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多摩川河川敷の「兵庫島公園」一帯を青の光で彩った3日間        2020.9.18-20

多摩川の河川敷は、日が落ちると明かりが少なく人々の往来が減ることから、夜間の安全安心な水辺空間をつくることは地域の課題でした。
新型コロナウイルス感染症拡大状況を受けて、医療・介護の最前線にあたる方々に感謝の意を伝える”青の光”を、ここ二子玉川でも灯せないだろうか･･･
比較的感染リスクが低いとされる広大な屋外公共空間である多摩川の水辺を最大限に活用し、新しい生活様式に則した地域の人々の交流の場をつくることも、
私たちまちづくり団体の大事な役割と考えました。

新二子橋（国道246号）の橋脚壁面を巨大なメッセージキャンバスと見立て、「人と人をつなぐ架け橋」をテーマとしたアート作品を展示。
多摩美術大学大学院美術研究科 修士1年 岡村優華さんの作品 『みんなを繋ぐ心の橋』 が、大学内公募５作品の中から、地域の関係者
による審査委員会によって選ばれました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対面する橋脚面は、今年6月、当法人の水辺清掃・整備活動である「かわのまちアクショ
ン」の参加者約40人で落書きを消したのち、二子玉川商店街のイベント「フタコハート
ストリート」のディレクションを手掛けるアーティスト・西村公一氏の協力で、マスキング
テープのハートアート12点を制作しました。このアート作品を展示することで、落書き抑
制効果の検証も行っています。約3か月経過後のFutako Tamagawa Light It Blue Park 
開催時点で、この面への落書きは確認されていません。　　　　　　　　　　　　　

二子玉川の夜の水辺を青の光で照らし、国道246号橋脚を巨大なキャンバスに。
新しい生活様式に則した、地域の人々の憩いと共感の場へ。

　※ハートアートは、令和2年台風14号の接近に伴い、剥離・飛散を未然に防ぐため、一部を除いて撤去しました。
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日が暮れる18時ごろから、兵庫島公園一帯が青い光に包まれました。
水辺の遊歩道を歩きながら、また駅のホームや建物から、
さらには河川監視用カメラのライブ映像などからも、
青い光を見ていただけたでしょうか。

（上段左）二子玉川駅ホームより
（上段右）新二子橋下より
（中段左）新二子橋上より
（中段中）京浜河川事務所ライブカメラページ
（中段右）プラウドタワー二子玉川より
（下段） 兵庫橋



毎日最前線で対応ありがとうございます              　　　

本当にありがとうございます。
暑い暑い真夏も、防護服やマスク、ゴーグル、どんなに大変な
毎日かと思うと感謝の気持ちでいっぱいです。
誰だって目に見えないウイルスは怖いですよね。
本当にお疲れさまです。応援しています。　　　　　 

毎日毎日本当にありがとうございます。
どうぞご自身のお身体も充分に大切になさっていただければと
思います。

どうもありがとうございました！頑張ってください！

ウイルスとの戦いで頑張ってきてありがとう！

頑張って下さい！！

皆さんのおかげで、安心して生活できます。本当にありがとう
ございます。                                                                                 

医療従事者の皆さんの最前線で戦う姿を見て、日々感謝の気持
ちでいっぱいです。皆さんのおかげで今の日本が動いています。
本当にありがとうございます。これからも頑張ってください。

医療従事者の皆様のおかげて
私たちは楽しく安心して毎日を過ごすことができております。
1 人 1 人の力で、明るい未来を取り戻しましょう。
本当にありがとうございます。

心をこめて「ありがとう」
二子玉川公園ビジターセンター 一同

人間は、いや生き物も、一人では生きていけない、大変な医療
者に感謝
今後の自分を　せめて、地域の方への気遣いをしていきます

月並みですがあなた方の頑張り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！！ 人生を試されているかの 2020 年！誰よりも最前線で世界を、

高齢者を、子どもたちを救ってくださっている医療従事者、介
護福祉士のあなたに感謝の気持ちしかありません！ありがと
う！…そして、あなた自身が健やかに過ごせる社会になるよう、
私も戦いたいと思います！

日々緊張の中、コロナに対応しつつ、医療、介護のお仕事に誠
意を持って従事されている皆さまに大変感謝しております！皆
さまが心身共に健やかであるよう、心から祈っております。

