
フードバンク仙台 2020 年に寄せられた“ありがとうメッセージ”

NO 皆さまから寄せられたお礼のメッセージ

1
ありがとうございます。シングル 3 人育てます。コロナで収入が減り米も底ついていた所ニュースで見ま

した。半信半疑でしたがとても助かる物ばかり入っていて。気持ちが救われました。

2
今回は食料を支援して頂き有難うございました。このような活動はなかなかできるものではありません。

困っている人の為にこれからも頑張って下さい。

3 帰宅して確認しました。子供達も喜んでいます、本当助かります。ありがとうございました。

4

こんばんは、今日食べ物が届きました。2 人でワクワクしながら 1 つずつ出して歓喜してしまいました。

更に娘の大好きなお菓子が入っていて娘は大喜びでした。お母さん今日これ食べよう！このお菓子食べて

もいい？？とはしゃいでいました。仕事もなく学校も始まらず、給付も入らず泣きたい日々ですが、この

ように支援をして頂き本当に有難いです。早速今日の夜ご飯は丸美屋の釜飯を 2 人でわけてタニタのお味

噌汁を頂きました。本当に有難うございました。

5

なんと言葉にしたらいいでしょう…。「助かりました」その一言に尽きます。まさかこんなにすぐに届く

とは思っていませんでした。今日、明日をどうやって食べようかと悩む毎日でしたので迅速な対応に感謝

致します。まだ 2 歳にならない娘と 2 人で目をキラキラさせながら開封しました。私たちのように困って

いる人に、1 人でも多くこの情報が行き届き、命を繋ぐことが出来たらと思います。

6

食べる物が無くなりそうな時に、テレビを見て申請させてもらいました。次の日には連絡があり、２日後

には配達もして頂きました。うちには、まだ 5 歳の娘もいて、どうしたら良いか分からず悩んでいたの

で、大変助かりました。感謝の気持ちでいっぱいです。これからも、私達の様な人達を助ける活動を、続

けて頂きたいです。

7
とても対応が早く、届けて頂いた食材も多く、本当に助かりました。特にお米は大助かりです。ありがと

うございました。感謝しかありません。

8

お願いして 2 日で配達していただけました。早い。不在にも関わらずたくさんの食べ物を置いて行ってく

れました。本当に感謝です。食べ物も、バランスよく入っていて、とても助かります。子供たちも喜んで

いました。本当にありがとうございました。私も誰かの役に立てるようなことがしたくなりました！！

9
先日、沢山の支援をしていただき感謝しております。配達して下さった方もとても親切で優しい方だった

と子供が話してました。ありがとうございました。

10

フードバンク仙台様 この度は食料品を頂戴いたしましてありがとうございました。暑い中、沢山のお品を

自宅まで運んで頂いたのかと思いますとただただ感謝の気持ちでいっぱいです。食べ盛りの息子たちも大

変喜んでおります。ありがとうございました。

11

ニュースで取り上げられていて、すぐに調べました。問い合わせの翌日には返信が来て、早々にに手配し

て頂きました。段ボールいっぱいの支援には、バランスよく食料が入っていてビックリしすぎるくらいで

したが、とても有り難かったです。代表の小椋さんにはメールのやりとりでも分かるくらい、親身になっ

て頂きました。ありがとうございました★

12

5 人の子を育てるシングルマザーです。コロナで子の保育のため減収となってしまい今日初めてお世話に

なりましたが、迅速に対応頂きました。自宅まで食材を届けて頂き小さな子を持つ親として大変助かりま

した。

13
早く日常に戻り、子どもに、きちんと食べさせてあげたいです！給付金も早くて出て欲しい！ このような

フードバンクが出来た事がとても嬉しいです！ ありがとうございます。

14
ずっと学校が休校で食費がかなりかかっていましたので、たくさんの食料をいただけて大変助かりまし

た。

15

SNS でフードバンクの存在を知り、今回初めて利用しました。以前から生活が苦しく悩んでおり今回のコ

ロナでとてもじゃないくらい落ち込みました。主人の仕事は少しずつ回復はしているものの、まだまだし

んどいですが頑張ります！今回届いた日が、恥ずかしながら夜ご飯のメニューも何にしようか悩んでいた

ほど冷蔵庫が空になっていた日で……2 歳の息子に何を食べさせたらいいか頭を抱えていた所、お電話を
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頂きました。本当に助かりました。久しぶりのジュースとお菓子に大変喜んでいます。この子の笑顔のた

