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我々は料理人や生産者、食に関する事業者を中心とした団体です。我々の使命は、ただ皆

さんのお腹を満たすだけではありません。食文化の継承や発展への寄与、食育活動や環境

への取り組み等々、食を通じて世界の方々を笑顔にする事だと考えております。しかしながら、

コロナ禍により大きな試練の場に立たされております。食の団体として、この状況をどうにかし

たい、という思い。それと同時に命の最前線で尽力して下さっている医療関係者の皆様に食

を通じてエールを送りたい、という思い。

これらを組み合わせ、一つの支援の形を作ってみました。手探りの中での出発なので、活

動を行いながら状況に応じて随時、変更改善を行っていく予定です。また、条件が整えば全

国的に展開して行きたいとも考えております。

コロナに負けない。気持ちは一つです。一刻も早くこの状況が改善し、世界中のレストラン

が皆さんの笑顔で溢れる日が来る事を願ってやみません。

一般社団法人全日本・食学会 理事長

村田 吉弘（菊乃井三代目主人）

＜代表者から皆様へのメッセージ＞





１．支援活動内容



（１）支援活動概要
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安心できる
医療体制の提供

資金協力
事業継続による
食の楽しみや
安全な食の提供

企業や一般の皆様

医療従事者の皆様飲食店や生産者の皆様

美味しさと栄養と真心が
詰まったお弁当を提供

原材料費
（容器、運搬費等含む）
及び調理費を支払い

食を通じて全ての人に笑顔を

食学会から店舗に
＠1,200円/食を支払い

※差額分は店舗の手間賃とする

お店は原価＠500円程度/食の
弁当を作り、医療機関へお届け

企業や一般の方より
頂いた寄付にて運用

（不足分は、食学会資金にて充当）



（１）支援活動概要
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京都

大阪
長崎

岐阜

愛知
東京・
神奈川

【全国計】

・配布地域 ：８エリア（京都、大阪、岐阜、愛知、東京、神奈川、長崎、北海道） 37施設

・累 計 ：290日間

・合 計 ：16,238食

【愛知】

・４施設

・累計 ６日間

・計 158食

【大阪】

・３施設

・累計 62日間

・計 1,860食

【東京／神奈川】

・10施設

・累計 117日間

・計 9,230食

【長崎】

・２施設

・累計 14日間

・計 840食

【岐阜】

・12施設

・累計 34日間

・計 1,975食

北海道

【北海道】

・４施設

・累計 ５日間

・計 1,000食

【京都】

・２施設

・累計 57日間

・計 2,450食



地区 納入先
1回あたりの

納入数
実施期間 納入個数計

京
都

A病院 40食 40日間 1,600個

B病院 40～50食 17日間 850個

大
阪

A病院 30食 24日間 720個

B病院 30食 19日間 570個

C病院 30食 19日間 570個

岐
阜

A病院 25食 4日間 100個

B病院 25食 3日間 75個

C病院 75食 2日間 150個

D病院 25食 4日間 100個

E病院 25食 4日間 100個

F病院 25食 4日間 100個

G病院 25食 2日間 50個

H病院 25食 4日間 100個

I病院 25食 3日間 75個

J病院 25食 3日間 75個

K病院 25食 3日間 75個

L病院 25食 3日間 75個

愛
知

A病院 50食 1日間 50個

B病院 8食 3日間 24個

C病院 40食 1日間 40個

D病院 60食 1日間 60個

東
京
・
神
奈
川

A病院
昼60～80食 22日間 1,600個

夜60～40食 18日間 900個

B病院 80食 5日間 400個

C病院 200～280食 8日間 1,680個

D病院 100食 11日間 1,100個

E病院 100～135食 13日間 1,369個

F病院 80食 13日間 1,040個

G病院 60食 13日間 780個

H病院 20食 13日間 260個

I病院 150食 1日間 150個

J病院 200食 2日間 400個

長
﨑

A病院 60食 7日間 420個

B病院 60～120食 4日間 420個

北
海
道

A病院 60食 1日間 60個

B病院 40食 1日間 40個

C病院 100食 1日間 100個

D病院 30食 2日間 60個

（２）活動状況
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全国８エリア・37施設・16,238食（7/1迄）



企業名・個人名

企
業
・
団
体
名
義

1 アメリカン・エキスプレス・ジャパン㈱ 様

2 キッコーマン㈱ 様

3 味の素㈱ 様

4 大阪ガス㈱ 様

5 日本電信電話㈱ 様

6 タニコー㈱ 様

7 イーストワイズ㈱ 様

8 ㈲川端屋商店 様

9 ㈱強羅花扇 様

10 マサノ建装㈱ 様

11 長龍酒造㈱ 様

12 京都水産協会 様

13
“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards
（(一社)ワインアンドスピリッツ文化協会） 様

14 ㈱モトックス 様

個
人
名
義

15 二宮 くみ子（会員） 様

16 タカナシ ノブオ 様

17 長瀬 孝充 様

18 福嶌 節子 様

19 謝 博美 様

20 北村 憲司 様

21 瀧川 恭子 様

22 平沼 宗源 様

23 中村 慶子 様

24 藤岡 侑子 様

25 ヤマグチ カナ 様

26 田中 清美 様

27 ヤマモト ケイコ 様

28 水野 真紀 様

29 深澤 晴彦 様

30 クワハラ タカオ 様

31 広里 貴子 様

32 イワモト モモカ 様

33 ミサワ アヤナ 様

34 オクムラ タカノリ／オクムラ マユミ 様

35 ヒカリ チサト 様

36 フジイ ヒロコ 様

37 ニシオ ヒロユキ（浪速料理西尾） 様

38 タケオ テルミ 様

39 滝 久雄（ぐるなび取締役会長） 様

40 シバサキ アキコ 様

41 押尾 洋子 様

42 マツバラ マユミ 様

43 キヨハラ ヨウコ 様

44 蜂巣 真理子 様

45 スギヤマ マモル 様

46 ハセガワ ヒデキ 様

47 渡辺 純子 様

48 タキタ ヒデキ 様

49 シモダ サワ 様

（３）協力企業・個人リスト（順不同）
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支援金協力：49件（14団体＋35個人）



（３）協力企業・個人リスト（順不同）
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企業名・個人名 協賛内容

