フードバンク仙台 2021 年度に寄せられた“ありがとうメッセージ”

皆さまから寄せられたお礼のメッセージ

NO

シングルマザーですが、体調を崩し休職して経済的に不安があった中、フードバンクさんを見つけて利用させていただきまし
1

た。いつも買えないような物を沢山届けて下さり、とても有り難く感じ気持ちにも余裕が出来ました。育ち盛りの子供も喜
んでいました。本当にありがとうございました。

2

シフトにも中々入れず食費に困っていた中だったので本当に助かりました。ありがとうございます(^-^)！

3

私はもらって嬉しい。もう難しくなくなリマした。フードバンクに本当ありがとうございました

4

本当にありがとうございましたすごく助かりました

5
6

お世話になります。先日食料が届き、とても助かりました。本当にありがとうございます。生活を立て直したら、微力ながら
ご活動を支援出来ればと思っています。大変なお仕事かと思いますが、これからも頑張ってください。
食糧が届きました。オヤツも入っていて子供達が笑顔になりました。大事に食べます。ありがとうございました。
この度、知人よりハードバンクの存在を教えていただき、応募させていただきました。仕事から帰宅したところ、玄関にダンボ
ール。まさかこんなに早く届くとは思っておらず、さらに、娘と一緒に開梱してまたびっくり。たくさんの食材、見たことも食べた

7

こともない立派な食糧がたくさん入っていました。子供におやつなんて久しく買ってあげられておらず、職場の人にもらったお
菓子を自分は食べずに持ち帰って娘にあげる程度だったので、娘も大変喜びました。本当に助かりました。
感謝の気持ちを忘れず、これに甘えることなく今後も頑張って働きたいと思います。本当にありがとうございました。

8
9

本日、食料が届きました‼ 想像以上の量でビックリ致しました‼ 本当にありがとうございます‼また何かあったら宜しくお
願い致します‼ 応援メッセージとさせて致します‼
助けて貰いましたありがとうこざいます

10

This is very good.

11

フードバックはすごく助かりました

12

フードバンク仙台のおかげで生活に明るくなりました。深い心から本当に感謝します。

13

コロナの問題あって仕事ガ少なくなった

14
15
16

様々な食品をありがとうございます、なんとか今月は生きられそうです。これからも困っている他の方々のために頑張ってくだ
さい、私も地域の役に立てるように頑張っています
困ってる際、商品を支援してくれ、誠にありがとうございます
はい、とても助かりました｡ありがとうございました｡今日部屋に届けました｡これから食事に役立つと思います｡本当にありが
とうございました｡

17

仕事の先行きが見えない状況で、食費を削るしかなく…大変助かりました！ありがとうございました！

18

食べ物
コロナで収入が減り、光熱費を支払うのがやっとな状況な時に、たくさんの食料を送っていただいて助かりました。子供達が

19

喜ぶお菓子もたくさん入っていて子供達が喜んでいるすがたを見れて安心しました。大変感謝しています。ありがとうござい
ました。

20

めっちゃ助かります

21

本当にありがとうございます

22

荷物をもらいました。ありがとうございました。

23

補助をするもの、ありがとうございました
初めてご利用させて頂き、先程届きました。コロナ渦で飲食店を解雇され、年齢的にも求職が難しい状況です。家賃も

24

払えない中、大変助かりました。これで食いつなぎ頑張りたいと思います。暑い中、届けて頂き本当にありがとう御座いま
した。
本日、品物が沢山届きました‼ ありがとうございます‼ 前回初めてフードバンクを利用させて頂きましたが、その際も素

25

晴らしい品物を沢山頂きました‼前回とはまた全く違う品物だったのですが嬉しかったです‼ また利用させて頂けたらと
思います‼ ありがとうございました‼
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荷物をもらいました。ありがとうございました。
初めまして。フードバンクさんに関して利用させて頂いたのは２回目です。子供ふたりの親として生活が苦しくて困っていた

27

ときにたくさん譲って頂いて本当に助かりましたし、うれしかったです。これからもみなさんの活動応援しています。ありがとうご
ざいました。

28

本日支援物資を確認しました。 たくさんの食材等ありがとうございます。
このコロナ渦なかで自粛や仕事の時間短縮、日数がなく、収入も微々たるで食べ物が買う余裕もない時、うちのからフー