めに頑張っていきたいです。保育園が早く決まり仕事が出来るようになったら寄付側にいつかまわりたい

です。たくさんの支援に感謝致します。

16

今のコロナの状況で、収入はほぼゼロになり、食費･生活費を賄うのが厳しくなっていたので、この食料配

達には感謝の気持ちでいっぱいです…！ 一緒にマスクとメッセージも添えられており心が温まったのと、

人との繋がりの大切さを感じました。本当にありがとうございました！

17
今回支援を利用させていただきました。冷蔵庫にほとんど食材もない状況だった為、1 週間分の食料とて

もありがたく、助かりました。偶然でしたがこの支援に出会えて良かったです。

18
失業中で困っていたところこちらの団体の活動を知りました。本当に助かります。ありがとうございま

す。

19

昨日食糧支援を受けました者です。 ありがとう御座いました。 本日、保護開始決定通知書が届きまし

た。 安心致しました。 緊急のお願いに応えて頂きまして、重ねて御礼申し上げます。 スタッフ皆様のご

健勝を祈念致しております。

20
今回初めてフードバンク仙台さんを利用させていただきました支援のお陰でとても助かりました。皆さん

に救われてる方も多いと思いますのでこれからもお体に気を付けて頑張ってください。

21

母子家庭世帯です。コロナで大学生たちも、家にいる中、食料支援、本当に助かりました。子供のアルバ

イトも、なくなり、困っていた時でした。私も、コロナの影響で勤務体制も、変わり体調崩していた中で

した。今回は、本当に助かりました、ありがとうございました。

22

先日は、お届けに来てくださりありがとうございました。たくさんの食料品をいただき…大変助かりま

す。 そのおかげで、子どもには久しぶりに具ありおにぎりを作ることができました。本当にありがとうご

ざいました。

23 コロナの影響でバイトができなく、食費に困っていたので大変助かりました！

24
４月から仕事もなくなり、体調も悪く医療費も高額になっております。このような状況で食料届けて頂

き、とても助かっております。配送等大変でしょうが､頑張って下さい。

25

この度はありがとうございました。これまで通りの生活がなかなか出来ないため、気分が沈んでしまいそ

うになっておりましたが、皆様の温かい活動のおかげで頑張ろうと思うことができました。大変な時期が

続きますが、お身体に気をつけて活動なさってください。応援しています。

26 食料には困っていたのですごく助かりました。種類もとても多くて想像以上の中身で感謝してます！

27

こんにちは‼ 私は留学生です。今年 19 歳です。 出身ベトナムです。日本に来たばかりです。今私はの状

況はコロナの影響なのでアルバイト全然ありません。ですから、収入がゼロでした。本当にこまっていた

んですけれど、ある日知り合いから私はの状況を見てフードバンク仙台を紹介してもらいました。申し込

んだらあのフードバンクはいっぱい物を持ってきて嬉しかったです。助けてくださったんですから、誠に

心からありがとうございます。感謝します。

28
友達から教えてもらい利用しました！発送が早く、ダンボールいっぱいの食材は一人暮らしの私にとって

とても大事な食料です！ありがとうございます！本当に助かりました！美味しくいただきます！

29
とても助かりました！コロナのせいでバイトが少なくなって、今生活費が少し心配しました。この時フー

ドバンクからの応援は負担を減少しました！どうもありがとうございました

30

今回フードバンク様からの食糧支援を受けて本当に助かりました。いまだ予断の許さない状況が続いてい

ますが、このような支援をしてくださる団体があるということが大きな支えになっています。ありがとう

ございます。

31 苦労して素晴らしいサポートを受けました。 どうもありがとうございました

32
今回は二度目のご支援ありがとうございました!お陰様で緊急小口資金の貸付の入金も決まり生活のメドが

立ちホッとしている所です。お忙しい中迅速にご対応下さりありがとうございました!

33 大変助かっております。これからも頑張って下さい。応援してます。
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34

