
食品や衛生用品、おもちゃ、学用品など 
温かいご支援ありがとうございます！ 

レインボーリボンは 2019年度まで葛飾区内 3カ所で子ども食

堂を開催してきましたが、2020年春のコロナ一斉休校以来、

「春休み緊急お弁当プロジェクト」、「はらぺこレスキュープロ

ジェクト」など、困窮子育て世帯への緊急支援や、食料を無料

で配布する「フードパントリー」に取り組んでいます。 

感染状況が一定程度抑えられている間は少人数限定、お弁当持

ち帰りの子ども食堂も開催しています。 

2021年 1月～3月の緊急事態においてはフードパントリーを毎

週開催し、毎回約 30世帯を対象にお米は約 60キロ、レトルト

食品等はおよそ 2万円相当、それに加えて皆さまからのご寄付

による衛生用品、野菜、お菓子、こども服などを配布してきま

した。 

集まることが難しい状況下でも

困難を抱えた子ども、親が「ひ

とりじゃない」「応援してくれる

人がいる」と感じられるよう、

支援を続けたいと考えています。 

コロナ禍がつづく中、必要な支援を 

いま保育士さんがコロナ対応で忙しく、また衛

生上の理由もあり、保育園でのトイレ・トレー

ニングが難しいそうです。多子家庭、親に障がいがある家庭などでオムツの購

入費が家計を圧迫しています。レインボーリボンのフードパントリーではオム

ツの配布も始めました。 

お米は毎回、各世帯に 2キロずつお渡しできるように用意しています。2018年

4月の子ども食堂開設以来、お米は 1度も購入したことがなかったのですが（ご

寄付で足りるため）、2月ついに底を尽き、寄付金の中から購入しました。しか

しこれも、窮状を知った方々が美味しくて安全なお米を買い上げて送ってくだ

さるなど、信じられないほどの善意に支えられ、4月はすべてご寄付で賄うこ

とができました。 

  

葛飾区お花茶屋のお蕎麦屋さん「喜久
家」店主の田村幸吉様は北海道の低農薬
米を買い上げてご寄付くださっています。
「お米が甘いということを子どもに教えるこ
とができました」と、感謝の声が届いてい
ます。 

春休みごはんプロジェクト（P2）の無料チケッ
トを利用した子どもから、お花のプレゼント 

ミニカーをもらって嬉しそうな
男の子 



1月～4月のこども食堂・フードパントリー 

緊急事態宣言中は毎週フードパントリーを開催 

 
 

 

 

 

1月から 3月まで、2回目の緊急事

態宣言中は毎週土曜日、事務所で

フードパントリーを開催。 

3月 27日は 3ヶ月ぶりの「あおとこ

ども食堂」でした。 

 

 

 

 

 

 

