
第 1・第 3 土曜日は 
フードパントリー 

生活が苦しい… 

食事の用意ができない… 

そんな時はご登録ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

レインボーリボンのフードパントリーは経済的困難

を抱える子育て世帯を対象としています。 

フードパントリーの支援内容 

① 毎月第 1・第 3土曜日 15：00～17：00、レイン

ボーリボン事務所で開催するフードパントリー

で食料、日用品等を無料配布 

② 毎月第 2・第 4土曜日の「あおとこども食堂」

無料弁当の予約案内（こども食堂遊びコーナー

参加者優先で限定 50食まで） 

③ 他団体や行政による支援情報のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

第 2・第 4 土曜日は 
あおとこども食堂 

 

「遊びコーナー」ご予約く
ださい♪ 

新型コロナウィルスの流行前は地域の子どもたちや

一人暮らしの高齢者など、多様な人びとの楽しい居

場所だった「あおとこども食堂」。 

今も「一緒にごはん」はちょっと難しい状況です

が、いっしょに遊んで、お話して、ボランティア手

作りのお弁当を持ち帰る形で継続しています。 

少しずつコロナ前の「居場所」に戻していきたいと

思っています。 

 

 

  

UR青戸第一団地の集会所で 

第 2・第 4土曜日に開催中！ 

お天気が良ければ団地の広場で外遊びも♪ 

レインボーリボンのLineに友だち登録して↓ 

「フードパントリー希望」

とコメントしてください。 

「こども食堂

希望」とコメ

ントしてくだ

さい。 

冬期（10 月～3 月）15:00～17：00 

夏季（4 月～9 月）16:00～18：00 

フードパントリーもこども食堂も Line ご登録後、毎月の開催

日程表、予約方法等をお知らせいたします。 



 

3,600 上野 有史 10,000 有）喜久家 田村幸吉
3,600 松井 邦夫 10,000 匿名
3,600 鳥塚 力 3,600 鳥塚 力

30,000 宇ち多゛ 3,600 松井 邦夫
20,000 田中清子 10,000 株）東京プロカラー
8,000 庄司 敏浩 10,000 中里 紫乃

13,800 周子 仁 900 匿名
10,000 有）喜久家 田村幸吉 3,000 テラニシ シュウジ
10,000 匿名 1,800 黒川 佑人
3,000 テラニシ シュウジ 5,000 中野 賀章
5,000 上野 俊二 10,000 社）こども食堂支援協議会

10,000 社）こども食堂支援協議会 10,000 清寿司
5,000 匿名 120,000 株）誠進工業

10,000 株）東京プロカラー 530 鳥みや
10,000 株）八百松商事 30,000 一財）日本善意財団
30,000 一財）日本善意財団 1,250 鳥みや
3,600 山本 修 3,000 匿名

900 匿名 10,000 株）八百松商事
3,600 松井 邦夫 5,000 匿名

20,000 綾瀬産婦人科　布施政庭 3,600 松井 邦夫
3,600 鳥塚 力 3,600 宇瑠間 宣人

32,400 匿名 1,800 匿名
4,000 匿名 3,600 鳥塚 力

110,000 服部 恵祐 30,000 宇ち多゛
7,200 匿名 3,000 テラニシ シュウジ
3,600 宇瑠間 宣人 10,800 村長 晴奈
2,420 ういちろう（鳥みや） 3,600 宇瑠間 宣人

10,000 匿名 20,000 田中清子
3,000 テラニシ シュウジ 1,000 匿名

10,000 社）こども食堂支援協議会 780 鳥みや
10,000 永島道子 320 ういちろう（鳥みや）
5,000 匿名 30,000 一財）日本善意財団

102,000 ゆたかの会 10,000 株）八百松商事
20,000 マツザキ ユカ 10,000 匿名

180,000 一財）日本善意財団 10,000 社）こども食堂支援協議会
10,000 株）東京プロカラー 5,000 匿名
8,000 野田瑞枝 10,000 株）東京プロカラー
5,000 匿名 3,000 匿名

10,000 株）八百松商事 1,000 大石 和彦
900 匿名 3,600 松井 邦夫

3,600 松井 邦夫 3,600 鳥塚 力
3,600 鳥塚 力 10,000 有）喜久家 田村幸吉

30,000 宇ち多゛ 5,000 匿名
5,000 コイズミ トシマサ 1,800 黒川 佑人

10,000 匿名 10,000 匿名
10,000 野中 尚子 3,000 テラニシ シュウジ
10,000 スズキ アヤ 346 鳥みや
10,000 社）こども食堂支援協議会 30,000 一財）日本善意財団
3,000 テラニシ シュウジ 10,000 株）八百松商事

10,000 有）喜久家 田村幸吉 5,000 匿名
1,800 匿名 2,000 鳥みや

30,000 一財）日本善意財団
750 ういちろう（鳥みや）

3,600 土屋 奈々子
5,000 匿名

10,000 株）八百松商事
330 ういちろう（鳥みや）

10,800 宮澤 秀光
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寄付金をお寄せくださった皆様（敬称略）
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ISBわーくはぴねす農園 玉ねぎ、かぶ、キャベツ JA東京スマイル営農指導課 フリーズドライ味噌汁