29

ドバンクあると聞かされ 本当に命救われました。 大変な毎日だと思いますが、コロナウィルス感染に気を付けて頂きたいと
願ってます。本当にありがとう御座います。 感謝致します。

30

食料品､受け取りました。 生活を立て直して、いつか寄附出来るように頑張っていきます。 本日は本当にありがとうござ
いました

31

たくさんの心のこもったご支援ありがとうございます。いつか私も寄付できるよう仕事探し頑張ります。

32

今回は迅速な対応でありがとうございました。

33

本日全ての商品が揃いました‼色々とお手数お掛けしました‼ありがとうございました‼

34
35
36

コロナによる仕送りの停止とバイトの頻度の低下で食費に充てられるお金が少なくなり、食べ物に困っていました。皆さんの
活動によって本当に助けられました。
初めてフードバンクのお世話になりました。いろんな食品をたくさん頂いて、とても助かります。ありがとうございます。
初めて申し込みをして翌日に届いてました！こんなにもたくさんの食料を有難う御座いました。子供がポケモンのふりかけを
みつけて大喜びしてました。大切に頂きます。
お忙しい中、食料の配送手続きをして頂き、迅速に送って頂けたので、本当に助かりました。コロナの影響もあり、お仕事
が減って収入が減ってしまいました。食費に使えるお金がほとんどなくて、今回相談させてもらいました。市役所で壊れかけ
たスマホの修理代金、食費の貸付など相談に行きましたが、貸付金は一括返済でないとだめだと断られました。連絡手

37

段がなくなったり、飢えで死ねと言われたようなものです。役所の人間が信じられなくなりました。困っているのに助けてもら
えませんでした。意味がわかりません。
今回は食料を寄付して頂いた方、フードバンク仙台のスタッフの方に感謝しています。食料があれば生きていけるので
本当に助かりました。ありがとうございました!精神疾患があるので外出できなかったり、継続して働く事が難しいですが、体
調を万全に戻して頑張って就活したいです。お世話になりました。ご飯が食べられるって幸せですね。

38

食物が届いてありがとうございました

39

食べ物いただいたんです。どうもありがとうございます。ちょうど困難な時期で、手伝ってくれてありがとうございました。

40

暑いなかありがとうございます🙏

41

食品をもらいました、ありがとうございます
フードバンク仙台、スタッフの方、迅速な発送ありがとうございます!食料がなくて本当に困っていたので、助かりました。なか

42

なか体調が良くならず、精神疾患がある為、外出ができなかったり、仕事が思うようにできない日が多く、食料支援を頂く
事で精神的、肉体的にも助かりました。感謝です。まだ生活困窮が続いていたら、食料支援をお願いするかもしれませ
ん。今回は大変助かりました。ありがとうございました!

43

お世話になります。フードバンク仙台は、何回か利用させていただいています。普段に、自分ではめったに買わない物も頂
きまして、とても有りがたいです。今後とも、ぜひ頑張ってください。

44

昨日申し込み、今日届きました。嬉しいです。沢山入っていてびっくりしました。本当にありがとうございました。

45

食べ物貰えました。本当にどうもありがとうございました

46

47

助けてくれる人達がいることに感謝しております。東日本大震災で失ったものも多く、現在も難病抱えながら子育て中の
身に救いの手を差し伸べて頂きありがとうございます。コロナ渦のなか食料支援本当に助かります。
この度はたくさんの食料をいただきありがとうございました。本当に感謝しかありません。母子家庭で子どもが男３人だと食
費の家計圧迫が大きく苦しい状況でした。食料の備蓄がこんなにあることに子どもたちも喜んでいます。
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ありがとうございます。 確かに受け取りました。 心が少し病んでいたため、私も生きてていいんだな、と温かい気持ちになり
ました。 これから、いただいた美味しいご飯を食べ、大学生活頑張ります。ありがとうございます！