あなたの笑顔にどれだけ救われたかわかりません。
本当にありがとうございます

お疲れ様です。
自分の健康にも気をつけて頑張ってください。

コロナ禍のなか、いつもお世話になっております。
これからもがんばってください！！

この大変な時期に、地域の為に奮闘してくださり、ありがとう
ございます！
実は私も約一年前に突然の病で倒れ、救急搬送されました。お
陰様で今は快気し、元気に過ごしております。医療・介護の現
場は大変だと思いますが、感謝と共に応援しております！

ありがとうございます :)

いつもありがとうございます！

いつも最前線で奮闘していただきありがとうございます

いつもありがとうございます。皆さんのお陰で、安心して暮ら
すことが出来ます。ご自身の健康管理もご留意下さい。                                                                                                           

医療・介護の最前線の皆様、本当にありがとうございます。い
われの無いバッシングにも耐え、命を張って、人のために尽く
してくださり本当に感謝しております。微力ながら心より応援
しております。最後にウィルス鎮静心より願います。

岩手出身の息子が世田谷で安心して暮らせているのは、皆さん
の存在があるからです。
心無いことを言う人もいるかと思いますが、圧倒的少数です！
皆さんの負担が少しでも早く減るように、これからも感染予防
に努めますね。　　　　　　　                                

人生の始まりから終わりまで。命を守ることに携わる皆さまに
最大級の経緯と感謝を表します。いつも何も知らずにただ目の
前に日々をこうして過ごしていられるのも、皆さまがいるから。
ありがとうと言える機会があってよかった。どうか皆さまご自
身のお体も大事になさってください。                                                      
                                                                                        

【ありがとうという気持ちを花束にして】
新型コロナウイルス感染症の蔓延により、2020 年は誰もが予
想しなかった年になりました。仕事、イベント、会食、帰省、旅行、
何もかも自粛が続く 1 年です。緊急事態宣言が解かれたあとも、
外出時にはマスクをつけて、恐る恐る、感染を避けるように暮
らしています。
そんな中、医療・介護にあたる皆さんには本当に感謝していま
す。最前線で働く皆さんのおかげで、安心して過ごすことがで
きていると言っても過言ではありません。ありがとうございま
す！感謝をこめて。                                                                

いつも命がけで我々のことを見守ってくださりありがとうござ
います。皆さまが、日々最前線でご対応いただいているおかげ
で、安心に暮らせております。ほんとうに感謝しかありません。
くれぐれも皆さまご自身のお身体が何事も無いことを切に願
い、私自身も感染者を増やさないためにマスク着用・手洗い・
うがいをし、密を避けての生活スタイルを続けさせていただき
ます。

オンラインフォームに寄せられた感謝と応援のメッセージ
会場では感謝と応援のメッセージを募集し、166件のメッセージをお預かりしました。
このような状況下にあって地域の安定的な医療・介護体制を支え続けてくださっている方々へお届けいたします。

防災体験プログラムやマーケット、キッチンカー、情報・体験ブースなどを広々とした屋外空間に配置。感染防止対策を行いながら、交流を楽しめるようにしました

光るブレスレットも感謝を表現するアイテムとして多くの方につけていただきました

感謝と応援のメッセージ　　１



本当に本当にありがとうございます☺
まだまだ大変な状況ですが、お互い頑張りましょう

本当にありがとうございます。

明日もよろしくお願いします。いつもありがとうございます　

みんなの為に頑張ってくれてありがとうございます！　感謝し
ております…                                                                                         

医療の最前線での活動感謝しています。

コロナ対応お疲れ様です。頑張ってください　            

本当にありがとうございます！戦いはまだ続きます。お身体に
は充分ご自愛ください。

介護職の皆様、ありがとうございます。皆様が頑張って下さっ
ているおかけで高齢者の方々は安心出来ていると思います。自
分自身が自粛した生活を送らなくてはならずストレスもたまる
かと思います｡生活の中での小さな喜びを見つけてこれからも
よろしくお願いいたします。感謝です。

皆さんのおかげで安心して暮らしております。ありがとうござ
います。これ以上、皆さんの負担を増やさないように、予防を
引き続き心がけてまいります

医療従事者の皆さんは、怖いだろうし大変だろうしと思いなが
ら、毎日お世話にならないよう気をつけてます。
とにかく頑張ってくださいとしか言えませんが、ファイトで
す！　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   

