援しています。                         （10歳代） 

すべての皆様へ 

厳しいときだからこそ、前向きに考えませんか？ 

厳しいときだからこそ、心のつながりを大切にしませんか？ 

コロナに絶対負けないために!! 

医療従事者の皆様へ 

感染へのリスク、多忙な業務．．．本当に感謝です。 

皆様の働きが報われること願っています。                  （30歳代） 



子どもたちへ 

大人と違って子供たちにとっての１年間はその年でしか学べないことだったり、行事だったり

して、色々な思いがあると思います。 

でも、いつか、そんな年だったよね・・・って笑って話せる明るい未来になりますように。 

                  （30歳代） 

 

コロナに負けるな❕ 

いつでも、どこでも、自分自身が出来ることで対策をしましょう。 

 

医療の皆様、身体に気をつけてがんばって下さい。よろしくお願いいたします。 

 

つい最近入院しましたが（内臓疾患）、コロナウイルスに対する病院の対応、医師、看護師、病

院スタッフの皆様の頑張りに頭の下る思いでした。 

まだ、先の見えない状況ですが、本当にありがとうございます。        （50歳代） 

 

９月に「混声合唱団エール」をたちあげて、コロナにもめげず、合唱マスクして、がんばって

ます。40人近い団員が入れる会場を予約するのが大変ですが、コロナ対策をして、なるべく練

習したいです。                            （よっちゃん） 

キラへ 

コロナが流行して海外旅行行けなくなったり、カラオケいけなくなったりだけど、だんだんそ

ういう生活になれて、巣ごもり生活が楽しくなってきたみたいだね。 

チャンスをみて、女子会しようね。 

おすもうも連れて行ってね❣                        （リリー） 

よねちゃんへ 

コロナが流行して会えなくなってしまいました。 

早くワクチンができて、おけいこに来られるようになるといいね。来年のおさらい会は、いっ

しょに出られるといいなあ。 

会えないけど、電話でいっぱい話そうね。                  （ａｋｉ） 

すべての皆様へ 

三輪の花、ヒマワリのように 

明るく、元気に、がんばろう                   （小林一三・80歳代） 



 

 

 

 

 

 

（関歩美花・10歳未満） 

東京にいる娘へ 

いつも頑張っている姿に、親として誇りを感じています。不安の多い世の中ですが、体に気を

付けてそのまま歩んでいって下さい。                    （40歳代） 

介護職場の皆さんへ 

母が、お世話になっています。 

ただでさえ大変な職場なのに、コロナでご苦労も相当なものと思います。 

おかげで母も安心して利用しています。 

本当にありがとうございます!! 

どうぞお体に気をつけてこれからも頑張ってください!! 

介護従事者の皆様へ 

利用者のことを守り、自分自身と家族のことも守らなければならない、たいへんなお仕事です

のに、毎日笑顔で気持ち良く接してくださってありがとうございます。 

皆様が頑張っている姿をいつも見ています。 

これからもお身体に気をつけてください。 

陰ながら応援しています。                      （利用者の家族） 

すべての皆様へ 

コロナなんか 

イチコロナ❕                               （70歳代） 

飲食店関係の皆様へ 

今般のコロナ禍でとても大変だと思います。 

しかし、私達のまわりで「落ち着いたら呑もう！」「落ち着いたら食べに行こう！」があい言葉

になっています。 

近い将来必ず落ち着くと思います。その時にお店がないと、とても淋しいです。 

大変だとは思いますが、頑張って乗り切って下さい。 

皆、我慢しているので、その時のために、お願いします。  （タケいう・40歳代・会社員） 



病気を持つ方々へ 

私の家では免疫治療を行っている人間がいます。 

恐くて外に出られない日が多いです。 

気にしないで生活する人達が悪いとは言いませんが、そんな方と区分けして、普通の買いもの

が出来る時間を作ってもらいたい。 

病気の人、頑張って下さい。                 （坂口・40歳代・会社員） 

すべての皆様へ 

Ｋｅｅｐ ｏｎ ｓｍｉｌｉｎｇ!! 

コロナ禍の中で、今まで通りの生活でなくなり、とても大変だと思います。 

この苦しい時期が長く続かない事を願い、頑張りましょう!! 