49

ありがとうございました。XIN CÁM ƠN RẤT NHIỀU ☺️

50

いろいろな食べ物もらいました。どうもありがとうございました

51

本当にありがとうございました

52

本日届きました。本当に有難うございます。助かります。涙が出てきました。感謝しかありません。有難うございました。
初めて食糧支援をたくさん頂けると思ってなくて、凄いビックリしました。いろんな食べ物や飲み物などホントにたくさんありが

53

とうございます。子ども達といただきたいと思います。皆さんもコロナに気を付けて、これからも頑張って下さい。 ありがとうご
ざいました。

54

こんにちは、食糧を置いてくれてありがとうございます。収入が少なくて子供いて障害有る私達にすごく助かりました。障害
が有ってガス使うの怖い私に便利ですごく助かりました。本当にありがとうございました。
昨日(９月 10 日)、玄関前に置いてありました箱を無事に受けとりました。 本当に心からの感謝しかないです。 職場で
コロナ感染者が確認されてから仕事が休みになり再開のメドも立っておらず不安な毎日を送っておりましたが、待っている
んではなく自ら前に進まなきゃいけないんだって背中を押されたように思います。 こんなにたくさんの食料品、本当に本当

55

にありがとうございます。息子と大切にいただきたいと思います。 正直、みんな大変なこのコロナ渦で、お会いしたこともない
方々(フードバンクに携わってる全ての皆様)からご支援いただけるとは思ってもみませんでした。 どうやったらご恩をお返し
できるのか考えたいと思います。
これからもフードバンク様の活動を応援します。 どうかこれからも困窮されてる方々の力になってあげてほしいです。この
度は、本当に本当にありがとうございました。

56

食べ物ありがとうございました。

57

Thankyou Foodbank sendai
ありがとうございます。フードバンク仙台様と知り合ってなかったら今日まで気持ちをもちつづけていなかったと本当に思ってお
ります。仲間の方はあきらめた方が多くてもフードバンク仙台のスタッフ、労働組合の方、弁護士様と私に勇気を与えて下

58

さいます。なのでもう少し頑張ってみたいと思います。昨日はテレビで拝見しました。新聞やテレビで尊いお仕事が皆様にご
紹介されどんなにか助かってる方々が多くいらっしゃる事本当に頭がさがります。
私もその一人で今後も助けていただくかもしれませんが宜しくお願いします。メールいただきましてありがとうございました。
こんにちは、3 回目の食糧８月３日に届きました。有難うございます。今回も休業給付の申請しましたが、労働局では、
入口の契約がされていない事を理由に雇用されている労働者でないという理由のため不支給でした。何年も仕事をし給

59

料ももらった事実があるのに。これからは紹介されました弁護士様へ相談することになっております。
多くのご寄付で成り立っている商品を無料で頂き大変恐縮でございます。このコロナに負けずになんとか頑張っていきた
いと思います。箱詰め頂いたボランティア様、色々入れて頂き感謝していただきたいと思います。有難うございました。

60

昨日お荷物が届きました‼ 毎回素晴らしい商品を届けて頂いて感謝致します‼
こんにちは。２回目の食糧届きました。有難うございます。その後もまだ休業給付の決定にはなっておりませんが、昨日は

61

確認申請の宛先を東京本社にして送付してみました。それ次第で紹介のありました弁護士へと考えております。多くのご
寄付で成り立っている商品を無料で頂き大変恐縮でございます。このコロナに負けずになんとか頑張っていきたいと思いま
す。箱詰め頂いたボランティア様、色々入れて頂き感謝していただきたいと思います。有難うございました。

62

Because of COVID not working

63

Because of Covid

64

コロナだから

65
66

フ-ド バンク 仙台からの フ-ドを いただきました、どうもありがとうございます。すごく 困っていた 状態に フ-ド いただ
いて うれしいです、感謝しております。
そちらからのサポートがなければ、私はこのままいられなかった。本当にありがとうございました。
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本日玄関先に届けていただきました。胸がいっぱいになり、涙が込み上げてきました。
67