幻想的でおだやかなきもちになりました！
ありがとうございます                                    　　　　                   

新型コロナで医療従事者は、大変忙しく、また怖さも感じてい
ると思います。いつもありがとうございます。　　　　　  

今分かっていることから、今必要とされ、出来ることを確実に
やって頂き、ありがとうございます。                                     

人の命を預かること。この過酷な環境の中、続けて下さってい
る皆さん。心からありがとうございます。何もできないわたし
ですが、感染させないしないない努力続けます。そして祈りま
す。

日々お仕事お疲れさまです。皆様の存在による安心感によって、
我々も区内の中小企業の皆様を支援する業務に日々全力で取り
組むことができています。一日も早くコロナを克服できる日が
来て、皆様もこれまでの日常に戻れることを切に願っています。
本当にありがとう！！                                                             

Light it Blue の青い光が、毎日気を張って頑張って下さってい
る医療・介護の最前線で働くみなさまの束の間の癒しになりま
すように。                                                                                      

コロナ禍で大変なんだろうけど、いつも皆さんのおかげで安心
した暮らしが出来ています。本当に、本当に感謝しかないです。
コロナ禍が終わったら医療従事者の皆さんが笑顔になれますよ
うに。

ウィルス感染の 1 日も早い収束を祈るとともに、日々、最前線
で尽力してくださっている医療従事者の方々に感謝します。ま
た、医療、介護をはじめ、休むことなく働く方々が、少しでも
休息がとれますように。

ありがとうございます。
医療を支えてくださっているおかげで安心して暮らすことがで
きます。                                                                                                

いつも頑張って働いてくださり、心から感謝しております。

いつもありがとうございます。みなさまが、誰もが、心が休ま
るときを過ごせるよう願っています。

医療、介護現場が大変苦労されていると報道でありますが実際
には更に大変な労働支援を行われていると思います。地域のた
めに身を削り貢献されている様子に感服致します。本当にあり
がとうございます。 

見えないウイルスに対して最前線で戦い続けてくださっている
こと、気を抜くと攻め込まれてしまう緊張を常に感じられてい
ること…改めてご負担の大きさに思いをいたしています。どう
ぞご自身もご家族も、ゆっくりリフレッシュできるお時間を持
たれてくださいますよう、お祈りします。ほんとうにありがと
うございます！                                                                                    

医療介護の最前線にいらっしゃる皆さま、日々のご尽力に心よ
り感謝いたします。毎日最前線でご自身の感染リスクもある中、
不眠不休での治療、看護、私たちの想像をはるかに超える毎日
だと思います。どうかお身体お大事にしてください。
感染が 1 日も早く終息する日を心より願っています。

誰にも代えられない、その職種ということで、今まで以上にお
仕事が過酷になっていると思います。
私の娘も、グループホームの指導員で、感染が心配でも、施設
にいる方々はどこにも帰るところがありません。
感染が目に見えず、ウィルスの恐怖に怯える際、その場で仕事
を続けなければいけない医療現場では、なおさらでしょう。
そんな皆様には、感謝の言葉しかありません。
皆ができないことを引き受けていただいていてありがとう。大
事な方に会えずに頑張ってくれてありがとう。
ありがとう。ありがとう。何度言っても足りません。
ありがとうございます。　　　　　　　　　　               

コロナ禍のみに関わらず、いつも本当にありがとうございます。
医療や介護に向かう気持ちは様々かと思いますが、向き合って
くださっていることが本当にありがたいです。
皆さんの健康とこれからの幸せを心から祈っています。

へんな人ですが、病院が好きです。医師、看護師、検査技師、
医療スタッフの皆さまに包み込まれているような安心感を持っ
ています。先の見えない状況の中、心をすり減らしていません
か？たまにリフレッシュして体をお休めください。いつもあり
がとうございます。感謝しています。                                                                                                              

本当に大変な状況ですが、お身体に気をつけてお仕事続けてく
ださい。
娘も今看護科に通っています。                                             

毎日おつかれさま＆ありがとうございます。
ご自身の体調にも気をつけてください。
もし週末にお時間がありましたら、多摩川界隈の公園でシャボ
ン玉を飛ばしておりますので癒されにいらしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=3kk2-yCwNBg&t=6s                                                                            
                                                                                          

