
コロナ時代の子ども・親支援 
迷い悩み…それでも、つづけていきます 

 

   

2020 年初めから始まったコロナの時代。2022 年が明けても終わりが見えません。 

人と人とのつながりの中で子どもの成長が感じられたり、子育ての不安が少し和らいだり、こわばって

いた表情に笑顔が生まれて未来が楽しみになってきたり…。そんな「こども食堂」や「子どもの居場所」

の良いところを全部、我慢しなければならない今…。 

でも、コロナ禍のおかげで今まで見えなかったことが見えるようにもなりました。「子どもの貧困」「経

済格差」そんなものがこの豊かな日本にあるのか？と言われたのは、もう過去の話です。 

今、困窮する子育て家庭に少しでも役に立てればと、たくさんの方がレインボーリボンの活動を支えて

くれています。善意の志を裏切らないように、私たちにできることを探しながら、迷い、悩みながら、

私たちを信頼してくれる子どもたち、親たちの手を離さないように、これからも活動を続けます。 

2021 年 9 月 4 日フードパントリー 

10 月 2 日フードパントリー 

9 月 18、19 日フードパントリー 

10 月 9 日 

あおとこども食堂 

ある親御さんからのメッセージ 

「今日もたくさんの食料に日用品、本当に本当にありがとうご

ざいます。 

今日お伝えしようと思っていたのに忘れてしまったのですが… 

私も 1日 3食しっかり食べられるようになり、お陰様で元の健

康的な体重に戻りました（笑）いつも本当に助かってます❣」 



９月～１２月のこども食堂・フードパントリー 
  

10 月 16 日フードパントリー 

ドミノピザ立石店様より 

ピザ 100 枚ご寄付いただ

きました。 

JA 東京スマイル葛飾営農研究会様の「野菜

宝船」。かつしか産業フェアに展示後、かつ

しか子ども食堂・居場所づくりネットワーク

にご寄付いただきました。 

10 月 30 日 

ハロウィンのこども食堂 

こども食堂の会場確保でお世話になっている

UR 青戸第一団地自治会の皆さんがハロウィン

の飾りつけとライトアップ。一緒に楽しませて

いただきました。 

11 月 6 日フードパントリー 

新米の季節、美味しいお米をご寄贈くださる

方がたくさん。 

日本善意財団様の「お米つなぐプロジェク

ト」は、熊本県阿蘇郡で有機栽培されたお米

を継続してお送りくださるものです。 

冬休みにはフードパントリー登録家庭にお

米を直送してくださいました。（左下の写真） 

右の写真はプロジェクト契約農家の松丸伸一

さん（左）の作業を手伝う谷口さん（右）。「有

機農業の大変さは、とにかく草との戦い。こ

ういった地道な手作業の積み重ねで、美味し

く安全なお米が作られるんですね」。 

パントリー利用家庭からは「口あたりがなめ

らかで甘みがあり、とても美味しくいただき

ました」との感想が寄せられています。 

6 月、善意財団の北川八郎

さん（左）の田んぼ前で。

事務局の谷口賀彦さんと。 

10 月 24 日 野菜の無料スーパー 



 

 

 

 

 

  

「PAUL」レアールパスコ

ベーカリーズ。規格外フル

ーツを使った商品売り上げ

の一部ご寄付。 

11 月 13 日あおとこども食堂 

（有）喜久家 田村幸吉 米72キロ、トウモロコシ、野菜等 （有）喜久家 田村幸吉 米24キロ

周 子仁 食品、日用品、調味料等　4箱 (一財)日本善意財団　北川八郎 米30キロ

（株）創成企画 子ども用マスク2000枚 匿名 長ネギ

きさらぎジュニア 野菜、日用品など 匿名 柿、グアバ

コープみらい フードドライブ提供品 匿名 絵本

葛飾区吟剣詩舞道連盟 お弁当24個 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ 煮込みスープの素120缶

川﨑 龍一 じゃがいも、サツマイモ 高野洋 米5キロ、パラリンピックグッズ等

NPO法人葛飾アクティブ.COM 缶詰等フードドライブ提供品 細谷光枝 玄米30キロ

葛飾区リサイクル清掃課 缶詰等フードドライブ提供品 周 子仁 マスク、缶詰、保存食、米15キロ

匿名 ミニトマト (一財)日本善意財団　松丸伸一 米60キロ

匿名 味噌汁セット 合同会社スイッチオン プログラミング教材ボードゲーム

三村 摂 米20キロ、カレールー20箱 三村 摂 レトルト食品30食

匿名 マグカップ、湯呑み 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 ぬいぐるみ 八百松商事（株）嘉野賀章 お菓子