皆様の優しさを無駄にしないよう頑張っていきたいと思います。離婚を決め介護の資格を取得し、息子と二人三脚。
帰ってくるまで留守番をしてる息子へのおやつ、簡単に使える食品。本当にありがとうございます。息子が『くれた人、ありが
とう』と言いながら野菜ジュースを飲んでいる姿に、私ももっと頑張らなきゃ！と思いました。本当にありがとうございました。

68

69

フードバンク仙台さんには、たいへんお世話になります。貴重なお米や、自分ではめったに買えない物も頂き、とても有りが
たく助かっています。いつかは私も、寄付できる側になれるといいなと思います。
お米、食料、お菓子、野菜など沢山ありがとうございました。野菜も新鮮でありがたみを感じました！いつか余裕ができたら
逆に私自身フードバンクでお手伝いさせてください！

70

本当にありがとうございました

71

今回食糧支援ありがとうございます！本当に助かりました！ありがとうございました！また、よろしくお願いします！

72

どもありがとうございました。

73

イロイロありがとう、困ってる人に支援してください、

74

先日、フードバンクを依頼しました。 たくさんの食料が届き、とても助かりました。お菓子も入っていたので、子供も喜んで
いました。 心から感謝いたします。ありがとうございました。

75

フードバンクをあげてもらいました、ありがとうございます。

76

私たちのこと大切にしていただきまして心からありがとうございました。嬉しいです。

77

ありがとうございました

78

てつだって くれて いつも ありがとうございます

79

本日、食糧を頂きました‼素晴らしい食糧を届けて下さり感謝しております‼子供が居るのでお菓子を沢山頂けるのは
本当に助かりますし、お米も沢山頂けるのは有り難いです‼ありがとうございました‼

80

とてもよっかたです色々物送って本当にありがとうございました

81

ありがとうございました。助けられます、できればスパゲッティなども、お願いできたらなあとまたよろしくお願い申し上げます。

82

Tahiheen

83

Thank you so much for helping in this difficult situation

84

フードバンク仙台から届いたいろいろフ-ドをあげてもらいました。ありがとうございました。
今日届きました。帰宅して玄関を開けて、子供たちが『おばあちゃんから荷物届いたよー』とウキウキしながら飛び出してき
ました。こんなに迅速に対応して頂き、感激しました。本当に今は大変だけど頑張ろうって思えました。勇気を出して、初

85

めて利用させて頂き本当に良かったと痛感しています。
皆様の活動のおかげで我が家に食べ物がやってきた事を、子供達にもしっかり伝えました。この感謝を胸に明日からま
た頑張ります。本当に本当にありがとうございます。

86

ありがとうございましたいただきます助かりました
朝早くすみません。食料支援ありがとうございます。食料支援を頂く前日に仕事が決まり、食料を受け取った日から研修

87

で出勤しております。明日まで研修です。コールセンターでの久々の仕事なので、緊張しております。次は着台試験合格
して、継続して仕事出きるように頑張ります。今回は本当にありがとうございました。

88

89

90

たくさんの食料有り難うございました。凄く助かりましたし、感動しました。
またお願いするかもしれませんが、宜しくお願い致します。
Thank you very much Food bank sendai.such a good work. It really helps those person who
live to hard due to corona viraus .. i am graetful..Once again Thankyou….
いつもありがとうございました、助かります、皆様ご健康でいてください、4 回までと女の人に言われてるので、最後まで宜し
くお願いいたします
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配達ありがとうございました。昨日メールしたのに、今日帰ったら届いていてびっくりしました。お米が無くなりそうで、給料日
91

まで頑張ろうと思っていたので本当に嬉しいです。野菜も知らない野菜があったのですが、メモに食べ方まで書いてあり、本
当にありがとうございます。エレベーターもない、5 階まで重いのにありがとうございました。

92

コロナで本当に困ったとき助けくれてありがとうございました。

93

食べ物いっぱいもらいました。本当にありがとうございます。

94

私は食糧手当を受け取りました私はフードバンクの親切にとても幸せで感謝しています。

95

本当に毎回毎回助かっています！ありがとうございます！感謝です！

96

荷物 を もらいました ありがとう御座います。

97

離婚したばかりで、食べ盛りの子供が居る為利用させて頂きました。大変助かりました。ありがとうございます！引き続き
応援しています。
この度はお世話になりありがとうございました。毎日のごはんの材料の他、ジュースやお菓子、ちょっとした日用品なども入っ
ていて、なにより一番喜んでいたのは４歳の娘でした。普段から節約のためにジュースを家に置かないようにしており、久し