     すべての皆様へ 

‘エーイ’‘エーイ’‘エーイ’長野ガンバレー！ 

災害からの復興だ！ 

新型コロナに負けるなー！ 

エーイ ドカーン ！ 

（長野市長 加藤 久雄） 

 

 

【長野女子高等学校】 

すべての皆様へ 

 

 

 

 

                                 （10歳代・高校生） 

すべての皆様へ 

今は大変だと思いますが、コロナに負けずに頑張って下さい!!     （10歳代・高校生） 

すべての皆様へ 

 

 

 

 

（10歳代・高校生） 



すべての皆様へ 

 

 

 

 

（10歳代・高校生） 

すべての皆様へ 

コロナウイルスで楽しい行事がなくなっているけれど 

少人数や家でできることを探して乗り切ろう❕             （10歳代・高校生） 

すべての皆様へ 

なれない生活の中で、マスクや、アルコール消毒や手洗い、うがいをして、大変でしたが、こ

れからもつづけてコロナにならないように頑張って下さい。      （10歳代・高校生） 

すべての皆様へ 

 

 

 

 

 

（10歳代・高校生） 

すべての皆様へ 

今は、大変な時期かもしれないですが、これからも気をゆるめずに頑張って下さい。 

                                 （10歳代・高校生） 

すべての皆様へ 

 

 

 

 

 

                                 （10歳代・高校生） 



すべての皆様へ 

 

 

 

 

 

                                 （10歳代・高校生） 

すべての皆様へ 

 

 

（ゴリ子・ 

10歳代・ 

                                     高校生） 

医療従事者の皆様へ 

大変な状況の中でお仕事をしていると思いますが、コロナに負けずお仕事頑張ってください。 

まだ、収束の見えない状況ではありますが、必ず収束すると思います。また、今医療従事者の

皆様を必要としている病院も多いと思います。大変な状況の中で仕事をしている皆様を尊敬し

ています。 

この状況を一緒に乗り越えましょう。 

応援しています。                         （10歳代・高校生） 

医療従事者の皆様へ 

毎日、治療や介護などお疲れ様です。日々コロナウイルスと闘ってくださっている皆様のこと

を考えると、感謝と申し訳なさでいっぱいです。 

早くコロナが終息し、楽しくいきいきとした毎日が戻ってくるよう強く願っています。 

（10歳代・高校生） 

医療（介護）従事者の皆様へ 

不安の中、私たちの安心と安全で暮らしやすい生活を守って 

くださりありがとうございます。 

皆さんが１日も早く笑って過ごせますように応援しています❕ 

（10歳代・高校生） 



全国の皆様へ 

今、コロナウイルス感染が増加している世の中になっています。 

減少させるためにマスク・手洗い・うがいをしてコロナウイル 

スに負けないように生活しましょう。 

そして、迷惑電話もこの頃多いので迷惑電話はやめましょう。 

医師の人達は大変だと思います。これからも頑張って下さい。     （10歳代・高校生） 

学校の皆様へ 

新型コロナウイルスで、たくさんの行事が中止になったり、友達と話す時なども 

距離を取るなど辛く、大変な思いでいっぱいですが、感染に気を付けて、毎日を 

元気に過ごしましょう。 

 

 

（10歳代・ 

高校生） 

 

 

【三輪小学校】 

三輪地区の方々へ 

心おちつく三輪 

みんなの三輪 

みんなで“今”を乗り切りましょう！            （ウルトラセブン・50歳代） 

スポーツの試合や大会が無くなった人たちへ 

今年は大会やいろんな試合が無くなったけど、だからと夢をあきらめないで、しっかり今は大

会などがなくても、夢に向かってしっかり練習したりあきらめないのが自分は大切だと思いま

す。 

このコロナ禍だからこそたくさん練習して、自分も夢に向かってがんばるから、みなさんもが

んばってください。                   （剣、頭収・10歳代・小学生） 

コロナで大変な思いをされた皆様へ 

コロナの影響でいろいろな事が中止になったり、大切な人と会えなくなったりしました。それ

でも医療・介護従事者の皆様は私達の明日のために頑張って下さいました。 

事業者の皆様も今まで通りに働くのも難しくなったと思います。なので私達は今を幸せと思い

ます。皆様これからも頑張って下さい。          （暁の勇者・10歳代・小学生） 



飲食店のみな様へ 

コロナの関係で店に来る人がだいぶ減ってきてしまったと思うけど、この時代を乗りきってコ

ロナがおさまる時をまちましょう。 

応援しています!!              （さむらいリョウ・10歳代・小学生） 

世界中の全員に 

くじけることはありません。 

コロナというかべを予防という剣（つるぎ）で超えていきましょう!!  