コロナの影響もあり、バイトによる収入が無くなったり、親の収入が減ったりしました。そのため、生活

費が無く困っている状況でした。それなので、今回の支援をいただき食糧を貰えたのはとても助かりまし

た。ありがとうございます。

35
生活費を自分で稼いで生活しているなか、アルバイト先が休業になり、とても困っていました。食費を削

っていたのでとても助かりました。ありがとうございました！

36
今回もたくさんの食糧とメッセージ付きのマスクをくださりありがとうございます！！アルバイトが出来

ていない私にとっては本当にありがたいです！

37 どれも食べやすいものでとてもありがたかったです。また活用させていただきます。

38
これだけの食料だけで心の救いです。本当に感謝しています。フードバンク関係者の皆様本当にありがと

うございました

39
バイトがなくなり生活が困窮していたところにこのような支援をして下さりほんとに感謝しています。こ

だわりのあるジュースを飲むのが楽しみです！

40
一人暮らしで仕送りもなく、アルバイト収入も激減していたため、フードバンクさんの支援は感謝しても

仕切れないです。食糧だけでなく温かいメッセージまで本当にありがとうございます。

41

お世話です。昨日、わざわざ配達して届けて頂きたいへん助かりました(涙)体調もよくなかったので．感

謝します。大切に食糧頂いていますスタッフ様、ご寄付して頂いている方皆様に感謝致します。ありがと

うございます。

42
この度はご支援ありがとうございました。たくさんの食材、ジュースとお米、とっても助かります。また

大変な時、利用できたら子供たちも喜びます。ありがとうございました。

43
沢山食料を届けていただき大変助かりました。本当にありがとうございます。また、手書きのメッセージ

とマスクを見てとても心が温まりました。

44 フードバンクさんのおかげでお腹いっぱい食べられます！ありがとうございました！

45

このような支援企画？に参加させていただくのは今回が初めてだったのですが、予想外にたくさんの食料

とメッセージ付きのマスクを見てありがたいなぁという気持ちで溢れました。主食であるお米が入ってい

たり卵まであって、活動支援金の 300 円なんか優に超える食料でしたし、今回参加してみてほんとによ

かったなと感じました。アルバイト等もままならず、家賃などの固定支出で食費を削らなければいけない

この時期にこれだけの物が貰えるというのはとてもありがたかったです。本当に素晴らしい活動をされて

いるなと感じました、ありがとうございました。

46
学生支援で申し込みました。本日、帰宅しましたら、玄関前にたくさんの支援品があり、家族一同とても

喜んでいます。感謝します。

47
コロナの影響で 収入が減り大変な時に食料を 届けて頂き また 賞味期限の長い食料なので助かりま

した。

48

派遣社員として働いておりましたが、コロナウィルスにより突然、契約終了を言い渡されました｡シングル

マザーで小学生の子供を２人育てており、就職活動や衣食住の不安に潰されそうになりながら、日々生き

ておりました。そんな中でフードバンク仙台様からの食料支援を頂き、子供達にご飯を食べさせてあげら

れる事が出来ると思い、すごく救われました。 メッセージ入りのマスクに、娘も笑顔で喜んでおりまし

た。 頂いた食料は、大事に大事に頂きます。 本当に、ありがとうございました。

49

ありがとうございました。子供 3 人のシングルマザーです。我が家には、育ち盛り、食べ盛りの中学生男

子が二人おりますので、ホントに助かりました‼ ご提供頂いた方、箱詰めをし用意をして頂いた方、配送

頂いた方、皆様ありがとうございました。
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50

フードバンク仙台 様 先日は美味しいお米と食糧の数々を配達頂きありがとうございました。美味しく

頂いてます。わたくしは昨年末から色々なことが重なってしまった上今回コロナウィルス感染症の影響が

輪をかけてしまい生活困窮となり心が折れそうでした。その時フードバンク仙台に電話を入れさせてもら

いました。電話では忙しく対応している日々の中「本日にでも食糧お届けしますよ」と言ってくださり何

とか支援をしたいと言う気持ちで話しを聞いてくださいました。そしてすぐに食糧準備をしてくださいま

した。仙台市内にもこんなにあたたかく素晴らしい活動をしている団体があるんだなと始めて知った事で

した。感謝で一杯です。本当にありがとうございます。代表者様始めスタッフの方々これからもお身体に

は気をつけて活動されて下さい。わたくしは今はなんの協力もできませんが先々皆さんと同じ気持ちで協

力ができたらと思っています。

51

アルバイト なくなって 困っている 時 食料 本当に ありがとうこざいました。 外国人なのに

外国人ではないようにして くれて 気持ちが とても いい です。本当に ありがとうごさいました

フ-ドバンク仙台

52

私は病気の為 仕事をしておらず 障害年金で娘と暮らしてます。年金間近になるに連れて食料もなくな

り手持ち金なども殆どなくなってきてしまい光熱費などは毎月キチンと支払いなどが出来ず携帯などか停

まるのはしばしばで、唯一の手段が携帯電話しかないのでこれだけは停めない様にって思ってますが や

はり停まることもあります。光熱費の支払いが出来ない時は電話を掛けないとならないので必ずと言って

いいほど掛けてます。今月は特に厳しく食料品などが底をつき始めたので 何かないだろうかと探してい

た時に TV で流れていたフードバンクと言うものでした。これは地方のでしたが そー言えば宮城にもあ

ったような？とニュースで見たことを思い出しました。ただ 私の様な物が頼っていいんだろうか？と悩

みました。申し込みをしてからお電話などあるかと思ったのですが突然いらっしゃって驚きました。本当

に有難うございました。年金までは多分持たないかも知れませんが、1 週間以上は持つと思います。迅速

な対応に本当に感謝致します。

53

私自身の病気が落ちついて来て職連絡した当日に来てくださり本当にありがとうございました。１週間分

で思っていた以上の量でビックリしたのと感謝の気持ちでいっぱいです。配達してくださった時に他に困

っている事がないかまで気にしていただいてありがとうございます。すぐには、でてきませんでしたが困

った事があれば相談出来る場所があるのだと思うと心強いです。本当にありがとうございました！

54

この度は、食料を御提供頂きありがとうございました！昨日の深夜に申し込み、まさか今日届いているな

んてびっくりしました。区役所で、色んな手続きをして、ハローワークに行って、お腹すいていたので助

かりました！有難く頂きます。いつかわたしも困っている方に食べ物を提供出来るように、早く建て直し

たいと思います。本当にありがとうございました！

55
フードバンクから食べ物をもらいました。一番大切な物をもらってうれしかったです。そのためにありが

とうございました

56
体調を崩し、それでも家事や育児を続けなければならない状態ですが、フードバンクさんに支援して頂き

なんとか落ち着きつつあります。沢山の心温まる御支援ありがとうございます。

57

Thank you for your endless support. As the pandemic happens, it is hard for me to find a part

time job, so it also has affected my income. Having the food bank sendai is really helpful for me

as it helps me to fulfill my daily needs. Thank you so much! いつも応援よろしくお願いします。 パ

ンデミックが発生すると、アルバイトを見つけるのが難しくなり、収入にも影響を及ぼしました。 フード

バンク仙台を持つことは、私が日々のニーズを満たすのに役立つので、私にとって本当に役に立ちます。

どうもありがとうございます！

58

Thank you so much for all volunteers and members from Food bank Sendai! It was very

thankful that your big food support for our family フードバンク仙台のボランティア・会員の皆様、

本当にありがとうございました！ 私たちの家族のためのあなたの大きな食べ物のサポートにとても感謝し

ました

59 就活をしていて、相談員の方が教えてくださいました。母子家庭なので助かりました。
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60