98

ぶりに缶ジュースを 2 人でおいしいねと飲みました。親として情けないですが、とても嬉しかったです。
ひとり親、非正規雇用、コロナ禍と不安を抱えた毎日でしたが、少し前向きに、頑張る気持ちになれたと思っています。
本当にありがとうございました。
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たくさんの食料品をありがとうございました。実は今日面接をしてもらえる企業が見つかりました。がんばります。
大変多くの、食料を届けて頂いて、ありがたく思います。明日からなに食べて生きて行こうと考えてた時だったので、物凄く
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嬉しいです。助かりました。コーヒーや、マスクまで入ってるとは思ってもいませんでした。マスクもちょうど、買おうと思ってた、
矢先の事だったので、涙が出ました。本当にありがとうございました。
これからも、大変だと思いますが、頑張って下さい。ありがとうございました。
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スープやじゃがいもなどを支援していただきました。生活は辛いですが、見捨てずにいてくれる事が支えになっています。
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4 回目到着しましたありがとうございました。心より感謝御礼します。
本日はありがとうございました。あ～、こういうの欲しかった! という物ばかりで、また、食事がバラエティに富んで
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嬉しかったです。帰宅してまず頂いたミネストローネ、とってもおいしく、お腹と心に染みました。
本当に助かりました。話も親身に聞いてくださり、感謝いたします。
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沢山の食料品、保存食等の御支援、大変ありがとう御座います！とても助かります！

105

沢山の食料品、ありがとう御座います！とても助かります！

106

107

御支援ありがとう御座います。コロナ渦と持病で中々就職出来ず、お金と食料品も底を尽き、一人孤独で途方に暮れて
おりました。これで何とか歳を越せそうです。人の温もりを感じ頑張ろうと思いました。本当にありがとう御座います！
迅速な対応に感謝しております。お米や、野菜、保存食の数々…。お金も無く、体調不良で買い物も行けずで困ってお
りましたので、大変助かりました。有難うございます。
栄養満点の野菜・缶詰・レトルト食品は勿論、普段手が出しにくい果物やお菓子で心安らぐ時間を持つことができ、とて

108

も嬉しかったです。仙台に個人で依頼できるフードバンクはこちらしか見つけられておらず、大変有り難く心強い存在です。
本当にありがとうございました。
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食料をもらいました。本当にありがとうございます。
母子家庭精神科通いで仕事もできる状況ではなく子供には辛い思いばかりさせてしまい生活に余裕がなくもうダメかな…
もう生きるのがしんどくてしんどくて悩んでいた時にフードバンク仙台さんを知り夕方に依頼してなんと次の日の夕方には玄
関の前に段ボール三箱がありました。早速一箱開けてみたらお米やお餅カップ麺やうどん保存の効くパンやレトルト食品二

110

箱目には油やジュースお菓子三箱目には野菜が大量に入っていました。
迅速な対応と優しさに涙が止まりませんでした。神様のような無償で助けてくれるなんて。なんとお礼を申し上げたら良
いか…。世の中捨てたもんじゃないなと辛くても生きる希望になります。この優しさを今度は私も困っている方々に少しでも
繋げて行きたいと思いました。ありがとうございます。本当に素晴らしい活動ですね。
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食事を提供して頂き助かりました。子供 4 人、毎日の食事、子供だけでも作れて食べれるもの、非常に良かったですし、
子供たちが喜んでいてくれるのが嬉しかったです。ありがとうございました。
私は学生なのですが、新型コロナウイルスの影響もあってアルバイトがあまりできず、仕送りも少なくなってしまい、困ってい
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たところこのフードバンク仙台さんの食料支援を見つけました。何をするにしてもまず食料が大事になってくると思います。
この暖かい支援に本当に感動しました。将来社会人になったときに恩返しできるよう、日々勉学に励んでいきたいと思
います。ありがとうございました。
正月以降、短期の派遣バイトで不在になる為、年内での配送を希望致しました。
クリスマス当日という、年末ギリギリに申し込みをしたにも関わらず、配送していただきありがとうございました。最終配達
日、もしかしたら間に合うかな…とずっと心待ちにささていましたが届かず、やはり年末は混むし、無茶な希望を書いたから
仕方ないな、と諦めました。しかし、翌日、配送業者さんから荷物が届き、驚きました！大変ご多忙な中、迅速に対応い

