「あなたの言葉が勇気になる」プロジェクト

メッセージ一覧

※特定の氏名・商品名等の記載があるものは除いております。
1

先日、父を連れて病院へ行ってきました。コロナ禍でも命を守ろうと必死に働いてくれている人たち
がいました。感謝しかありません。

2

毎日、命と向き合って奮闘している医療従事者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。どうか皆
様の心と体が守られますように祈っております。

3

医療従事者の皆様。ご自分も大変な中一人ひとりの患者に寄り添ったお仕事、ありがとうございま
す。

4

先日、友人家族と街ですれ違い、グータッチをしました。マスク越しではありましたが、ニコニコし
ながら応じてくれました。これからも感染防止に努め、お互いが思いやる心の輪を広げていきましょ
う！

5

医療従事者の方々に、心からの感謝を申し上げます。患者の命と日々向き合う姿に非常に励まされて
おります。私も感染症対策を万全に、皆様の負担を少しでも減らせるような行動を心がけたいと思い
ます。

6

先日、久しぶりに夫とドライブに行きました。途中立ち寄った観光地の食堂で、これまた久しぶりの
外食。それほど混み合ってはいませんでしたが、入店時、店員にアルコール消毒を促されました。こ
れなら大丈夫！なにか確信めいた安心感がありました。お互い頑張ろうね！心のなかで、そう思いま
した。

7

いつも青森県民の生活を支えてくださり、ありがとうございます。

8

命がけで仕事をしていらっしゃる医療従事者の皆さんには、感謝しかありません。

9

医療従事者の妻へ。大変な環境の中、お仕事も育児も頑張ってくれてありがとう。私も今まで通り、
感染症対策がんばります。

10

いつも本当にありがとうございます。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を伝えたいです。

11

いつも優しい笑顔と言葉をありがとう。

12

医療従事者の皆様へ。新型コロナウイルスに負けないでください。誰かのために、がんばっている姿
がかっこいいです。応援してます！

13

医療従事者の皆様へ。日々の業務が戦いだと思います。見えない敵、先が見えない不安、たくさんの
思いを抱えながら患者さんを助けてくれていると思います。私も日々の手洗いうがいなど、できるこ
とから頑張っていきます。支えてくださる皆様へ、ありがとう。

14

手洗いうがいはコロナが収束しても毎日するって決めました！！このコロナ禍で大事なことだとわか
ったから！！

15

コロナ禍でつらい事をたくさん経験して乗り越えてきた私たちだからこそ、人に優しくできる、感謝
することができる、世の中を変えることだってできる、私たちはきっとできる！

16

いつもたくさんの人のために、ありがとうございます。コロナ禍で大変な状況ではありますが、私た
ちもできる限りのことをしていきますので、一緒に頑張りましょう。

17

いつも私たちのために働いてくださり本当にありがとうございます。私たちもできることを 1 つ 1 つ
やっていき、協力できればと思います。これからもがんばっていきましょう。

18

毎日私達のために最善を尽くしてくださりありがとうございます。私も将来青森県の健康促進に携わ
る人材として貢献できるように頑張ります。

19

いつも私たちの健康を守ってくださり、ありがとうございます。大変な状況の中ですが、共に頑張っ

ていきましょう。お体に気をつけて頑張ってください。
20

いつも私たちの健康を守ってくださり、ありがとうございます。これからも大変だと思いますが、無
理なさらず頑張ってください。

21

日本を、青森を守ってくれてありがとうございます。誰もが嘆いている中で、ひたむきに仕事をして
くださるおかげで、私たちは今の生活ができています。私たちも手洗いうがいの徹底頑張ります！少
しでも早くこの状況が良くなることを願っています。

22

いつも、私たちの健康を守ってくださりありがとうございます。私たちも自分たちができることをや
り、協力していきます！！

23

こんな大変な中、私たちの健康を守ってくれてありがとうございます。私たちも感染防止対策を心が
けます。一緒に頑張りましょう！

24

毎日みんなのために、力を注いでくださり、ありがとうございます！大変だと思いますが体に気を付
けてがんばってください！！

25

このコロナ禍の中大変だと思いますが、私たちもコロナ感染予防を徹底して取り組むので、お互い頑
張りましょう。“いつもお世話になってます！”

26

このコロナのウイルスは強敵ですが乗り越えましょう！

27

目に見えないコロナウイルスという敵と日々闘い、患者と向き合っている医療従事者のみなさん、ど
うかお体に気を付けてください！応援しています。

28

医療従事者のみなさんお疲れ様です。私たちをコロナから守ってくださり、ありがとうございま
す！！これからもいろいろ大変なことがあると思いますが、お体に気をつけてがんばってください！

29

コロナ禍で大変な時期かもしれませんが、頑張ってください。体調に気を付けてください。

30

新型コロナの恐怖の中、私たちのために必死に対応してくださりありがとうございます。私たちも感
染予防等を徹底していますので、どうかお体にはお気をつけてください。

31

プライベートの時間を削ってまでコロナと闘う最前線に立ち続けてくれてありがとうございます。医
療従事者の皆さんの仕事に対する強い責任感をコロナパンデミックを通して感じる日々です。皆さん
の努力が報われ、コロナに終止符が打たれることを願って、自分たちも感染防止に努めてまいりま
す。

32

医療従事者の皆様いつもありがとうございます。一刻も早くコロナが終息することを願いながらみん
なで協力しながら頑張りましょう。

33

一刻も早くこの状況がおさまるよう私たちもより気をつけていきますので医療従事者の皆さまも頑張
って下さい。

34

いつも最前線で働い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！医療従
事者のみなさまのおかげで私たちは生活できています。手指消毒、マスクの徹底をしっかりと行い、
みんなで乗り越えていきましょう！

35

私達のために一生懸命働いていただきありがとうございます。これからも応援しています！

36

コロナ禍で大変な状況の中、毎日医療の最前線で戦っている皆さんに、尊敬と感謝の気持ちでいっぱ
いです。私達も、できる対策はしっかりと行い、コロナが少しでも落ち着くよう心がけていきま
す！！

37

今、この世界で最も他者のために、活動してくださり有難うございます。命を守り、助ける仕事を心
から尊敬しています。

38

新型コロナウイルスの感染が進む中、多くの方の健康を守るために戦っていただきありがとうござい
ます。

39

第何波までくるのかわからない状況の中、青森のために頑張ってくださってありがとうございます。

様々な対策を私たちも頑張るので、一緒にコロナを乗り切りましょう！
40

私たちのために毎日働いてくれてありがとうございました。私たちもできることを頑張ります。

41

いつも私たちの健康を守るため動いてくださりありがとうございます。コロナ禍で大変かと思われま
すが、どうかお体にお気をつけてください。少しでもはやくの終息をねがいます。

42

医療関係者の皆様へ。苦しい状況の中、その最前線で医療を提供してくださり、本当にありがとうご
ざいます。私なりに感染防止に努めていきます。

43

コロナ禍においても、常に他者のために、他者とともに尽力して下さり、本当にありがとうございま
す。

44

いつも私たちのためにありがとうございます。私たちもできるかぎりの感染予防を頑張ります。お体
に気をつけてお仕事頑張って下さい。

45

感染拡大が続いている中で、収束のために忙しく働いてくださり、ありがとうございます。

46

本当にありがとうございます。感謝

47

感染拡大が広がる中、命がけで人々の命を救っている姿がカッコイイです。早く収束しますように。

48

医療従事者の皆さんの心の健康も守られますように。毎日おつかれさまです！！

49

医療従事者の皆さん。コロナ禍でも私たちの健康を守って下さりありがとうございます。皆さんの心
の健康が守られますよう祈っています。

50

医療関係者の方々へ。日々私たちのために危険なリスクを背負ってまで働いている姿がとてもかっこ
いいです。これから私達も感染を広めないように気をつけます。

51

いつ感染するか分からない危険の側で、毎日沢山の人々を助けて下さって、支えて下さってありがと
うございます。

52

自分でコロナの感染予防をしっかり行うので医療従事者の方も頑張ってください！

53

だんだんと感染者が多くなってきていますが、コロナに負けず、共にがんばりましょう。

54

今の大変な事態は終わりが見えませんが、それでも希望を持ってめげずに、努力しつづける皆さんへ
は、日頃から感謝しています。

55

私たちの想像を絶する大変なお仕事だと思います。ありがとうございます。そしておつかれ様です。

56

いつも私たちの健康を守ってくださりありがとうございます。私たちも 1 人 1 人感染症対策をがんば
ります！一緒にこの危機を乗り越えましょう！

57

新型コロナウイルスの感染拡大が広がるだけでなく、医療崩壊などが起こり、常に危機的状況にある
にも関わらず、私達のために命を懸けて活動して下さり本当にありがとうございます。一日でも早
く、このパンデミックが終了するよう、私達も感染拡大防止に努めていきます。

58

感染が拡大していく状況下で不安のなかでも最前線で働いてくださり、本当に有難うございます。こ
れからもお体に気をつけてください。

59

危険と隣あわせで働いてくださりありがとうございます。私たちも精一杯感染予防対策をがんばりま
す！

60

いつも、私達の大切な人達を守ってくださり、ありがとうございます！収束に向けて、感染防止対策
頑張ります！

61

深刻な状況にある医療機関で私達のために動いていただき、本当にありがとうございます。私の将来
の目標は看護師になることなので、コロナ禍で強く働く看護師を目指し頑張ります！

62

私達国民のために、危険な現場でお仕事をしてくださりありがとうございます！！私も少しでも貢献
できるようにこれからも感染症対策に努めていきます。

63

いつもみんなの健康を守って下さりありがとうございます。大変な時期かもしれませんが、私達にも
出来る限りの自粛・感染予防などいたしますので、これからも共に頑張っていきましょう。

64

いつも私たちの健康のために働いていただき、ありがとうございます。一刻も早くコロナウイルスを
収束できるよう、これからも頑張っていきましょう！

65

コロナウイルス感染拡大のなか、身を削りながら収束に向けて活動してくださりありがとうございま
す。医療従事の方々が平穏な生活を取り戻すことができますように。

66

私たちが毎日登校できているのは医療従事者のみなさんが身体と心を削って働いているからだと思い
ます。本当にありがとうございます。

67

自分の楽しみや生活を犠牲にしてまで、私たちを守ってくれてありがとうございます。少しでも力に
なれるよう対策します！

68

いつもありがとうございます。

69

いつもありがとうございます。これからも頑張って下さい。

70

ただでさえ医療従事者が少ない中なのにコロナ患者の治療など毎日大変だと思います。心身削って働
いてくれている医療従事者のみな様には頭があがりません。私達も感染が広がらないように感染対策
をするので、無理せず頑張って下さい！

71

コロナウイルスへの対応や、ワクチン接種などいつも助けられています。まだ収束するのに時間がか
かるかもしれませんが、私も医療従事者の方々に迷惑をかけないように精進していきたいです。毎日
ありがとうございます。

72

医療従事者の方々へ。いつも病気の人たちをたすけてくれてありがとうございます！そのおかげで私
たちは守られています。私も病気にかからないようにがんばります。

73

コロナウイルスが大変の中、かかった人に目を向け、やさしく接している姿は、とてもかっこいいと
思います。大変ですが、がんばってください！

74

医療従事者のみなさんへ。いつも私たちのことをたすけてくださりありがとうございます。これから
もいろいろとがんばってください。

75

医療従事者さんへ。いつも私達の命をまもってくださり、ありがとうございます。コロナに負けない
ようにがんばってください。

76

医療従事者のみなさん。いつもわたしたちの命を守ってくださりありがとうございます。これからも
コロナに負けずに私たちもがんばるのでみなさんもがんばってください。

77

毎日のようにコロナ感染者が増え、大変だと思いますが、みなさんが治してくれているから助かって
います。お疲れさまです。頑張ってください。

78

我々青森市民はコロナの対策、3 密を避け、マスクをする、距離を保つなどを気をつけますので、ど
うか、これからも私達の命を守って下さい。お仕事頑張って下さい。

79

いつもコロナから僕たちを守ってくれてありがとう！

80

毎日命や精神などを削りながらも、コロナウイルスと戦ってくれて本当に感謝しています。私達も医
療従事者の負担を減らし、コロナをなくすべく日々コロナ対策を徹底します。私たちの命や笑顔を救
っていただき、本当にありがとうございます。

