
 2022夏休み子育て応援アンケート

# 受け取り 世帯種類 感想 買い控え 寄贈者へメッセージ

1 宅配 ひとり親

いつも本当に感謝しています！　もう家計の節約する
部分がなく、自分の昼食費を減らすようにしてます。そ
れでも子どもが同じ物ばかりになってしまうので、
色々な種類の物を頂けて嬉しいです！！

ダブルワークで働き出しました。自分の時間が減
り、テレビも見なくなり、体調を崩すと元々の仕事
も続けられなくなるので、体力的にいつまで働け
るか心配です…。

一番大変な時は悲観的なり「我が家が餓死しても狛江市の住
民数が数人減るだけ」と思ってましたが、気にかけて寄付して
くれる人々が存在すると思うだけで、心が温かくなります。精
神的な孤立感が和らぎます、ありがとうございました

2 宅配 ひとり親
何度か利用させていただいてます。いつも色々な種類
が盛りだくさんでワクワクしながら開けさせてもらっ
てます！ありがとうございます(^-^)

一番の影響は日用品の値上がりです。特に工夫し
ていることはありません。

日々の生活にとても役立ってます。

3 宅配 ふたり親

封を開けて並べた所、子供達のテンションが爆上がり
ました。コロナで何処に行く事もなく、良い思い出にな
ります。食材を使ってご飯を作って行きます。ありがと
うございます。

なるべく安い物を買っています。
日頃、手に取る商品ではありませんので、子供達に見せて覚え
て貰い記憶の片隅に残ってもらえたらありがたいです。

4 宅配 ひとり親

たくさんの食糧品をありがとうございます！お菓子も
入っていて子供達が喜びました。お手紙とキーホル
ダーも嬉しかったです♪本当にありがとうございま
す！！

安い時にまとめ買いして、冷凍してます。

たくさんの企業の皆様、ご協力ありがとうございます。仕事で
疲れた時に活用させていただきたく思います。普段は食べな
いようなものを食べるきっかけにもなります！ありがとうご
ざいました。

5 宅配 ひとり親
子供もとても喜んでいました。給食もなく自宅で食事
するので助かりました

その日、安くなっているものを買い物する。
何度か頂いていますが、子供と楽しみに箱を開けています。い
ろいろな物が値上げしているなか、頂けるというのは大変た
すかります。本当にありがとうございました。

6 宅配 ひとり親

夕飯や昼・軽食に使えそうなものから子供のお菓子、
私へのお心遣いか…栄誉ドリンクまで！幅広くたくさ
んの種類の食材やお米と盛りだくさんでとても助かり
ますし、とても嬉しいなぁ〜と感謝致しました！

ここ最近、それとは反比例でご飯をたくさん食べ
るようになった我が息子…嬉しい思いですが実際
食費は上がるばかりです。食費に関しては仕方な
い、子供の必要物品は仕方ないので、自分に必要
なものの購入を控えたりし

率直に食費が浮きます。また、食事のレパートリーが増えまし
た

7 宅配 ふたり親

子どもが喜ぶものから、めんつゆやお米など助かるも
の、夏休みの子どもたちのお昼に助かる食品まで様々
入っていてありがたいです。生協の添加物が少なそう
なものも入っていて嬉しくなりました。

安いお店を選ぶようにしている。

自分では必要最低限のものしか買わないことが多いので、プ
ラスアルファを寄付していただけて、新しいものを試したり普
段買わないものを食べることができるので本当にありがたい
です。ありがとうございます。

8 宅配 ひとり親
結構期限がギリギリでこんな量食べ切れないです😥
お返ししたいのですがどうしたらよいですか？

かなり厳しいです工夫は 買い物を減らす事です 期限ギリギリで頂いたのに困ってます(つ﹏<。)

9 宅配 ふたり親
申し込みから届くまで、とても早くてびっくりしまし
た。子どもが食べられるものが多くて、とても助かりま
した。

今までより少ない量しか買えなくなった。スーパー
の自社ブランドなど、安いものを買うようになっ
た。

昼間は親が仕事で家にいないので、子供のお昼ご飯やおやつ
などに使っています。

10 宅配 ひとり親

お菓子が多くて嬉しい(子供から)お米などうちではす
ぐ消費するので助かります1人親が中長期で入院した
時などもスポットでご支援いただける仕組みがあると
安心です

特に今は食費が上がっているのに給料は変わら
ないので大変です。ほぼ自炊しています。おやつ
は少なめになってしまいますお酒など大人の嗜好
品は我が家では0です

本当にいつも助かっています毎月家計も苦しいですが特に子
供の長期休暇中の食費は食べ盛りでどんと増えるのでこのよ
うな支援はとてもありがたいです

11 宅配 ひとり親
種類豊富な食料を頂き助かりました。ありがとうござ
いました。

お菓子や野菜、果物の購入を以前より減らしまし
た。また、他の仕事を増やしダブルワークを始めま
した。

急な残業等で食事を作る時間の無い日があり、レトルトは助か
ります。また子供が運動部に入り食事の量が増えており、お米
やパスタも助かります。物価上昇になってからお菓子を買う事
が減りましたので、お菓子もありがたいです。