団
体

1 キユーピー㈱ 様 ポテトサラダ、いちごシャーベット

2 ㈱トーホーフードサービス 様

国産豚バラブロック（10㎏）、鶏もも正肉（10㎏）、チキン鶏むね正肉
（２㎏）、むきエビ（９㎏）、天使のエビ（２㎏）、マダガスルージュ（２
㎏）、ボイル小柱（６㎏）、甘鯛フィレ（８㎏）、ホールトマト（10㎏）、
濃口醤油（1本）、減塩醤油（1本）、ホワイトペッパー（１缶）、味の
素大焼売（10パック）、サラダ油（3缶）他

3 京都鰹節㈱ 様 花がつお

4 肉のむら瀬 様 精肉60kg

5 ㈱おふく園 様 お茶

6 ロイヤルブルーティージャパン㈱ 様 煎茶ティーバッグ

7 岐阜丸魚㈱ 様 魚類多種

8 岐果岐阜青果㈱ 様 野菜多種

個
人

9 藤本 純一（正栄丸船長） 様 活イカ等

10 藤原 伸光（正会員） 様 山菜類（わらび、ぜんまい等）

山菜類（藤原伸光様（宮城県）寄贈）

ポテトサラダ等（キユーピー㈱様 寄贈） 煎茶ティーバッグ（ロイヤルブルーティージャパン㈱様 寄贈）

活イカ等（藤本純一様（愛媛県）寄贈）

物品協力：計10件

お茶ティーバック（㈱おふく園様寄贈）

鰹節（京都鰹節㈱様 寄贈）



（４）参加飲食店リスト（順不同）
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店舗・団体名 URL

東
京
・
神
奈
川

1 Wakiya 一笑美茶樓 https://www.wakiya.co.jp/

2 人形町今半 https://www.imahan.com/

3 格之進 https://kakunosh.in/

4 神楽坂 天孝 http://kagurazaka-tenko.jp/?lang=1

5 日本橋ゆかり http://nihonbashi-yukari.com/

6 shojin 宗胡 https://www.sougo.tokyo/

7 銀座ことひ https://cotohi.com/

8 日本橋浅田 https://www.asadayaihei.co.jp/nihonbashi/

9 松乃鮨 https://matsunozushi.com/

10 礼華 https://www.rai-ka.com/

11 日本料理てのしま https://www.tenoshima.com/

12 米村 http://www.yonemura1929.jp/

13 菩提樹 http://mita-bodaijyu.com/

14 DANRAN亭 http://www.meat-c.co.jp/danrantei/danrantei.html

15 伊豆栄 http://www.izuei.co.jp/shop/

16 Casa di Camino https://www.camino11.com/

京
都

17 京都中勢以 http://www.kyotonakasei.jp/top/

18 祇園さゝ木 http://gionsasaki.com/

19 洋食おがた https://www.facebook.com/pages/category/Yoshoku-Restaurant洋食おがた-1516729548645661/