イトキングリーンアイ八千代農園 紫玉ねぎ 川﨑 龍一 スイカ、ジャガイモ等

きさらぎジュニア レトルト食品 、おむつ等 名知 聡行 うまい棒630本

(一財)日本善意財団　北川八郎 米30キロ 増田 英世 カルピスウォーター24本

コープみらい 米30キロ 株）誠進工業 塗り絵、お菓子等

嘉野 雅章 お菓子 めりぃな 冷凍ジュース

インフォカート（株）下岡靖宜社長 おむつ （株）ニッポー おやつパック

匿名 おむつ、食品、衣類 匿名 米30キロ

一社）食品ロスリボーンセンター 災害備蓄わかめご飯等 匿名 かりんとう

（有）喜久家 田村幸吉 米48キロ 匿名 玄米30キロ

三村 摂 レトルト食品 60食 大森写真館 米17キロ、調味料等

周 子仁 シリアル、缶詰、洗剤等 農水省（政府備蓄米） 米300キロ

赤羽根 長子 食品、学用品、洗剤等 パナソニック産機 ワークハピネス農園 サニーレタス等

小林圭子 ジャガイモ玉ねぎキャベツ 一社）食品ロスリボーンセンター 災害備蓄わかめご飯等

匿名 ジャガイモ (一財)日本善意財団　北川八郎 米30キロ

わーくはぴねす大成ふぁーむ ミニトマト 匿名 米20キロ

るしゃな島in海の家　佐久間やよい パンケーキミックス 匿名 米（宮城県産）50キロ

(一財)日本善意財団　北川八郎 米30キロ 畠山　剛 米10キロ

コープみらい 米30キロ コープみらい 米30キロ

きさらぎジュニア お菓子、缶詰等 東京亀有ライオンズクラブ サツマイモ

匿名 じゃがいも 明治安田生命青砥営業所 にんじん、玉ねぎ等

周 子仁 缶詰、洗剤、文房具等 川﨑龍一 サツマイモ等

（株）創成企画 きゅうり 大内 早織 生理用品

SMC（株）わーくはぴねす農園 枝豆 日本オラクル　臼井 男児服

（有）喜久家 田村幸吉 米48キロ （有）喜久家 田村幸吉 米24キロ

イトキングリーンアイ八千代農園 ピーマン、ミニトマト 匿名 保存食等

匿名 玉ねぎ、にんにく ジャムおじさん ハロウィンお菓子

大内 早織 生理用品 わーくはぴねす大成ふぁーむ 水菜25袋

三村 摂 レトルト食品 60食 吉田 典子 米10キロ

匿名 米30キロ JA東京スマイル営農研究会 野菜約300個

ゆたかの会 米50キロ、乾麺、缶詰等 大森写真館 フルーツ缶詰

(一財)日本善意財団　北川八郎 米30キロ 三村 摂 レトルトカレー60食

コープみらい 米30キロ (一財)日本善意財団　北川八郎 米30キロ

（有）喜久家 田村幸吉 米24キロ (一財)日本善意財団　山本精一 米60キロ（新米フェア）

（株）創成企画 きゅうり、唐辛子 コープみらい 米30キロ

周 子仁 缶詰、洗剤、文房具等 コープみらい東京１ブロック 手作り工作セット

イトキングリーンアイ八千代農園 ミニトマト、ピーマン （有）喜久家 田村幸吉 米24キロ

ISBわーくはぴねす農園 枝豆 景山 春香 レトルト食品、お菓子等

たすかーる 梨、なす ＪＡ東京スマイル青壮年部 聖護院大根、かぶ等

松野 豊実 ゼリー、ジュース等 匿名 長ネギ

匿名 マスク、保存食品等 イトキングリーンアイ八千代農園 チンゲン菜、きゅうり

きさらぎジュニア レトルト食品、野菜等 東京亀有ライオンズクラブ サツマイモ

匿名 鶏がらスープの素 ISBわーくはぴねす農園 ホウレンソウ、小松菜等

(一財)日本善意財団　北川八郎 米30キロ 我妻 妙子 米20キロ

コープみらい 米30キロ 川崎純江 キウイ、サツマイモ等

（有）喜久家 田村幸吉 米24キロ、トウモロコシ （株）創成企画 マスク2000枚

葛飾区社協ボランティアセンター 保存食等 水野　俊文 玄米20キロ

周 子仁 日用品、絵本、文房具等 一社）食品ロスリボーンセンター 災害備蓄コンビーフ等

水戸薬局 バゲット SMC（株）わーくはぴねす農園市川はつか大根、サニーレタス

サンリオ うちわ パナソニックファーム横浜 小松菜、サンチュ

一社）ChefooDo/シェフード 冷凍カレー200食 ファイン住宅(株) 久保勝義 玉ねぎ30キロ

成富 茂代 米10キロ 三村 摂 レトルトカレー60食

匿名 米8キロ NPO法人ピルコン ここからかるた

三村 摂 レトルト食品 60食 葛飾区浴場組合 りんご

9月

9月

食品、日用品、学用品等をご寄付くださった皆さま
2022年6月～11月（敬称略）

7月

6月

11月

10月

8月



 

 

 

 

 

 

 

 

 

レインボーリボンは小さな地域密着型の非営利団体です。 

目の前にいる子どもたち、親たちの幸せのために活動します。 

第 2・第 4土曜日の「あおとこども食堂」遊びコーナー 

子どもたちは風船を追いかけたり、折り紙を折ったり… 

和室は「学びコーナー」。 

若者団体 komuradoの大学生ボランティアが勉強を 

みてくれています。 

UR 青戸第一団地自治会のご協力で 

集会所を使わせていただいています。 

ボランティア手作りの

お弁当持ち帰りです。 

パンケーキを焼くイベントも。 

工作コーナーやプログラミング教室を

開催することもあります。 

第 1・第 3 土曜日のフードパン

トリーは経済的困難を抱える

子育て家庭を支援する取り組

みです。たくさんの善意のご寄

付に支えられています。 