12 宅配 ふたり親
思った以上に量も種類も沢山でびっくりしました。寄
付していただいた皆さんのご好意、大切に使わせて頂
きます。

生活に欠かせないものの軒並みの値上げでわが
家の家計を直撃しております。せっかくの夏休み
だというのに、子供達もあまり遊びに連れて行け
ずに節約生活を強いられています。とにかく節約
をするしかありません。

とにかく節約生活を強いられている毎日で、これだけいろい
ろな食材を提供して頂き、本当に感謝しております。ありがと
うございます。

13 宅配 ふたり親
宅急便でお届けしてくださるのは助かりました。箱を
開けていいものがたくさん入っていて、家族で笑顔に
なりました。

値段が安い方の食材を選んだり、外食はしないよ
うにしてます。

小学生の息子はお菓子がたくさん入っててとても喜んでまし
た。今年の夏は猛暑でかつコロナも流行してるのであまり遠
出もできず、家のご飯はワンパターンになりがちですので、食
べたことがない種類のものは会話が弾みます。ちょっと前に
コロナウイルスに感染してしまい、家族で発熱してようやく元
気になりましたが、まだ出かける体力が戻らないので、まと
まった食材が届いて助かりました。感謝の気持ちでいっぱい
です。
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14 宅配 ひとり親

2回目です。子供は開けるのを楽しみにしていました。
ありがたいの一言です。改めて見ると色々な企業の方
が協力してくれているのだと思い大事に使わせて頂き
ます。

子供が高校生になるとひとり親の手当もどんどん
減り贅沢をしていなくても女親1人では生活がき
ついです。極力品物によって安いスーパーを選び
野菜は使える物は皮も使ったりしてはいます。

夏休みの間の昼食や夕飯の1品、おやつなど。2度目の利用で
す。とにかく色々な物が入っているので開けるのだ毎回楽し
いです。本当に感謝です。

15 宅配 ひとり親

いつもありがとうございます。自宅が遠いため、この
暑さの中受け取りに行くのは不可能でしたので、宅配
いただけて大変助かりました。いつもながらお米がと
てもありがたいです！

高い野菜には手が出ず、時にはメニューを変更す
ることがありました。なるべく無駄が出ないよう、
野菜の皮や葉っぱをうまく使えるようにネット検
索しています。

たくさんのお菓子類をいただけるので、普段はどうしても切り
捨てがちになっている子供のおやつがうるおって、子供たち
も大喜びです！何を食べようかと悩みがちな、休日のお昼ご
飯にはレトルト食品や長期保存の惣菜などで、手抜きができて
います。洗い物も少なく、助かります。いつもありがとうござ
います★

16 宅配 ひとり親

沢山の食料をありがとうございました。夏休みの子供
たちのお昼ごはんやおやつになりました。ボランティア
さんや協力企業のお陰で今年の夏もしっかりと食べら
れます。本当にありがとうございました。

何を買うにしても高くなりました。光熱費も高い
ので困ってます。水道、電気ガス。ケチケチ使って
ます。

我が家はひとり親世帯で対象児童は一人ですが、成人した障
がい者の息子もおり私一人の稼ぎでは本当にギリギリの生活
です。このような食品の詰め合わせを頂き、夏休みのお昼ごは
んも子供達だけで用意し食べることができました。おやつもと
ても喜んでいます。ご協力くださいました皆様、本当にありが
とうございました。

17 宅配 ひとり親

段ボールにぎっしり食品が詰まっているとは思わな
かったので、驚きと共にとてもありがたく、感謝の気
持ちでいっぱいです。私が病気がちで炊事が困難な
為、子どもがひとりで食べられるものは嬉しいです。ご
支援してくださった皆さま、荷造りや発送準備をして
くださった皆さま、この度は本当にありがとうござい
ました。皆さまの暖かい気持ちに私も子どもも笑顔に
なりました。

これまでより値下がりシールが貼ってあるものを
購入しています。スーパーのハシゴは時間のロス
と言われてますが、それでも卵はここ、牛乳はこ
こ、と、スーパーのハシゴをしています。

子どもに魚を食べさせたいと思っても、なかなか買えなかっ
たため、鯖の缶詰やレトルトパックは嬉しかったです。丼もの
にしたりチーズを乗せて焼いたり、いつもと違う料理に喜んで
いました。節約のため最近お菓子を買っていませんでした。久
しぶりのお菓子に興奮していました。