81

医療従事者のみなさんのおかげで私達の命が守られています。大変な時期ですが、頑張って下さい！
ありがとうございます。

82

いつも私たちのために最前線で頑張ってくれてありがとうございます。私たちもコロナに感染しない
ために手洗いうがいなど身近なところから気を付けていきます。

83

環境も心もつらい状況で一生懸命頑張って下さりありがとうございます。私達も感染を拡大させない
よう心がけます。

84

今の大変な状況を私達もしっかり理解して、少しでも早く感染症を終息できるよう努力します。一緒
にのりこえていきましょう！

85

私たちの健康を守るために医療の最前線で働いている医療従事者の皆様本当にありがとうございま
す。皆さんは私たちのヒーローです！！

86

いつもありがとうございます。コロナ禍でさらに忙しいと思いますが、無理せず頑張ってください。
私達も感染者を出さないために感染対策を徹底します！

87

ずっと先頭に立って、目に見えないウイルスと戦い続けて、守り続けてくれて本当に本当にありがと
うございます。

88

コロナ禍で苦しい生活を強いられていますが、医療関係者の方々がいてくださることで安心して暮ら
すことができています。本当にありがとうございます。

89

コロナ禍の中とてもお忙しいと思いますが、これからも体調に気をつかいながら頑張ってくださ
い！！私たちも「Stay Home」を心がけ少しでもはやく元の生活に戻れるよう努めます！

90

いつも私たちのために頑張って下さりありがとうございます。おからだに気をつけてください。

91

去年はずっとリモートワークでクラス全員で授業を受けることができませんでした。でも今高校に入
ってクラス全員で授業を受けれています。それもこれも全てみなさんのおかげです。本当にありがと
うございました。

92

自分が感染してしまうかもしれないという危険な中、私達のために全力を尽くしてくださり、ありが
とうございます。まだまだ終息の目途がたたない中ですが、一緒に乗り越えていきましょう！

93

寝る間を惜しんで、私達の生活を守って下さりありがとうございます！！

94

手を洗う！！

95

手洗い、うがい、思いやりを忘れずにする。

96

ソーシャルディスタンスを保ち、人への思いやりを忘れずに生活していきたいと思います！

97

家に帰ったら手洗い、うがいをきちんとし、3 密を避けて生活して予防につとめていきます！！

98

『密』を避ける！！

99

毎日手洗いうがいをするのはもちろんのこと、普段の生活から、リスクのある場所を避けて、安全に
生活する。

100

消毒を心がける！！

101

電車通学をしているので 3 密を避けながら、マスクの着用、こまめな手指消毒を徹底して通学してい
きます。

102

誘惑に負けないで外出を控えるようにする。

103

3 密を避ける！また、大声を出さず、対面での食事をしない。マスク（紙）をしっかり着用。手洗い
うがい、あとはだいたい気合でコロナに打ち勝ちます！

104

コロナに負けないために手洗いをきちんとし、密をさけたいと思います。

105

コロナより当たり前に出来ていたことが出来ない中で人への思いやりを忘れずに生活します。

106

手洗い、うがい消毒をしっかり毎日行い、感染予防につとめたい！

107

コロナにならないように、手洗いうがいはもちろん、人ごみに行かないことと消毒をきちんとするこ
とを大事にしていきたいと思います。

108

コロナにならないためにはマスクをして、人混みにはあまり行かず、手洗い・うがいをしていくこと
が大切だと思います。

109

消毒をする！！

110

三密を避け、毎日しっかりマスク、手洗いうがいをしたいと思います。

111

むだな外出をせず、あまり多くの人と関わるようなところに買い物など行かない。

112

今まで普通にできていた、外でのアクティビティを控え、家でできることを探し、人との接触をさけ

れるような生活を送りたいと思います。また、基本的な手洗い、うがい、マスクの着用をして、みん
なの気持ちを考えて行動したいと思います。
113

外出をひかえて、マスク着用をしっかりする。

114

自分 1 つ 1 つの行動に責任を持つ！！

115

医療従事者の方々への感謝を忘れず、みんなで協力して感染予防する！

116

手洗い・うがい・マスク徹底するぞ！

117

マスク着用・手指消毒の徹底を心がけます！！

118

感染予防を心がけ、当たり前の生活を必ず取り戻す！！

119

マスクをつけて、しっかり消毒！

120

自分が感染源にならないよう、マスク着用、手あらいうがい、三密を避けるのを心がける！！

121

今はやれることが少なく、つらいことも多いですが、「手洗い・うがい」をしっかりやって、みんな
が HAPPY♪に生活できるように対策をやっていきます。

122

青森県もコロナ感染者が増えているので、3 密、手洗い、うがいをしっかりとし、まずは自分から。
身を守っていきたいです。

123

自分のためだけではなく、周りの人のためにも感染症対策をかかさず、毎日を過ごしていきたいで
す！！

124

マスクの着用・手洗いうがいをしっかりして、不要不急の外出を控えます！

125

コロナ禍をのり切るため、できる事を自分から発信する “自分ごと化”をする。

126

大切な人を守るために不要不急な外出を控える！

127

マスクを着用し、三密を避け、手洗い、うがいを心がける！！

128

外から帰ってきたら、手洗いうがいをし、マスクをしっかりとつけ、三密を避けたいと思います。

129

・マスク二重 ・ハンドジェル持ち歩く ・体温測定 徹底する

130

マスクを 2 重にしたり、ハンドジェルを持ち歩いたり、自分ができることをする！

131

どんな場所でもマスクを付ける！

132

自分の周りの人や大切な人を守るために、感染につながることはしない。

133

感染予防を引き続き行い、大切な人の命を守るために責任ある行動をします。そして、毎日の中のさ
さいな幸せを見つけ、周りの人に感謝することを大切に生きていきます。

134

手洗い・マスク・ソーシャルディスタンスを徹底していつかマスクをはずして笑える日が来るまで頑
張る！

135

手洗いうがいをし、消毒をこまめにしよう。また、マスクを必ず着けましょう。毎朝の体温も忘れず
行おう。

136

なるべく人混みを避け、手洗い・うがいをしっかりしてマスクをします！！！

137

まずは自分たちが簡単にできる、手洗い・うがいからし、三密を避けるなど外出を控え、自分だけで
なく、大切な人も守っていきたいです。

138

手洗い・うがい・マスクをしっかりつけて、自分も、周りの人も安心安全に過ごすことができるよう
に、感染対策をしっかりやります！

139

手洗い・うがいを徹底的に、食べる前には徹底消毒、人とはネットで、電話で、マスクはしっかりつ
け、自分も他人も安心できる感染対策を行います！

140

今コロナ禍で 1 人 1 人が我慢している中で、私にも出来ることは、たくさんあると思う。1 日 1 日を
大切にし、人に感謝して生活していこうと思う。

141

自分のことだけではなく、他人のことも考えて行動します！

142

手洗い、うがい、マスクを付けるなど当たり前の事以外にも他の人のことを考えた行動をする。

143

それは…医療従事者として、コロナの最前線で働いている主人の姉です！まさにコロナと向き合う毎
日…私たち家族と会うことも拒み、徹底した対策を講じています！きっともう疲れているでしょう！
それでも仕事に全力を注ぐ姉を尊敬しています！ゆっくり休ませてあげたいので、皆さんリバウンド
しないように、お願いします！

144

生活に欠かせない飲食店やスーパーの皆さんに拍手を送りたいです。

145

コロナ禍で職域接種の準備にあたっている同僚ですね！県民のために毎日夜遅くまで準備してくれ
て、拍手を送りたいです！

146

わたしが拍手を送りたい方はむつ市長です。市民が不安の中最前線で情報発信や自ら接種会場で指揮
を執るなど激務をこなしているからです。これからも頑張って欲しいです！

147

コロナ禍で拍手を送りたいのは飲食店です！大変な中、美味しいテイクアウトを始めたり、美味しい
ご飯に癒されています！ありがとうございます！！

148

やっぱり医療従事者の方々にはエールをおくりたい。素晴らしいと思う。誰でもできるもんじゃあな
いよ。少しだけど落ち着いてきたけど、油断はできないので皆さん頑張りましょう。

149

やっぱり医療従事者の方々です。これからもまだ、お世話になります。

150

飲食店営業の方！お客さんが来なかったり、自粛営業をしいられたり、苦しかったと思います。テイ
クアウトで協力はさせていただいていました！感染対策はばっちりして、これからお店が賑わってく
れたら良いですね。

151

コロナ禍の一年半、外出や外食の制限を受けながら懸命にケアに従事している医療と介護の皆さんに
拍手を送りたいです。私も従事者の一人ですが、本当に皆さん頑張って耐えています。そして、飲食
店や観光業、宿泊業の皆さんも苦しい一年間だったと思います。落ち着いたら沢山回りたいと思うの
で、今しばらく頑張ってほしいです。

152

コロナ禍で拍手をおくりたいのは、感染対策にはげんだ人、関わってきた人みんなです！！目に見え
ないストレスも相当たまってると思います(-_-;)早くコロナがおさまってほしいです！！

153

医療従事者の方々はもちろん、みんなに拍手！ですね。

154

私は、東京で働いている 20 歳の娘に拍手を贈ります。昨年春に上京し、帰省したくても、私達も年
寄りと同居しているので、帰省を我慢してもらっています。やっとワクチン接種もみんなでして、帰
省してもらえるようになって来ました。1 年半会っていません。会いたいよ(´;ω;`)

155

やっぱり医師や看護師さんには感謝しきれないです。

156

拍手を送りたい我が家の「カセットコンロ」
。外食や外飲みがない分、しゃぶしゃぶやすき焼き、バ
ラ焼、ホルモン焼きと、まぁ！出番が多く団欒を支えてくれました。

157

身を挺して治療や診療にあたられる医療機関の方々、感染対策を万全に美味しいお料理を提供してく
ださる飲食店の方々を始め、世の中のさまざまな職業の方々に感謝を込めて拍手を贈りたいと思いま
す

158

コロナ禍における拍手を送りたいのは、飲食店の皆さんです。売上がた落ちで大変だと思いますが、
感染対策を万全にして気を付けながらおいしいものを食べて応援したいと思います。

159

コロナの中、医療やライフラインに関わる人には感謝しか有りませんね。

160

頑張ってる人ですか？勿論、医療関係者や福祉関係の方々だと思いますが、私は、青森県知事の三村
さんに拍手を送りたいです。涙を流しながら、青森県のコロナ感染を防げるよう、皆さんにお願いし
たり、とコロナ感染を頑張っておられると思っています。

161

コロナ禍で褒めてあげたいのは子どもたちです。マスク、手洗い、黙食などのルールを守り、各種大
会、行事の中止の中でも前向きに頑張ってる学生、生徒たちに頭が下がります。早く自由に思いっき

り活動させてあげられるように、みんなで頑張りましょう。
162

コロナ禍において拍手を送りたいのはやっぱり医療従事者の方ですね。見えないウイルスとの戦いは
いつまで続くかわからないですが、早く収束して、みんながハッピィになれるように、これからも感
染対策徹底したいと思います！

163

コロナによって家族一緒にご飯を食べる事が多くなり話し合いも出来た。コロナ禍における拍手を送
りたい。

164

県民一人一人の忍耐と感謝でしょう。

165

医療従事者の方に感謝です。父のリハビリ施設の方は消毒、換気等物凄く丁寧親切に対応して下さ
り、手間も倍増してますが笑顔で対応してくれます。本当に拍手を送りたいです。

166

スーパーやコンビニの店員さん。たくさんの人達と接しながら、私達の生活を支えてくれてありがと
うございます！

167

コロナ禍で拍手を送りたい人は全員です。みんな、頑張ってます。感染を広げないために、お年寄り
も大人も子どもも我慢してます。みんなの頑張りが早くコロナ終息に向かいますように、私も毎日を
過ごします！

168

妊婦さんです。両親教室や、マタニティヨガ、立ち会い出産など、出来ないことが多い中頑張ってい
るからです！皆さん、元気な赤ちゃん産んでくださいねー！

169

コロナ禍の中拍手を送りたいのは…スーパーの店員さんです！近所のスーパーはたくさんお客さんが
来るので店員さんへの感染率が高いと思いますが、いつも丁寧に接客して下さいます。毎日の生活に
欠かせない生活必需品を提供して下さっていつも本当にありがとうございます！