こども食堂は密を避けるため、会場

で遊ぶ子どもは 10人までとし、お

弁当は 50食まで予約制で、受け取

りに来てもらっています。 

やっと子どもたちの笑顔に再会できたと思ったら、4月からまた 3度目

の緊急事態。変異株の恐ろしさを聞くと、またしばらくこども食堂は

お休みせざるを得ません。 

かつしか子ども食堂・居場所づくりネットワーク「春休みごはんプロジェクト」 

かつしか子ども食堂・居場所づくりネットワークの 12 団体が参加した「春休みご

はんプロジェクト」は、3 月 26 日から 4 月 5 日までの 11 日間、48 世帯 107 人を

対象に、協力店 12 店舗で購入できる無料チケットを配布して展開しました。 

協力店の皆さんは 500円相当のチケットで宅配までしてくれたり、700円から 800

円の商品を提供してくださいました。 

【春休みごはんプロジェクト協力店】 

本田ベーカリー、YeeDining、イタミリオ柴又店、カフェ・マーレ、鳥こまち青戸店、希ぶん、

くつろぎ処おくぼ、韓国料理心の故郷、麺屋なごみ、八十八、四ツ木製麺所、やなぎや 

※このプロジェクトは日本善意財団様の助成金と、ネットワークへの皆さまからのご

寄付によって実現しました。  

レインボーリボンのこども食堂・フードパントリー食料等配布状況 

2021年 1月～4月 

回

数 
日付 開催 子ども 大人 合計 

ボラン

ティア 

1 2021/1/9 フードパントリー 15 31 47 9 

2 2021/1/16 フードパントリー 28 51 80 9 

3 2021/1/23 フードパントリー 28 53 84 9 

4 2021/1/30 フードパントリー 34 59 94 8 

5 2021/2/6 フードパントリー 34 51 84 7 

6 2021/2/13 フードパントリー 33 54 89 7 

7 2021/2/20 フードパントリー 57 35 92 8 

8 2021/2/27 フードパントリー 47 29 76 7 

9 2021/3/6 フードパントリー 51 32 83 7 

10 2021/3/13 フードパントリー 52 32 84 7 

11 2021/3/20 フードパントリー 48 28 76 8 

12 2021/3/27 あおとこども食堂 46 9 55 12 

13 2021/4/3 フードパントリー 46 26 72 8 

14 2021/4/10 あおとこども食堂 33 19 52 10 

15 2021/4/17 フードパントリー 50 28 78 7 

16 2021/4/24 フードパントリー 53 30 83 6 

    延べ人数 655 567 1229 129 



心より感謝申し上げます。 
何年も前からずっとレインボーリボンを支えてくださって

いる方、毎月欠かさずご寄付くださる方、心を込めてご支援

くださる方、信じられないほどたくさんのご寄付をくださる

方…お一人お一人にご挨拶できていないことを大変心苦し

く思っております。 

皆さまの思いを子どもた

ち、親ごさんたちにしっか

りと届けるため、コロナ禍

に負けない活動を続けて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本証券業協会「こどもサ
ポート証券ネット」を通して
証券会社からご寄贈いただ
く仕組みが、テレビ朝日の
「スーパーJ チャンネル」で
紹介されました。 

匿名 900

松井 邦夫 3,600

根岸 一隆 3,600

フランカム リチャード 3,600

山口 沙弥香 900

ゲイン キエラン 18,000

宇瑠間 宣人 3,600

日本基督教団 青戸教会 5,000

一財）日本善意財団 30,000

有）喜久家 田村幸吉 5,000

株）八百松商事 嘉野雅章 50,000

匿名 5,000

テラニシ シュウジ 12,000

匿名 5,000

トウホウツウシン 5,000

匿名 900

宇ち多゛（うちだ） 50,000

有）喜久屋 田村幸吉 5,000

松井 邦夫 3,600

匿名 3,600

田中 清子 30,000

テラニシ シュウジ 3,000

トウホウツウシン 5,000

匿名 5,000

一財）善意財団 30,000

トウホウツウシン 5,000

匿名 900

松井 邦夫 3,600

社）こども食堂支援協議会 10,000

株）BXカネシン 32,500

テラニシ シュウジ 3,000

匿名 5,000

トウホウツウシン 5,000

一財）善意財団 30,000

匿名 900

松井 邦夫 3,600

有）喜久家　田村幸吉 10,000

匿名 5,000

宇ち多゛（うちだ） 30,000

日本聖公会葛飾茨十字教会 30,000

千葉 利彦 30,000

小藤 よし子 5,000

匿名 3,600

匿名 2,000

奥山 巌 7,200

伏見 幸子 50,000

匿名 5,000

テラニシ シュウジ 3,000

社）こども食堂支援協議会 10,000

東京プロカラー 20,000

一財）日本善意財団 30,000

村長 晴奈 3,600

匿名 5,000

関口 愛未 3,600

トウホウツウシン 5,000

ご寄付くださった皆様（敬称略）
2021年1月～4月

1月

2月

3月

4月

葛飾区南水元の株式会社ヤマゾール
代表取締役、山崎正雄様。自らお米
200キロを届けてくださいました。 

笑顔が素敵な葛飾区高砂
の田辺農園、田辺和美さ
ん。 
安全で美味しい小松菜、大
根など、たくさんの野菜をご
寄付くださいます。 

福島の土湯温泉ニュー扇屋代表取
締役の森山雅代様より、看板商品
の温泉たまご「ガンバ卵ショ」をいた
だきました(´∀`) 
森山さんは福島の方言で「がんばっ
て！」の思いを込めたこの商品を、
阪神淡路大震災、東日本大震災、
その後の茨城の水害などで、避難
所にも贈られてきたそうです。 