（樺倉花子・10歳代・小学生） 

クラスの人たちへ 

コロナで苦しいときだけど、みんなでいっしょに笑いあおう！（茶々ごま・10歳代・小学生） 

クラスへ 

今は、コロナなので、みんなでマスクをして、ちょっとした心がけをしましょう。 

外山先生と、クラスのみんなで、協力していきましょう。 

みんなで、このコロナを、のりきっていこう。       （リヴァイ・10歳代・小学生） 

子どもたちへ 

コロナに負けないようにしっかり手洗い・うがいをしよう!!（ピエール滝・10歳代・小学生） 

子どもたちへ 

コロナのせいでいろいろなことがなくなってしまったけどその中でもしっかりと、勉強をして、

色々なことを工夫して生活をしてコロナのよぼうをしコロナがおさまったら、また楽しく、あ

そべるまでしっかりと、よぼうをしましょう。       （アマエビ・10歳代・小学生） 

子どもたちへ 

いろいろがまんすることもあるけど、がんばろう❢      （しのぶ・10歳代・小学生） 

すべての皆様へ 

今コロナ禍の中で、なかなかいつもどおりにはできないこともたくさんあると思います。でも、

あと少しがまんすればきっと普段どおりの日々がもどってくるはずです❕ だからあと少しがん

ばりましょう❕ がんばってください❕         （999Lvの村人Ａ・10歳代・小学生） 

すべての皆様へ 

コロナに負けない体を作り、コロナにならないようにみなさんがんばってください。 

（チェ・ホンマン・10歳代・小学生） 



すべての皆様へ 

みなさん、これまでがんばってきましたね。ニュースを見ていると、医療従事者や、事業者の

方、こどもたちのがんばりが見られました。これから先もまだ色々とありますが、みんなでが

んばりましょう!!                  （リボンちゃん・10歳代・小学生） 

すべての皆様へ 

コロナウイルスで苦しめられているけど、マスクや消毒などをしてたいさくをできるような生

活を出来るよう応援しています。なのでコロナウイルスに負けないでください。 

人に関わる時は、必ずマスクなどのたいさくなどができたらいいと思います。 

（篠原颯斗・10歳代・小学生） 

すべての皆様へ 

このご時世、コロナ禍で、やりたいことができなくなったり、会いたい人に会えないこともあ

って、大変なことが多いですね。 

それでもがまんして、医療従事者様たちが頑張ってくれています。 

いつも感謝の気持ちを持って、頑張りましょう❕ いつか明るい未来が待っていますから。 

ファイト❕です                 （こここのこっちゃん・10歳代・小学生） 

すべての皆様へ 

今を、みんなで 

のりきりましょう！                  （かおる・10歳代・小学生） 

すべての皆様へ 

一言・・・みんなで頑張りましょう❕            （もっちー・10歳代・小学生） 

すべての皆様へ 

コロナに負けず、元気にすごそう。           （天才Ｍ･Ｓ君・10歳代・小学生） 

すべての皆様へ 

みんなでコロナに負けないように、やれることはしっかりとやるようにしよう❕ 

（すみっコ・10歳代・小学生） 

医療（介護）従事者の皆様へ 

コロナウイルスが流行っている今、感染者の対応をしたり高齢者のために介護をしたりして下

さり、ありがとうございます。医療（介護）従事者の方々は毎日コロナウイルス感染者の対応

をして、大変だと思うし、不安もあると思います。けれどコロナに負けずに頑張ってください。

私も感染しないように、手洗い・うがい・マスクを心がけて生活していきます！ 

皆さんも感染しないように気をつけてください。 

お互い頑張りましょう❕                    （リマ・10歳代・小学生） 



医療（介護）従事者の皆様へ 

大変だと思うけれど、コロナに負けないように、 

 