170

コロナ禍でこれまでのような普通の高校生活をおくれていない娘達！部活動再開、仲間達と練習でき
る喜びを感じながら頑張れ！！母はいつでも応援してるよ！

171

医療従事者にはもちろん、知事や市長、職員の皆様に拍手を送りたいです。私達が今平和に暮らすこ
とができるのは先月の知事の英断があったと思います。ありがとうございます。

172

わたしが拍手を送りたいのは、子供達です！園生活、学校生活や部活動など、制約が多い中でがんば
って成長してくれてる子供達には頭が上がりません。大人も子供も一丸となってコロナを終息させ、
子供達に沢山のことを経験させてあげたいです。

173

コロナ禍で、リモート授業で、なかなか学校へも行けず、大学生活も楽しめない中、頑張っている息
子達に拍手を送ります。

174

コロナ禍における拍手を送りたいのは、むつ市の宮下市長です！企業、個人等への感染対策、大規模
ワクチン接種などなど、素早い対応をして頂いて、ほんとに有難かったです。災害被害もある中、い
つもありがとうございます。敬意を込めて、拍手！！

175

コロナ禍家時間パラリンピックで元気を沢山頂きました。

176

結婚 42 年よく続けている自分に拍手！

177

コロナ禍で拍手を送りたいのは医療関係者の方々です。毎日感染と隣りあわせの最前線で戦ってくれ
て本当にありがとうございます。私も現場に出てない隠れ看護師ですが、今は集団接種のお手伝いを
しています！！

178

苦境のホテル、旅館などの宿泊業の皆様！コロナがおさまったら泊まりにいくから！頑張ってくださ
い！！

179

コロナ禍で拍手を送りたい人はじいちゃん、ばあちゃん。会う回数が減ってしまいましたが我慢して
くれてます。

180

拍手を送りたいのは自分を含めてみんなです！みんなでいろいろな事を我慢してがんばってきたと思
うので皆に拍手を送りたいです。

181

私が拍手を送りたい人は皆様が選ぶ人と同じ人と思いますが、病院の先生と看護師です。ありがとう
ございますと言いたい。皆さんが予防接種がすんで少しゆっくり休んでもらいたいです。私も年中休
みなく自営業をしています。へばなあ～。

182

コロナ禍でオベーションすべきなのは、やはり医療従事者やエッセンシャルワーカーの方々でしょう
か。県民一人一人の感染防止対策する意識もこれから引き締めて、暮らしていきたいですね。

183

このコロナ禍で拍手を送りたい人は、なんといっても医療従事者のみなさんですよ。いつまで続くか
わからないコロナに、毎日毎日命懸けで助けてくれて本当にありがとうです。

184

やはり、医療従事者の方々です。頭が下がります。

185

私が拍手したいのは、コロナの為に我慢している全員です。全開で楽しむにはまだまだ先になりそう
ですが、手洗いうがいなど、基本的な事を続けながら、許される範囲で楽しみを増やしていきたいで
すね。

186

私がコロナで拍手を贈りたい人は、ねぶたが中止になっても、ねぶたを作っていただいたねぶた師さ
ん達です！来年は絶対にねぶたを開催して、ねぶたを運行させたいです！

187

コロナ禍における拍手を送りたいのは SNS ですね。緊急事態宣言での自粛のおかげで、外での仕事
がなくなった著名人が次々とオンライン生配信などを始め、北海道から沖縄まで日本全国で開催され
るイベントには遠くて行けない僕には非常に助かりました。コメントを拾ってくれると嬉しくて今で
は欠かせないものになってます。ただ常連になって、あまりにも距離感が近くなり過ぎ、相手も認識
してくれてるし今は友達感覚になってしまってるので、これからリアルイベント重視になると忘れら
れるんじゃないかと心配ですね。

188

最近、スパイスカレーにどハマりし、いろんなカレー屋さんを巡りたいのですが、コロナ禍でなかな
か自由に出掛けられません。ですが、テイクアウトやデリバリー文化が広がったことで、お店に行か
ずとも味わうことができ、対応いただいているお店や配達員の方に拍手を送りたいです！！いつもあ
りがとうございます！！

189

コロナ禍で様々な行事が縮小 or 中止になっている子供達。そんな中でも素敵な笑顔をくれる子供達
に感謝を！！

190

医療関係者や飲食業関係者など、現在大変な思いをされている方も多いと思いますが、私はすべての
人に拍手を送りたいと思います。大変な毎日、周りの人のために、みんなちょっとずつがんばる。そ
れが普通になれば、きっと乗り越えられると思います。先はまだ長いですが、無理のない範囲でがん
ばっていきましょう！

191

コロナ禍における拍手をおくりたいのは、職場の皆です。介護の仕事をしており自分たちで自粛生活
をし感染対策はもちろん、利用者様へ感染させないよう業務にあたってます。マスクを付ける習慣が
なかった高齢者の方も、今ではマスク着用し消毒など徹底してます。これからもみんなで、対策頑張
りたいと思います。

192

うちの子に拍手したいです。小学校に通う娘が、毎日マスクして長い道のりを学校まで歩きます。大
人でもマスクしているのが、つらいのに良くたえているなと…。早くこんな生活、終わって欲しいで
す。消毒液、マスク、ハンドペーパー買わなきゃ！

193

殆どの日本の方に拍手を送りたいです。我慢できない人たちもいると思って、自分は我慢する。だか
ら、悪い方向に向かわず、快方に向かっていると思います。コロナもそうですが、インフルエンザも
出てきますので、気をつけながら元気に過ごしましょうね。

194

コロナ禍における拍手を送りたいのはやっぱり医療関係の方々です。青森県もコロナで苦しんでいる
方がまだまだいますのでどうぞよろしくお願いいたします。

195

わたしは、妻に拍手を送りたいです。コロナでこども達がずっと学校が休みになり、朝から夜寝るま

で、食事の世話など本当に毎日大変そうでした。
196

拍手を送りたいのは、接客業全員です。分けの分からない不特定多数の人と接する危険性を負いなが
らの仕事は不安だと思います。

197

コロナ禍で拍手を贈りたいのは、もちろん自分です。家族のために手を抜かず食事の準備や身の回り
のことを愚痴一つ言わずにやり遂げている自分、すごいと褒めてあげたいです。

198

今は絶対医療従事者の方々ですね。コロナ禍で 97 歳の義理の母が、緊急入院。とても手厚く介護し
ていただいています、本当に感謝しかないです。また介護施設に戻れるまで回復してほしいと思う毎
日です。

199

やっぱり、医療従事者に感謝を込めて拍手したいと思います。コロナに対しては、予防しすぎるくら
いでないとダメだと思います。

200

コロナ禍に負けず拍手を送りたい！それは、浪岡高校の空き缶の壁画ですよ。全校生徒がそれぞれコ
ロナという先が見えない状態でも伝統を今年も達成できた事に拍手ですよ。

201

暑い中の登下校中に頑張ってマスクをずっと着けていた子供達に拍手を送りたいです。

202

それは、スーパーで勤務している自分です。毎日お客様と接し、コロナ禍での内食需要に応えるた
め、日々、奮闘しています。

203

拍手を送りたい人は、国民の皆さん全員ですよね～。

204

やはり、医療従事者の方に感謝の拍手をおくりたいです。コロナ禍でなくても過酷なお仕事だと思う
のに今はコロナ患者の方も防護服を着ながら治療にあたられておられて本当に感謝しかないですね。

205

やっぱり医療従事者です。医療従事者の方が、今まで頑張ってくれたのでコロナが落ちついてきたと
思います。早くコロナが落ちついて、何処でも気軽に行ける生活に戻れば良いですね。

206

コロナ禍における拍手を送りたいのは保育園に行ってる小さい子供達かな。頑張ってマスクしてるし
どこにも行けず、家の中でばっかり遊んでるから。

207

コロナ禍において拍手を送りたいのは愛犬のシンバ君です！コロナ禍で、自宅にいる時間が増えまし
たが、おうち時間を楽しくさせてくれます。おやつ買っちゃう！！

208

拍手を送りたいのは、やはり医師、看護師さん、受付の方、薬剤師さんですね。特に私の通っている
病院は忙しいにもかかわらず、いつも優しく対応していただきました。拍手と感謝の気持ちを伝えた
い！

209

長引くコロナ禍の状況で一生懸命頑張って下さる医療従事者の方達に心からの拍手を送りたいです。
そして外出自粛や感染対策を頑張ってきた国民一人一人に拍手を送りたいです。

210

コロナ禍で拍手を贈りたいのは孫です。どこにも行けないのに我慢して元気に過ごしていて立派でし
た。

211

コロナ禍で拍手を送りたいのはやはり医療従事している方々です。早くみなさんが穏やかな日々を送
れるようになることを願っています。

212

凄いなと思うのは会社の皆です。この 2 年弱風で休んだ人 0 人です。インフルエンザの流行したとき
はほとんどの方が休んだのにコロナでは 0 です。あれれれ？、、、
、

213

コロナ禍で拍手したいのは飲食店ですね♪お客さんが来てくれるか、わからない中でお店を開けて待
っていてくれるなんて、感謝します。これからも、応援したいです♪

214

コロナ禍で拍手を送りたいのは、子どもたちです。夏休みどこにも行けず、部活も禁止になって、ど
うやって過ごせばいいのか分からない期間だったけど、我慢してできることをやっていたと思いま
す。

215

私が拍手を送りたい方は医療従事者の方々です。休み無く毎日頑張っている姿には本当に頭が下がり
ます。本当に感謝しかないです。ありがとうございます。体には気をつけてください！

216

コロナ禍における拍手を送りたい相手は何と言ってもやはり医療従事者の皆さんだと思います。自分
自身もなるかも知れない危険と戦いながら頑張ってくれているので本当に拍手を送りたいです。本当
に感謝です。

217

コロナ禍で拍手をしてあげたいのは、自分かな。友達とも会うのを我慢し、飲み会も我慢し、旅行も
我慢してました。

218

私のコロナ禍における拍手を送りたい方は、保健所や医療関係にお勤めの皆さんです。休む暇も惜し
んでの毎日のおかげで、私たちも安心して生活できていると感謝しています。本当にありがとうござ
います。もう一つは、県の GoToEat キャンペーンです。ステイホームの日々、唯一の楽しみは食べ
ること。テイクアウトで、いつもは買えない、焼き肉弁当や贅沢お寿司、ホテルのケーキなど、週 1
で美味しいものを食べることができました。脂肪はいっぱいになってしまいましたが、その分心も満
たされました。こちらにも大きな拍手を送りたいです。

219

医療関係の方々に拍手を贈りたいです！

220

私が拍手を送りたいのは青森市民病院の助産師の皆さんです。初めての出産がコロナ禍で立ち会いも
面会も出来ず不安な中、助産師さんには出産のサポートはもちろんのことたくさん励まされ、無事娘
を出産することができました。青森市民病院の助産師の皆さん、本当にありがとうございました。

221

コロナ禍に贈りたい物は 10 月 9 日発売の青天の霹靂ですね。青森の美味しいお米を食べて元気にな
って欲しいですね。

222

コロナ禍において拍手を送りたいのは、サラリーマンです。テレワークを推奨されても出勤せざるを
得ない方々は毎日戦々恐々の思いだったと思います。最近は、感染が減少してきているので、少し安
心しています。

223

私が拍手を送りたいのは、産婦人科で清掃の仕事をしている妹です。妹は医療従事者と妊婦さん、赤
ちゃんを守る為に、清掃消毒だけでなく、自分が感染しないためいまだに外食は一度もしていなく、
自分の娘の結婚式も参加を見送りました。その強い責任感に拍手を送りたいです！

224

コロナ禍で拍手を送りたいのは、姉です。姉は職業柄リモートワークも出来ず、感染対策を徹底して
出勤していたのですが、管内で感染者が増えた時には、家の中でもマスク、ご飯は自室で一人でを徹
底して他の家族を守ってくれました。姉ながら頭が下がり、拍手を送りたいです。