大内 早織 オムツ9袋 （株）創成企画 子ども用マスク1200枚

大熊 三枝 アクセサリー 葛飾ろう学校かつろうキッチン 焼き菓子、マスク、ハンドジェル

(一財)日本善意財団 米20キロ (一財)日本善意財団　北川八郎 米30キロ

林淳一 アルファ米50食 匿名 サツマイモ×2箱

匿名 米40キロ 葛飾区リサイクル清掃課 缶詰等フードドライブ提供品

藤井範子 玄米30キロ（ネットワークへの寄付） (一財)日本善意財団　菅原博文 みかん

三村 摂 レトルト食品30食、缶詰24個 葛飾区浴場組合 りんご

（株）創成企画 子ども用マスク1200枚 きさらぎジュニア おむつ、生理用品、レトルト食品

津南青戸店　大口 缶詰、サランラップ （有）喜久家 田村幸吉 米24キロ

匿名 オムツ、おしりふき、マスク等 林真紀子 レトルト食品、マスク等

（有）喜久家 田村幸吉 米24キロ （株）JMI ショコラ房のチョコレート菓子

木村澪子、大岩キヨ子 米15キロ、缶詰、ポリ袋 木村澪子 トイレットペーパー、缶詰等

吉丸 由紀子 米20キロ 葛飾ろう学校 手作りクリスマスツリー

周 子仁 お菓子、日用品、米15キロ 田辺農園 白菜、小松菜

田辺農園 なす 三村 摂 レトルト食品30食

NPO法人葛飾アクティブ.COM 缶詰等フードドライブ提供品 津南青戸店　大口 スケッチブック、えんぴつ

明治安田生命青戸事務所 ぬいぐるみ、保存食等 NPO法人葛飾アクティブ.COM 缶詰等フードドライブ提供品

(一財)日本善意財団 米20キロ 大内 早織 おむつ6袋

匿名 米8キロ 青戸サンロード商店会 クリスマスお菓子

匿名 米10キロ 下山 典子 サンリオレターセット、メモ帳など

匿名 米40キロ、おもちゃ、ぬりえ、缶詰等 松野 豊実 お菓子、ゼリー等

ジャムおじさん お菓子 （一財）日本米穀商連合会 全国共通おこめ券10㎏相当

匿名 米4キロ、調味料等

坂下 孝彦 備蓄用乾パン、カレンダー

ゆたかの会（真言宗豊山派36寺） 米100キロ、乾麺、菓子等

匿名 サツマイモ、里芋

（株）創成企画 子ども用マスク1200枚

11月

12月

食品、衛生用品等をご寄付くださった皆さま
2021年9月～12月（敬称略）

9月

10月

外で「だるまさんがころんだ」 
中で「フルーツバスケット」 お弁当は 60～80 食、作ります。 

11 月 20 日フードパントリー 

 

葛飾ろう学校の生徒さんた

ちが作ってくれた焼き菓子 
11 月 27 日あおとこども食堂 

12 月 4 日フードパントリー 

葛飾区浴場組合の皆さんより、りんごのご寄付 



浄財によるご支援に心から感謝申し上げます。 

 
 

900 匿名 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
5,000 奈良 智子 3,600 鳥塚 力

10,000 匿名 20,000 東京プロカラー
3,000 小柴 和史 3,000 テラニシ シュウジ

20,000 東京プロカラー 10,000 スズキ　アキヒロ
5,000 匿名 10,000 社）こども食堂支援協議会

30,000 一財）日本善意財団 10,000 匿名
10,000 社）こども食堂支援協議会 10,000 株）八百松商事
3,000 テラニシ シュウジ 61,005 株）レアールパスコベーカリーズ
5,000 匿名 30,000 一財）日本善意財団
7,200 奥山 巌 7,200 宇瑠間 宣人
3,000 山井 良雄 5,000 匿名
3,600 宇瑠間 宣人 4,120 ジャイさん
2,000 藤並 剛 1,800 匿名

900 匿名 10,000 大野マリ
10,000 有）喜久家 田村幸吉 900 匿名
18,000 匿名 3,600 松井 邦夫
3,600 松井 邦夫 10,000 有）喜久家 田村幸吉
3,600 鳥塚 力 3,600 鳥塚 力

10,000 匿名 5,000 濱谷 淳
30,000 宇ち多゛ 30,000 宇ち多゛
3,600 フランカム・リチャード 10,000 匿名

10,000 匿名 3,600 匿名
900 関口 洋平 3,000 テラニシ シュウジ

3,000 テラニシ シュウジ 20,000 東京プロカラー
5,000 上野 俊二 10,000 社）こども食堂支援協議会

30,000 一財）日本善意財団 5,000 上野 俊二
3,600 君羅 好史 30,000 佐渡 公一

10,000 社）こども食堂支援協議会 10,000 川口 由彦
1,800 匿名 3,000 山井 良雄
3,600 鈴木啓一 100,000 NPO法人葛飾アクティブ.COM

130,000 一財）日本善意財団
10,000 株）八百松商事
3,600 宇瑠間 宣人

900 匿名
5,000 匿名

ご寄付くださった皆さま
2021年9月～12月（敬称略）

9月

10月

11月

12月

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 

12月11日

あおとこど

も食堂 

12月18日 

フードパン

トリー 

12 月 25 日 あおとこども食堂 ▼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 

新小岩の「日伸鉄工建設」の皆さんが運び
込んでくださった鉄骨ミニチュアの組み立
て体験。中学生が完成させてガッツポーズ。 

2022 年 1 月 11 日、匿名の方から多額の
ご寄付を銀行口座にお振込みいただきま
した。心より御礼申し上げます。 

ありがとう

のお手紙 

葛飾ろう学校の皆

さん手作りのクリ

スマスツリー 

明治安田生命青戸事務所からいただいたぬいぐるみ 

http://rainbow-ribbon-net.org/entry/から
http://rainbow-ribbon-net.org/entry/から