暑い中、わざわざ食料品を届けて頂き大変ありがとうございました。コロナで収入も減り、育ち盛りの子

どももいる中たくさんの食糧を頂きほんとに助かりました。フードバンクの皆様も暑さとコロナで大変だ

と思いますがお身体を大事にして下さい。この度は本当にありがとうございました。

61

今回で、３回目の利用になります。 何度も利用させて頂くのは申し訳ない気持ちがあり、躊躇していた

所にフードバンク仙台様から「利用は、一度きりではございません。」メールを頂き、また利用させて頂

こうと言う気持ちになれました。 いつも本当に、ありがとうございます。

62 きよう食べ物もらいました。どうもありがとうございました

63

お世話になるのは３回めです。いつもありがとうございます。家は母子家庭で 私も精神病子供も精神病

と知的障害があり 仕事もなかなか 上手く働けず 本当に困っていた所に フードバンクさんを知りま

した。いつも色々な物を届けて頂き 子供も楽しみに しています。本当に感謝しかありません。暑い中

重い物を運んで来てくださり 大変だと思います。嫌な顔一つせず 笑顔で届けてくださるその姿には

頭が上がりません。本当にありがとうございます。まだ 暑い日が続くので ご自愛下さいませ。いつも

感謝しています。今日もありがとうございました。

64

この度、食糧支援を申し込ませていただきました。 我が家は母子家庭で女手一つで子育てをしています

が、コロナで仕事が休業になり収入が激減してしまいました。そんなとき藁にもすがる思いで申し込みさ

せていただいたところ、翌々日には食糧支援の手配をしてくださりました。その迅速なご対応に本当に頭

が下がる思いでした。届いたお品物に温かいメッセージまでつけていただき、感謝感激でした。このよう

な愛に溢れる支援をしてくださるフードバンク仙台のスタッフの皆様に心から感謝申し上げます。いつか

寄附できる側になり恩返しをしたいと思います。本当にありがとうございました。

65
この度は、支援ありがとうございました。持病が悪化して、働くことが出来なくて、医療費も、かなりか

さんでいたので、本当に助かりました。

66

この度は、食料品届けてくださり、ありがとうございました。持病が、なかなか治らず、仕事も出来ない

状況なので、本当に助かっております。お米助かります。子供たち、二人大学生なのですが、バイトがな

かなか、ないのと、体調崩してたりで、厳しい中にいました。本当にありがとうございます。

67

今日もお届けありがとうございました。前回も沢山の支援を頂き、大変有り難く食べさせていただきまし

た。前回は配送代をお渡し出来なく今回渡そうと思ってましたが、方針が変わったみたいで今回も無料で

支援してもらいとても感謝しております。手作りマスクもお洒落で使うのが勿体ないくらいです。感染問

題も落ち着く事のない様に感じますが沢山の食料とマスクで乗りきりたいと思います。

68

コロナウイルスの影響後、何度も利用させて頂いており、本当に救われております。2 人分の小学校の集

金も重荷になっている状況ですが、フードバンク仙台様のお陰で不自由なくお腹一杯ご飯を食べさせてあ

げられております。感謝してもしきれません。いつも本当に、ありがとうございます。

69

9 月 25 日(金)に申請し、本日 9 月 28 日(月)15 時半頃に受け取りました。正直いただけると思っていま

せんでしたので、突然フードバンクです！と来ていただいた時はすごくビックリしました。それと同時に

本当に困っていたので有難い気持ちでいっぱいになりました。お恥ずかしい話ですが金銭的に余裕がない

ため食事を質素なものにし回数を減らしていました。これで何とか 10 日くらいは間に合うかと思いま

す。本当に唯々感謝しかありません。食品の他にティッシュやマスクまでいただき本当に有難いです。早

速活用させていただきます。この度は誠にありがとうございました。m(_ _)m

70
自分のため未来のため絶対にこの時間を乗り越える。フードバンク仙台のおかげで諦めることを考えてな

かった。

71 ごしんせつありがとうございます

72
経済的に困窮していて、4 人(小 1、4 歳、2 歳、生後 1 ヶ月)の子供もいて食べるものが本当に無くなって

早急に届けてもらい本当に助かりました。本当に感謝しかありません。ありがとうございました。

73
コロナ禍でバイトの収入がなく、困っている時に優しい方が届けて下さり、いつでも届けるので頼ってく

ださいとお声をかけて下さりました。一人暮らしと言うのもありその言葉が大変とても嬉しかったです。
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只今、食料品を受け取りました。2 人で開けて、嬉しくて感動しました。本日の私達のご飯は朝は無し、

昼にパン 1 枚（閉店前のスーパーで、1 袋 40 円に値下げされた 6 枚切り食パン）とコーヒー、夜はパス

タ（以前半分使用し、残りを冷凍して取っておいたトマトソース）の予定でした。1 年前からは想像も出

来ない食事です。太っているので、ダイエットにちょうどいいや、なんて二人で言っていましたが、ここ

半年で 10 キロ落ち、精神的にも辛くなってきました。今回、フードバンク仙台さんを Yahoo ニュースで

見て、応募するか物凄く迷いました。施しを受けるまで落ちるのか…と感じたからです。しかし、私

（男）は 10 代の頃ホームレスだった時期があり、食べれない事の辛さ、食べ物の与える活力もよく知っ

ています。一緒に我慢しているパートナー（女）の為にも、申し込んでみようかな、思いました。2 人と

もコロナの影響で無職になり、毎日就活していますが、全く決まらず…お金は借金をしている状況です。

友人や親族からもらった食べ物で生活していましたが、ついに底をつきそうでした。少しでもまともな食

事をして、少しでも前向きな気持ちで就活を頑張りたいと思えれば、と申し込んだ次第です。配達時、家

の前にはアパートの掃除をしている方がおり、その方を意識してか、配達していただいた方（阿部さん）

が、詳細を言わずに手渡ししていただき、配慮に感謝しました。お礼しか伝えることが出来ませんでした

が、阿部さんの目からパワーをもらいました。頑張れ、と言われていると感じました。受け取った段ボー

ルを開けてカラフルなパッケージを見て、単純に嬉しさしかありませんでした。思わず写真を撮りまし

た。普段節制しているせいか、物凄く量が多く感じ、2 人で 1 週間で食べきれないね、と驚きました。節

約してると、安くてお腹が膨れる炭水化物が中心でしたので、おかずが入っていてありがたいです。又、

高くて買えない野菜も凄く嬉しかったです。大事にいただきたいと思います。今回、フードバンク仙台さ

んに申し込んで、本当に良かったです。まだ 37 歳の働き盛りなので、本当に必要なのか？と思われたら

どうしようか心配でしたが、無事に届いて感謝しています。絶対に絶対にこの状況から這い上がってや

る、という強い活力になりました。そして、甘えてもいいと思える場所があることも、心の救いです。い

つか必ず恩返しが出来るように、今はただ、ただ美味しく頂戴したいと思います。仙台市も感染者が増

え、大変だと思いますが、皆様も身体にお気を付けて頑張って下さい。本当にありがとうございました。

75

今日、はじめて届けてもらいありがとうございました。私は、持病の発作もあり、４７年薬飲んでます。

今、背骨圧迫骨折にもなり、こつそそうしょうになってます。お父さん、お母さんもなくなって悲しいで

す。一人でかいもの、料理できないので今日、届けてもらいうれしかったです。ありがとうございました

76

不在にしていたのですが、家に帰ってきてびっくり。たくさんの食料・日用品が…。最初はどこからかわ

からなく、なぜ？どうして？誰！？と思いましたが、入っていた用紙でフードバンク仙台さんからだとわ

かりました。一度依頼したことがあるので、二度目は依頼しづらい気持ちもあり…。そのような気持ちの

中だったため、大変ありがたく、そしてうれしく思いました。子ども用のお菓子やレトルト系がたくさん

入っていて、子どもはとても喜んでいます。お菓子はなかなか買う余裕がなく(主食にはならないため)、

『お菓子が食べたい』という気持ちはあるだろうに、親に遠慮して何も言わなかった子ども。申し訳無い

なと思いつつも、日々細々と生活することに頭を回す親。そんな毎日に気持ち的に疲れたり沈むこともあ

るのですが、今回いただけたことで、また頑張ろうと思えました。離乳食が入っていたのはとてもびっく

りしましたが、対象月齢の子どももいる身としては、とてもありがたかったです。たくさんたくさん本当

にありがとうございました。大げさかもしれませんが、これで生き延びられます。

77

昨日申請をし次の日にいただきました。高校生の食べ盛りの息子がいるため 1 回目でいただいた分では足

りず追加申請致しました。これで申請は 2 回目です。とてもありがたいです。障害年金受給者ですので次

の年金日まであと 10 日と少しありますが何とかしのぎたいと思います。本当に感謝しかありません。あ

りがとうございました。

78

処分されてしまう食品という所が個人的には罪悪感もなく嬉しいポイントでした、1 番助かったのは配達

です。車や自転車等を持っていないし、駅やバス停からも遠く、急な坂の上に家があるので自分で取りに

行くのは困難でした。ありがとうございました。

79 生活を困るところ、大事な食料を提供してもらった、ありがとうございます。

80 困ってる人たちにとってとても役に立つ事業だなと感じました。
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こんばんは。はじめまして。 先日、学校でこの活動のチラシを見て、父子家庭だった私の父を病気で亡く

