
「ありがとうプロジェクト」発動中です！ 
ご支援と子どもたちをつなぐ感謝の輪 

コロナ禍のため公共施設などを借りることが難しくなり、昨年

10月、レインボーリボンは小さな事務所を借りることにしま

した。そこで困窮する子育て家庭に食品や衛生用品を無料で提

供する「フードパントリー」を開催しています。 

事務所には信じられないほどたくさんの支援物資が届きます。

様々な事情を抱えた家庭の子どもた

ちに美味しいものを食べてほしい、

マスクや除菌グッズを使ってほしい、

おもちゃや学用品を届けたい――皆さまの温かい気持ちをしっかり受けとめて、子

どもたちにつなげる橋渡しが私たちの役割だと思います。そして、受け取った子ど

もたちの感謝の気持ちも皆さまにお返ししたい。

そこで、「ありがとうプロジェクト」始めました！ 

さっそく届いたのは、一般財団法人日本善意財団様が各家庭に宅配してくださった

お米 10キロを受け取った男の子の嬉しそうな笑顔でした。 

田辺農園様からいただいたゴーヤの苗を立派

に育てた女の子は、その絵も描いてくれまし

た。 

そば処「喜久家」の田村幸吉様はじめ、匿名

の方もたくさん寄付してくださる野菜を持ち

帰ったお母さんは、作った料理の写真を送っ

てくれました。 

中学生は作文を書いてくれました。 

「お礼の言葉」 

フードパントリーでおいしいお米や野菜などの食べ物、また、マスクや消毒液など、今の時代に欠かせない衛生用品な

どをいただいてとてもありがたいです。 

とくに食べ物に関しては、普段、家では買わないような小松菜や八丈島産のじゃがいものような特産品をお父さんがネ

ットなどで調べてその食材に合ったメニューを作ってもらっています。 

衛生用品も一時、コンビニなどどこを見ても売っていない時があったので、とてもありがたく思います。 

今回のフードパントリーを通して NPO 法人の方々の活動など学校では教えてくれないことを知ることができ、自分の知

識も増やすことができました。食品、衛生用品などを寄付してくださっている方々には本当に感謝しています。自分も就職

をして、寄付などができるような立場になったら、ボランティア活動や寄付などができる人間になりたいです。 

  

ロゴもフードパントリー利用者が作りました。 

シャチ、昆虫の絵、手作りバッチで感謝の
気持ちを表す子も。 



5月～8月のこども食堂・フードパントリー 
コロナ禍のため会場の確保が難しい中、UR青戸

第一団地の集会所だけは、団地自治会の全面的な

ご支援のおかげで唯一、借りることができていま

す。その集

会所も緊

急事態宣

言の発令

中は使用

不可とな

るため、

2021年度

は 4月 10日、6月 26日、7月

10日の 3回しか「こども食堂」

は開催できていません。 

コロナ前はたくさんの子ども

たちの賑やかな声がはじけて

いた「あおとこども食堂」です

が、今は数カ月に 1回の貴重な遊びの場を、フードパントリー利用家庭優先で人数を制限

し、会食はなし、お弁当持ち帰りで運営しています。 

久しぶりの子ども食堂の日は、楽しみにしている

子が「早く行きたい！」と言って、開始時間の何

時間も前から背中のリュックを降ろしてくれないそうなんです。 

フードパントリーは第 1・第 3土曜日に開催しています。開催がな

い日でも「今日食べるものがない」という連絡が入れば、個別対応

しています。何回か通ってボランティア・スタッフと顏なじみにな

ると、親御さんの顔にも笑顔

が見られるようになり、連れ

られてくる小さい子もお菓子やおもちゃを喜んでくれます。 

「子どもにだけは食べさせなければ」と自分の食事をあきらめていた

親御さんから「フードパントリーのおかげで私も三食食べられるよう

になりました」とメッセージをもらうこともあります。 

かつしか子ども食堂・居場所づくりネットワーク「夏休みごはんプロジェクト」 

レインボーリボンは「かつしか子ども食堂・居場所づくりネットワーク」の幹事団体として、長期休み期間

中の学校給食に代わる食支援など、葛飾区、周辺近隣区の子ども支援に取り組んでいます。 

今年の夏休みはネットワーク発行の「500 円券」で 500 円以上のテイクアウトを提供して

くれる協力店と 46 人の子どもとをつなぎ、延べ 1163 食を提供しました。 

【夏休みごはんプロジェクト協力店（敬称略）】 

YeeDining、イタミリオ柴又店、カフェ・マーレ、鳥こまち青戸店、本田ベーカリー、八十八、四ツ木製麺

所、やなぎや 

  