いつも本当にありがとうございます。
どうかご自身をたいせつに。

がんばってください！

大変なお仕事を、いつもありがとうございます！

皆様のお仕事に心から尊敬と感謝をしています。皆様がいらっ
しゃらなければ私たちは安心してくらせません。ありがとうご
ざいます                                                                                          皆様がいるから安心して生活できます。大変だとは思いますが

頑張ってください。

医療関係の方々は、日々大変な思いをされている事と思います。
本当に有り難うございます！少しでも気が落ち着ける日が 1 日
も早く来ます様に                                                                                

医療従事者のみなさま
私たちの生活、そして命をいつも守ってくださっていることに
心から感謝致しています。みなさまもどうかお体大切にされて
下さい。

大変な状況のなかだとは思いますが、心より感謝申し上げます。

病院のみなさん、いつもみんなの健康を守ってくれてありがと
うございます。                                                                                       

どれほど大変なのか、TV のニュースで知るくらいしかできま
せんが、医療従事者の皆様に心から感謝しています！

最前線を担う皆様に感謝を込めて。1 日も早く平穏な日々が戻
りますように。                                                                             

出退屈勤時によくみなさまとすれ違います。プライベートでは
リラックスできますように。

困難な状況のなか、命と向き合いながら闘ってくださっている
こと、心から感謝しています。そんな医療従事者、介護従事者
の皆さまに多くの幸せがもたらされますようにと祈っています。                                                                                                            

世田谷区ではありませんが、母が今まで通りデイサービスを受
けることができております。
医療、介護に関わる皆様のご尽力には感謝の思いしかありませ
ん。
どうか、お体ご自愛くださいませ。                                      

あなたががんばっているから私もがんばれる
あなたが笑顔だから私も笑顔になれる                          

コロナ禍に限らず、これまで日夜ご尽力されている医療・介護
関係の全て皆様に感謝申し上げます。
体力的にも精神的にも大変な業務ですが、皆さんの支えで地域
が守られています。

ウイルスの鎮静を願うみんなにとって、その最前線でご対応し
ている皆さんには本当にお世話になっているし感謝していま
す。私たちもそれぞれが頑張れることをやらねばならないと肝
に命じて、一緒にその期待を実現しましょう！

ありがとうございます！みなさまのご尽力をこれからもずっと
忘れずにいます。                                                             

いつもありがとうございます！皆さんもお体に気をつけて頑
張ってくださいね！☺　　　　　　　　　　                     

いつもご尽力、ありがとうございます！くれぐれもご自身のお
体もお大事になさって下さい。

医療、介護で働く皆様へ。いつもありがとうございます。感染
の可能性にさらされながら、家庭でも気遣って過ごしておられ
ることと思います。大変な中ですが、お身体には気をつけて、
これからも無理なく頑張ってください！

多摩川沿いでランニングしています。日々趣味を楽しめること
を当たり前だと思わずに、大事に生活をしていきたいです。医
療・介護従事者の皆様の努力のおかげで、このような状況下で
も落ち着いて生活できていると感じています。本当にありがと
うございます。

新型コロナウイルスの流行が長期に渡って続き、なかなか収束
の見通しが立たない中、医療・介護現場で懸命に取り組んでく
ださり、本当にありがとうございます。
みなさんの存在により、多くの人々の生活が支えられていると
思います。心より感謝申し上げます。
今後も引き続き応援しています。                                         

医療、介護従事者の方々、コロナに負けず尽力して下さり、あ
りがとうございます！そしてコロナにかかった人達への偏見や
差別はとても悲しい事です。
これからもまずはご自身を守りながら頑張って下さい！

外に出るのもためらわれていた頃と比べるとコロナ騒ぎの前の
状態に戻りつつあるような気がして、だいぶ落ち着いたように
見えますが、まだまだそんなことはありません。世界中の人々
がこんな状況下でも他人を思いやり、自分も大切にして感染予
防に努められるような世の中になること、またそんな世の中で
あり続けられることを心から願います。そして今、感染者数が
ある程度抑えられているのは医療従事者の方々、介護者の方々
のおかげです。その現場に立っていない自分にはその方々にな
んと言葉を伝えればいいのか正直わかりません。けれど、感謝
の気持ちはいつでも忘れません。本当にありがとうございます。