し 1 人暮らしでかなり厳しい状態だった私はすぐに申し込みをしました。 本当に支援して頂けると思って

いなかったので、家に帰り玄関前にダンボールの箱が置かれてあり、中を見るとたくさんの食糧品が入っ

ていてとても嬉しい気持ちになりました。 直接お礼を言えずに申し訳ない気持ちではありますが、このよ

うなとても素敵な活動をして頂き、そして温かい支援をして頂き、本当にありがとうございました！ 1 人

じゃないんだと勇気も頂くことが出来ました。 将来人のためになれる仕事を目指して今学校に通っている

ので、必ずその夢を叶えられるように頑張っていきます！

82
昨夜のメールでしたが早速今日、食糧を頂きまして大変ありがとうございました。食べ盛りの子どもたち

ですので本当にありがたく、感謝の気持ちで一杯です。大切にいただきます。m(_ _)m

83 ありがとうございました

84 ライ ディプラブ

85
食糧を提供し、この困難な状況で私を助けてくれたフードバンクにとても感謝しています。 どうもありが

とうございました

86

本日、初めて、利用させて頂いた者です、 来月の生活費の支払いの見込みも立たず、困惑しながら週末に

ネットで検索し、恐る恐る躊躇しながらポチッと送信。ホントに届いたりするのかと考えたりドキドキし

てました。 週明け早々たった今届き、感激しております(ToT) 離婚から 5 年経つでしょうか…何度と家

計が回らなくなり悩んだ時がありました。なんとか切り抜けて来ました…先ほど、このような団体が在る

ことを知って、大変恐縮、感激、感謝しております。 我が家以上に大変なお宅はまだまだ沢山あると思い

ます。 今回の支援を糧に、弱気にならず、また気を新たに持って頑張りたいと思います。 ですが、ま

た、お力をお貸し頂きたい時は何卒よろしくお願い致します（汗） こんなに沢山の支援物資を受け取りな

がら、この現実にウルウル、鳥肌が立ちました。スタッフさんらにも頭が上がりません。 とにかく、どう

しても御礼を伝えたく どうぞ、皆様もくれぐれもお身体には気をつけ、ますますのご多幸があります様に

⭐ 心から祈っております。 ありがとうございました！！

87 食べ物をが届いた、ありがとうございます

88
昨日登録して今日の配達だったのでびっくりしました。開けて色々なものが入っていたので助かります。

早速カレーのレトルトを食べました。おいしかったです。ありがとうございました

89
皆さん御機嫌いかがですか？フードバンク仙台から品物をいただきました。貰えると思っていなかったの

で、とても嬉しくて涙

90
収入が無く不安な毎日の中、大事な食糧を無償で提供していただいて救われた気持ちになりました。本当

にありがとうございます。

91
本日先週に引き続き支援を頂きました。スタッフの皆さんやご寄付頂いた方々に心から御礼を申し上げま

す。生活の中で一番外せない食事支援、本当に助かります。ありがとうございました！！

92

早く届けて下さい、本当に感謝です。失業して中々働けない状況の中、誰にも助けを求められませんでし

た。食品がたくさん届けて下さい、大切に大切に頂きます。自分も仕事が見つけたら、誰かの役に立ちた

いと思いました。本当にありがとうございました。

93

先程、配達していただいた食糧確認いたしました。 不在で直接お礼を伝えられずすみませんでした。 不

安な毎日の中、無償で手助けをしていただいたフードバンク仙台さんの事はずっと忘れないと思います。

私自身の生活を立て直せたら、必ず何か支援をさせていただきます。 本当にありがとうございました。

94

本日は本当に心から御礼申し上げます。 私達も何とか頑張りたい気持ちになり、 食べ物の大切さを実感

しております。 八幡町から本当に遠い所までわざわざ出向いて頂き涙が出る思いです。 大事に食させて

頂きます。 こんな世の中ですが希望を持たせていただき 本当にありがとうございました。 ボランティア

の方々も日々、ご苦労されていると思いますがくれぐれもお体をご自愛されます様祈っております。 自分

がこんな状況ですがいつかお手伝い出来ればと思ってます。
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本日はありがとうございました 段ボールの中をみてびっくりしました。 お米やなす、じゃがいもをみて

