
ろばたや石巻店《寄付金予定額のご報告》　
ろばたや
炭火焼料理と地酒

合計1,581万円となりました。

私たちは2011年3月11日の震災を受け、同じ東北に本社がある企業として、これまで様 な々復興支援の活動を行って参りました｡皆
様のご支援を頂きながら運営して参りました復興支援酒場。2012年9月30日に一旦の区切りをつけ予定通り岩手県、宮城県、福島
県の県庁へ寄付を行うことができました。寄付金は各県庁へ500万円ずつ合計1,500万円の寄付をすることができました。復興支援酒
場銀座店は営業期間を2013年7月31日まで延長した後閉店し、延長期間の利益とその他での合計 81万円を2014年3月28
日に岩手、宮城、福島の各県庁に３等分して寄付いたしました。復興支援酒場の寄付金は2012年9月30日の寄付と合わせて

2021年1～1２月までのコースご利用分は2022年３月2日に石巻市役所へ寄付
いたしました。今後もご利用人数×100円の寄付活動を継続してまいります。

　私たちは東北に籍を置く企業として、秋田から全国に飲食店

を展開しております。平成 23年3月の震災以降、ライフライン

の止まった地域の店舗では炊き出しを行い、被災地へボランテ

ィアで来らした方々へ無料メニューの提供をさせていただきまし

た。またもっと何か出来ないかと考え、利益全額を被災地3県

の県庁へ寄付する非営利の酒場『復興支援酒場』を運営し、被災

された地域、街の皆様への支援を東北の企業として常に模索し

てまいりました。

　戦後、日本は復興と共に焼け野原に建ったバラック小屋の酒場

に人々が集いやがて街が栄えていったように、酒場には不思議

な力があると信じております。ここ石巻にも人々が集い酒が酌

み交わせる場として「ろばたや石巻」が皆様の復興への力とな

ることを信じ、復興支援活動の一環として宴会コースをご利用

いただいたお客様の人数×100円を石巻市に寄付する活動を行

っております。

「宴会コースの月別人数」

●寄付金の内訳●（ご利用人数×100円=寄付金額）「ろばたや石巻店」では、その延長活動として宴会コ
ースをご利用されたお客様１名様につき、100円を
石巻市役所へ寄付する支援活動を行っております。

（2022年3月31日現在）

期　間 ご利用人数 寄付金額 備　考

ろばたや石巻店の宴会
コース寄付金合計額は 3,945,700です。円

2013年１月～
2013年１2月

2014年3月28日
石巻市役所へ寄付いたしました。3,196 319,600円名

様

2014年１月～
2014年１2月

2015年3月10日
石巻市役所へ寄付いたしました。4,067 406,700円名

様

2015年１月～
2015年12月

2016年3月4日
石巻市役所へ寄付いたしました。6,048 604,800円名

様

2016年１月～
2016年12月

2017年3月7日
石巻市役所へ寄付いたしました。6,404 640,400円名

様

2017年１月～
2017年12月

2018年3月5日
石巻市役所へ寄付いたしました。6,170 617,000円名

様

2019年3月7日
石巻市役所へ寄付いたしました。5,759 575,900円名

様
2018年１月～
2018年12月

2020年3月6日
石巻市役所へ寄付いたしました。5,990 599,000円名

様
2019年１月～
2019年12月

2021年3月5日
石巻市役所へ寄付いたしました。

2020年１月～
2020年12月 1,326 132,600円名

様

2022年3月2日
石巻市役所へ寄付いたしました。

2021年１月～
2021年12月
2022年１月～
2022年4月

338 33,800円名
様

寄付活動を継続中159 15,900円名
様



◆東日本大震災復興支援活動と寄付金について
私たちは2011年3月11日の震災を受け、同じ東北に本社がある企業として、これまで様 な々復興支援の活動を行って参りました｡皆様のご支援を頂きながら運営して参り
ました復興支援酒場は2012年9月30日に一旦の区切りをつけ予定通り岩手県、宮城県、福島県の各県庁へ500万円ずつ合計1,500万円の寄付をすることができま
した。復興支援酒場銀座店は営業期間を2013年7月31日まで延長した後、閉店いたしました。銀座店の延長期間の利益は2,659,462円でしたが、閉店に当たり
復興支援酒場でしか使用できない内装などの資産の償却及び看板撤去費用などの合計が1,886,416円となりましたので2013年7月の費用として計上させていただき
ました。その結果、銀座店の延長期間の利益773,046円にドリームリンクからの寄付金として36,954円を加えた81万円を銀座店の延長期間の最終寄付金額とさせ
ていたきました。81万円は2014年3月28日に岩手、宮城、福島の各県庁に３等分して寄付いたしました。復興支援酒場の寄付金額合計は2012年9月30日の寄
付と合わせて1,581万円となりました。我 の々復興支援活動は形を変えてこれからも続けてまいります。

2021年分の寄付金額
(338名様×100円)