225

なんといっても医療家の皆様だと思います。私は病院勤務なのですが、コロナ病棟担当の看護師さん
のあのパワフルで強く優しい姿には、頭が下がります！

226

私のコロナ禍における拍手を送りたいのは 9 月の青森県民です。すべての公共施設が休みになり、コ
ンサートや図書館、私のヨガ教室も休みになり、我慢我慢の 1 ヶ月でした。みんな、頑張ったよね！

227

病院関係はもちろんですが飲食店の方々も、長すぎるコロナでの制約に気持ちが折れたのではないで
しょうか。店を畳んだ人も多いと聞きます。もう一度元気を出してがんばれー。

228

医療従事者に従事している方々です。私は 5 月から病気になり、1 ヶ月半入院していたのですが、コ
ロナ禍の中、感染対策もしていただきながら治療をしていただきました。医療関係を支えている方々
がいらっしゃらなければ、私も助かることが出来なかったし、本当に感謝しています。これからも大
変な日々がまだ続くと思いますが、頑張って頂きたいです。

229

コロナ禍における拍手を送りたいのは「みんな」です。とにかく我慢していますよね。本当に耐えて
いるみんなに拍手したいです。

230

私は飲食店のみなさんに拍手を贈りたいです！私は料理が苦手で、度々飲食店さんにはお世話になっ
ているので、コロナに負けずに頑張ってもらいたいです！！

231

コロナ禍で拍手をしたいのは、我慢しているみんなです。楽しみにしていた事全て我慢してコロナ収
束に協力しているからです！

232

世の中の全ての人です。頑張っている人もいれば我慢してる人もいるので。

233

拍手を送りたいひとは、青森県の飲食店さんです！食べ歩きが唯一の趣味なわたしとしては、コロナ
禍で食べ歩きが出来ないのはほんとにツラいです！テイクアウトで応援しつつもやっぱりお店で食べ
たい！大変ななか頑張ってくださっている個人の美味しいお店に拍手を送りたいです！

234

私が拍手を送りたい人は、医療関係の方々です。日々新型コロナに関するニュースや報道を見て緊張
感のある映像を見ると、いつもありがとうございます、と心から感謝してます。

235

先日、とあるスーパーに行ったら店のスタッフの方がカートやカゴを一個一個アルコール消毒してい
ました。たくさんの数で大変のようでした。ご苦労様です。

236

私的には映画やドラマ、バラエティー番組を作ってる方々、お笑いの方！暗いニュースばかりの中、
唯一の楽しみでした。こんなご時世でも笑ったり感動したりできました。ありがとう！パチパチパ
チ！！

237

コロナでも頑張っている飲食店の経営者、飲み屋のママさん、ホテルの経営者と従業員です。経営大
変だけど廃業しないで頑張っている人です。

238

レジで働いている方々に拍手をしたいです。スーパーやコンビニなど、人との接触の多いであろうレ
ジでお仕事をされている方々は本当に大変だと思います。いつもいろんな商品を売ってくださってあ
りがとうございます。

239

コロナ禍で頑張っていた息子に拍手を送りたいです。関東に住んでいるのですが、ずっと帰省を我慢
していました。今は携帯もあるので連絡は取れ、両親を気遣いつつも帰りたい気持ちを抑えてたよう
です。年末は帰省できるかな。

240

コロナ禍における拍手を送りたいのは 4 歳と 1 歳の孫です。手のアルコール消毒を進んで大人より徹
底してするのです。小さな 2 人のアルコール消毒隊のおかげで大人もアルコール消毒頑張ってます。

241

私が拍手を送りたいのは、世界中の人々です。医療従事者の方々を始め、飲食店の方々や、世界中の
みんなが様々な形でコロナと闘っているからです。一日も早く平和が訪れるように、世界中のみんな
に拍手を送りたいです。

242

孫たちがコロナでも構わず喧嘩して元気なところ。

243

コロナ禍に拍手を送りたいのは、保健師さんです。通常の業務を行いながら、コロナにかかった人か
らの聞き取りや入院調整など、想像ができないほどのたくさんの業務を行っているのではないかと思
います。

244

コロナ禍における拍手を送りたい、それは、
「頑張ってる私たちみんなに」です。コロナの影響で、
修学旅行、運動会、コンサートなどが中止になったり、行動が制限されたり、みんながたくさん我慢
をしています。でも、そのおかげで、県内のコロナ感染状況もだいぶ落ち着いてきていると思いま
す。まだまだコロナとの戦いは続くと思いますが、これからも気を抜くことなく頑張っている私たち
みんなに拍手を送りたいと思います。コロナが終息して、普通の生活が送れる日が早くくることを願
って頑張りましょう！

245

やはり医療従事者の方々です。突然歩けなくなり 1 ヶ月ほど入院した際本当にお世話になりました。
コロナに感染しないように、出かけたり、外食もせずに自分を犠牲にして患者さんの為に働いてくれ
ている姿を目の当たりにし、本当にありがたかったです。

246

コロナ禍でもアルバイトを頑張っている母です。週休 2 日でコンビニで働いてます。旅行客が多いコ
ンビニだそうで、お客さんが色々な所から来るそうです。今日も後で仕事に行きます。頑張れー。

247

私が拍手を送りたいのはいろいろな配達業務の皆様です。私の仕事の荷物、書類、娘の通販サイトか
らの荷物など、週に何度も、時には一日に 2.3 回などお世話になってます。天気の悪い日、暑い日本
当に有難いです。ありがとうございます。

248

感謝したい人、医療従事者の方々。ワクチン打ちましたが、忙しい中でも笑顔が素敵で。ご苦労様で
す。

249

母がお世話になっている施設の皆さんに感謝です。コロナ禍で面会も出来ないのでたまに TV 電話で
会える機会をつくってくれます。本当にありがとうです。

250

私がコロナ禍で拍手を送りたいのは遠方に住む実家の両親です。初孫が遊びに来るのを毎年楽しみに
していたのにここ数年はリモートで顔を合わせるだけに。孫に会いたい気持ちでいっぱいでしょう
が、ぐっと我慢していつも優しく孫の成長を見守っていてくれている両親に拍手を送りたいです。

251

産婦人科の先生と看護師さんです。今年の 4 月、まさにコロナ禍の中出産したのですが、立ち会いが
急にだめになったり入院中の面会も全くできませんでした。不安だらけで、出産から退院するまで先
生方もコロナ禍で慣れないであろう中でも 1 日に何回も声をかけてくれたりなんでも相談にのってく
れたりと本当に助けてもらいました。今子供は 5 ヶ月になり毎日楽しく一緒に成長しています。先生
方本当にありがとうございます。

252

コロナ禍でも元気に登校している生徒の皆さんに、拍手を送りたいです。えらい！

253

コロナ禍における拍手を送りたい人は皆です。特に先月県内色んな自粛モードだった為皆さん色々と
我慢して生活していたと思います。まだコロナ感染が落ち着いてませんが早く落ち着いてくれるのを
日々祈っています。

254

コロナ禍の中、みんなが個々に色々我慢して頑張っていますが、やはり医療関係者の方々には頭があ
がりません。コロナ以前に入院した際、病棟で働く方々は普段から大変な様子を目にしていたので、
コロナ禍ではもっと負担がかかっていると思うと感謝の拍手を送ることしかできませんが、応援して
おります。

255

コロナ禍で拍手を送りたい人は、もちろん、医療従事者です。あと、自粛を頑張った国民です。頑張
った自分にも拍手をおくりたい！

256

下風呂温泉郷の皆さんに拍手を送りたいです。コロナ禍で大変な時に土砂災害に見舞われ、それでも
頑張って営業再開されたこと、本当にお疲れ様でした。またぜひ宿泊したいと思っています。

257

それはやっぱり三村知事ですね！涙の訴え、響きました！

258

自分が拍手を送りたい人は、荷物を運んでくれるドライバーさんです！コロナ禍で通販の需要が増え
る中、いろんなお宅を訪ねるため感染の可能性もあったと思うので、感謝の拍手を送りたいです！

259

真っ先に思い付くのは、家での過ごし方です。なるべく外出しないようにしているので、20 年ぶりに
楽器の練習をはじめました。でも、あまりに下手過ぎてストレスがたまります(笑)

260

私がこのコロナ禍において拍手を送りたいのは妻です！我が家では 8 月に待望の第 1 子の長女が産ま
れました！病院では面会制限があり、入院、出産期間の 1 ヶ月半は妻とも会えず、妻はとても大変だ
ったと思います。その中で医療従事者の方々のサポートもあり、無事に母子とも健康に出産してくれ
た妻には感謝しかありません！ありがとう！！拍手！！

261

主人はコロナ関係なく仕事を毎日頑張ってます！猛暑中重い材料を背負い山登りして工事していたの
でお疲れさまですとビールを冷やしていました。

262

むつ市の市長です。対策を次々発信してくれたので、市民は、市長が頑張ってるから自分たちもがん
ばらなくちゃって思う人が多かった。みんながんばったよねー。

263

コロナ禍で拍手を贈りたいのはオリンピックのボランティアさんです。みなさんのおかげで無事にオ
リンピックを行うことができたと思います。

264

私はお父さんに拍手したいです。お父さんは医療従事者で、コロナ対応をしています。帰りも遅い
し、休みの日も電話がきて働いています。私は全然遊んでもらえないからかなしいけど、今はがまん
して、みんなが元気になればいいと思います。

265

コロナ禍で拍手を送りたい人は娘ですね。うちの娘は、アルコール・マスク当たり前のことだけど、
しっかりやろうとします。そして、五歳ながらもコロナにならないように頑張ろう、と言ってくれま
す。

266

拍手を送りたいのはコロナ禍で育児を頑張る親たちです。保育園が休園したり、施設の休館など育児
の負担が増している今、みんな頑張ってると思い、自分も踏ん張っています。

267

コロナ禍で拍手を贈りたいのは、うがい・手洗い・マスク・ソーシャルディスタンスを守って思いや
りのある全世界の皆さんです！感謝！！

268

私は暑い中の登下校中にも頑張ってマスクをつけていた学生さんたちに拍手を送りたいです。コロナ
が治まるまで大変ですが、頑張ってもらいたいと思います。

269

コロナ禍に…頑張ったけどあまり評価されず？もうすぐ退任する「菅首相」に拍手を送りたいです
…。パチパチパチ。

270

友達と会うのを我慢した自分や皆に拍手です。

271

医療関係者の方はもちろん、コロナ感染予防してくださるお店の方、ワクチン接種に動いてくださっ
ているお役所の方すべての方に感謝です。

272

それはズバリ！自分です。医療消耗品や機器等を販売してますが、昨年はマスク、使い捨て手袋が全
国的に品薄となり病院施設に在庫を切らさないよう走りまくりました。現在も休み返上で仕事してま
す。誰も褒めてくれないので、自分で自分に拍手をし頑張ります。

273

医療従事者はもちろん。やっぱり子ども達。部活、修学旅行、体育祭など制限されているから。

274

コロナ禍で一番大変なのは子供達が暑い時マスクかけなければいけないのが辛いと思います。今は児
童クラブにて子供達を見守ってる母です。

275

コロナ禍で拍手を送りたいのは…自分です！恥ずかしながら注射大嫌いですが、家族で 1 番最初にワ
クチン接種しにいきました！

276

私が拍手を送りたいのは皆さんも同じだと思いますが医療従事者の方々です。感染のリスクが高いの
にもかかわらず日々忙しく働いて下さっていると思うと頭が下がります。私もこれからも感染防止に
努めたいと思います。

277

拍手を送りたいのはコロナ対応をしている方々全員です。コロナは怖いけど、毎日をがんばって過ご
しているのがすごいです。

278

私、ここ 2 年八戸を出ていません。早く県外に出たいです。

279

コロナ禍で拍手をおくりたいことは自分です。飲み歩きが大変好きですが 1 年半以上封印している
事、東京にいる娘にも逢いに行きたいけどずっと我慢している事などなどです。頑張ってるー。