20 創作中華 一之船入 http://ichinohunairi.com/

21 たん熊北店 https://www.tankumakita.jp/

22 京料理清和荘 http://www.seiwasou.com/

23 祇園おが和 https://gion-ogawa.gorp.jp/

24 祇園きだ https://r.gnavi.co.jp/rguau0e90000/

25 イル フィーロ https://www.facebook.com/ilfilokyoto/

26 Cantina Arco https://www.cantinaarco.com/

27 京料理 木乃婦 http://www.kinobu.co.jp/getflash.html

28 馳走いなせや http://chisouinaseya.com/

29 京料理直心房さいき http://www.kyoto-saiki.com/goaisatu/

30 京・富小路 天ぷら吉川 https://www.kyoto-yoshikawa.co.jp/meal.html

31 炭屋旅館 http://www2.odn.ne.jp/sumiya/index.html

32 リストランテ野呂 https://retty.me/area/PRE26/ARE660/SUB11003/100001349594/

33 イタメシOliva https://www.facebook.com/itameshioliva/

34 卯sagiの一歩 https://usaginoippo.com/

35 平等院表参道 竹林 https://chikurin-kyoto.com/

36 京料理せんしょう https://www.sensyou.jp/

37 コムシェミシェル http://www.commechezmichel.com/

38 魚三楼 https://www.uosaburo.com/

39 下鴨福助 http://www.shimogamo-fukusuke.co.jp/ryori/

40 天㐂 http://kyoto-tenki.com/

41 てんぷら永春 https://tempura-eishun.owst.jp/

42 レジョン丸尾 https://region-french.com/

43 すし市場（市場内） http://sushi-ichiba.or.jp/

44 NAKATUKA http://nakatsuka-kyoto.com/

45 西淵飯店 https://retty.me/area/PRE26/ARE112/SUB11201/100000812928/

46 和ごころ泉 https://wagokoro-izumi.gorp.jp/

47 つろく https://retty.me/area/PRE26/ARE657/SUB10904/100001535560/

48 358雑魚屋 https://www.zacoya.com/

計122店（東京16店、京都32店、大阪36店、岐阜21店、愛知7店、長崎5店、北海道5店）

https://www.facebook.com/pages/category/Yoshoku-Restaurant


（４）参加飲食店リスト（順不同）

11

店舗・団体名 URL

大
阪

49 ポンテベッキオ https://ponte-vecchio.co.jp/

50 焼とんyaたゆたゆ 難波千日前 http://www.tayu2.com/

51 焼肉みやした https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27074262/

52 あやむ屋 https://r.gnavi.co.jp/kbsk800/

53 中国菜エスサワダ https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27113311/

54 焼鳥 市松 https://r.gnavi.co.jp/7pmg7ajt0000/

55 タンポポ https://r.gnavi.co.jp/6c99hw390000/

56 ペッシェロッソ http://pesce-rosso.com/

57 トムクリオーザ http://www.tom-curiosa.com/

58 六徳恒河沙 https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27114367/

59 パンデュース http://www.painduce.com/index.html

60 アドック http://adhoc2014.jp/

61 龍旗信 大阪津久野店 http://www.ryukishin.com/

62 ラ・ルッチョラ http://lucciola.net/

63 イル ルォーゴ ディタケウチ https://www.takeuchi-italia.jp/

64 ドゥエ フィオーリ http://www.due-fiori.com/

65 ノガラッツア https://www.nogarazza.jp/

66 四川料理御馥 http://www.huangs-dining.com/

67 柏屋 大阪千里山 https://jp-kashiwaya.com/

68 日本料理 子孫 https://komago-jp.com/

69 浪速割烹 喜川 https://kc9j800.gorp.jp/

70 法善寺 浅草 http://www.houzenji-asakusa.jp/store.html

71 旬鮮和楽 さな井 https://syunsenwaraku-sanai.gorp.jp/

72 北新地 弧柳 http://www.koryu.net/

73 旬菜 山﨑 http://www.syunsaiyamasaki.com/

74 新喜楽 ヒルトンプラザイースト店 https://r.gnavi.co.jp/k002003/

75 お料理 宮本 https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27068283/

76 慶喜 https://r.gnavi.co.jp/14ct209w0000/

77 高麗橋 吉兆 https://koraibashi-kitcho.com/

78 浪速割烹 和亨 https://r.gnavi.co.jp/gea0v9ps0000/

79 雲鶴 http://www.unkaku.jp/

80 はしま http://www.hashima-katamachi.com/

81 日本料理 翠 https://r.gnavi.co.jp/dvyvb6620000/

82 山海料理 仁志乃 https://www.umai-nishino.com/

83 老松 喜多川 https://www.oimatsu-kitagawa.com/

84 幽玄 https://tabelog.com/osaka/A2701/A270205/27111725/

岐
阜

85 日本料理 たか田 八祥 http://www.takadahassho.com/

86 うを完 http://www.uokan.com/

87 うを仁 http://www.uoni.net/

88 魚関 http://www.uoseki.co.jp/

89 川島 https://hitosara.com/0005000056/

90 雅味 近どう http://www.gami-kondo.jp/

91 澤千 http://www.sawasen.com/

92 粋 料亭 助六 http://sukeroku.com/

93 ダ・アチユ http://www.daachiu.com/

94 リリアーヌ https://www.liliane-net.com/

95 だいえい https://tabelog.com/gifu/A2102/A210204/21005369/

計122店（東京16店、京都32店、大阪36店、岐阜21店、愛知7店、長崎5店、北海道5店）



（４）参加飲食店リスト（順不同）
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店舗・団体名 URL

岐
阜

96 辻屋 https://tabelog.com/gifu/A2102/A210204/21000002/

97 天近 http://www.tenkin.co.jp/

98 萬松館 http://www.banshokan.co.jp/

99 万福 https://tabelog.com/gifu/A2101/A210104/21001536/

100 ひしの寿司 http://www.hishino.com/

101 ひら井 https://www.hirai-gifu.com/

102 四鳥 http://www.yontori.com/

103 日本料理 きん魚 https://tabelog.com/gifu/A2103/A210301/21013264/

104 旬彩和心 棗（なつめ） https://tabelog.com/gifu/A2101/A210102/21014761/

105 ファンボギ https://tabelog.com/gifu/A2101/A210101/21009615/

愛
知

106 ラ・グランターブル ドゥ キタムラ https://french-kitamura.jp/

107 会席小久保 https://kaiseki-kokubo.com/

108 なごや えんきょ http://www.enkyo.jp/

109 ル ポンデュガール ユキノブツキダテ http://tsukidate.info/

110 味処もちづき http://www.aji-mochi.com/

111 しら河 https://hitsumabushi.jp/

112 あつた蓬莱店 http://www.houraiken.com/honten/

長
崎

113 ㈱カミーユ https://cocowalk.jp/shop/camille

114 TERRACED FIELDS https://tabelog.com/nagasaki/A4204/A420402/42008375/

115 ホテル日航ハウステンボス https://www.nikko-htb.co.jp/restaurant/

116 ラシェット
https://ja-jp.facebook.com/pages/category/Community/ラシェット
/342555375937881/