日々市民の健康を思い、仕事をしてくださっている皆さん！
医療や介護に従事していらっしゃる皆さんに深く感謝していま
す。
そしてより以上の負担をおかけしないためにも、
私たちは、自分自身の衛生環境や健康維持の努力を、なお一層
つとめなければと痛感いたしました。

安心な日々に感謝。
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毎日ありがとうございます。大変なお仕事ですが、お体に気を
付けて下さい。心から応援しています。

やさしさあれ

ライトアップ観て応援しています！

医療・福祉のみなさんありがとう。早くコロナの不安感が収束
することを祈っています。

いつも本当にありがとうございます

がんばってね

本当にありがとうございます！みんなで頑張りましょう

皆さんがいるから日常生活が送れています。いつも感謝を忘れ
ません。緊張感の中でのお仕事、ご苦労も多いと思います。早
くコロナが終息し、皆さんがほっとできる日が来ることを祈っ
ています。

医療従事者のみなさま、介護従事者のみなさま
大変な情勢の中、最前線でご対応をいただいており、本当にあ
りがとうございます。
どうかご自身の健康にご自愛ください。

医療従事者の皆さまのご尽力に心より感謝致します！一日も早
くウイルスに翻弄されない日常が戻りますように。

世界中の皆さんが健やかで幸せでありますように。

日本の死者数が少ないのはあなた達のおかげです。ありがとう
ございます。

私たちの生活を守ってくれて本当に有り難うございます‼感謝し
かありません‼

最前線で働いて下さっている方々に日々感謝しております。コ
ロナが１日も早く収束し、平穏な日々が戻ってくるようにお祈
りしております。

国難と言われる状況の中、最前線で日本や世界を守り続けてく
ださってありがとうございます。みなさまのご家族にも最大の
敬意を表したいと思います。

日本のみんなは、介護医療に携わる方々の努力で支えられてい
ます。日本の介護と医療の質の高さがきっとコロナに打ち勝つ
と信じています。
今までもありがとう、これからもありがとう！

Thank you always!!!!                                                                     

おつかれさまです。
いつも本当にありがとうございます。
私たち住民は、感染拡大防止に気をつけて日々行動します。
無理はしないでくださいね。                                                  

ウィルスへの感染の恐れがありながらも日々、闘って下さって
いる医療従事者の方々には頭が下がります。
せめて我々は感染を広げない努力をして、これ以上の負担をか
けないようにします。
1 日でも早くウィルスの鎮静を願います。

ありがとうございます。Thank you for the time and work you 
have put into helping others during this crazy time.                 

いつもお疲れ様です。応援してるので頑張ってください。

いつも皆の為に全力を尽くして下さってありがとうございま
す！呉々もお身体にお気をつけて頑張って下さい！

医療、介護の最前線で働いて下さっている方々へ。
私には到底理解できないほどの大変な中、自らを犠牲にして
戦って下さっていること本当に感謝しております。
どうかこのコロナが、早く終息しますように。

父親が医者なので医療現場の厳しさをよく耳にしています。こ
れまでよりも負担が大きくなり、精神的に追い詰められること
もあるかと思います。そのような時は無理をせず時には気分転
換をしたり他の人に悩み事を話すなど、どうか自分のからだを
第一にしてください。

医療及び介護従事者の皆さま
日々、命の現場で身体を張って私たちの健康のために仕えてく
ださりありがとうございます。日々の生活でコロナから守られ
ることは勿論、経済的な守りから、心の平安まですべて守られ
ますようお祈りします。
皆さんご一緒に本当の笑顔が戻るまで、共に頑張って行きま
しょう。                                                                                      

何ヶ月もの長期間にわたって心休まる暇もなく献身的に働いて
くださっている皆さまに心より御礼申し上げます。
どうか休める時にはしっかりと休息して、ご自身やご家族も大
切になさってください。私たちも自分に出来ること、三密を避
けて感染を広げないよう気をつけて生活をします。
これからもどうぞよろしくお願い致します。