280

私が拍手を送りたいのは飲食店です。コロナ禍で大変だと思いますが、テイクアウトを工夫したり。
いつも美味しい料理をありがとう。

281

東京オリンピックで活躍した、古川選手に拍手を送りたい。

282

コロナ禍における拍手を送りたい人は、嫌だけどワクチンを打ってくれたすべての人です。あと、黙
食をして飲食店を応援してきたすべての人にも…。

283

医療従事者の方々にはもちろんです。大変な時にほんとに感謝しかありませんね。あとは自分自身に
も…。外出自粛・感染対策に頑張ってます。まだまだ感染予防して頑張らなくては。

284

働いている皆様に拍手。

285

コロナで拍手を贈りたいと言えばやはり全ての人達です！頑張りました。でもまだまだ油断は許され
ないのでこれからも感染対策は頑張りましょう！！

286

保育園の先生です。子供相手で感染対策が難しい中、安心して預けられるのは先生方に必死で頑張っ
ていただいてるからです。本当に感謝です。

287

コロナ禍で拍手を送りたいのは主人です。主人は医療関係で、病院を回っているのですが、まだワク
チンを 1 回しか接種していません。コロナに罹患したら関係各所に大変な迷惑をかけるので、相当神
経質に消毒などしています。本当に大変です。

288

やっぱり医療従事者です！頑張ってくれてありがとうございます！

289

コロナが流行し始めたころに生まれたこどもたちへ拍手を送りたいです！外に出づらくふれあいの機
会も少ない大変な時期に生まれたけどこれからきっと楽しいコトたくさんあるー！

290

自粛を頑張っていた県民です。これからは、感染予防しつつ経済がまわることに、協力したいです。

291

拍手を送りたいのは、やはり医療従事者の皆さんです。朝晩、毎日コロナの収束と御健康を祈ってま
す。

292

私が拍手を送りたいのは「青森の宝である子どもたち」です。私は教員をしていますが、コロナ禍で
一番苦しく我慢しているのは子ども達だなと感じています。行事や大会の中止・縮小、日常生活上の
制限、目に見えないウイルスへの恐怖。コロナ禍でなければ、もっとたくさんの笑顔が見られただろ
うと寂しい毎日です。子どもたちが心から楽しんだり笑ったり、明るい将来を期待できるようなそん
な日が来るのが待ち遠しいです。

293

コロナ禍に私が拍手を送りたいのは青森 90 代リレー世界記録の 4 人の方々です。400m リレーでは一
緒に走らせて頂きました。来年以降もお元気で頑張ってほしいです。

294

エールを送りたいのは自分自身です。病院勤務なのですが、毎日忙しく頑張っています。

295

高 3 の息子が就職試験に臨みました。面接の練習では声が小さいと注意されてましたが本番では面接
官に声が大きく聞き取れましたと帰ってきました！コロナ禍で飲食店は大変ですが頑張って欲しいと
思います！

296

コロナ禍で拍手を送りたいのは、うちの奥さんです。感染した方が入院する病院に勤務していて、ワ
クチンは最初の段階で接種、PCR 検査の対象にもなるなどしましたが、日々患者さんのために仕事を
していることを尊敬しています。

297

コロナで拍手を送りたいのは両親です。高校生の弟がいて、部活がなくなり、母がからだ作りを食事
面で補い、父は技術面を補ってます。素晴らしいほんと尊敬する親です。

298

やっぱり医療従事者です。コロナ禍になって 2 年、患者数が増え続けるなか日々の苦労は大変なもの
だと思います。私たちには想像ができないこともあると思います。そんな中で頑張っている医療従事
者、ソーシャルワーカーの方々に感謝の拍手を送りたいです。

299

コロナ禍の中で、いろいろ我慢している皆んなに拍手です^_^

300

医療従事者のみなさんです。医療従事者の方が本当に頑張ってくれたからこそ、私たちの平穏な生活
が成り立っていると思っていますし、自分自身も家族も感染症対策を行ってきました。コロナがなく
なるわけではないので、これからも気をつけて過ごしていきたいです。

301

まずは医療従事者の方々に、ご苦労様ですと拍手を送りたいです。また、コロナ禍の中、我慢を続け
ている全ての人に拍手を送ります。

302

コロナ禍で拍手をしたいのは全ての医療関係の方々です。まだ完全に終息していない中ですが高い意
識のおかげで県内は感染爆発しなかったと思ってます。

303

母親と姉が医療関係者、妹と旦那が医療従事者で、日々頑張っているので、拍手を送りたいです。

304

私が拍手を送りたいのは、やはり医療従事者の方々です。私の親族が看護師なのですが、とても大変
そうです。改めて医療従事者の皆様！いつもいつもありがとうございます！これからも過酷な状況が
続くかもしれませんが負けないでください！

305

コロナ禍の中、長男は一浪して希望の大学に合格し、医師になります。呼吸器の持病があり、親とし
てはずっと心配ですが、元気にやってます！

306

コロナ禍において拍手を送りたいのは我慢を頑張っている子どもたちです！今日私の子どもも運動会
でしたが、親は 1 人しか入れず、競技が終わったら解散。でも文句言わずに頑張っている子どもが 1
番素晴らしいです。

307

このコロナ禍で拍手を贈りたいのは、やはり医療従事者の皆様に向けてです。本当に頭が下がる思い
です。私も医療機関のお世話にならぬよう、感染対策や病気予防に努めます！！

308

やはり、医療従事者の皆さんに拍手を送りたいです。まだ、コロナ終息までは時間がかかると思いま
すが、これからもみんなで感染対策を徹底して、医療従事者の皆さんの負担を少しでも減らしていき
たいですよね。ありがとうございます、医療従事者の皆さん！

309

やっぱり医療従事者の方々です。ありがとうございます！

310

コロナ禍における拍手を送りたいのは、医療従事者。

311

毎日、お弁当を作ってくれた社食のお姉さんに拍手を送りたいです。

312

ウチの娘です。医療関係なので、常に感染に気をつけて仕事頑張っています。旅行もずっと我慢して
います。はやく自由に出かけられるようになるといいのですが。

313

現在私は妊娠 9 ヶ月！来月末に出産予定です！苦しいつわりに耐え、安定期に入ったら色んな美味し
いものを食べ歩きたいと思っていましたが、コロナ禍で全く外に出られませんでした！我慢した自分
に拍手を送りたいです！赤ちゃんが生まれたら、家族 3 人でいろんなところにお出かけしたいと思い
ます！

314

この状況でもテイクアウトで営業している飲食店ですね！おうちで食べられるようにしてくれている
のは本当にありがたいです！

315

コロナ禍で拍手を送りたいのは学校の先生！コロナ禍での学校での対応や変更など色々と苦労あって
大変だろうと、感謝しかありません。

316

僕は自分に拍手を送ります。大変な仕事ながら、頑張りました。人との繋がりは必須なので、いろい
ろと迷ったことはたくさんありました。でも、間違っていませんでした。

317

私は保健所の職員の方達に拍手を与えたい。いろいろな事言われたりしたと思います。ご苦労様と言
いたいです。

318

拍手を送りたい相手はやっぱり、医療従事者の皆さんです！昨日、弘前市内の病院で 1 回目のワクチ
ン接種を受けたのですが、会場のセッティング、無駄のない動き、分かりやすい声掛け、全てにおい
てスムーズで完璧な仕事をされていました。私たちの安心安全のために支えてくれている医療従事者
の皆さんと、半年ぶりの阿部さんに盛大な拍手を送りたいです！

319

コロナ禍における拍手をおくりたい医療従事者、保育士のみなさん。本当にありがとうございます。

320

コロナ禍に県外にいる妹に、青森の源たれや、特産物を送りたい、送っています。里帰りも 2 年して
おらず、来年は会いたいです。

321

いつもは普通に出来ることをしてるだけなのに自粛。家にいる時間たくさん。ということで断捨離し
ている私に拍手を送りたい。家事があまり好きじゃない私。今少し断捨離頑張りたい。

322

医療従事者の方々に、拍手を送りたいです。おそらくは、ほとんどの方が考えていることだと思いま
す。コロナ感染者への対応や、ワクチンの接種。一番不安だと思いますが、変わらず対応していただ
けており感謝しかありません。

323

コロナ禍における拍手を送りたい方は、三村知事です。三村知事はどんな時も笑顔を届け、青森県民
を元気づけてくれました。早く収束して会えるイベントが増えると嬉しいです。

324

コロナ禍で拍手を送りたい相手は子供達です。我慢我慢、自粛自粛、うちの娘は修学旅行が延期から
中止に。我慢してきたことが報われて来年は今年より色々な活動ができるといいなぁ。

325

ワクチン接種関係者の皆さん。土日祝日返上で会場運営から案内、接種まで。みんなはやって当然っ

て思っている人が多いと思いますが自分がやれと言われたらできないかもしれないです。自分のスケ
ジュールを犠牲にしてまで頑張って頂いているので拍手を贈りたいです。
326

菅総理。本当に、この大変な中でオリンピック、パラリンピックと、本当にお疲れ様でした。

327

コロナでも皆様に元気を与えようとルールとか厳しい状態でも一生懸命ライブしてるアーティスト全
ての方に拍手を送りたいです。皆様が少しでも笑顔になれたらいいですね( ^o^ )

328

医療従事者の皆さんです！！

329

私がコロナ禍で拍手を送りたい方は、全ての方です。医療従事者の方はもちろん、行政機関、報道機
関、飲食店、教育機関など全ての方々が、それぞれの置かれた場所で懸命に過ごされているからで
す。コロナに怯える生活が早く終わりを迎えられるよう、引き続きみんなで協力しあっていきたいで
すね！

330

コロナ禍・何があっても、お仕事を頑張る、エッセンシャルワーカーの皆さんに、心からの拍手で
す。当たり前の生活ができる感謝を、もっともっと伝えたいです。

331

コロナ禍で拍手を送りたいのは、やはり医療機関の皆様。心から感謝の気持ちでいっぱいです。あり
がとうございます。本当にありがとうございます。

332

やはり医療従事者ですよ。普通の診察以外にもコロナワクチン接種に携わって頭が下がります。ちな
みに私が摂取した病院は一日 60 人位接種してました。

333

僭越ながら、自分です(笑)現在妊娠 35 週目で、コロナ禍の中いろいろと不安だらけでしたが、ここ
まで無事に過ごすことができました！ぜひ全国の妊婦さんにエールをお願いします！

334

自分は一般企業のトップです。家でも職場でも家族、職員の感染防止対策を徹底し、手洗い消毒はも
ちろん、マスクの常時着用、空気洗浄機や加湿器、CO2 濃度測定器の設置など、万全を期していま
す。また、心の中のケアのために定期的にちょっと豪華なランチを提供しています。もちろん自腹
で。

335

コロナ禍で、大好きな友人との飲み会を我慢して、1 人で家飲みをして我慢した、わが家の主人に拍
手を送りたいと思います。これから少しは出来るようになるのを願ってます。

336

コロナ禍でアルバイトが激減した人たちを少しでも助けたいと、たくさんのお弁当屋さんが一丸とな
り、色々なところで格安で販売されているのをよく目にします！とても頭が下がります。大きな拍手
を送りたいです！！

337

医療従事者です！親戚や、叔母も看護師なのでコロナ禍で家に帰ってもとても気を遣って生活してる
のを見て来てるので本当に頭が下がる思いです。仕事で神経を遣い、家庭でも気を遣い、心労を労っ
てあげたいです！本当にありがとう。

338

コロナ禍で拍手を送りたい人は、親もそうですが、せっかくの休みの日も家の中で過ごさなければい
けなかった子供達だと思います。

339

コロナ禍で拍手を送りたい人は、医療関係者は当然ですが、その他だと介護関係の方々や保育施設の
方々です。その他、コロナ禍でも休むわけにはいかない、人と接するお仕事の人は大変だと思うの
で、拍手！いや、頭を下げずにはいられませんね。もちろん、毎日ニュースを伝えてくれるアナウン
サーや、楽しませてくれるタレントの方々にも感謝です！

340

コロナパニックになった八戸。みんな自粛し、どうにか落ち着いた。みんなの協力はすごいと思っ
た。頑張ったよね。これからも、マスク等の対策継続しましょう。

341

私がコロナ禍において拍手を送りたいのはパーテーションの壁やビニールシートです。人に使われて
も何一つ文句も言わずに生活に必要なピースになるのですから、拍手を送らずにはいられません。