市販品でないのを入れていただいたのを見て涙がでました。 大切に食べます 本当にありがとうございま

した 生きていけます。

96
夜分にすみません、どうしてもお礼がしたくてメールしました。。 本当に、ありがとうございます。 い

つか落ち着いたらわたしから寄付させていただきます。 ありがとうございました。

97
病気で思うように働けなく、収入減になっていて困っていました。某所からチラシを頂きダメ元で連絡し

たら素早く対応していただけました。なんとか命を繋げていけそうです、ありがとうございます！

98

この度は、食糧支援ありがとうございました。 持病が、なかなか回復しない中、仕事も短時間で、仕事し

ていました。 病院での検査も、多くて、生活大変でしたので、食糧届けてくださり、本当に助かりまし

た。 大事にいただきます。

99

ご連絡遅くなりました。 昨日夕方に女性の方が沢山の食料を持って きて頂き感謝申し上げます。 突然で

したので本当にびっくりしましたが 小椋さんのお心遣いとスタッフの皆様に 心より感謝申し上げます。

毎日、僕らと同じ様な方々に配送されて頂いた方はホッとします。 感謝の言葉しか出ませんが僕も前向き

に何とか頑張ります。 昨日の女性の方、暗い中ありがとうございました。

100 バイトないから

101
おはようございます。私は留学です。今はアルバイトがないです。こんな時、いつも助けてくれまして本

当にありがとうございます。

102
一度申し込み後、三度目の支援を頂きビックリしております。お菓子やお茶が沢山入っていて嬉しかった

です。

103
お世話様です。 届きました。 助かります。 いつもありがとうございます。 感謝です。 引き続きよろし

くお願いいたします。

104

たくさんの心のこもったマスクやお米、美味しいりんごジュースなどの食品の寄付して頂き誠にありがと

うございました。こんなにざわざわする大変なとき温かいご支援をいただき感謝の気持ちがいっぱいで

す。 ありがとうございました。

105

畑で獲れたさつま芋、ビタミン豊富な旬の柿、娘が美味しい美味しいと喜んでたべていました。今回は新

聞紙に包まれた何かと思いきや卵まで、親子の食事が満たされる安心感。こんなに沢山の食材を本当にい

つもありがとうございます。スタッフの皆様にも感謝しております。

106

窮地に陥っていたところを救ってくださったことに感謝の気持ちでいっぱいです。お米などたくさん送っ

てくださり胸がいっぱいでとてもありがたく幸せな気持ちで溢れています！おかげさまで豊作だ！と大声

で叫びました。

107

フードバンク仙台様のお陰で、私たち家族はお腹いっぱいご飯を食べる事が出来ています。 食べ盛りの

小学生が 2 人おり、毎月の収入が不安定で不安な生活を送る中で、子供達に目一杯ご飯を食べさせてあげ

られる事で、すごく救われております。 本当に、ありがとうございます。

108

子供の保育園で宣伝のチラシを見て申請しました。土曜日を申請して、月曜日に早いスピードで配達して

くれた。段ボールを開けた瞬間で心から泣きました！たくさん送ってくれて嬉しくて感動しました。外国

で大学院を通りながら 3 歳の子供を世話にしておりますが、色々大変ですが、みんな様温かい関心を本当

に心から強くなります、仙台市の国民達に更に愛しています。現在コロナの非常時期でお世話になってお

り、本当に助かりました！誠にありがとうございます。

109

子供の子供の保育園で宣伝のチラシを見て申請しました。土曜日を申請して、月曜日に早いスピードで配

達してくれた。段ボールを開けた瞬間で心から泣きました！たくさん送ってくれて嬉しくて感動しまし

た。外国で大学院を通りながら 3 歳の子供を世話にしておりますが、色々大変ですが、みんな様温かい関

心を本当に心から強くなります、仙台市の国民達に更に愛しています。現在コロナの非常時期でお世話に

なっており、本当に助かりました！誠にありがとうございます。

110 本当に助かりました。誠にありがとうございます。応援しますので頑張ってください！！
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早速荷物届きました！ありがとうございます。コロナで収入が不安定になり支払いが多く食を優先できま

せんでした。育ち盛りの子供がいるのでお米もたくさん入っていてすごく助かりました。

112

この度は食料を届けていただきありがとうございます。私は病気を持っていて働く事も出来ずお金もなく

なりほぼ食べれず水ばかりを飲んでいました。そこでフードバンクとゆうのを知りお願いしたところ一週

間分の米やパスタや野菜、缶詰、レトルトなど届けて頂き本当に助かり、病院に通える元気もでそうで

す。本当にありがとうございました。

113

この度はフードバンク活用させていただきありがとうございます。今の私の状況がコロナの影響で職を失

い、ひとり親で親族は遠方のため頼る事が出来ず少し気が滅入っていた所にこの活動を知りました。私な

んかが頼ってもいいのかな、と思い数日考えましたが、育ち盛りの子も居る為申し訳なさを感じながら活

用させていただきました。届いた物の有り難みをしっかり子どもに伝えました。たくさんの方の支えで今

がある。それを学ばせてもいただきました。お腹いっぱい食べさせたいと思います。本当にありがとうご

ざいます。

114

はじめまして、こんにちは。 前日食糧の支援を申請させていただいた者です。 昨日食品をお受け取りい

たしました。たくさんの種類の食べ物を送っていただき、誠にありがとうございました。心から感謝をこ

めて食べさせていただきます。 これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

115

お米やレトルト食品等、嬉しいです。優しい手を差し伸べて頂き感謝してもしきれません。食べたくても

食べられない人もいる世の中で、フードバンクさんに感謝しています。助けて頂き、有り難うございま

す。

116
この度、本当にありがとうございました！コロナのせいでアルバイトができず、生活が大変です。心の中

から感謝します！

117

コロナが始まってから 2 回利用させていただきました。申し訳ない気持ちで申込をさせてもらって、玄関

前に置いてあるダンボールをみて感動して、中身をみて涙しました。頑張れ！大丈夫だよ！って言われて

るみたいでとても嬉しかったです。本当ならここに頼むことなく生活することが良いのでしょうが・・

・。本当にありがとうございます。

118

昨日申請をして本日お昼頃に届けて頂きました。配達の方を見た瞬間涙が溢れそうになりました。本当に

沢山の食品をありがとうございました。久しぶりに栄養のあるものを食せそうです。本当にありがとうご

ざいました。

119

ありがとうございます！コロナの影響でバイトに入れず、困っていた所を助けられました。将来は私も協

力出来るように学業と就活頑張ります！フードバンク仙台の皆さんも頑張ってください。本当にありがと

ございます！

120

再び送ってくれて心から深く感謝しております。本当にありがとうございます！みんな様からの温かい関

心と愛が本当に幸せです。 3 歳の娘が保育所から帰って来てたくさんのお菓子を見たら大喜びました。フ

ードバンク仙台のお兄さん、お姉さん、おじさんとおばさん達からくれたよと教えたら、本人が興奮して

「ありがとう！ありがとう」って何回も言ってくれました。すぐに開けてもらうように美味しく食べまし

た。 みんな様の暖かい行動で本当に感動しておりました。誠にありがとうございます。

121
今回も本当にありがとうございます。本当に助かります。体調が悪く何も出来ない状況で正直死にそうで

した。

122
色々な食料品をいただき、こんな難しい状況なのは誠に嬉しい事です。皆が応援していただいてありがと

うございました

123 食品をもらいました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

124
２回目の申請して良いか…悩みましたが、今は、フードバンクが支えになっています。今日も支援ありが

とうございます。新鮮な野菜、子供達のおやつも沢山入っていて喜んでいました。

125 この度は、本当にありがとうございます！皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
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126