117 ビストロ ボン・モマン https://tabelog.com/nagasaki/A4202/A420201/42011352/

北
海
道

118 モリエール https://sapporo-moliere.com/

119 すし善 https://www.sushizen.co.jp/tenpo/honten.php

120 トラットリア・ピッツエリア・テルツイーナ http://www.terzina1998.com/top/

121 すすきの浪花亭 http://www.naniwatei.com/

122 ㈱SATOMI https://satomi-inc.com/work.html

計122店（東京16店、京都32店、大阪36店、岐阜21店、愛知7店、長崎5店、北海道5店）



（５）活動内容｜京都
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⚫ 対 象：計２施設

⚫ 実施期間：4/22（水）～5/31（日）

⚫ 個 数： 施設Ａ：各回40個、施設Ｂ：50個 合計2,450食

⚫ 参加店舗：32店

馳走いなせや（5/22）

祇園さゝ木（4/24） 洋食おがた（4/25） 一之舟入（4/28）

西渕飯店（5/22）

たん熊北店（4/30）

魚三楼（5/11） 木乃婦（5/12）

【提供メニュー例】

店舗 実施日

1 京都中勢以 4/22、4/23

2 祇園さゝ木 4/24、4/25

3 洋食おがた 4/26、4/27

4 創作中華 一之船入 4/28、4/29、5/27

5 たん熊北店 4/30、5/1

6 京料理清和荘 5/2、5/3

7 祇園おが和 5/4、5/5

8 イル フィーロ 5/6、5/7

9 Cantina Arco 5/8、5/9

10 祇園きだ 5/10、5/11

11 京料理 木乃婦 5/12、5/23

12 京料理直心房さいき 5/13

13 京・富小路 天ぷら吉川 5/14、5/15

14 イタメシOliva 5/16、5/17

15 炭屋旅館 5/18、5/19

16 馳走いなせや 5/21、5/22

17 リストランテ野呂 5/24、5/25

18 卯sagiの一歩 5/26、5/27

19 平等院表参道 竹林 5/28、5/29

20 京料理せんしょう 5/30、5/31

店舗 実施日

21 コムシェミシェル 5/7、5/8

22 魚三楼 5/11、5/13

23 下鴨福助 5/12

24 天㐂 5/14、5/15

25 てんぷら永春 5/18

26 レジョン丸尾 5/19

27 すし市場（市場内） 5/20

28 NAKATUKA 5/21

29 西淵飯店 5/22

30 和ごころ泉 5/25

31 つろく 5/26

32 358雑魚屋 5/28、5/29

〈施設Ａ〉 〈施設Ｂ〉



（５）活動内容｜京都

14

【提供メニュー例】

清和荘（5/2） 祇園おが和（5/4） イルフィーロ（5/6）

カーディナルアルコ（5/9） 吉川（5/14）

天㐂（5/14） 天ぷら永春（5/18）

馳走いなせや（5/22）

炭屋旅館（5/18）

せんしょう（5/30）

西渕飯店（5/22）

レジョン丸尾（5/19）

コムサミッシェル（5/8）

竹林（5/28）

直心房さいき（5/20）

竹林（5/29）

吉川（5/15）



（５）活動内容｜大阪
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⚫ 対 象：計３施設

⚫ 実施期間： 5/9（土）～6/11（木）

⚫ 個 数：３か所×各回30個、合計1,860食

⚫ 参加店舗：36店

日本料理 翠（6/4）

ポンテベッキオ（5/9） 柏屋 大阪千里山（5/10） 子孫（5/11）

龍旗信（6/3）

喜川（5/13）

浅草（5/15） 新喜楽（5/23）

【提供メニュー例】

店舗 実施日

1 ポンテベッキオ 5/9

2 焼とんya たゆたゆ 難波千日前 5/11、5/12

3 焼肉みやした 5/13、5/14

4 あやむ屋 5/15、5/16

5 中国菜エスサワダ 5/17、5/18

6 焼鳥 市松 5/19、5/20

7 タンポポ 5/21、5/22

8 ペッシェロッソ 5/24

9 トムクリオーザ 5/25、5/26

10 六徳恒河沙 5/27、5/28

11 パンデュース 5/29

12 アドック 5/31、6/1

13 龍旗信 大阪津久野店 6/2、6/3

14 ラ・ルッチョラ 6/7

15 イル ルォーゴ ディタケウチ 6/4、6/5

16 ドゥエ フィオーリ 6/8、6/10

17 ノガラッツア 6/9、6/11

18 四川料理御馥 6/11

19 柏屋 大阪千里山 5/10

20 日本料理 子孫 5/11、5/12

店舗 実施日

21 浪速割烹 喜川 5/13、5/14

22 法善寺 浅草 5/15

23 旬鮮和楽 さな井 5/18

24 北新地 弧柳 5/19、5/20

25 旬菜 山﨑 5/21、5/22

26 新喜楽 ヒルトンプラザイースト店 5/23

27 お料理 宮本 6/9

28 慶喜 5/25、5/26

29 高麗橋 吉兆 5/27、5/28

30 浪速割烹 和亨 5/29、5/30

31 雲鶴 6/1

32 はしま 6/2、6/3

33 日本料理 翠 6/4、6/6

34 山海料理 仁志乃 6/6

35 老松 喜多川 6/8、6/9

36 幽玄 6/10、6/11



（５）活動内容｜大阪
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【提供メニュー例】

はしま（6/3） たゆたゆ（5/11） 焼肉みやした（5/13）

喜川（5/13） あやむ屋（5/15）

さな井（5/18） 弧柳（5/19）

ペッシェロッソ（5/24）

市松（5/19）

山崎（5/21） 新喜楽（5/23）

バルサワダ（5/17） たんぽぽ（5/21）

吉兆（5/27）トムクリオーザ（5/25） 慶喜（5/25）



（５）活動内容｜岐阜
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⚫ 対 象： 計12施設

⚫ 実施期間： 4/25（土）～ 5/28（木）

⚫ 個 数：12か所×各回25個、合計975食

⚫ 参加店舗：21店

たか田八祥（4/25）

【提供メニュー例】

助六（5/2）

川島（5/4）

萬松館（5/12）

ダアチェ（5/19） なつめ（5/20）

うを完（5/28） 天近（5/26）

辻屋（5/7）

澤千（5/8）

店舗 実施日

1 日本料理 たか田 八祥 4/25、4/28、5/12、5/14

2 うを完 5/2、5/15

3 うを仁 5/27、5/28

4 魚関 5/1

5 川島 5/4、5/25

6 雅味 近どう 5/7、5/26

7 澤千 5/8

8 粋 料亭 助六 5/2、5/13

9 ダ・アチユ 5/19、5/21

10 リリアーヌ 5/20、5/27

11 だいえい 5/21

12 辻屋 5/7

13 天近 5/20、5/26

14 萬松館 5/12、5/15

15 万福 5/12、5/28

16 ひしの寿司 5/12、5/15

17 ひら井 5/2、5/21

18 四鳥 5/20、5/27

19 日本料理 きん魚 5/20

20 旬彩和心 棗（なつめ） 5/20、5/27

21 ファンボギ 5/21、5/22



（５）活動内容｜岐阜
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【提供メニュー例】

魚関（5/1） ひら井（5/2） 近どう（5/7）

ひしの寿司（5/12） 万福（5/12） リリアーヌ（5/20）

きん魚（5/20）

四鳥（5/27）

ファンボキ（5/21）

だいえい（5/21）

うを仁（5/27）だいえい（5/21）

ファンボキ（5/22）



（５）活動内容｜愛知
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⚫ 対 象：計４施設

⚫ 期間：5/7（木）～6/4（木）

⚫ 個 数：４か所×各回８～50個、合計174食

⚫ 参加店舗：７店

グランターブル・キタムラ（5/8）

【提供メニュー例】

味処もちづき（5/20） 会席小久保（5/26）

しら河（6/2） ル ポンデュガール ユキノブツキダテ（6/3） なごやえんきょ（6/9）

店舗 実施日

1 ラ・グランターブル ドゥ キタムラ 5/8

2 会席小久保 5/26

3 なごや えんきょ 6/5

4 ルポンデュガール ユキノブツキダテ 6/4

5 味処もちづき 5/20

6 しら河 6/3

7 あつた蓬莱店 6/3



（５）活動内容｜東京・神奈川
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⚫ 対 象： 計10施設