 

（バズ・10歳代・小学生） 

医療（介護）従事者の皆様へ 

コロナで大変な時期だけど、 

みんなで 

がんばろう❕                   （スヌーピー・10歳代・小学生） 

医療（介護）従事者の皆様へ 

心一つにワンチーム!!               （Ｓちゃんマン・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

毎日、コロナのことで、大変だと思います。誰もがこの時期が一刻も早く終わってほしいと思

っていると思います。コロナの患者を助けられたときは、とてもうれしいのではないでしょう

か。人の命を助ける仕事、頑張ってください。       （小林団長・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

コロナにまけずに 

がんばってください 

みんなで 

協力すれば、コロナに勝てる！             （けい・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

医療従事者の皆様、いつも、新型コロナウイルスのかんじゃへのたいおう、ごくろうさまです。 

どんどんかんせん者がふえていますが、いつも、かんせん者にかかんにたいおうしているあな

たたちは、とても勇敢だと思います。 

ほんとうに、ありがとうございます。            （イクラ・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

今は、とても苦しい時季であり時間だと思います。 

私はこのコロナウイルスは、人類への一種の試練だと思います。『人類』として医療従事者の皆

様に苦労をおかけしないよう、感染対策を心がけています。 

私の応援で新型コロナウイルスが終息するわけではありませんが、メッセージを読んで、働く

源になってくれればなと思います。すでに頑張ってらっしゃると思いますが、頑張って大変な

時季を乗り越えてください。               （中村知世・10歳代・小学生） 



医療従事者の皆様へ 

コロナの中、いつもありがとうございます。 

たいへんだと思いますが、これからも、コロナがおさまるようにおねがいします。 

（加藤美海・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

毎日コロナになってしまったかん者さんのために一生けん命働いてくれてありがとうございま

す。 

かんせんしてしまった方が無事に退院できているのは、みなさんのおかげです。これからも、

楽しいことをみつけて、がんばってください。         （とん・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

コロナウイルスが増えて、お仕事が大変だと思います。私は、毎日ニュースを見て、医療がた

いへんだと思いながら見ています。私には、何もできることはありませんが、毎日応えんして

います。マスクをぜったいにつけ、コロナウイルスにかからないように気を付けています。 

皆様、がんばって下さい!!                  （かつ・10歳代・小学生） 

医療従事者の人達へ 

コロナウイルスに負けない様に 

コロナウイルスに関係する仕事ですが、がんばってください。 （朝倉未来・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

毎日コロナウイルスの感染者対応おつかれさまです。 

皆様のおかげで最近は、コロナウイルスの感染者の中でも重症になる方が減ってきています。 

ありがとうございます。 

医療従事者の皆様もコロナに負けないようにこれからもがんばってください❕ 

応えんしてます❕                  （だいこんの煮物・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

今年は、コロナの影響で大変な日々が続いていると思います。 

毎日私達が学校に行けるのは、医療従事者の皆様のおかげだと思います。そのために手洗い・

うがいなどをしっかりして、めいわくをかけない行動をとりたいと思います。頑張って下さい！ 

（志菜・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

今は、新型コロナウイルスのえいきょうでいろんなことができなくなっています。それでもす

こしずつおさまってきています。なのでこれからもがんばってください。 

（尾形・10歳代・小学生） 



医療従事者の皆様へ 

コロナウイルスで世の中大変なことになっていて、みんな大変だけど医療従事者の皆様は、き

っともっと大変な思いをしていると思います。医療従事者の皆様は日に日にかん者さんがふえ

続ける中で自分の対策もしなくてはならないことがとてもつらいことと思います。皆様が働い

てくれているおかげで助かるコロナかんじゃさんもたくさんいると思います。 

本当に大変な時ですが、もう少し頑張って今を乗りこえましょう❢これからもお願いします❢ 

（魔法使いの弟子・10歳代・小学生） 

医療従事者のみな様へ 

コロナ禍での感染者への対応おつかれ様です。 

みな様のおかげで世界が回っています。これからもよろしくお願いします。 

（世界一イケメン王子・エリザベス･ハダカドブネズミ・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

今は、コロナでとてもいそがしい時季です。他のかんじゃさんがいるなかで、コロナにかかっ

た方々もたくさんいると思います。私たち６年は、そんな皆様を応えんしています。コロナで

亡くなった方は少なくありません。テレビのニュースを見るたび心が痛みます。ですが、コロ

ナから生き残った方もいます。それは、皆様医療従事者のおかげです。皆様ががんばってくだ

さったおかげで生き残った方々がたくさんいます。まだ、亡くなった方々よりも少ないですが、

一生懸命になってくださった皆様に感謝していると思います。私たちもとても感謝しています。

いつもありがとうございます。         （Lv.20のみかちゃん・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