６月の「あおとこども食堂」。日伸鉄工の
皆さんがボランティア参加。 

早 く 子 ど も 食
堂行きたい！ 

回数 日付 子ども 大人 合計 ボランティア

1 2021/5/15 48 25 73 5

2 2021/5/29 54 32 86 6

3 2021/6/5 52 27 79 6

4 2021/6/19 61 36 97 6

5 2021/6/26 38 24 62 16

6 2021/7/3 48 27 75 7

7 2021/7/10 35 17 52 10

8 2021/7/17 55 31 86 5

9 2021/8/7 63 38 101 6

10 2021/8/21 45 28 73 5

499 285 784 72

レインボーリボン食料等配布状況
2021年5月～8月（6/26・7/10のみこども食堂弁当）

延べ人数

マスクや洗剤など日用品も。 

フードパントリーで大好きなトウモロコシをも
らってニッコニコ♪ 



お米、野菜、マスク…ご寄付に支えられています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（有）喜久家 田村幸吉 米72キロ 周 子仁 食品、日用品、調味料等

葛飾区リサイクル清掃課 フードドライブ提供品 黒木 芽衣実 米9キロ

匿名 オムツ2袋 （株）創成企画 子ども用マスク2000枚

匿名 アルファ米100食 コープみらい ドレッシング30本

匿名 米、生理用品等 （有）喜久家 田村幸吉 米48キロ、野菜

大内早織 オムツ4袋、生理用品25袋 こども食堂ふかふか うどん60食

中島千子 マスク きさらぎジュニア 野菜、インスタント麺等

（株）創成企画 マスク2000枚 匿名 米16キロ

三村 摂 オムツ7袋 三村 摂 米20キロ

孔丘奨学会 片平徹 米50キロ NPO法人葛飾アクティブ.COM フードドライブ提供品

匿名 じゃがいも (一財)日本善意財団 米20キロ

大森写真館 大森 米10キロ、レトルト食品等 農水省/JA全中 米100キロ

田辺農園　田辺和美 アップルミント、ゴーヤ苗等 匿名 米20キロ、餅、小麦粉等

山本 子ども用布マスク、手指消毒 （有）喜久家 田村幸吉 米48キロ、トウモロコシ野菜等

西川 不織布マスク 蕎麦廚やなぎや　福原恵子 トイレットペーパー50個

周 子仁 米10キロ、缶詰、マスク等 木村澪子、大岩キヨ子 米15キロ、缶詰、日用品等

NPO法人葛飾アクティブ.COM 缶詰等フードドライブ提供品 （株）オーシーエス東都 全身用シャンプー30本

(一財)日本善意財団 米20キロ （株）創成企画 子ども用マスク2000枚

周 子仁 米、食品、衛生品、文房具等 田辺農園　田辺和美 マリーゴールド

関 夫美 米20キロ 匿名 じゃがいも、にんじん、玉ねぎ

（有）喜久家 田村幸吉 米72キロ、野菜等 松本 陽子 じゃがいも、玉ねぎ

田辺農園　田辺和美 アップルミント、ゴーヤ苗等 (株）リテラ・クレア証券 米11キロ、レトルト食品、お茶

匿名 オムツ8袋、おしりふき16袋 NPO法人葛飾アクティブ.COM 缶詰等フードドライブ提供品

匿名 米20キロ 周 子仁 食品、日用品、調味料等

孔丘奨学会 片平徹 ドーナツ100個 三村 摂 米20キロ

匿名 じゃがいも （株）サンリオ ハンディファン20個、扇風機

三村 摂 オムツ4袋 林 淳一 レトルト食品、飲料水等
吉丸 由紀子 米20キロ (一財)日本善意財団 米20キロ
葛飾区子ども応援課 生理用品52セット
葛飾区リサイクル清掃課 フードドライブ提供品
NPO法人葛飾アクティブ.COM フードドライブ提供品
匿名 米12キロ
（株）創成企画 子ども用マスク2000枚
(一財)日本善意財団 米20キロ