葛飾区在住の心ある
方々が「匿名で」と、
お米や衛生用品を直
接、事務所まで持っ
て来てくださいます。 
 



三村 摂 米40キロ 田辺農園 田辺和美 ブロッコリー、カリフラワー

藍澤證券（株） 米10キロ 葛飾区危機管理課 備蓄用ビスコ

匿名 米5キロ 匿名 お菓子

（株）ヤマゾール　山崎正雄 米200キロ 匿名 米10キロ、ジュース

田辺農園 田辺和美 大根、小松菜等　野菜 岡三証券 調味料、レトルト食品等

土湯温泉ニュー扇屋 森山雅代 温泉たまご だいこう証券ビジネス リゾットセット、入浴剤

森永乳業 豆腐 内藤証券 乾パン

葛飾区社会福祉協議会 トイレットペーパー （株）神戸物産 業務スーパー ゼリー、菓子、スープ100包等

匿名 パスタ24キロ、スープの素30箱等 （株）エフピコ 弁当容器200セット

関 夫美 米20キロ めりぃさんのお店 スープ缶90個、ジュース90本

辻元清美衆議院議員 米5キロ ジャパンマシニスト社 書籍

伊藤 瑠弥子 米6キロ 匿名 こども服

三村 摂 米40キロ 野口 扶美子 図鑑、レゴ

田辺農園 田辺和美 小松菜、大根、ブロッコリー等 匿名 米20キロ、トイレットペーパー

土湯温泉ニュー扇屋 森山雅代 温泉たまご、スイートポテト 三村 摂 米25キロ

都立葛飾ろう学校調理C生徒 チョコマドレーヌ （有）喜久家 田村幸吉 米24キロ

松戸テニスクラブ 自由帳 匿名 米25キロ　もち米1キロ

匿名 スティックシュガー、タオル コープみらい 缶詰等フードドライブ提供品

匿名 手指消毒ジェル 創成企画 マスク50枚入り40箱

姉崎 公美 米、シチュールー、マスク 匿名 こども服等

葛飾区社会福祉協議会 企業備蓄食料等 大木製薬株式会社 肝油ドロップ

ライオン株式会社 手指消毒ジェル ゆたかの会 お菓子、乾麺等

匿名 ひなあられ 三村 摂 米20キロ、オムツ3袋

匿名 大野隆司氏木版画作品 （有）喜久家 田村幸吉 米24キロ×2回

大野 隆司 絵本、木版画作品 秋谷 孝夫 ほうれん草

創成企画 マスク50枚入り40箱 匿名 サラダ油、調味料等

匿名 パーカー

NPO法人葛飾アクティブ.COM 缶詰等フードドライブ提供品

孔丘奨学会　片平徹 米50キロ

匿名 消毒アルコール、マスク等

匿名 米15キロ、生理用ナプキン72個

伊藤 宏 じゃがいも20キロ

4月

1月

2月

3月

食品、衛生用品等をご寄付くださった皆さま

1～4月（敬称略）
 

 

 

▼レインボーリボンの活動を支えるご寄付をお願いいたします。 

口座名義：特定非営利活動法人レインボーリボン 

 ●郵便振替口座：００１７０－７－４４９９７４ 

 ●りそな銀行 青戸支店（店番号４７０）普通預金１５２０５３５ 

 ●ホームページ http://rainbow-ribbon-net.org/entry/からクレジットカード、コンビニ決済、Pay-easy 

▼「ふるさと納税」返礼品のご寄付 

「ふるさと納税」は応援したい自治体に寄付をし、寄付金の税控除が受けられる仕組みで、寄付した自治体からの

返礼品（お米やオムツなど）を下記、レインボーリボンに送ってくだされば、困窮子育て家庭にお渡しします。 

確定申告をする必要のない給与所得者向けに「ワンストップ特例制度」が設けられており、寄付先の自治体に特例

申請書を提出することで、住んでいる自治体の翌年の住民税控除が受けられます。 

特定非営利活動法人レインボーリボン 代表：緒方美穂子 

〒125-0062 東京都葛飾区青戸３－３３－５－１０３ 電話：080-2838-0641 

都立葛飾ろう学校調理師コースの生徒
さん手作りのチョコ・マドレーヌ → 

←コロナ禍に負けない心の栄養をくれた
大野隆司さんの作品。もらった子どもは
大切に枕元に置いて寝たそうです(^^) 
 

江東区の創成企画様
は子ども用マスク 2000
枚を継続して送ってくだ
さっています。 