私の娘も横浜で看護師をしていますが、勤務する総合病院でク
ラスターが発生し娘も濃厚接触者としてＰＣＲ検査を受けまし
た（無事陰性でしたが）。
私の勤める会社の基準でいえば、濃厚接触者になった時点で陰
性判定が出るまで自宅待機ですが、娘たちは濃厚接触者が休む
と病院業務が止まってしまうので無症状者は厳重消毒の上、通
常勤務を陰性判定が出るまでの間も続けていました。
夫や周囲に伝染す不安を抱え、仕事場と家以外の一切の移動を
避け、病院周辺ではすれ違う人にも避けられ睨まれ、陰性だっ
たといっても今日もクラスターの職場に出勤しています。
志を持って看護師の道を選んだ娘ですので、なんとかこの危機
を強い心で無事に乗り越えてほしいと、親としては祈るばかり
です。
二子玉川地域のエッセンシャルワーカーの皆様も、様々なリス
クや葛藤を抱えながら日々勤務されていることと思います。
皆さんの頑張りがあって地域社会が回っていることを痛感して
います。
心からの感謝とエールを申し上げます。

未知のウイルスに向かって最前線で戦い私たちを救って
くださる皆さまの健闘に感謝いたします。疲れが相当溜
まっていると思いますのでご自愛ください

本当にありがとうございます ! 感謝しています‼
二子玉川の大空にブルーインパルスを飛ばせたい気持ちです‼

ほんとうにお疲れさま！   ほんとうにありがとう！

お体に気をつけてください。

コロナがおさまりますように

皆さんのおかげで日本は他の国に比べて感染者を抑えることが
でき、私は感染することなく毎日過ごせていると思います。本
当にありがとうございます。                                                   

医療関係者のみなさんやフロントラインで働いてるみなさんの
おかげで僕たちは普段に限りなく近い生活を出来ています。感
謝してもしきれません！まだまだ大変な時期が続きますが、一
緒にこの困難を乗り越えましょう。                                                

医療従事者の皆様へ　貴方達の働きで社会が支えられています
少しでもより良い環境で働けますように、自分達も支援して行
きます
これからもお願いします                                                      

青いライトアップ、綺麗でした。医療従事者の方々に届きます
ように。少しでも癒しの時間がもてることを願っています。                                                                              
                                                                                                              

日々の疲弊の中盾となって闘っていただいてありがとうござい
ます！
チームで乗り切りましょう！！                                                   

ご自身の安全が保証されていないにも関わらず、治療に全身全霊
をかけてくださり、本当にありがとうございます。健康であり続
けますことを心よりお祈り申し上げます。

安心して過ごせるのは皆様のおかげです！本当にありがとうご
ざいます。                                                                                             

最前線で頑張ってくれている方達に感謝します !

危険な環境のなか、不安と闘いながら私たちの命を守ってくだ
さりありがとうございます。どうか皆様もご自身を大切にして
ください。                                                                                                

経験したことのない不安やの中、たくさんのものを犠牲にして
お勤めいただいているみなさんに感謝いたします。ただただあ
りがとうございます。早く終息の道が見えますように。   

日々コロナ感染の恐怖と戦いながら職務を全うしてくださる医
療従事者、介護従事者の皆様に心からの敬意と感謝をこめて…
ありがとうございます。

Thank you:):):)

お疲れ様です。ありがとうございます。美味しいものたくさん
食べて頑張ってください！☺

いつも私たちの生活を支えてくれてありがとうございます！あ
なた達がいるから、私たちは今日も健康に生きていけてます！
本当にありがとうございます！

ありがとうございます！

いつもみんなのためにありがとうございます！！                   

いつもお仕事ご苦労様です！
皆さんがいてくださるので、私たちは安心して生活することが
できます！
本当にいつもありがとうございます！
大変でしょうが、これからも頑張って下さい、応援してます！                                                                                                              

医療、介護の最前線にあたっている方々、いつも本当にありが
とうございます！みなさんがいるからこそ、不自由なく生活で
きている人が大勢います。また、その分お体にも十分気をつけ
てください、これからも頑張ってください！！                            

世界中の人達が困り果てているコロナに、立ち向かい、寄り添っ
てくださる医療関係者の方々がいらっしゃるおかげで助けられ
た人達が大勢います。
本当に本当に感謝の言葉しか有りません。お身体にお気を付け
てくださいませ。                                                                          