コロナに負けずに、コロナにかからずにこの時代をのりこえてください。応えんしています。 

（シバターとＤＪ社長・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

新型コロナウイルス感染者への対応ありがとうございます。 

ぼくたちができることはこれ以上新型コロナウイルス感染者を増やさないことだと思うので、

これからも手洗いうがいマスクをちゃんとやりたいと思います。 

（チクチクボンバーヘッド・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

疲れたのは頑張った証拠だよ。誰もほめちゃくれないけど君の身体が知ってるよ 

～これからもがんばってください～         （しろくまっ・10歳代・小学生） 

医療の方へ 

しっかりとコロナウイルスになった人を直して、がんばってください。 

（ミカサ・10歳代・小学生） 



医療従事者の皆様へ 

    （ワダダ星人・10歳代・小学生）

医療従事者の皆様へ 

コロナに負けずにがんばりましょう。           （ペヤング・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

コロナウイルスにかかってしまうかもしれないのに、いつもかん者さんのことを一番？に考え

て下さってありがとうございます。かん者さんのことを考えるのも大切ですが、自分がコロナ

ウイルスやインフルエンザ、かぜなどにかからない事が一番大切です。 

自分のことを一番に考えて、かん者さん、家族のことを二番目くらいに考えて下さい。体調を

くずさずにたくさんのかん者さんの命をたすけて下さい。コロナウイルスに負けずにがんばっ

て下さい。                       （バレッタ・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

今はコロナウイルスでいろいろ大変だと思うけれど、がんばって下さい。 

応援しています!!                    （はいばら・10歳代・小学生） 

医療従事の皆様へ 

コロナに負けずに元気に過ごしてください        （汐華初流乃・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

新型コロナで大変な中、お仕事おつかれ様です。 

私たちも、コロナの対策をしっかりしていきたいと思います。これからも、お仕事がんばって

ください。                       （プーさん・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

・みんなで協力してコロナをのりこえよう。 

・コロナがなくなるまでがんばろう。     （チーズインハンバーグ・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

コロナウイルスで大変な中、お仕事おつかれさまです。みんなでコロナウイルスに負けないよ

うに、感染対策をして、この大変な時期を一緒に乗り切りましょう。 

（Ｉ・Ｒ.0708君・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

コロナウイルスで大変な中、お仕事お疲れさまです。これからも、コロナに負けないように、

がんばって下さい。                 （Ｎ・Ｓ.0422君・10歳代・小学生） 



医療従事者の皆様へ 

コロナに負けずにがんばれ!!           （bucky(ﾊﾞｯｷｰ)・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆さんへ 

こんな世の中でたいへんだけどがんばってください❕ ファイト！ 

（yamacyan!・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

どんな人も元気な体に！ 

どんな病気にも負けるな！ 

１つでも多くの命を救って！ 

最高の医師・看護師に！                     （10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

新型コロナウイルスと戦ってくれてありがとうございます。厳しい環境の中でも皆さんのため

に、全力をつくしてがんばって最前線で戦ってくれて本当にありがとうございます。 

応援しています!!                       （Ｒ・10歳代・小学生） 

医療従事者の皆様へ 

新型コロナウイルスの厳しい環境の中で毎日ごくろうさまです。 

コロナウイルスをなおそうと最前線でたたかってくれてありがとうございます。 

今は、コロナウイルスがいなくなったわけではないけれど、私たちがこうしてすごせてるのは、

医療従事者の皆様が、がんばってくれているからだと思います。 

応援しています。がんばってください。               （10歳代・小学生） 

 

 

「コロナに負けない！応援メッセージ」にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。 
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