合計 33,800円
宮城県石巻市役所

【寄付金の内訳】

【寄付先】

「宴会コースの月別人数」

「ろばたや石巻店」では、宴会コースをご利用されたお客様１名様に
つき、100円を石巻市役所へ寄付する支援活動を行っております。
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(1)復興支援酒場2店舗の寄付（仙台店・銀座店）
寄付金額
営業期間　　2011年 9月13日～2012 年 9月30日
寄付実施日　2012 年 11月5日～6日
寄付先　　　岩手、宮城、福島の各県庁

15,000,000 円 

(2)復興支援酒場銀座店の営業延長による寄付
寄付金額
営業期間　　2012 年 10月5日～2013 年 7月31日
寄付実施日　2014 年 3月28日
寄付先　　　岩手、宮城、福島の各県庁

810,000 円 

寄付金額
販売期間　　2011年 3月24日～5月31日
寄付実施日　2011年 7月28日～29日
寄付先　　　岩手、宮城、福島の各県庁

535,440円 
(3) 復興支援メニュー・宴会コースの寄付

寄付金額
販売期間　　2011年 11月1日～12 月5日
寄付実施日　2012 年 2月24日～28日
寄付先　　　岩手、宮城、福島の各県庁

243,000円 
(5) 復興支援おせちの寄付

651,200円 
(4) 復興支援忘年会コースの寄付
寄付金額
販売期間　　2011年 11月15日～12 月31日
寄付実施日　2012 年 2月24日～28日
寄付先　　　岩手、宮城、福島の各県庁

寄付金額
販売期間　　2013 年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2014 年 3月28日
寄付先　　　宮城県石巻市役所

319,600円 
(7)ろばたや石巻店 宴会コースの寄付

492,900円 
(6)ろばたや釜石店 宴会コースの寄付
寄付金額
販売期間　　2012 年 1月1日～2013 年 12 月31日
寄付実施日　2014 年 3月28日
寄付先　　　岩手県釜石市役所

258,100円 
(8)ろばたや釜石店 宴会コースの寄付

寄付金額
販売期間　　2014 年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2015 年 3月10日
寄付先　　　岩手県釜石市役所

寄付金額
販売期間　　2014 年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2015 年 3月10日
寄付先　　　宮城県石巻市役所

406,700円 
(9)ろばたや石巻店 宴会コースの寄付

288,900円 
(10)ろばたや釜石店 宴会コースの寄付

寄付金額
販売期間　　2015 年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2016 年 3月10日
寄付先　　　岩手県釜石市役所

寄付金額
販売期間　　2015 年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2016 年 3月4日
寄付先　　　宮城県石巻市役所

604,800円 
(11)ろばたや石巻店 宴会コースの寄付

寄付金額
販売期間　　2016年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2017年 3月7日
寄付先　　　宮城県石巻市役所

640,400円 
(13)ろばたや石巻店 宴会コースの寄付

249,600円 
(12)ろばたや釜石店 宴会コースの寄付

寄付金額
販売期間　　2016 年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2017年 3月9日
寄付先　　　岩手県釜石市役所

寄付金額
販売期間　　2017年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2018 年 3月5日
寄付先　　　宮城県石巻市役所

617,000円 
(15)ろばたや石巻店 宴会コースの寄付

235,400円 
(14)ろばたや釜石店 宴会コースの寄付

寄付金額
販売期間　　2017年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2018 年 3月9日
寄付先　　　岩手県釜石市役所

寄付金額
販売期間　　2018 年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2019 年 3月7日
寄付先　　　宮城県石巻市役所

575,900円 
(17)ろばたや石巻店 宴会コースの寄付

257,500円 
(16)ろばたや釜石店 宴会コースの寄付

寄付金額
販売期間　　2018 年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2019 年 3月8日
寄付先　　　岩手県釜石市役所

寄付金額
販売期間　　2019 年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2020 年 3月6日
寄付先　　　宮城県石巻市役所

599,000円 
(19)ろばたや石巻店 宴会コースの寄付

181,400円 
(18)ろばたや釜石店 宴会コースの寄付

寄付金額
販売期間　　2019 年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2020 年 3月9日
寄付先　　　岩手県釜石市役所

寄付金額
販売期間　　2020 年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2021年 3月5日
寄付先　　　宮城県石巻市役所

132,600円  
(21)ろばたや石巻店 宴会コースの寄付

45,400円
(20)ろばたや釜石店 宴会コースの寄付

寄付金額
販売期間　　2020 年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2021年 3月8日
寄付先　　　岩手県釜石市役所

寄付金額
販売期間　　2021年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2022 年 3月2日
寄付先　　　宮城県石巻市役所

33,800円  
(23)ろばたや石巻店 宴会コースの寄付

19,900円
(22)ろばたや釜石店 宴会コースの寄付

寄付金額
販売期間　　2021年 1月1日～12 月31日
寄付実施日　2022 年 3月7日
寄付先　　　岩手県釜石市役所

復興支援活動における寄付金合計額は

23,198,540 なりました。
円に
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