⚫ 実施期間：5/13（水）～7/1（水）

⚫ 個 数：10か所×各回30～200個 合計 9,630食

⚫ 参加店舗：16店

人形町 今半（5/13）

てのしま（5/14）

格之進（5/19）

shojin 宗胡（5/21）

Wakiya 一笑美茶樓（5/14）

【提供メニュー例】店舗 実施日

人形町今半 5/13、5/19、5/21、5/22、5/25、5/26、6/1×2回、6/8×2回

てのしま 5/14、5/20

Wakiya一笑美茶樓 5/14、5/20、5/22、5/25、6/11

宗胡 5/15、5/21、5/22、5/26、5/28、5/29

格之進 5/15、5/21、5/29、6/5

日本橋ゆかり 5/18

銀座ことひ 5/20、5/27、6/3、6/10

日本橋浅田 5/25、5/27、6/3、6/5、6/10

神楽坂天孝 5/26、5/28

松乃鮨 5/27

菩提樹 5/29、6/2、6/4、6/9、6/11

米村 6/2、6/9

〈施設Ａ〉

店舗 実施日

人形町今半 5/25

格之進 5/27

日本橋ゆかり 5/26

銀座ことひ 5/29

米村 5/28

〈施設Ｂ〉

店舗 実施日

人形町今半 6/3

格之進 6/3

日本橋ゆかり 6/5、6/12、6/17、6/19、6/24、6/26

銀座ことひ 6/10、6/19、6/24、6/26

礼華 6/5

米村 5/28

伊豆榮 6/10

〈施設Ｃ〉

店舗 実施日

人形町今半 6/8、6/15、6/22、6/29

格之進 6/10、6/24

日本橋ゆかり 6/11、6/18、6/25

米村 6/17

〈施設Ｄ〉



（５）活動内容｜東京・神奈川
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赤坂浅田（5/25）

米村（5/28） 天孝（5/28）

松乃鮨（5/27）カーサディカミーノ（6/9）

菩提樹（5/29）

ｃ

店舗 実施日

人形町今半 6/5×2か所、6/8×4か所、6/9×2か所、6/10×4か所、6/15×4か所、
6/22×4か所、6/29×4か所

Wakiya一笑美茶樓 6/25、6/9、6/12、6/17、6/19、6/24、6/26、7/1

日本橋ゆかり 6/24×２か所、7/1

菩提樹 6/12、6/19、6/26

DANRAN亭 6/5、6/9、6/12、6/17×２か所、6/19×２か所、6/24、6/26、7/1×2か所

〈施設Ｅ～Ｈ〉

店舗 実施日

人形町今半 6/5

Wakiya一笑美茶樓 6/5

〈施設Ｉ〉

店舗 実施日

人形町今半 6/29

Wakiya一笑美茶樓 6/29

日本橋ゆかり 6/30

菩提樹 6/30

格之進 6/30

〈施設Ｊ〉

宗胡 （5/29） 銀座ことひ（5/27）日本橋ゆかり（5/18）



銀座ことひ（6/12） 銀座ことひ（6/17）

（５）活動内容｜東京
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【提供メニュー例】

てのしま（5/20）

格之進（6/5）

日本橋浅田（5/27） 日本橋ゆかり（6/4）

日本橋浅田（6/5）礼華（6/5）

伊豆榮（6/10）

格之進（6/10）カーサディカミーノ（6/9） DANRAN亭（6/8）

格之進（6/24） カーサディカミーノ（6/26） 格之進（6/30）



（５）活動内容｜長崎
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⚫ 対 象：計２施設

⚫ 実施期間：5/28（木）～6/25（木）

⚫ 個 数：２か所×各60～120個、合計840食

⚫ 参加店舗：計５店（カミーユ、ホテル日航ハウステンボス、テラス・フィールド、ラシェット、ビストロ ボン・モマン）

店舗 実施日

1 カミーユ 5/28、6/1、6/3、6/5

2 ホテル日航ハウステンボス 6/8、6/10

3 TERRACED FIELDS 6/11、6/12

4 ラシェット 6/15、6/17

5 ビストロ ボン・モマン 6/25

カミーユ

【提供メニュー例】



⚫ 対 象：計4施設

⚫ 実施期間：6/5（金）～6/13（金）

⚫ 個 数：各30～100個 合計260食

⚫ 参加店舗：５店

（５）活動内容｜北海道
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モリエール SATOMI、トラットリア・ピッツエリア・テルツイーナ、すすきの浪花亭
（コラボ弁当）

店舗 実施日

1 モリエール 6/9

2 すし善 6/5

3 トラットリア・ピッツエリア・テルツイーナ

6/6×２か所、6/134 すすきの浪花亭

5 SATOMI

※３店舗のコラボメニュー

【提供メニュー例】





２．メディア露出



（１）プレスリリース内容
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掲載メディア PR TIMES

記事タイトル 新型コロナウイルス感染症の治療にあたる医療従事者、および、飲食店、生産者の方々への支援活動を開始

掲載日 2020年4月30日

執筆者 一般社団法人全日本・食学会

URL https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000057197.html



28

掲載メディア 時事コム

記事タイトル 新型コロナウイルス感染症の治療にあたる医療従事者、および、飲食店、生産者の方々への支援活動を開始

掲載日 2020年4月30日

執筆者 PR TIMESより転載

URL https://www.jiji.com/jc/article?k=000000001.000057197&g=prt

（２）メディアクリッピング（ＷＥＢ）
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掲載メディア 岐阜新聞

記事タイトル 医療従事者を支援 コロナ禍、できることを前向きに

掲載日 2020年4月26日

執筆者 佐名妙子

URL

（２）メディアクリッピング（新聞）
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掲載メディア 中日新聞 岐阜県版

記事タイトル 医療機関に応援の弁当 岐阜の「たか田八祥」20食届ける

掲載日 2020年4月26日

執筆者 佐名妙子

URL

（２）メディアクリッピング（新聞）
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掲載メディア フードウィークリー

記事タイトル 弁当で医療・飲食を支援／全日本・食学会

掲載日 2020年5月4日

執筆者

URL

（２）メディアクリッピング（ＷＥＢ）
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掲載メディア 朝日新聞（岐阜）／朝日新聞デジタル

記事タイトル 栄養満点お弁当で医療従事者を応援

掲載日 2020年5月4日

執筆者 松本佳伸

URL http://www.asahi.com/area/gifu/articles/MTW20200506221510004.html

（２）メディアクリッピング（新聞）
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掲載メディア 日本食量新聞

記事タイトル 新型コロナ：全日本・食学会、医療従事者に無償弁当を届ける

掲載日 2020年5月8日

執筆者 金原基道

URL https://news.nissyoku.co.jp/news/kinbara20200427031331021

（２）メディアクリッピング（ＷＥＢ）



34

掲載メディア 産経新聞

記事タイトル コロナと戦う医療従事者へ 三つ星や老舗料亭が配る「お弁当プロジェクト」

掲載日 2020年5月19日

執筆者

URL https://www.sankei.com/west/news/200519/wst2005190014-n1.html

新型コロナウイルスの感染に最前線で立ち向かっている医療従事
者へ感謝の気持ちを届けようと、料理人らによる「お弁当プロジェク
ト」が始まり、府内では３６店が、感染者を受け入れる３病院のス
タッフへと無償で弁当を提供している。配送には府内などでタクシーを
運行する日本交通が協力。料理人らが腕を振るう特製弁当に、医
療従事者からは「励まされる」との声が上がっているという。

全国の料理人らでつくる一般社団法人「全日本・食学会」の事業
で、東京、京都、愛知、岐阜でも実施。長引くウイルスとの戦いに疲
弊する医療従事者を食の面からサポートすると同時に、休業要請で
売り上げが減少している飲食店や生産者の支援につなげることも目
指しており、弁当の代金は同会が負担する。