342

医療従事者の方々。

343

私には、コロナ禍で拍手を送りたい人達がいます！それは！むつ市民の為にいち早くコロナワクチン

集団接種会場をセッティングしてくれた、宮下宗一郎むつ市長とむつ市役所の方々。病院の先生、看
護師さん、薬剤師のみなさんに感謝の気持ちで拍手を送りたいです！宮下市長いつも市民の為にあり
がとう！！！
344

今年私にとってはじめての子供を出産しました。旦那も両親も立ち会いも面会も不可。孤独と痛みと
戦いながら、耐え抜きました。コロナ禍出産で無事健康に生まれてきてくれた我が子に拍手。

345

コロナ禍で褒めたいのはコロナの蔓延を防ぐために頑張っている青森県民全員です！今月からは自分
を含めて青森県の経済を回すため少しずつ活動を活発にしていけるといいなぁ。

346

やはり医療関係者に対してです。連日感染者への対応や、ワクチン接種など本当に頭が下がります。
コロナが終わったら、みんなに特別休暇が与えられるべきです。

347

もちろん医療従事者の皆さんです！危険な場所でガンバル皆さん。コレからもよろしくお願いしま
す！

348

医療従事者の方はもちろんですが、教育機関に関わる方々に拍手を送りたいです。子供たちの安全を
守りながら、学校生活を楽しませてくれる先生方、ありがとうございます。

349

コロナ禍でも治療を続けてくれている、町の歯医者さんに拍手をおくりたいです。感染対策が特に大
変な仕事だと思いますが、おかげさまで口の健康状態を保つことができています。

350

私が拍手と感謝したいのは、母親が通っているデイサービスの職員です。

351

コロナと戦っている方々、全員に拍手を送りたいです。特に医療関係者の方々に送りたいです。みん
なで乗りきっていきましょう。

352

医療関係者の方はもちろんですが、保育施設の職員さんにも送りたいです。マスクしながらのお仕事
ご苦労様です。

353

私がコロナ禍で拍手を送りたいのは、保育園の保育士の皆様です！私の子どもが保育園に通っている
のですが、マスクをつけられない幼児たちを相手に、感染のリスクが高い中で子どもを毎日見ていた
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。

354

子育てを頑張っている自分の奥さんです！コロナ禍での出産で立ち会いも面会もできず大変でした。
それでも家族みんなの協力もあり元気に育っていて今では６ヶ月！すくすく育っています！どこにも
行けず大変ですが、毎日の子育て頑張ってくれて頭が下がります！！

355

私の拍手を送りたいのは、“負債を抱えながらも何とか営業してる飲食店”と“医療従事者”ですね。と
はいえ、ブレイクスルー感染者から亡くなる方が出る以上、気は緩められないのでまだまだ長き対策
が必要ですね。

356

拍手を送りたいのは病院関係者です。この怖いウイルスと戦い続けているのは本当にすごいと思いま
す。毎日ありがとうございます、お疲れ様です。

357

やっぱり医療従事者でしょう。コロナ禍の中闘っている従事者の皆さん、ご苦労様です。皆さんもコ
ロナ感染しない様にマスク、手洗い、最低限の外出を徹底しましょう。

358

医療従事者の方々に拍手を送りたいです。

359

豪雨被害を受けたむつ市や風間浦村で災害復旧活動に参加したボランティアの方々です。コロナ感染
のリスクがあるにもかかわらず、駆けつけて、活動していました。災害にあわれた方の励みになった
と思います。拍手！

360

コロナ禍で拍手を送りたい人は、運送業の方です。ステイホームで家で過ごす時間が増えて、ネット
で注文する機会も増えたので需要が多いと思います。重い物を運んで息が切れても、人と接触する機
会が多いのでマスクをしないといけなくて大変そうだなといつも思っています。みんなあと少し頑張
って終わらせましょう！

361

接客業関係者の方々。飲食店やスーパーで感染症対策を徹底している様子、接客をしている姿を見る

と、おかげさまで安心して利用できることに感謝しています。ありがとうございます。
362

コロナ禍で拍手を送りたい人、それは地元の八戸西高校の短歌甲子園で優勝した皆さんです！コロナ
禍だからオンラインで行われたのも素晴らしいですし、初の優勝ということで拍手を送りたいです！
これからも良い作品をどんどん聴かせて頂きたいと思います！

363

コロナ禍で拍手を送りたいのは医療従事者の皆さんです。先日むつ市ではワクチンの大規模接種が終
了し、医療従事者の皆さんの労を労う花火が打ち上げられました。土日もお休みを返上して接種の
諸々の業務を行ってくださったたくさんの皆様に、心から拍手を送りたいです。

364

学校の先生です。いつも色々考えて対応してもらってます。

365

コロナ禍における拍手を送りたいのは、みんなです！どの職業の人も、老いも若きも、みんな我慢し
たり工夫したり、頑張っています。これからもみんなで力を合わせていきましょう！

366

医療福祉従事者の方々、コロナ禍でもお仕事頑張ってくれてる旦那様、ありがとうです！

367

このコロナ禍で拍手を送りたいのは、個人的に青森県の子供達です。お盆過ぎからコロナが蔓延し、
青森県では自粛要請が出ました。学校のイベントをはじめ、部活動全てが禁止になりました。そんな
中、周りの子供たちは運動不足にならないよう、ジョギングや 1 人でトレーニングなど工夫してやっ
ているのをたくさん耳にしました。その１ヶ月我慢した結果減少傾向になりました。その頑張ってる
子供たちに拍手を送りたいです。１日も早く、普通の生活に戻れるよう、心から祈っております。

368

コロナ禍でみんなが頑張ってる姿にエールを送りたいです。それぞれの場所で頑張ってる全ての人に
拍手を送りたいです。

369

コロナ禍の中でも楽しめるのが道の駅での買い物です。新鮮な野菜をお得にお買い物できて、ちょっ
とした旅行気分を楽しめます。コロナ禍でも旅行気分を楽しめる道の駅に拍手を送りますー！

370

医療従事者、保健所の方々！本当に大変な毎日を送っていると思います。元通りまではいかなくて
も、早く日常が戻りますように…。

371

やはり、医療に従事している方々です。毎日どれ程の緊張感のなかでお仕事をなさっているかと思う
と、大感謝大拍手です。

372

コロナ禍で拍手を送りたいのは、保育園・幼稚園の先生方です。さまざまな感染予防をしながら、毎
日一生懸命働いてくださり、本当に頭が下がります。おかげで安心して仕事にも通えています。これ
からもどうぞよろしくお願いします！

373

どこにもお出かけできなくても、おうちで TV を楽しめるので、出演者さん、スタッフさんに拍手を
送ります。

374

コロナ禍で拍手を送りたいのは子供たちです。わが家の娘は今年から幼稚園に入園したのですが、コ
ロナで入園式からマスクを常に着用です。行事も軒並み中止や延期…。今月やっと運動会の予定です
が、それもクラスごとの予定です。給食も黙食のようなので、早く友達と思いっきり遊べるようにな
ればなぁーと思っています。コロナ禍でも頑張っている子供たちに拍手です。

375

コロナ禍で拍手を送りたいのは、むつ市で行われたワクチンの大規模接種に関わってくれた全ての皆
さんです。実際にワクチン接種を受けて来たんですが、会場までシャトルバスを運行したり、会場に
入ってからもスタッフの皆さんの丁寧な誘導に感心しました。皆さんの努力が水の泡になってしまわ
ないように、これからも油断せずに感染対策をしっかりしていきたいと思います。

376

コロナ禍に拍手は三村知事！

377

娘が今年医療従事者として勤め始めました。色んな患者さんを相手に自分達もコロナウイルスに感染
する不安もある中頑張って仕事する姿に拍手を送りたいです。全国の医療従事者さんにも大きな拍手
を送りたいですね。

378

拍手を送りたいのは、医療従事者の皆さんです。宣言が解除になってもまだまだ気が抜けないと思い

ますが頑張って欲しいです。
379

コロナ禍で頑張っているすべての学生に拍手を送りたい。大事な今しか得られない先生やクラスメー
ト達との思い出など色んな物を我慢して耐えて…。頑張ってるねってエールを送りたい。

380

全世界の色々な人々に大きな拍手を送りたいです。

381

病院関係者はもちろん、自粛で普通の生活ができない全員みーんな頑張ってると思います！

382

拍手を送りたいのは、片道 45 分もかけて、実家のリンゴ作業を手伝いに来てくれる、姉の家族達に
拍手です。決して近い距離でもないのに、嫌々ながらも毎週来てくれるのでとても助かってます。あ
りがとうね。

383

息子が元気に楽しく過ごせるのは、幼稚園や保育園の先生方です。感染対策もして安心して過ごせま
す。いつもありがとうございます。

384

コロナ禍で拍手を送りたい人、それは医療従事者の皆さんです。大変なこと、辛いことが沢山あるで
しょうが、表現できないくらいの感謝でいっぱいです。

385

コロナという事で、感染者は減ってきていますが、まだまだ油断してはいけません！自分が出来るこ
とを自ら考え、行動に移しましょう！みんなで頑張りましょう！！

386

やっぱり、医療従事者の方々です。先週コロナの予防接種を受けてきましたが、やっぱり疲れている
ようで感染対策をしながら自分や家族を守りながらの仕事は、大変ですよね。ありがとうございま
す。

387

医療従事者の方々に感謝しています。

388

コロナ禍で、気づかされたのは、埼玉に住んでいる父に、ありがとうです。弘前に帰ってきたいのに
気を遣って帰らない 87 歳の父と、毎日電話を始めて 2 年。元気な父との電話が、自分が元気を貰っ
て楽しみになりました。

389

看護学校時代の友達とグループ LINE してます。最初に 3 月に職場でワクチンを打った友達から色々
情報をもらって、とても助かりました。

390

私は、“自然全て”にありがとうですね。コロナ禍になった昨年から、様々な事に対しての自粛の徹底
で、国民に限らず世界中で心がギスギスした中でありのままで居てくれる自然に、癒されてる事に気
付いたので、感謝しか無いです。

391

コロナ禍で気付いたありがとうは外食のお店のありがたさ。コロナ増えてる時期はあまり外食行けず
ストレスたまりまくりー。最近はまた外食行き始めたのでホント楽しくって感謝感謝です。飲食店の
皆さん応援してます。いつも美味しいご飯をありがとうございます。

392

コロナ、本当に救急隊員の方々は大変だったと思います。ありがとうございます。受け入れ体制がき
ちんとしてない時に、弘前市では大クラスター発生。保健所の方々も大変だったと思います。ありが
とうございます。

393

私がありがとうと伝えたいのは、友人達です！コロナ前は、毎週のように女子会を開き楽しい時間を
過ごしていました。それが、コロナ禍になり、連絡をとるのは LINE でのみ。やはり、実際に会って
顔を見ながら色んな話をすることが 1 番の癒しな時間だったのだと、気づきました。癒しの時間を共
有してくれていた友人達に、改めてありがとう！！！これからもよろしく！

394

コロナ禍で気づいたのは、旦那さんです。いつもはガンガン飲み歩いていたのが、自粛して全然出歩
きませんでした。感謝です。

395

普段ケンカばかりしている旦那さま、イカ釣り漁が休みの日に温泉や紅葉めぐり連れてってくれてあ
りがとう！！

396

私がコロナ禍でありがとうと思った事はズバリ、テイクアウトです。家の中が大好きな私はテイクア
ウトの充実っぷりに驚愕です。特にびっくりドンキーのテイクアウトが種類増えて最高です。

397

職場の人へありがとう。最初の緊急事態宣言の際、交代制勤務をしていました。自分の代わりに誰か
が仕事をし、自分も誰かの代わりに仕事をした毎日で、いつも仕事をしていた仲間とても心強かった
です。今は落ち着いていますが、これからもよろしくお願いします！

398

同期へありがとうを言いたいです。今までは集合研修があったり、飲み会に行ったりするのが当たり
前でしたが、今は WEB 研修、飲み会は出来ない状況。会って話したり飲んだりして愚痴を言えた頃
が懐かしいです(笑)