113

ただきまして、ありがとうございました。
お米が入っていて、しかも新米！凄く嬉しかったです。昨年は知人からもらった 2 年越しの古米を食べていましたが、初
冬に虫とカビが発生し、泣く泣く捨てたので、久々の新米、ありがたくいただきました。
基礎疾患があり、なかなか思うような生活が送れませんが、今が踏ん張り時と思い頑張ります。生活を立て直したら、ぜひ
お力添え出来ればと思います。この度はありがとうございました。皆様もくれぐれもお体に気をつけてお過ごしくださいませ。
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昨日届きました。大変助かります。ありがとうございました。
今日 12 時頃食品が届きました。たくさんの食品を頂いて、とても嬉しいです。お菓子もたくさん頂いたので 12 才の息子
も喜んでおりました。また、よろしくお願いいたします。
昨日受け取りました。届けて下さりありがとうございました。嬉しさと感謝の気持ちです。無駄なくいただきます。助かりま
す。ありがとうございます。
保育施設がコロナの影響で休園になり、困っていたところ申し込みをさせて頂きました。こんなに早く荷物が届くと思ってな

117

かったので、すごく嬉しく助かりました。本当にありがとうございました。
みなさんの活動で助けられてる方がたくさん居ると思います。これからも、頑張って活動してください。
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今日届いていました。たくさんもらってありがとうございます。さっそく息子といただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
今回、初めて提供して頂きました。迅速に対応して頂き、こんなに沢山の食糧を頂けるとは思っていなかったので本当に

119

有難いです。子供達共々、とても喜んでおります。
この活動がたくさんの方達を助けていくと思います。是非、今後も続けていってほしいなと思っております。頑張って下さ
い！この度は本当にありがとうございました。
テレビでフードバンク仙台を知り、早速応募させていただきました。すぐたくさんの食料が届き、子供達もとても喜んでいまし

120

た。次女は高校生なのですが、今、学校にいけなくなってしまい、オンラインで授業をうけています。
コロナ禍で、この状況がいつまで続くか分からないですが、こういった応援があると、一人じゃない！前を向いて頑張ろうと
思いました。本当にありがとうございました
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今朝 1 月 22 日ドアを開けようとしたら荷物が置いてありました。沢山の食料ありがとうございます｡すごく助かります。感
謝して食べさせていただきます｡
お米からおやつまで沢山の食材を頂きありがとうございます！頂く側になるとは思っていなかったのですが、とても苦しい状
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態だったので頼れる所があって良かったと心の底から思いました。子どもと一緒に開封したのですが、喜んでいる笑顔が見
れました。皆さんのご厚意に感謝しかありません。いつかは応援できる側になりたいと思います。
本当にありがとうございました！！
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今日は食糧ほんとにありがとうございました。おかげ様で久しぶりに食事らしい食事がとれました。
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コロナの中ご苦労様です。2 度ほど届けていただきました、ありがとうございました、ほんとに助かりました、沢山の食料を見
124