大阪では、今月９日から配達を開始。参加店は、店主同士の横
のつながりなどで賛同の輪が広がり、焼き肉や焼き鳥といったカジュア
ルな店からミシュランガイドの三つ星レストランや老舗料亭までが集
まった。

弁当は、３病院のうち１カ所に平日の毎日、残る２カ所に土、日
曜を含む隔日で、それぞれ３０食ずつを夕食として届ける計画。担
当する店はリレー形式で日替わりしていき、６月上旬までと予定して
いる期間中、各店が１回か２回、弁当を作ることになる。和食と洋
食が重ならないようローテーションの順番にも気を配っている。

一方、容器や料理の内容は各店にお任せ。ハモやタケノコなど旬の
食材にこだわるだけでなく、同じ和食でも焼き魚の種類や味付けを変
えたり、豆ごはんや五穀米で変化をつけたりと、メニューがかぶらないよ
う参加店同士が情報交換しながら工夫を凝らしている。

参加店にとっては、店から離れたエリアにある病院への配送が難関。
当初は弁当を作った店や同会大阪事務局のスタッフらが手分けして
運んでいたが、日本交通が協力要請に応じてくれたことで、１３日か
らは毎日２台のハイヤーによる“出前”が実現した。弁当の受け渡し
も店の近くでできるようになった。

プロジェクトの弁当を、大阪市中央区の法善寺横丁にある浪速割
烹「喜川（きがわ）」が作ったのは今月中旬。作業台にずらりと並べ
た容器に職人たちが焼き物や煮しめなどを丁寧に盛りつけていく傍ら
にあったのは、医療関係者への感謝の手紙。店主の上野修さんは
「医療に携わっている人たちは、私たちが思っている以上にしんどいは
ず。現場では休憩時間も少ないだろうが、ひとときの癒しになれば」と、
料理と手紙に込めた思いを語った。

「法善寺浅草」の辻宏弥店長は「少しでもお役に立てればうれしい。
ずっと店を閉めていたので、久々に料理ができて自分への励みにも
なった」と料理店側のメリットに言及。同会大阪事務局は「医療スタッ
フは普段、コンビニ弁当ですませることが多いと聞いており、おいしいも
のが食べられてありがたいと喜ばれている」と、プロジェクトの効果を強
調した。

（２）メディアクリッピング（ＷＥＢ）
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掲載メディア 岐阜新聞

記事タイトル コロナ患者対応、医療従事者支援 県立多治見病院に弁当 日本料理「澤千」25人前提供

掲載日 2020年5月9日

執筆者

URL

（２）メディアクリッピング（新聞）



36

掲載メディア 読売新聞朝刊（関西）

記事タイトル 医療従事者に無料弁当 全日本・食学会

掲載日 2020年5月6日

執筆者

URL

（２）メディアクリッピング（新聞）
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掲載メディア 京都新聞

記事タイトル 医療機関に弁当 無償で

掲載日 2020年5月13日

執筆者 中西英明

URL

（２）メディアクリッピング（新聞）



38

掲載メディア 中日新聞

記事タイトル 名大病院医師に無償で弁当提供 名古屋の仏料理店

掲載日 2020年5月14日

執筆者

URL

（２）メディアクリッピング（新聞）



39

掲載メディア 京都新聞

記事タイトル 医療機関と飲食店を弁当で結ぶ支援の輪 食学会が代金支払い、無償で病院へ届け

掲載日 2020年5月20日

執筆者

URL https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/243545

（２）メディアクリッピング（ＷＥＢ）



40

掲載メディア 岐阜新聞

記事タイトル 医療従事者支援弁当、23店が参加 無償提供、県内で拡大

掲載日 2020年5月21日

執筆者

URL

（２）メディアクリッピング（新聞）

・



41

掲載メディア エキサイトニュース

記事タイトル アメリカン・エキスプレス、人気レストランと協働で医療従事者へ15,000食分の食事提供

掲載日 2020年5月21日

執筆者

URL https://www.excite.co.jp/news/article/Ssnp_20200521102814/

（２）メディアクリッピング（ＷＥＢ）



42

掲載メディア 中日新聞

記事タイトル 医療従事者に弁当を 飲食店から支援続々

掲載日 2020年5月30日

執筆者

URL

（２）メディアクリッピング（新聞）
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掲載メディア 長崎新聞

記事タイトル 県産食材を使い感謝の味

掲載日 2020年5月30日

執筆者

URL

（２）メディアクリッピング（新聞）

・



44

掲載メディア 北海道新聞

記事タイトル コロナ禍 食でエール 医療者に感謝の弁当

掲載日 2020年6月3日

執筆者 犬飼裕一

URL

（２）メディアクリッピング（新聞）



（２）メディアクリッピング（テレビ）
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掲載メディア CBCテレビ（中部日本放送）

記事タイトル フレンチ名店「キタムラ」が弁当販売

放映日 2020年5月11日

取材

URL



（２）メディアクリッピング（テレビ）
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掲載メディア NIB 長崎国際テレビ、 NCC 長崎文化放送、NBC 長崎放送

記事タイトル 「現代の名工」が特製ランチ 医療従事者を“食”で支援（NIB)／コロナ最前線で闘う医療従事者へ現代の名工の味を寄贈
（NCC)／医療従事者に上柿元勝シェフが手料理で応援（NBC)

放映日 2020年5月30日

執筆者

URL



（２）メディアクリッピング（テレビ）
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掲載メディア ＮＨＫ ニュースウォッチ９

記事タイトル 苦境の飲食業界 支えるのは〝善意のお金〟

放映日 2020年5月6日

取材 藤本浩輝（経済部）

URL



（２）メディアクリッピング（ＷＥＢ）
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掲載メディア eo official（YouTube）

記事タイトル コロナ禍で全日本・食学会が無償弁当を医療現場へ！京都を代表する料理店が動き出す

掲載日 2020年5月20日

インタビュアー 安田大サーカス団長安田

URL https://www.youtube.com/watch?v=utUUKw3CpSM&list=PLTr_XCOj9m7eH4LyrSgkWSlQQ-
J9pxqNh&index=13&t=0s



（２）メディアクリッピング（ＷＥＢ）
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掲載メディア あまから手帖ＷＥＢ

記事タイトル 医療従事者へ“食”でエールを

掲載日 2020年5月19日

執筆者

URL https://www.amakaratecho.jp/editor_blog/2020/05/19/aj-fa/



（２）メディアクリッピング（ＷＥＢ）
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掲載メディア 和楽WEB（小学館）