399

コロナ禍で殺伐とした世の中で、なんにも良い事なかった。ただ、かかりつけの病院の対応が忙しい
にもかかわらず、いつもステキ！ありがとう！

400

自分の通う病院の先生にありがとうと伝えたいです。感染拡大防止対策をしっかりやり、休まずま
た、感染者を出さずに営業をしてくれています。そのおかげで病気を持っている方々は助かっている
と思います。これからもよろしくお願いします。

401

コロナになり、でかけることがあまりなくなり、あいてる畑で農作物をつくることに。種からうえた
野菜が大きくなったことに感動。自然の恵みよありがとう！

402

改めて、娘に支えられているなぁと感謝です。心の支柱がぶれず、いいタイミングで叱ってくれます
(笑)

403

コロナ禍でいちばん「ありがとう」を言いたいのは、やはり医療従事者の皆さんです。昼夜を問わ
ず、ご自分のプライベートもおそらくは犠牲にして、治療に当たってくださったと思います。本当に
ありがとうございます！

404

コロナ禍で世の中を支えてくれているみなさんにありがとうです。その中でも私は、物流関係の皆様
に感謝しています。ネットでポチっとすると、すぐ届く世の中で便利ですが、いつも笑顔で届けてく
れる方々には心からありがとうございますを届けたいです。いつも感謝しています。

405

コロナ禍になってから県外への旅行に全く行けてません。今まで旅に出ることでリフレッシュしてた
ので改めて有り難いなと気づきました。またいろんな所へ出掛けたいです。

406

いつも、ぐだめきをきいてくれる、家族と友人に、もー、大変ありがとうです。いつか、また、おい
しい食べ物たべにいこーねー！！ありがとう！！

407

ふつーーの生活、ありがとう！ですね。マスクなしで、密に行列に並んだり、うちの家族には「ちょ
っとお買い物しに」と旅行でもないのに、盛岡や仙台に行く家族なので、ふらっと県外行ったり、そ
んな普通に今まで感謝もせず、気付かず…。普通、ありがとう。

408

なんと言っても SNS での繋がりにありがとうですね。ほとんどの人がリアルイベントを制限され自
粛し SNS でのオンライン配信が増えました。今までテレビや都会に行かなければ会えなかった人と
繋がり、そこから広がった繋がりは一生ものになりました。コロナ禍だから「こそ」…この繋がりは
大切にしたいです。

409

青森ありがとう！県外には気軽に行けなくなったので、県内いろんなとこへ行きました。穴場スポッ
ト、グルメ、まだまだ知らない素敵な青森発見できました。

410

家族に感謝です。今、みんながバラバラですごしているのですが、祝い事や行事があった時、何もな
い時でもみんなが登録している LINE グループにメッセージを送り合っています。いろいろなことを
話し合える家族がいるから、私も元気に楽しく過ごせていると思います。家族のみんな、大好きで
す。これからもよろしくね！

411

私は、実家が関東なのですが、学生時代の友達とグループラインを作っているのですが、その会話の
中で、お墓参りに行けない…と話したら私に内緒で、しかも何人かでお墓参りに行ってくれていまし
た。妹がお墓参りに行った時に会ったそうで、一度だけでなく何度も行ってくれていて嬉しかった！
ホントに感謝です！

412

「家族」です。家族がいなかったら、人との接触が制限されるコロナ禍で、孤独や不安などで精神的
に弱ってしまっていたかもしれないからです。

413

私たちは共稼ぎなのですが、このコロナ禍でも休まず受け入れてくれる学童の先生方にはありがとう
の気持ちしかありません。早く子供たちがマスク無しでおもいっきり体を動かせるときが来て欲しい
です。

414

コロナ禍で気づいたことは、医療従事者への感謝ですね。まだまだ気を許さない状況が続くと思いま
すが、自分が出来る感染対策を忘れず、これからも応援しています。一緒に頑張りましょう！

415

コロナ禍で感謝する人は旦那です。仕事帰りは飲食しないで真っ直ぐに家に帰ってくる事です。お土
産も買って帰宅します。感謝です。

416

私の、コロナ禍でありがとうは、通っているデイサービスの職員のみなさんにありがとうです。コロ
ナ感染予防に、いつも気を配って接してもらって、私も、私の家族も感謝しています。これからも、
よろしくお願いします。

417

なんと言っても、マスクにありがとうです。これまで、何百枚のマスクを使いまくったか…。それと
政府の給付金 1 回！ありがたいです。しかし、一回は少なすぎます。せめて、もう一回給付して！年
金生活は大変です。

418

コロナ禍でマスクが日常の日課になり有り難う。最初は違和感ありましたがマスクする様になったお
蔭で風邪も引かなくなり花粉も軽く済みコロナ禍で唯一いい事に気付けました。マスクありがとう。

419

コロナで気付かされたありがとうは日本人です。感染対策でマスクをしていない人をさがすほうが難
しいくらい。この国に生まれてきて良かった。

420

コロナ禍で、医療従事者、店員さんなど社会生活にかかわる全ての人々に感謝。幸せを届けてくれる
ハッピィに感謝です！

421

私の周りの人たちにありがとうです。マスクを忘れていると、私持っていると言い分けてくれたり、
元気が一番だよと自分の家から玉子を持ってきてくれたり…と色々お世話になっています。ありがと
うを私も私の周りの人にしてあげようと思っています。

422

コロナ禍でも弁当を売るなどして頑張っている飲食店に感謝です。こちらとしても応援したいなと思
います。

423

結婚 25 年目突入の奥さんへありがとうです！朝昼晩のごはんと掃除洗濯買い物と活発的に動いてく
れてありがとうの一言につきる！コレからもよろしくネ(^_-)

424

いつも楽しみに拝見しています。コロナ禍でおうち時間が増え図書館から本を借りることが増えまし
た。たくさんの本を目にするとワクワクします、図書館さんありがとう。

425

やっぱり医療従事者です。もう、とにかく医療従事者の方には感謝、感謝のひと言です。だいぶ、コ
ロナも落ち着いてきましたが、早く前のような生活に戻れたらいいですね。

426

コロナ禍でネット通販が増え、宅配便のありがたみを感じています。いつも配達ありがとうございま
す！

427

コロナ禍で、気づいたこと。東北の方々は、やっちゃいけないことは、守る！スゴいですよね！！新
規でコロナにかかる人が、いなくなりましたよね、真面目なんでしょうね？！

428

やはり医療従事者の方々に感謝です。まだまだ気の抜けない状況ですが、お疲れ様です。

429

コロナ禍で配達員さんのありがたさに気付きました！ネット注文が多くなり、配達員さんは忙しかっ
たと思いますがおかげさまで生活できました。ありがとうございます！

430

看護師さんにありがとう！コロナ禍で最前線で頑張ってワクチン接種してる姿に感謝！家内も看護師
なので大変さがわかります！

431

わたしがコロナ禍で気づいたありがとうは友だちです。コロナ前は何も気にせず遊べたのですが、気

軽に会えなくなった今、すぐに遊んだり話を聞いてくれた友だちの存在の大きさを痛感してます。早
くコロナが終息して友だちと思いっきり遊びたいです。
432

苦しい状況の続く中、がんばって店を存続してくれている飲食店に感謝です！

433

旦那さんへありがとうです。家にいることが多くなり、
「たまに映画でも観に行くか」とか言ってく
れて、53 歳を超えて旦那さんと映画を観に行くなんて、考えてもみませんでした。なんだかんだで 3
回も行ってます。次は何を観ようか、楽しみにしています。

434

コロナ禍で効率の良い買い物の仕方に気付きました！ありがとう。以前は何も考えずに買い物して混
雑や人混みに普通に遭遇してましたが最近は人の少ない時間狙いとかで効率良く買い物できる様にな
りました。ありがとう～。

435

医療従事者の方々ありがとうございます。

436

コロナ禍で気づいたありがとうは、医療従事者へのありがとうです。普段でも大変な仕事なのにそれ
にも増して大変だろうと思うと、ただただ頭が下がる思いです。そして保健所の方やエッセンシャル
ワーカー等などコロナ対策に係わっている人たちに、たくさんの感謝の気持ちを伝えたいです。本当
に本当にありがとう！！

437

コロナ禍で気づいて感謝したい方は、アルコール消毒液を設置・補充してくれたり、換気に努めてく
ださっている方々です。今では、生活の一部にアルコール消毒液があるのは当たり前、換気されてい
るのが当たり前ですが、陰ながら支えて下さっている方々がいるからこそ、過ごせているなーと改め
て思います。

438

もちろん感謝したい方は沢山いらっしゃいますが、色々な制限があるなか子供達が少しでも楽しめる
ように、色々考え行事を開催してくれる学校関係者の皆さんです。遠足、運動会、学習発表会等、感
染防止対策をしながらの開催に感謝しかありません。コロナ禍で人の思いやりを感じる事が出来まし
た。

439

旦那様、コロナ禍で持病もあってもタクシー運転手頑張ってくれてありがとう。

440

やっぱり医療関係の方への「ありがとう」です。

441

僕のコロナ禍でありがとうは、僕の住んでいる寮の寮母さん達です。食堂など、人の集まる所を清潔
にしてくれていて、安心してご飯が食べられるのは、寮母さん達のおかげです。これからもお世話に
なります。

442

資格取得の勉強が出来たり、今までやらなかった手間のかかる料理が出来たりで、今までやらなかっ
た事が出来たので、色んな面で、ありがとうと言いたいです。

443

いつもと変わらず、きっちり仕事して、家の事も手伝ってくれる旦那さんにありがとう！！いつも感
謝してるけど、ことさら旦那さんのありがたみを感じています。

444

常にニコニコ（特に 2 歳次男）
。お蔭でイライラしてる時もあなたをぎゅーってするだけで、お母さ
んは頑張れます！毎日元気で登校・登園してくれる三人の子供たちを誇りに思います！

445

さすがにまだ諦めた弘前城の冬祭り。ダンナと二人手こ繋いで…なんてまだ人混みに行くのを断念。
でも公園の外側のイルミネーション！みんな、ゆっくり運転でした(笑)普段なら目に止めなかったけ
どあれだけでも雪まつり気分なれました！ありがとうございました！

446

主人にありがとうですね。コロナ禍で世の中がすさんでる時も 2 人だから怖くなかった。

447

コロナ禍で友人と集まる機会がほぼ無くなりました。しかし、定期的にオンラインで顔を合わすこと
ができており、いい気分転換になっています。改めて、いい仲間たちにありがとうです。

448

両親へありがとう。もう 1 年以上会えていません、生まれて初めてです。お正月には帰省できればい
いなぁ。

449

働いている皆さんに感謝しています。

450

感謝したいのは医療従事者でもある娘です。感染に気をつけながらも、患者さんと向き合い、また、
接種会場のお手伝いをしたり。正直、感染に対するリスクはかなり高かったはずですが、元気で頑張
っています。娘ながら本当に頭が下がります。そして医療従事者の皆さんに感謝ですね。

451

コロナ禍で気づいたことは、友達への感謝です！人と気軽に会えなくなったことで、今まで普通に会
うこともできなくなりました。当たり前に出来ていたことが、出来なくなって、普通に過ごせていた
事がどれだけありがたい事なのか気付きました。けれどその分、友達との絆は深まりました！いつも
思い出してはまめに連絡をくれるお友達！支えてくれてありがとう！！

452

コロナのおかげで年賀状交換程度になっていた友人とラインでまめに話すようになった。お互いによ
り近い関係になれたことです。

453

「旦那」にありがとう。コロナ禍になり、色々な場所に行くことが厳しく制限されました。休みの日
は二人で出掛けることが楽しみだった私。しょんぼりしていましたが、旦那がコロナ禍でも楽しく過
ごせるようにして頭をひねってくれました。なんだかんだ言っても、私を大事にしてくれる旦那に感
謝です。

454

医療関係者です。特に、医師よりも看護師さんの苦労に感謝です。いろんな予定外の仕事が増え、手
に汗して頑張ってくれて、ありがとう。

455

今年の高校野球全国大会も開催できましたが、子ども達の夢を潰さないように色々な人が動いてくれ
ていると思います。そのような影で動いてくれている人たちにありがとうを伝えたいです。