た時はほんとにありがたく。感謝しております。コロナの中で色々と大変だと思いますが頑張って下さい。
また、大変な方達の為にも頑張って下さい。ほんとにありがとうございました。
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this food bank is very usfull for everyone .
主人がコロナ陽性になり、濃厚接触者となる私も外出ができなくなったため、主人がフードバンクを申込みました。頼んで
から数日で届けて頂けました。中身も想像以上に多く、充実していてとても助かりました。その後、主人は回復しましたが
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私も陽性となり、高熱や喉の痛みで辛い時にゼリーやコーンスープがあったので少しでも食事をとることができました。回復
した主人はカップ麺等、ガッツリ食べられる物も入っていたことに喜んでいました。
まだ自宅療養中なので、残りもゆっくり有り難く頂きます。ありがとうございました。
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オミクロンと言うコロナのせいで仕事が減ってしまいましたので、フ-ドバンクからフ-ドもらえばたつかります。
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もらいました。どうもありがとうございます。本当にたつかりました
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お世話になります。本日、荷物が届きました。たくさんの食料ありがとうございます。子どもたちもとても喜んでおります。本
当に助かりました。本当に、本当にありがとうございました。
即日、食糧が困っていてメールで連絡をしましたらすぐに対応して頂き、本来だと次の日にゆうパックで送る予定を緊急と
受け止めて頂きその日に家に届けて頂きました。本当に感謝しております。ありがとうございました。
ありがとうございます。助かりました！これからも頑張って下さい。この用なサイトがあるのを知らない人達が多いと思います
もっと広げてほしいです！
コロナ陽性になって国からの支援がまったくで‥外にも出れず子供達にも食べさせることも大変になってこちらを使わせて頂
きました。本当に色々な物‥陽性者だけにとかではなく大量にで子供達も喜びとても助かりました(T-T)
ヘトヘトで帰宅すると、玄関にたくさんの食料品の数々。この度は、支援を頂きましてありがとうございました。食べ盛りの
子どもたちは大喜びで頂いたお菓子を頬張っていました。これからも、このような支援を続けて頂きたいと切に願います。
職場のパワーハラで仕事が無くし、コロナ感染拡大され、自宅療養になり、仕事も探せない状態であります。
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食品の支援がありがとうございます。子育、新しい仕事を探すなどの力になれます。皆さんの暖かい支援に感謝しておりま
す。この難関を越えれば、新しい道が開かれます。お金を借りるまでまだ、考えておりません。
ありがとうございました。頑張ります。
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Its really useful for every one

136

Food Bank is very usful for everyone
この度は沢山の食べ物を本当にありがとうございました。子供の障害（中 3、精神障害、手帳あり）が悪化し、私以外
面倒をみる事が出来ず、仕事を辞め付き添っている現状です。シングルマザーで収入もない中で、しかし高校受験代や
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入学費と出費が多く、最近は必要最小限の物しか買えずにいます。
フードバンク様から普段は買えない様な物も沢山送っていただき、先の見えない不安で押し潰されそうな中、一人じゃ
ないと心が温かくなりました。子供はパンやお菓子をすぐに食べていました。お米もとても有難かったです。これからも沢山の
人の支えになっていって欲しいです。ありがとうございました。
先日フードが届き、離婚し失業しコロナで仕事が見つからない事が続き 3 月からの就労となり、節制した食事をしばらく
続く事態になり、又収入が減った分の借り入れ返済で、母子家庭により子供にかかる支出などもあり先の見通しが立た
なくなりそうでしたが、小学生の子供も段ボールを見て感動し喜んでいました。
子供も分かっているので、その姿を見た時、段ボールの中を見て本当にありがたいという思いで、フードバンク仙台の
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方々がどんなふうに詰めてくれたか思い浮かびました。
人の暖かさ誠実さを感じました。本当に様々な情勢の中食事の大切さ生活の大切さを痛感しています。助けられた分自
分達が立ち直ったら、フードバンク仙台さんのお役に立ちたいと思いました。又生活保護セミナー、役所では教えて頂けな
い事もあります。今回は受講できなかったので、また機会があれば参加したいので教えていただきたいです。この度は本当
にありがとうございました。
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ネギも入っていて、助かりました。ネギはなんにでも使えますし、子供達の栄養にもなります。お米は、実話先週末でカラに
なりました。児童手当を交通費に回したりで、お米が買えずにためらっていました。そんな時子供達の大好きなお米も入っ
139