18 直接 ひとり親

お米と調味料は頂けることは文章からわかってました
が、思っていた10倍以上のお品物を頂きビックリ致し
ました。感謝しかないです。帰宅後に子供たちに見せ
るとキラキラした顔で嬉しそうで『ありがとうだねー
🥲』と話ました。ボランティアの方々へ離婚なんてわ
たくしの事で金銭的に困るのは自業自得なのに夏休
みは子供たちの食費が掛かるという事を心配してくだ
さり誠にありがとうございます。

物価が上がっても食べていかなければならない
し、食べ盛りなのでお菓子は買わなくなりました。
必要最低限。冷凍できるものは買いだめをし、小
分け。

保存食品（防災グッズ）を初めてたべましたが、とても美味し
かったです。レトルトも割高だったりするのでカレーや中華丼
は親（私）が仕事で居ない時間に小学生が食べるには簡単で
ありがたいです！夏休み3食考えるには大変なのでレトルトは
助かりました！

19 直接 ひとり親
お米が本当にありがたいです!その他調味料(今回は麺
つゆ)が助かりました！ありがとうございます！

収入は変わらないのに支出が増えるので毎月厳し
い生活です。外食はもちろん、出来あい品は買わ
ずに3食手作りで出費をおさえています。

ケチャップや麺つゆ醤油等の必需品は欠かせないもので、安
い食材や代わり映えしない食品を調理方法や味付けでアキが
来ないようにしています。また毎日食べるお米もまとまった出
費なのですが、欠かせないもので本当に本当に助かりまし
た！

20 直接 ふたり親
お菓子などがあり子供がとても喜んでいました。缶詰
などとてもありがたかったです。

野菜などは冷凍のものを買い無駄なく使うように
しています。

夏休みで朝昼晩と3食作らなきゃいけなくお金的にもきつい
ですが簡単にできるレトルトや缶詰がありとてもありがたいで
す。

21 直接 ひとり親
いつも子供も私も楽しみにしています。普段、自宅に
はないものも食べることができて嬉しいです。

ちょくちょくスーパーに行くとつい買ってしまうの
で、なるべく行く回数を減らしています。

長期休みは特に家に子供がいる機会が多く、朝、昼、夕と食事
を作るので、そのどれか1食でも頂いた食材でまかなえるので
ありがたいです。

22 直接 ひとり親

毎回本当に感謝しかありません。私1人の収入では我
慢したり抑える所は食費しかないので本当に助かりま
す。ボランティアの方達も本当に優しい方達ばかりで
いつも明るく声を掛けてくださり本当に心が安らかに
なります。いつもありがとうございます。

買った野菜など食品ロスにならないように安い時
に買ったものを野菜などは切って冷凍して使うな
どしています。物価が上がり買いたくて買い物に
行っても高くて買わずに帰ってくるなどがありま
す。

食糧をいただけた月は食費を減らす事が出来ています。食べ
盛りの高校生がいるのでお米など本当に助かっています。

23 直接 ひとり親 たくさん頂き、ありがとうございました。 少しでも安い店舗で買っています。 大変助かりました。ありがとうございます。

24 直接 ひとり親

暑い中スタッフの皆様ありがとうございます。おかげ
さまでたくさんの食品を頂き家計が助かってありま
す。育ち盛りの子ども達なのでお米は本当にありがた
いです。

全てと言ってもいいほど物価が上がっていて家計
に響いています。節約と言ってもこの暑さで冷房
もなかなか止めるわけにもいかず。。使ってない
電気をこまめに消したり買い物も食品ロスが出な
いように気をつけてます

お米はもちろん主食なので毎食美味しく頂き助かっていま
す。レトルトや缶詰、調味料なども必需品なので料理に使わせ
ていただいてます。お菓子も子ども達はいつも喜んでた楽し
みなようです。感謝の気持ちを皆様にお伝えしたいでです。本
当にありがとうございます
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25 直接 ひとり親
いつも、本当にありがとうございます。優しさも受け取
れる感じがして安心します。お米とても、助かってま
す。

安いスーパーで、購入。外食を控える。
家にストックができるだけで、安心します。いつも買うものが
きまってしまうので、このような機会があると、バリエーション
が増えて嬉しいです。

26 直接 ひとり親
いつもとても助かっております。夏休みは子供が家に
居る事が多い為、お昼ごはんの支度が大変ですが、レ
トルト食品などを頂いて、とても助かります。