456

コロナ禍のありがとうを言いたいのは、家族。やっぱり家族はあったかい存在です。ありがとう！テ
レビ番組も、いつも楽しみを、ありがとう！

457

カミさんの弁当に毎日感謝しています。

458

コロナ禍で気づいた、改めて看護師さんとお医者さんにありがとう！コロナが流行する前に入院をし
た時、病棟の方々が忙しい中でも患者の精神面まで気を遣って下さり、感謝でいっぱいです。どうか
医療関係者の方々ご自身の身体も休めながら、お仕事できているといいです。

459

去年・今年はコロナで大変でした。看護師さん・お医者さんはご苦労様でした。ようやく、元の生活
に戻りつつあると思いますが、我々はマスクと手の消毒を忘れないように、生きていかないと。

460

私はコロナ禍で気づいた日常にありがとうと思いました。何も気にせず遠くに行き、気にせず会いた
い人に会えることは、とても幸せなことだと思います。千葉に居る家族に早く会いたいです。

461

コロナ禍で一番犠牲になっている子供たちにありがとうと言いたいですね。娘は小 2 ですが、小学校
生活のイベントがほとんど中止になっています。クラスの友達とさえマスク越しでじゃれて遊ぶこと
もなく、給食は前をみて無言で食べています。楽しいはずがありません。大人がお酒の提供で喜ぶ前
に、子供達の環境を考えてほしいなあと思います。

462

コロナで妻と一緒に過ごす時間が増えて当たり前の事が当たり前ではなかった事に気付き妻に感謝の
気持ちが深まりました。家の中の事を自分ではたくさんしていたと思っていたのに妻のしている事の
多さにびっくりしかありません大感謝です。しかしこんなに動いているのになぜカロリー消費少なめ
でいろんなモノを身体に蓄えているのかが姿を見ると謎であります！妻のエコな身体にも私は感謝で
すがね！

463

私のコロナ禍で気づいたありがとうは、看護師さん達です。私が骨折で入院中、コロナ感染に気を遣
いながら、マスクをして、汗だくで一生懸命お世話してもらいました。本当に頭が下がります。早く
コロナが終息することを願うばかりです。

464

遠くにいる孫がワクチンの副反応を心配してくれて何回もメールと写真を送ってくれて、感謝してま
す。ありがとー。

465

コロナ禍に感謝したいのは医療従事している方々です。ここまで落ち着けたのも皆さんのおかげだと

思っています。
466

やっぱり医療従事者の方には感謝ですね。身内が看護師をしていますが、休み返上で働いていて、買
い物以外のお出かけも我慢して仕事している姿を見て感謝しかありません。

467

マスクありがとう。マスクをしていると年齢よりかなり若く言われ気分が上がりまーす。

468

やはり看護師さんですね。

469

医療従事者にありがとう。昨年、コロナ禍で娘が無事出産しました。感染対策で、退院した日にやっ
と孫と初対面。おかげさまですくすく成長しています。

470

おはようございます。コロナ禍で感謝しているのは、職場の掃除のおばちゃんにです。1 時間おきく
らいに、カウンターやトイレを綺麗に掃除してくれています。一人ひとりの努力で陽性者ゼロになっ
たんだと思います。皆さんにありがとうです。

471

コロナ禍で気づいたありがとうは、マスクをするようになり風邪引きにくくなりました！ありがとう
ございます！と思いきや、つい昨日あたりから風邪引いてしまいました…。まあ、でもありがとうで
す。

472

コロナ禍で気づいたありがとうは、いつも健康体でいてくれる息子です！風邪も引かず、いつでも元
気で遊んでくれているだけで十分です。健康が当たり前じゃないので、ありがとうって感じます(^^)

473

私が気づいたことはコロナ禍になったことで、家族での時間が増え、家族でご飯を食べることが多く
なりました。コロナ禍の影響でマイナスな事しかないと思っていましたが、考えてみたらこれは一つ
の贈り物なのかなと前向きに考えられるようになりました。皆さんもコロナ禍から悪い事ばかりでは
なく、良いことも探してみてはいかがでしょうか？

474

主人はバス運転手をしています！もちろん、コロナ禍でも、常にコロナの恐怖と戦いながら、高速バ
スや路線バスの仕事に従事していました！そんな主人には、コロナは一切寄り付かず、元気にお仕事
出来ています！元気でお仕事出来ることがどんなにありがたい事か…これから観光の方も復活して欲
しいなぁと思います！

475

宅配さんと郵便配達さんにありがとう。だいぶ気を遣っていると思いますよ。ずっとマスクなどのい
ろいろと対策をしながらの配達、どうもありがとうございます。これからもたくさんの人々の力にな
って下さい。

476

コロナでどこへも行けない状況でしたが、某ご当地アイドルのユーチューブ番組で県内いろんな場
所、食べ物を紹介してくれたので、ユーチューブに感謝しています。我が家の家族は関東、仙台と仕
事の為に離れて生活してますが、コロナ禍で以前に増してお互いテレビ電話で毎日連絡をとり、和気
あいあい話しをしてます。弘前にいる私の幸せな時間です。

477

やっぱり医療従事者の方々です。本当に自分もコロナになってしまうかもという危険と隣りあわせの
なかでも必死に治療をしてくれている。本当にありがとう。

478

去年入院してたんでやっぱり医療従事者の方々です。ありがとうございました。

479

コロナ禍の中でテレビにありがとう。家にいる時間が長くなって飽きずにテレビばかり見ています。

480

コロナ禍で気付いたかかりつけ医のありがたさです。普段から体調管理には気をつけていますが、そ
れでも病院にお世話になることがあります。かかりつけ医だと優先的に接種予約もとれ忙しい私には
大変ありがたかったです。

481

マスクにありがたさを感じてます！主にインフルエンザシーズンにだけマスクをしていましたが、コ
ロナ禍で年中マスクをする様になって喉の不調や風邪をひかなくなりました！すごい！

482

コロナで離れて暮らす娘の気遣いに助けられています。夫とふたりきりの生活がずっと続いてストレ
スフル(笑)連絡くれたりプレゼント送ってくれたりいつもありがとう！感謝してまーす。

483

やっとイベントが少しずつあり楽しみが増えました。まだまだ気をつけますが、明るく過ごしたい。

484

宅配業者さんに感謝したいです。

485

私は介護をして下さってる方と医療に携わる方にありがとうです。身内がお世話になり、凄くありが
たいです。

486

飲食店にありがとうです。外食できないなんて寂しすぎます。緊急事態宣言が解除されて、外食でき
るようになって、嬉しく思います。がんばれ。

487

外食が減り自分で作る自分への弁当。

488

実は私の職場の利用者の方がコロナ感染し、9 月は大変でした。保健所の方の対応が早く、看護師と
してはホントに感謝でした。

489

デパートの環境へありがとうと伝えたいです。3 月に赤ちゃんが産まれてコロナ禍でのお出かけはし
にくいですが、弘前のイトーヨーカドーでは授乳室へも消毒を完備し、さらに掃除の人が丁寧に掃除
してくれています！コロナ禍でも使いやすくしてくれていて感謝です！！

490

コロナ禍で気付いたのは保健師さんへのありがとうです。コロナ感染者の把握や検査、支持などを担
ってくださる保健師の方に感謝します。

491

やっぱり医療従事者の方々です。親戚も看護師をしてるので院内だけじゃなくて家に帰っても徹底的
に予防対策をしてるので精神的にも大変だと言ってました。本当に尊敬してます。全国の医療従事者
の方々にはありがとうでは伝えられないくらい感謝してます。

492

保育園の先生たち、ありがとう。コロナ禍でも閉園せず預かってくれるおかげで仕事や育児に専念出
来てます！！！

493

コロナ禍で気づいたありがとうはたくさんあります。家族、職場の方、医療従事者、お店の方、物流
の方、情報を発信してくれる方。この状況になって数えきれないほどたくさんの方に支えられている
のだと気づかされました。本当にありがとうございます。

494

コロナ禍で感染拡大を防ぐ為に感染予防を徹底している、すべてのヒーローたちに心から“ありがと
う”と叫びたい。

495

コロナ禍で気づいたのは普通の日常への、ありがとうです。今まで普通に生活を送れていたのは、当
たり前なんかではなく、特別だったことに気付くことができました！以前よりも 1 日 1 日を大切に過
ごそうと思えることができました。

496

コロナ禍で一日の大半は自宅にいるため、家事に時間をかけて過ごしていました。それに伴って、家
族も家事に協力してくれるようになりました。家族で過ごすことに幸せを感じます。ありがとう！

497

コロナ禍で気づいたのは、薪を購入すると台として付いてくるパレットが、意外と使える事です。今
までは邪魔にしていましたが、ばらして、庭の小さな小屋や、ガーデンアーチの材料になりました。
パレットへありがとうです。

498

コロナで思うことは、自分と周りの人は、幸い良かったけど、報道なんかで医療従事者の大変さです
ね！まだ安心できないと思いますが、頑張って欲しいと思います。

499

私は医療従事者の皆様に心からのありがとうございますと本当にお疲れ様ですと送りたいです。皆様
のおかげで今家族と共に日常を送ることが出来ていると思います。きっと私が考えている以上に想像
を遥かに超える過酷な現場だと思います。皆様への敬意、感謝を忘れずに、今私ができる事、健康で
いる事をしていきたいと思います。

500

コロナ禍で気付いたスーパーの有り難さ。外食も旅行も何もかも自粛した時でも食べることはやめら
れないので、普通に食材が買えることは安心でした。スーパーと働く皆さんにありがとうです。

501

コロナ禍であらためて今まで普通に生活出来ていた事の有り難みを感じました。医療従事者の方々は
もちろん沢山のエッセンシャルワーカーの方々のおかげで普通に生活出来ていたんですよね。本当に
感謝です。

502

何でもない、いつもと同じ日常にありがとうです。変わりない毎日が幸せでありがとう。

503

コロナ禍になり、宅配便の皆さまの気づかいはスゴいと思いました。感染しない、させない為に、
様々な受け取り方法を考え、実行して下さりありがとうございました。ネット注文が増え、とても忙
しいと思いますが、体調に気をつけてお仕事なさって下さい。どうぞ今後ともよろしくお願いしま
す。

504

学校関係の人には感謝です。先日も工夫をしながらの運動会は大変だと思います。早くコロナを気に
しなくていい時が来て欲しいです。

505

コロナ禍で気づいたことは「いつも通りの毎日をいつも通りすごせる事」に感謝する事です。落ち着
いてきてはいますが、コロナウイルスが消えたわけではないので、感染対策、油断せず続けていきた
いです。

506

昨年病気が見つかり手術する事になりましたが、コロナの陽性者が出たら手術は延期になります。と
言われ、ドキドキでしたが幸い延期にならず無事手術でき、今は元気になりました。普通だと思って
いた日常のことがコロナで改めて普通のことに感謝しなければと思っています。

507

コロナ禍になって、いつもの暮らしに感謝してます。どこへ行くのもマスクと消毒、平穏な暮らしの
ありがたさがよくわかりました。会いたい人にも会えないし、行きたい所にも行けない、早くおさま
る事を切に願っております。

508

家族への感謝。色んな人になかなか堂々と会えないけれど、家族との時間が増えました。旅行やイベ
ントだけが思い出じゃない。家で家族で過ごす何気ない時間も大切な思い出になります。

509

コロナ禍で気付いた医療従事者さんへのありがとうです。医療従事者さんが一生懸命患者さんのため
に力を尽くしてくれたからこそ、私たちの今があると思います。これからもコロナに感染しないよう
にちゃんと対策を講じたいと思います。

510

コロナ禍で手洗いの重要性に改めて気付きました。仕事柄手洗いは頻繁にやっていましたが、洗い方
を改めて見直してしっかりやってます。

511

このご時世でなかなか親に逢いたくても逢えません。そんな中で嫁いだ私の安否を気遣い、たまに電
話をくれて心配してくれる親に感謝です。いつもありがとう！長生きしてけろじゃ！

512

コロナ禍になって以来通販やオンラインショップでの買い物が増えました。そこでお世話になってい
るのが商品を届けてくれる配達員の皆さん。小さな荷物から大きな荷物まで丁寧に届けて下さり日々
感謝です。いつも配達、有難うございます！

513

「コロナ禍で気づいた○○へありがとう！」の○○には、医療関係者が入ります。治療はもちろん、
ワクチンの接種まで大変な思いがあったと思います。本当にありがとう。