今回は本当にありがとうございました 玄関前においてあるダンボールを見たとき、ホッとしたというか、

安心した感じがしました。久しぶりに白米を炊いて、たまごをのせて食べました。 この年で、まともな生

活能力がない自分が情けないのですが、本当に助かりました。ありがとうございます。

127

この度はありがとうございます。こんなにいただけて、もう感謝しかありません。箱を開けた時、子供の

喜ぶ声があがりました。クリスマスプレゼントもあり、とても喜んでました。いっきに食べようとしてま

したが、阻止するのが大変なくらいでした。食材もこんなにいただけてとても助かります。こんなに心の

こもった贈り物に感謝の気持ちと涙が出ました。とても尊い活動ですね。わたしはまだ自分のこともまま

ならない状況ではありますが、このような活動をいつか協力できたらいいなと思います。コロナのことも

あり大変かと思いますが、どうぞお身体を大切に頑張ってください。

128

本当にありがとうございました。毎日 どうやって過ごせるのか悩んできましたが フードバンクのお陰で

今 一つの悩み減った。今後 もっと頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。精一杯応援

します

129

申し訳ありません。本当に届くのか… 届いてもたいしたものは入っていないのではと半信半疑で応募いた

しました。今日、帰って来た所大きな荷物が玄関に… 子供達と開けてみてビックリしました。 中には沢

山の食べ物が… みんなでクリスマスプレゼントを開けるように感動しました。1 番上にはクリスマスの袋

に入ったおかし（涙）優しさしか感じませんでした。家族みんなで感謝しました。進路に悩んでるいり息

子が世の中にはこんなに凄いことをしてくれている人もいるのだと勉強になったようです。コロナのなか

離婚をして心も体も疲れてきた中、まだまだ頑張ろうと勇気を致しました。本当にありがとうございま

す。

130 助けてくれてありがとうございました

131

本日、届けていただきました。その際、優しいお言葉も頂き、それだけでも不安が解消された気がしま

す。それと、わたしが知らなかった色々なサービスがあることも、教えていただきました。感染の不安も

あるなかでの配達、優しいお言葉、本当にありがとうございます。

132

何度もご支援頂いており、親子 3 人何とか暮らしております。明日は息子の誕生日ですが、喜ばしい事な

のにお誕生日のご飯やケーキを何とか特別なものにしてあげたいと頭を悩ませておりました。先程食糧を

受け取らせて頂き、すごくホッとした気持ちになれました。我が家なりに精一杯、息子の誕生日をお祝い

してあげようと思います！本当に、ありがとうございました。

133

この度、初めて利用させて頂きましたが、思っていた以上の量が届けられ大変嬉しく思っております。生

野菜や果物も入っててますし、その他にも飲料や子供用のお菓子も入っていてラインナップ豊富でした。

本当にこういった活動がある事で、安心して子供達と暮らしていけるんだなと感じました。本当にありが

とうございます。

134

今コロナウイルス、宮城沖地震、洪水被害の方達が生活苦しんでる方がおります、フードバンク方たちか

ら食料品援助で大変助っています、ありがたいです、これからも困っている方達を助けてあげてくださ

い、頑張ってください。

135

大きな荷物を見て安心しました！１週間心配しないで生活出来そうです。ありがとうございます。開けた

瞬間クリスマスのラッピングの袋を見つけ子供達は、大喜びで中に入っていたお菓子は、あっという間に

食べて大満足でした。ちょっとした気遣いが私達家族を幸せにしてくれてます。

136

暖かいご支援をありがとうございます。フードバンク仙台様からの荷物を開ける時に、娘がとてもわくわ

くした目で箱の中を覗いています。わぁ！すごい！と笑顔を見れることが私も嬉しいです。親子でありが

たく頂いています。寒さが厳しくなってきていますが、どうかお身体に気をつけてお過ごしください。今

後ともどうぞよろしくお願い致します。

137

きょう玄関の前に荷物がありました、嬉しいです。果物やレトルトや缶詰なんて贅沢だと思い、長らく買

えませんでした、ありがとうございます。ご恩忘れません、自分もきっと支援側になれるように、勇気と

希望をいただきました。

138 フードバンクが良かったです。ありがとうございました。



フードバンク仙台 2020 年に寄せられた“ありがとうメッセージ”

139 とても素晴らしいです

140

先日申し込みをした者です。本日物品を受け取りました。予想以上にたくさんの物が入っていて驚きまし

た。子供と二人で大騒ぎしてしまいました。本当にありがとうございます。本当に本当に助かりました。

神です。ありがとうございました！

141 フードバンク仙台の食品をまらいました。ありがとうございました。

142

本日 支援していただきましたものが届きました。本当にありがとうございます。コロナリストラになり

食べ物を買うのがギリギリの状態で 申請させていただきました。 本当に助かります。ありがとうござい

ました。

143
届けてもらいありがとうございました。りんご、薬服用しているのでたまに擦って食べていました。今日

入ってました。嬉しかったです

144 支援ありがとうございます。最近は、お腹いっぱい食べることができて幸せです。

145

月給で暮らしていけない私に、食糧を届けていただき、命拾いをしました。心より感謝申し上げます。食

糧が届いた時は感動しました。まだ見捨てられていないんだと。フードバンク様は命の恩人です。ありが

とうございます。

146

コロナでなかなか悲惨な苦境で、フードバンク仙台様のお陰でお腹がいっぱい食べれるようになりまし

た。ご恩はいつかなにかの形でお返しなければならないと思われます。誰でも一杯食べれる共生社会づく

りは大切です。

147 ありがとうございました。

148 困ってる時フードバンク仙台おかげで食品をあげてもらいました。どうも、ありがとうございます

149 フードバンクから商品もらって、生活に助かるます。

150

ご支援頂きありがとうございます。感謝でしかないです。仕事を復帰はしたものの、コロナで仕事自体が

減り、以前は週 5 フルタイムで働いておりましたが、今月は 4 日間の時短での仕事量しかありませんでし

た。そんな中助けて頂いてありがたかったです。

151

この度は、食私が複数の持病があり、母子家庭で、飲食店の仕事をしながらの毎日です。国からの一人親

支援も、18 歳迄なので、何もありません。子供は、二人。長男は、国家試験が控えていて、アルバイト

は、難しく、次男は、精神疾患があり、バイトは難しいです。フードバンクさんに、今回も助けて頂き、

年末でお忙しい中、本当にありがとうございました。お便りも、心強いです。

152

今年 3 回お世話になりました。あたたかいご支援のおかげで、私も娘も元気に年越しを過ごせそうです。

いつも本当にありがとうございます。来年もどうぞよろしくお願いします。皆様ご自愛いただき、良いお

年をお迎えください

153

お餅も沢山の品数よいもの美味しいものばかりマスクまで頂き貴重です。この度も誠にありがとうござい

ました。人の温もりに涙が出ました。命をつなぐことで前向きになることができました。お手数おかけし

申し訳ございません。来年自分はしっかり動いてみます。今まで本当にありがとうございました。

154
コロナで収入が減り悩んでいたときフ-ドバンクのことを知りました。今年は、大変な年でしたがお正月が

迎えられそうです。ほんとうにありがとうございます。

155
寒くても灯油も買えないので寒さと空腹にたえる毎日です家の人は 62 なので身体も心配です。私も体調

が悪くてほとんど横になって過ごす毎日です。むなしさだけが日に日につのります。

156

いつもお世話になります。前回も、食糧助けて頂きありがとうございました。 腎臓疾患少し落ち着いた

ら、膠原病の症状もあり、関節炎が悪化していて、仕事も騙しだましな感じです。通院費、秋にだいぶ、

つかったので、残ってる薬なとで、乗り切ってます。

157
前回届けてもらった時に、遠慮なさらないで下さいと書いてあり、その言葉だけで、なんとか今の状況を

乗り越えようと頑張る原動力になりました。ありがとうございました。

158 いつも、ありがとうございます^^ とっても助かってます!