新型コロナウイルス感染拡大に対して、医療・介護従事者の皆
様におかれては、感染リスクもある中で、日々職務に全力を尽
くされていると伺っております。
区内産業の振興を担う私たち世田谷区産業振興公社も区内事業
者の運営等を支援させていただいておりますが、これら多くの
事業者の区民生活を支える事業が円滑に運営できるのも、皆様
方の日夜にたがわぬご努力があってのことと思います。
本当にありがとうございます。
お身体にお気をつけられ、今後ともご活躍されるよう、お祈り
いたします。

公益財団法人世田谷区産業振興公社職員一同

昼夜とわず切れ間なく、医療や介護の現場を守ってくださって
いることに、改めて感謝申し上げます。事務の方、清掃の方、
警備の方、調理の方も…きっときっとたくさんの方々がチーム
となって支えてくださっているのですよね。
どうかお疲れがたまりませんように、
ときどきはゆっくりリフレッシュタイムをお持ちになれますよ
うにと願っています。2020 年のできごとと感謝の気持ちはこ
れからもずっと忘れません。ほんとうにありがとうございます。                                                             
                                                                                                                

大変な状況の中、お仕事ありがとうございます。お身体に気を
つけて、頑張ってください。

なかなかお礼をする機会がなくおりましたが、今回はじめての
経験です。ハイリスクな皆様の努力に心から感謝もうしあげま
す。                                                                                                   

以前のように気軽に人と触れ合える世の中になりますように。
また医療従事者の皆さまに日頃の感謝を込めてお祈りします。
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愛してる

本当にありがとうございます。私達の日々の生活は、医療従事
者の方々なくしては成り立っていません。ありがとう！      

みんなのために非常事態の中ご尽力いただきありがとうござい
ます！ウイルス拡大に繋がらないよう慎重に行動しつつ、一緒
に二子玉川を盛り上げていきます！

エッセンシャルワーカーの皆さんありがとうございます！

おうえんしてます♡☺♡

地域の医療を支えてくださり有難うございます。みなさんがい
るおかげで安心して日常生活が送れます。

皆さんのお力で、支えていただき本当に感謝しています。ご家
族のサポートにも有り難いと感じています♡　　　　　    

医療や介護のお仕事をする方々が無理しなくて良いようなシス
テム作りができるよう頑張りたいです。本当に大変な状況かと
思いますが、体を壊されることがないのを祈っています。

医療従事者の方々大変な中支えて下さりありがとうございま
す。
私達もかからないこと、うつさないことが出来ることと信じも
う少し頑張ります。                                                　　　　　　

早く新型コロナウイルスの流行が治まりますように。予防をが
んばります。

日本人は皆様に助けられています。ありがとうございます。頑
張ってください！

みなさまの存在が不安に光を差し込んでくださいました。いつ
もずっと感謝しています。みなさまが疲れすぎないか心配する
ばかりですが、感染予防を周りにも呼びかけながら、早い収束
を祈っております。

頑張れ諦めるな頑張れ！

心より感謝申し上げます                                                      

身を危険にさらしながら最前線でのお仕事ありがとうございま
す。日本には丁寧で高度な医療があると考えるだけでも安心材
料になります。皆様もお大事になさって下さい。                     

世界が揺らぐ大禍の中、その最前線で尽力して下さっている医
療従事者の方および、日常を維持すべく戦う全ての方に、感謝
と敬意を表明いたします。

thank you for your kindness for all essential workers!!

いつも有り難う御座います！最前線の方々のご尽力に感謝しま
す。                                                                                      

いつも私たちの安全のために、ありがとうございます！私たち
は自分の事でいっぱいなのに、本当にすごいなぁと思います。
応援しています！頑張ってください！

いつもありがとうございます！　おつかれさまです。

いつも皆さんのおかげで健やかに過ごせています。長らくの間、
普段以上に大変だと思いますが、どうかご自分のお身体も大切
にしていただければと思います。丁寧で高度な医療の提供をあ
りがとうございます！         　　　　　　　　　　　　　

医療 . 介護の最前線にあたる方々ありがとうございます。体に
気をつけてください。そして、せかいの皆様が普通に笑顔で過
ごせますように…。                                  　　　　　　　　

医療・介護にあたる方へ
とてもとても感謝しています。みなさまのがんばりのおかげで、
世の中が回っています。
医療・介護施設の経営者の方へ
最前線で働く方に、給与面で報いてあげてください。経営もた
いへんだと思いますが、大きなリスク下で働く人が少しでも報
われるようお祈り申し上げます。　　　　　　　　　　　 