ていて、子供達が喜び、私自身も喜びでした。お米、美味しいです。2 週間前はおにぎりを作り公園に行きましたが、おに
ぎりさえ作れなくりましたが、本当に感謝致します。
また子供用のマスクが入っており、毎日学校にしていくので、本当に助かりました。ありがとうございました。心より感謝致し
ます。また、コロナ禍はまだ続くようですが、お体に気をつけて頑張って下さい。
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今月支払いだけで、食べるものが米しかなくなりました。本当に助かりました。こんなに量がもらえると思わず本当にありがと
うございます
大変天候が悪い中配送いただき感謝申し上げます。子供に暖かい物を食べさせることが出来ました。
助かりました。本当にありがとうございました。
帰宅しましたら玄関前に届いておりました ほんとうに感謝の言葉しかありません これでまともなご飯が 2 週間ぶりに食べ
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られます ちゃんとした生活ができるまでまたお世話になるかもしれませんが 生活が落ち着きましたら恩返しさせて頂きます
誰も頼れる人がいなかったので本当に助かりました 嫁も喜んで有難いといってました ありがとうございました
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保育園で案内を見て食料届けて頂きました。
すぐに食べられるもの、子供たちも喜んでおり助かりました。ありがとうございました！
この度は助けていただきありがとうございました。とても感謝しております。
先日 2 回目の利用をさせて頂きました。本当に助かりました。
依頼をしようかどうか悩んでて…一度相談できたらという気持ちで連絡しました。すると次の日には玄関前にたくさんの食
料が‼一番お米が嬉しかったです。そして温めれば食べれるレトルト食品もたくさん入っていました。コロナ禍でみなさんが
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大変な思いをしている状況だと思います。私はコロナ禍で収入が減ったりしたわけではなかったので、少し申し訳なかったで
す。コロナ禍の中、別居し離婚し、金銭的に苦しくなかなか落ち着かない生活でした。
今も楽になったわけではありませんが、困った時に近くに寄り添ってくれる方がいることが分かりました。これからの生活も
不安ですが、何かあれば相談できると思うと少し安心できます。みなさんの活動に感謝致します。本当にありがとうござい
ました。
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人が生きる道を支えて頂き感謝の言葉しかありません。
関係者の皆様ありがとうございます。
この度は食材の提供本当にありがとうございました！
まずは感謝です。本当にありがとうございました。送られて来た内容物を見て驚きました。お米やインスタントラーメン、クッ
キーなど種類も豊富でとてもありがたかったです。
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今回頼んだ経緯として、コロナで会社がなくなり、通帳を見て頭を抱える毎日でした。そんな時に職安でチラシを見つけ
て応募しました。申請を出して次の日に連絡が来ました。対応の早さも素晴らしいです。私はこの活動を知って応援したく
なりましたし、私と同じような状況の人も知って欲しいです。周りで困っている人がいたらすぐにこの活動を教えようと思いま
す。最後に本当にありがとうございました。
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コロナで買い物出来ず、野菜、お米からいろいろな物を送っていただき本当に助かりました。ありがとうございます。
バイトができず生活がいっぱいいっぱいで余裕がありませんでした。フードバンク様から沢山の食糧を送って頂けたおかげで
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充実した生活を送れそうです。本当に感謝でいっぱいです。ありがとうございます。
特にブレンディのココアは大好きなので特に嬉しかったです！
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本日届きました。給料 5 ヶ月分未払いで貯金を切り崩して 1 日の食事が食パン 2 枚の生活をしていました。
給料は 1 円も払われないまま社長と連絡がつかなくなり貯金も底をつきそうです。今は失業手当をもらって生活している
のですが家賃水道光熱費を支払うと食費がなく、朝昼は白米、夜は食べない生活です。フードバンクさんに申込をするか
数ヶ月とても悩んでいたのですが、今回申し訳ないと思いながら申込させていただきました。帰宅した際、玄関の前に大き
151

な段ボールとビニール袋が置かれていてすぐにフードバンクさんだと分かりました。段ボールを開けた瞬間、嬉しさと感動で涙
が出ました。こんなに沢山の食べ物がうちにあるのは久しぶりです。早速夜ご飯にご支援いただいたものをいただきました。
タンパク質を摂ったのは久しぶりでとても美味しかったです。
フードバンクのみなさんにとても感謝しています。本当にありがとうございます。私も仕事が見つかり生活が立て直った際
には、寄付等でお役に立ちたいと思いました。たくさんの方を支えてくださり本当にありがとうございます。
以上
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