匿名 玉ねぎ
林 真紀子 マスク　50枚×5箱
みんなのフードバンク ふりかけ60袋、お菓子等

食品、衛生用品等をご寄付くださった皆さま

2021年5月～8月               （敬称略）

7月

8月

5月

6月

周 子 仁 様 の ご 寄 贈
品。毎月、段ボール何
箱もの品を送ってくだ
さいます。 

ドーナツを持って奨学金の
説明にいらした孔丘奨学会
スタッフ（左） 

NPO 法人葛飾アクティブ.COM は
フードドライブで集めた品々を継
続して届けてくださいます。 三村摂様はふるさと納税返礼品

のおむつやお米などを継続してご
寄贈くださっています。 

障がいのある子も支援する側にな
ろうと、野菜などを寄付してくださる
「きさらぎジュニア」の皆さん（左） 

じゃがいも、玉ねぎ、ミニトマトなど、匿名
の方々が届けてくださいます。 



浄財によるご支

援に心から感謝

申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 匿名 10,000 有）喜久家 田村幸吉

3,600 松井 邦夫 3,600 松井 邦夫

10,000 有）喜久家 田村幸吉 20,000 村田 吉隆

3,000 小柴 和史 10,000 オマヌケクラブ

10,000 サンタマリアの会 30,000 綾瀬産婦人科 布施政庭

5,000 匿名 5,000 庄司　敏浩

900 匿名 5,000 匿名

3,000 テラニシ シュウジ 18,000 匿名

10,000 社）こども食堂支援協議会 3,000 テラニシ シュウジ

4,000 中野 賀章 10,000 社）こども食堂支援協議会

2,000 山崎 美雪 50,000 塚本 聡

1,800 匿名 2,000 小柴 和史

10,000 安田 典子 180,000 一財）日本善意財団

14,400 宇瑠間 宣人 1,800 小林 雪花

5,000 小泉 利允 5,000 匿名

10,000 舘 新子 30,000 原田 伸子

30,000 一財）日本善意財団 3,600 宇瑠間 宣人

120,000 株）ジェニファーソフト 3,000 永島 道子

5,000 匿名 1,000 関根 悦子

1,000 加藤 百合 7,200 奥山 巌

12,800 周 子仁 1,800 匿名

1,800 加藤 百合 2,000 永島 道子

3,600 大島　ゆか 10,000 有）喜久家 田村幸吉

2,000 長谷川充子 900 匿名

5,000 トウホウツウシン 3,600 松井 邦夫

900 匿名 30,000 宇ち多゛

3,600 松井 邦夫 14,000 佐藤 友美

1,800 柳橋  一成 5,000 小泉 利允

20,000 東京プロカラー 100,000 森上 満

30,000 宇ち多゛ 10,000 匿名

1,800 匿名 10,000 村松 慧子

5,000 匿名 3,000 テラニシ シュウジ

10,000 タツザワ ヨウコ 50,000 綾瀬産婦人科 布施政庭

5,000 匿名 300,000 公財）オリックス宮内財団

10,000 有）喜久家 田村幸吉 30,000 田中 清子

5,000 浦山 太市 4,000 大平 泰子

3,000 日向野 高洋 5,000 匿名

10,000 野田 瑞恵 3,600 コダマ ヨシアキ

7,200 奥山 巌 30,000 一財）日本善意財団

48,000 匿名 20,000 東京プロカラー

2,000 匿名 10,000 社）こども食堂支援協議会

3,000 面田博子 3,600 宇瑠間 宣人

3,000 テラニシ シュウジ 60,000 有）インプスデザインワークス

10,000 社）こども食堂支援協議会 1,800 匿名

30,000 一財）日本善意財団

2,000 荻島海瑠

1,800 匿名

2,000 小林しのぶ

5,000 トウホウツウシン

3,600 宇瑠間 宣人

3,600 小笠原 宗興

900 匿名

寄付・助成・会費のご入金ありがとうございます。

2021年5月～8月　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

5月

6月

7月

8月

▼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 

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 