159 今までに 2 回程ご支援頂き本当に助かりました。ありがとうございます。
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160 いつもありがとうございます。

161

今回で三回目になります。 出来れば今回で最後にしたいと思います。日々食べる事すらままならない状況

が続きましたが、フードバンクさんのお陰で本当に助かりました。 いつかお礼が出来る様に頑張って生き

ていきます。

162
2 回目の利用ですが、とても助かりましたありがとうございました。子供も満足に食べれて嬉しそうでし

た。

163
支援して頂く前、子供達が食べ物でケンカしてましたが今は、いつもお腹いっぱい食べることができて喜

んでいます！ありがとうございます。

164 助けてくれて、ありがとうございます。

165
支援していただきありがとうございます。この間は、好きなお菓子がいっぱい入っていてケンカせずに子

供達が喜んで食べていました。 また、新鮮な野菜まで入っていて嬉しかったです。

166
以前支援して頂いた時も本当に助かりました。 なるべく早めに就職先が見つかる様に体調回復に努力を続

けていきたいと思います。

167
この様な行政がある事に感謝します。自分の生活が落ち着いたら 寄付出来る様、ボランティアで 届け

役になれる様に頑張ります。

168
前回お願いした時も沢山の食材を届けて頂いてありがとうございました。私も助けてもらった事を忘れず

に感謝しながら、コロナを乗り越えて頑張ります。

169

この間は、支援して頂いてありがとうございました！本当に助かりました。私も生活のことを考えるとス

トレスからなのか体調が悪く、今回食べ物が沢山あるだけでも幸せな気分になり少し改善されたようでし

た。子供達も食べ物が沢山あって喜んでいました！大切にいただきました！

170 本当にありがとうございます。

171
始めて利用します。半信半疑なのと、申し訳ないのと、恥ずかしいのと、いろいろありますが、チラシで

知って、この活動を本当にありがたく感じています。よろしくお願いします

172 いつも本当にお世話になっています。苦しい時の支えがあって生きていけます。

173
初めて利用させて頂きました。すぐ届き、しかも多くの食糧を届けて頂き、誠にありがとうございまし

た。 心より感謝致します。

174 この前持ってきたいただけた時ミルクや離乳食とお米凄く助かりました(;_;)

175 迅速に届けていただき大変助かりました。ありがとうございました。

176 前回は助けていただいて本当にありがとうございました。

177 心から感謝します

178
私が思っていた以上の食料の量の多さにびっくりして、なんとか食べていける安心感で涙がとまりません

でした。本当にありがとうございました。

179

仕事を早く見つける為日々、活動しておりますが活動するのにも交通費などがかかり、また食事は 1 日一

回程度で耐えてます。 生活保護等は極力あてにしないで何とか自助努力で来てましたが食べ物だけはどう

しても最低限かかりますので 今はなんでもいいのでアルバイトをすぐ決めたいです。

180
いつもありがとうございます。紹介していただいた相談がコロナ状況により先に進まない場合には、宜し

くお願い致します。 また、食料支援宜しくお願い致します。

181 初めて利用したのですがとても助かりました、本当にありがとうございます。

182 このような機会を作っていただき誠にありがとうございます。

183
Pocket WiFi だけが唯一の通信手段です。河北新報のネットニュースで仙台市がフードドライブを始める

と知り検索したら貴団体を知りました。ありがとうございました。

184 この活動には心から感謝しています。いつか恩返しが出来るよう、頑張ります。
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185

お世話になっております。自身の持病は相変わらずではありますが、心あたたまる御支援によりお陰さま

で気持ちが大分前向きになり、物事を深く考え過ぎないようになりました。子どもたちからも、『最近機

嫌が良いね』と言われるようになっている今日この頃です。感謝の気持ちで一杯です。

186 新しい仕事が決まりましたら後必ず恩返しに伺いますので、何卒よろしくお願いします。

187 このような温かい活動をされている方々がいらっしゃることを初めて知りました。

188

早急にご対応して頂きありがとうございました。大変助かりました。 なかなか生活が良くならず、こちら

にお願いするような形になり申し訳ない気持ちでいっぱいです。菓子が入っていてすごく嬉しかったで

す。野菜も美味しかったです。ありがとうございました。

189
食べ物を送ってくれてありがとう。 それは本当に私を大いに助けました。 卵と野菜はとても新鮮で美味

しかったです！ 神様のお恵みがありますように！

190
Thank you for your kindness! The foods were so delicious! ご親切にありがとうございました！

食べ物はとても美味しかったです！

191
I am having painful situation due to this corona virus 私はこのコロナウイルスのために苦痛な状況

にあります

192 今あなた方 やっていることはすごいと思います。

193 このような活動素晴らしいと思います、学生としてすごく助かります。

194
多くの方々が大変な中、このような活動をしてくださること、心から感謝申し上げます。 少しでも早く日

常が戻りますように。 活動に関わる全ての方の健康を願っています。

195 Thank you for your support.

196
テレビでこちらを知って、受けたいと思ったのですが、自分より困ってる人もっといるし、遠慮しようと

思いましたが、あてにしてた給付金も入らず、手当が入るまでの支援を受けたいと思いました。

197
来週、家族が 1 人増えているかもしれません。 このような支援があることをニュースで知り、とても感激

しました。 本当に助かります。 ありがとうございます。

198
支援活動を始めていただき、ありがとうございます。このような支援があるということだけでも大変あり

がたいです。

199 このような活動をして頂いてる方々に感謝します！