記事タイトル お弁当で応援！新型コロナと闘う医療従事者、飲食店、生産者たちに希望を。全日本・食学会理事長インタビュー

掲載日 2020年6月22日

執筆者 伊藤 公一

URL https://intojapanwaraku.com/travel/103138/



（２）メディアクリッピング
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お弁当で応援！新型コロナと闘う医療従事者、飲食店、生産者たちに希望を。
全日本・食学会理事長インタビュー（１）

「数は力や」。人によっては思い上がって聞こえる物言いだ。しかし、この人の口から発せられると妙に素直に受け止められる。京都の老舗料亭
「菊乃井」三代目で「一般社団法人全日本・食学会」（以下、食学会）理事長を務める村田吉弘さんは短い言葉に思いを託す。新型コ
ロナウイルス感染症の治療にあたる医療従事者や営業自粛を求められる飲食店、生産者らを支援する食学会の取り組みに対する意気込み
である。

この活動は、地域の飲食店がこしらえた弁当を地域の医療機関に届けるもの。原材料費や調理費などは食学会の運営資金や募金などでま
かなう。冒頭発言の真意も含め、活動の狙いや仕組み、先行きの見通しなどを聞いた。

「三方良し」を図らずも実現

ーー海外にも国内の他団体にも同じ趣旨の活動がありますが、食学会の取り組みはどういう経緯で始まったのですか。

村田：（以下略） 常任理事の脇屋（友詞）君との電話やったね。食学会は料理人や生産者、食に関する事業者の集まりです。われわ
れの使命はただ皆さんのお腹を満たすだけやない。食を通じて世界の方々を笑顔にすることやと思うんです。そういうこと常々考えとったら、新型
コロナ禍に見舞われた。

そんなら、命の最前線で尽力してる病院に食を通じてエール送るのが筋とちゃうかと。そしたら、もちろんそれは大事やけど、同時に仲間の飲食
店を助ける手立ても考えないかんという話になった。特に、営業自粛の中で頑張ってる若手。彼らが将来の食文化を担うわけやから、放っては
おけん。

で、500円の材料費で作った弁当を1000円で引き取る仕組みを作った。粗利500円や。1日100個作って30日届けると15万円になるわね。
作るということは材料がいる。せやから、この取り組みは生産者の皆さんの支援にもつながるんですね。

そう考えると、医療の最前線の方々、飲食店の若い人、生産者の皆さんがそれぞれ食を通じて前向きになれる。まさに「三方良し」になってる
わけや。

ーーこれまで（6月10日現在）、北海道、東京、神奈川、愛知、岐阜、京都、大阪、長崎で活動されていますが、実際の運営や意思決定
はどのように。

食学会は全国区です。せやから、基本的には各地の常任理事の裁量に任せてる。地方の実状の分からん中央が自分たちの考えを押し付け
るのはよくない。中央に地方が合わせるのも無理や。政治と一緒やね。地域のことは地域に委ねて、思う存分に力をふるってもらうべきやと思い
ます。

ーー弁当を届ける医療機関の選定も？

はい。「地方自治」です。

ーー選外の医療機関から「うちにも届けてほしい」と要請されたら？

喜んで受けます。ただ、あくまでも、新型コロナの重症患者を受け入れている病院に限ってます。それと、たいてい、それぞれの病院には、給食
事業者が入ってる。われわれの活動はそういう人たちの邪魔をすることやないので、気を付けるようにはしてます。

「医者を辞めることを思いとどまった」

ーー提供する弁当の予算や中身についてのガイドラインはあるんですか。

予算という言葉が適切かどうか分からんけど、さっき言うたように、原材料費500円の中で工夫してやとは言うてます。せやから、どうしてもうちは
原価700円でやりたいねん、というとこがあれば、それでええと思う。ただ、無理はせんでええとも言うてる。

献立の中身も個々の店に任せてます。思い思いに腕を振るってもらえばええ。中には日替わり弁当みたいにしてるとこもあります。暑い季節に
は保存状態の心配もあるからパンやクッキーを提供する動きが出るかも。食事もろくにできひん人のための対策やね。

ーー品質面で留意しておられることは。

これから温度も湿度も上がるでしょ。当然、傷みやすうなりますわな。命を預かる人の口に入るものやから品質でも衛生面、安全面には特に気
を付けてます。弁当から食中毒出たらシャレならんでしょ。

せやから、作ったんから毎日1個は検体用に取っておく。で、万が一、イエローカード出よったら、現場に足運んで調べて、徹底的に指導します。
「あかんやろ」言うて頭ごなしに非難するんやのうて、衛生に対する意識を持ってもらう。

（記事全文）



（２）メディアクリッピング
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お弁当で応援！新型コロナと闘う医療従事者、飲食店、生産者たちに希望を。
全日本・食学会理事長インタビュー（２）

ーー弁当を届けられた医療機関からはどんな声が寄せられていますか。

おおむね、喜ばれてます。初めにぼくが言うたんは「一食で十分なボリュームがまかなえるようにして欲しい」ということ。現場は野戦病院やと思え
と。テーブルクロスの前で、フォークとナイフで優雅に食べるわけやない。いつ食べれるかも分からん。味わいは二の次や。せやから、一食で足りる
中身にして欲しいと言うたね。

そんでも、若いドクターからは｢もっと量を多くして」という声があった。「ごはんの量を増やして」という意見もあったな。要するに、きれいでのうてもえ
えから素早く食べれるもんが求められてるということやね。

そうそう、印象的な回答がありました。重症患者病棟の現場はわれわれの想像を超える状況らしい。それで、もう辞めてまおうと思った医者がい
てた。

せやけど、毎日届けられる弁当食べてたら考えが変わった。皆さんの応援に応えるのが使命やと考えて辞めるのを思いとどまった言うねん。活動
の力はこういうことや思うね。

理事長の最大の仕事は金を集めることや

ーー活動の成果について興味深いお話を伺いましたが、その仕組みの回し方に話を進めます。収支バランスはどうなっていますか。

直球やね。細かな動きは次の活動報告書で明らかになりますが、寄付金だけでざっと2500万円あります。このほかに食学会としての運営資金
がある。それも充当できる。

一方、理事は無報酬で動くから人件費はほぼいらん。6月1日時点の累計経費が約1900万円やから、余裕はある。ただし、第二波に備えて
もおきたいね。

ーー資金集めについては、どのような手立てを。

食学会加盟各社を支えてくださるファンにお願いすることにした。その（現時点での）合計が2500万円。

ーー短期間でそれだけの額が集まるということは、それぞれのお店に心強いファンがたくさんいらっしゃる証ですね。

それもあります。そやけど、大きな団体や会社に頭を下げるんは理事長の役目やと思う。最大の仕事やね。せやから、直接電話する。ぼくがか
けるときは金のことやと分かるから「何にいくらいるねん」となる、話早いわな。