今回のコロナ禍を通じて、自分の暮らしが最前線で働くエッセ
ンシャルワーカーの皆さまに支えられていることを実感しまし
た。
世界は繋がっていて、支え合わなければ生きていけないこと、
でも支え合うことが、力や勇気になることも、同時に知りまし
た。
最前線で奮闘して下さっている皆さんのおかげで、日々の暮ら
しをつないでいけることを、世界中が実感した半年間だったと
思います。
コロナ禍はまだまだ終わりが見えませんが、どうぞ何よりもご
自身の命と幸せを大切に、日々を過ごして下さいますように。
医療従事者の皆さんは勿論、沢山のエッセンシャルワーカー、
フロントワーカーの皆さまに御礼を込めて。

未だワクチンも治療法もないコロナウイルスの感染者が出続け
る先の見えない状況の中、医療の現場で奮闘する医療従事者は
厳しい状況にいること、深くお察し申し上げます。私は大学生
ですが、現在キャンパスに通うことは出来ていません。去年ま
での日常は奪われ、制限の多い日々になりましたが、ひとりひ
とりの我慢がコロナウイルスの感染を止め、日常を取り戻せる
ことを祈っています。経済も回らず皆が苦しくて、他の人に手
を差し伸べる余裕がなくなってしまっているのが現状で心苦し
いです。今なんの力もない私たちが出来ることは、医療従事者
の方に感謝を伝えることではないかと思っています。私たちの
言葉が、少しでも心を軽くする言葉となるように期待を込めて
送ります。有難うございます。

ブルーの兵庫島
あの日、いつも見慣れた兵庫島が、まったく違った表情を見せ
ているのに感動しました。
今回のコロナ禍も、同じように私たちの暮らしを、まったく違
う表情で見せてくれました。
医療、介護に従事なさっている皆さんに、感謝しつつ、同時に
私たちは、いままでと違う、安全や健康に対する新しい暮らし
の意識を学ぶことができたのかと、改めて考えました。

全ての入院患者さんのミカタ、看護師さんに感謝します！ 

二子玉川ライズ  ガレリア

二子玉川ライズ  リボンストリート  ステップビジョン

玉川髙島屋S・C  サイネージ

二子玉川駅構内には、駅の利用者をはじめ、二子玉川乗務区、世田谷区
玉川総合支所ほか、地域の在勤者から寄せられた約400枚のメッセージ
カードで、花火の絵が描かれました。 

  お客様にご案内をいたします　　　　　　　　　　　　

  二子玉川駅到着前、進行方向左側に、青のライトアップが

  実施をされております 　

  医療関係者に感謝の意を表し、ひとりひとりが感染予防

  対策に努めましょう　　　　　

二子玉川の産官学民による感謝と応援
まちなかでも、Futako Tamagawa Light It Blue Park開催に合わせて、
商業施設のライトアップやデジタルサイネージで青の光のコラボレー
ションを展開しました。   .

河川敷という公共空間を使うイベントには、関係行政機関との協働は不可欠です。コロナ禍という困難な条件下での開催にも各セクターからの応援を
いただけたのは、地域のまちづくり団体として、たいへんありがたいことでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
これまでのような集客を呼びかける告知が難しく、中止もあり得るような状況でしたが、イベントの趣旨に賛同し、協賛・協力くださった団体・企業・
大学の方々とともに、二子玉川に新しい風景をつくることができました。そして、オンラインや手書きカードでメッセージを寄せてくださった在住・在勤の
みなさま、会場だけでなく街のあちらこちらから青の光を見てくださったみなさまに、改めまして御礼申し上げます。　　　　　　　　　　　　　
医療・介護の最前線にあたる方々へ、また、さまざまな場面で暮らしを支え続けてきてくれたたくさんの方々へ、感謝と応援の気持ちを忘れずに、
これからの新しい日常へ、地域のまちづくり団体として活動を続けていきたいと思います。本当にありがとうございました。　　　　　　　　　　　

またライトアップの時間帯に合わせて、東急田園都市線で車内放送を
していただきました。

６　　感謝と応援のメッセージ