村田は私利私欲やなくて「公利第一や」いうことが言わんでも分かるから、たいていは理解してもらえます。今回も「持続化給付金もらえてない
若い料理人潰したくないんや」と率直に訴えた。そのことでズーム会議したり、関係大臣に連絡取ったりもしました。

世の中、何事かをなそうと思えば、数が必要です。一人の力は尊いけど限りがある。数を揃えてこそ、動くものがある。せやから「数は力」や。最
たるものは政治の世界。今回の取り組みもそうやね。組織として動くからこそ、それぞれの思いが行き届くんとちゃうかな。

やったらできるやん！

ーーこの活動を通じて得られた手応えは。

やったらできるやん！ いうことです。自分がそうやから分かるけど、料理人はもともと独立独歩を好む傾向が強い。せやから、なかなかまとまりに
くい。そやけど、基本的には「人に喜んでもらうこと」が好きなんや。

今回の取り組みかてそうでしょ。自分が弁当を作ることで生産者にも届けた先の医者にも喜んでもらえる。そういうことを実感できるええ機会に
なったんちゃうかなと思うね。

ーー活動を通じて、業者間の交流も深まったのでは。

そうそう。例えば、東京のある業者が保冷車をもってる。けど、スペースに余裕がある。そんなら、あんたんとこのも載せてくわ、悪いな、ほんならそ
の後で●●さんとこも寄ってあげて、みたいなやり取りが自然に生まれる。京都にも似た動きがあります。

ーーこの活動を今後の会の運営にどうつなげていきたいですか。

活動を通じて、会員相互の結束力が強まったのは確かやね。今回のことで、会に興味をもってもらえて、問い合わせもぼつぼつ来てます。新規
に150名ほど増やしたい。会員増強は資金集めと同じくらい大事な理事長の仕事や。

ただ、勘弁してほしいのは「ここは何してくれんの」と聞かれること。ここは会員がサービス受けるとこやなくて、社会に奉仕する会や。そこは勘違い
してほしくないね。

（記事全文）



（２）メディアクリッピング
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お弁当で応援！新型コロナと闘う医療従事者、飲食店、生産者たちに希望を。
全日本・食学会理事長インタビュー（３）

あと、やりたいんはええ意味で会をごちゃごちゃにしてまうこと。誤解を恐れんと言うと、今は「あいつは三ツ星や」「あそこは三代目や」「うちは小さ
いラーメン屋や」いうような意識がある。それは事実やろうけど、会の闊達な活動を妨げてる面がある、と思う。

せやから、星の数やら歴史の長さやら何を作ってるかという垣根や境をいっぺん、取り払ってみたい。それが健全なる組織のあり方やないかな。

NHKは断ったけど『和樂web』には出るわ

ーー今回の活動を百点満点で採点してください。

われわれの取り組みとしては満点付けたいね。ただし、それが医療従事者や生産者の皆さんの力になり、どれだけ役立ったかは分かりません。せ
やけど、このことで「内なる力」は確実に強くなったし、活動を知った人から褒められんのは嬉しい。

会員の中から「ええ会や」｢コミュニケーションが深まったんちゃうか」という声も聞こえてくる。北海道から九州まで、毎日連絡取り合ってるのも情
報交流を深めてると思う。

ーー事実上、陣頭指揮を執ってこられた立場として、最も心を砕かれたのは。

やってることはものすごく意義深いことやと思うんです。少しでも医療従事者に感謝の気持ちを伝え、飲食店には事業継続の希望を届けたい。
その考えはぶれてません。せやけど、いや、せやからこそ、それが売名行為の類と取られることだけは避けたい。それに尽きるね。

ーー村田さん自身がブランドだから。

良くも悪くも目立つのはあかん。黒子でええねん。その証拠に、これまでいっぺんも記者会見開いてないし、これからも開きません。活動始めたこ
ろにNHKがニュースで取り上げたい言うてきたけどお断わりして代わりに弟子を出しました。

ーーとなると、このインタビュー、貴重ですね。

うん。『和樂web』なら文化の切り口で見てくれるから受けたんや。頼むで。

一般社団法人 全日本・食学会

HP http://aj-fa.com/

FB https://www.facebook.com/ajfa2012/?fref=ts

（記事全文）

http://aj-fa.com/
https://www.facebook.com/ajfa2012/?fref=ts


（参考）実施風景
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※個人情報となりますので、外部使用はお控えください。



（参考）医療機関からの礼状・感謝状等
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千歳市民病院様聖路加国際病院様

※お礼状には病院名等の記載がありますが、すべて伏せております。



（参考）医療機関からの礼状・感謝状等
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東京慈恵会医科大学附属柏病院 救命救急センター様社会福祉法人日本児童育成園様

大垣市民病院様

長崎みなとメディカルセンター様

※お礼状には病院名等の記載がありますが、すべて伏せております。



（参考）医療機関からの礼状・感謝状等

57

札幌医科大学附属病院様長崎大学病院様

沢山のお茶と豪勢なお弁当をいただきました。

職員皆喜んで、患者さんへ愛の医療を届ける英

気をいただけました。誠にありがとうございま

す。よろしくお伝えください。本当に多くの愛

の気持ちの繋がりに感謝です。

（聖路加病院・山内副院長様）

本日まで暖かいご支援本当にありございました。

スタッフ一同、大変喜んでおりました。まだま

だ先の長い戦いになりそうですが、食学会始め

飲食店の皆様には踏ん張って東京を盛り上げて

くださいませ。応援しております。

（聖路加病院・小寺様）

この度は、関係する皆様のご厚意により、その温かいまごころとともに、大変美味しいお食事を頂戴い

たしました。心より御礼申し上げます。当院の1,300名を超える教職員全員が、その食事に舌鼓を打つ

とともに皆様の優しさを感じたことと存じます。地域の救急医療を担いながら、新型コロナウィルス感

染症に対応している現場の教職員が身体的にも精神的にも疲弊している中で、どれだけ報われた気持ち

になったかと思います。当院にご厚意を寄せて頂いたことに重ねて感謝申し上げます。別途、院長から

お礼を申し上げさせて頂きますが、まずはメールにて失礼いたします。 今後ともよろしくお願い申し上

げます。まずは御礼まで。（東京慈恵会医科大学附属柏病院事務部・相馬様）

※お礼状には病院名等の記載がありますが、すべて伏せております。