果物が大好きなのですが、桃や梨など値段が高い
為、缶詰めの桃やパイナップルなどを朝食のデ
ザートにしたりしています。

仕事で遅くなる事もある為、子供にレトルト食品を食べても
らったりしています。

27 直接 ひとり親
こんなに沢山頂けるとは思っていませんでした。とて
も有難い事だと思いました。

物価の上昇は食費が高くなってしまったり、生活
必需品の購入を考えてしまったりしています。安く
購入できる素材で食事をしたり、無駄がない様に
しています。

日中は仕事ですので、昼は子供自身が支度をし食事をしてい
ます。お米は勿論助かります。レトルト、非常食、缶詰などは子
供も簡単に使え助かります。

28 宅配 ふたり親
お昼ご飯にできるものがたくさんあり大変助かりまし
た。

買い物の回数を減らしています。
夏休みの子どものお昼ご飯やおやつにさせていただきます。
給食がない夏休みに、本当に役立ちます。ありがとうございま
す。

29 直接 ひとり親 お米だけでなく、化粧品などいただき、嬉しかったです
フードバンクで頂いた食品を食べ切るまで買わな
いようにしてます

食費がかかるだけでなく、子どもが笑顔になっています、

30 宅配 ひとり親
毎回段ボールにびっしり、本当にたくさんの食品やお
菓子が入っているので、ありがたいかぎりです。

外出を控えたり、スーパーに行く頻度を減らしたり
して節約を心がけています。

とくに食費がとてもかかるので、カレールーやお米など、大変
助かります。

31 直接 ひとり親
久しぶりにお伺いできたのですが、やはりありがたい
ですね。暑い中梱包等してくださるスタッフの方に感
謝します。ありがとうございました。

価格をきちんとみて比較して購入すること、無駄
をださないこと。節約も大事ですがやりすぎない
ことを心がけています。

高校生なのでお昼ご飯は夏休み関係なく必要ですが、お米は
本当に助かります。普段自分では買わないような食材がたく
さんありうれしいです。

32 宅配 ふたり親
すごく助かるものばかりで嬉しいかぎりです。ありが
とうございます。

一つ一つ上がっていて、やはり負担はおおきいで
す。

夏休みなので、すごく助かってます。ありがとうございます。

33 宅配 ひとり親

申し込みから二日後には到着してすごく早かったし、
とってもたくさんの品物が入っていたので驚きまし
た。すぐに食べなくても大丈夫な非常食的なものも多
く、計画的に食事ができるので夏休み大変助かりま
す。本当にありがとうございます。

自営業なので仕入れの額が大幅に上がり大変影
響を受けています。仕事に使うものは減らすこと
はできませんが、家庭での出費はなるべくおさえ
られるように、最近はできるだけ節約を心がけて
います。

夏休み、できるだけ買い物にいかずにすむように、いただいた
品物を計画的に食べています。主食〜おやつまで色々なのも
のがあるので大変助かり、子供も喜んでいます。

34 宅配 ひとり親
想像以上に量があり、驚きました。計画、運営、協賛し
てくれた方、配送までのボランティアの方、皆さんに感
謝しています。ありがとうございます。

我が家は今年、息子の受験生でもあり塾代もあり
ます。家計が厳しく塾のコマ数も減らしています。

お昼ご飯、夕食で食べています。

35 宅配 ひとり親 お菓子を子供が喜びました！ 安いスーパーに買い物に行く。
普段買わないものなどがあり新鮮ですごく助かります。ありが
とうございます☆

36 直接 ひとり親
お菓子は普段買わないので、本当に有り難かったで
す。

余計な物は買わずに、必要な時だけ必要な物だけ
買うようにしtります。

夏休みなので、レトルト商品は子どもでも調理出来るので助か
ります。ゼリーを頂き、夏なのでとても喜んでいました。

37 直接 ひとり親

今回もたくさんの食材支援本当にありがとうございま
した！帰宅して、息子とこれ食べたい！や、お料理の
素をみて今晩これが良い！など楽しく仕分けるのもい
まは楽しみになっています(^^)今回で3回目の受け取
りでようやくこのサービスについて子供が質問してき
ました。説明をして大事に頂く事への感謝を息子も
持ってくれたと思います。

毎週末スーパーに買い出しをいっていましたが、
お野菜は新鮮でお安く、地域応援のために農協に
変えました。タレや調味料も出来るだけ家である
もので作れるようにクックパッドを見る回数が増
えました。

すいません、二つ前の感想がこちらに書くべき事だったかもし
れません。。いつもご支援ありがとうございます。夏休み数時
間で『おなかすいたー』と言われる我が家にとっては本当に助
かります。物価も上がり、お腹に溜まるものやおやつの代わり
になるものが在宅ワークの中断にもならずすぐ出せるのであ
りがたいです。

38 直接 ひとり親
沢山の商品ありがとうございました！特におやつは子
供たち喜んでました！！

日々の食費や日用品、光熱費全て上昇を感じてお
ります。質を下げ、少し我慢してもらう感じです。

おやつは子供たちが喜んでます！おやつはお友達と遊びに行
く時にも持参するのですが、比較的スーパーで安いものを購
入しているので、偏ってきてます。それがまた別のおやつで大
喜びです。お米やパスタパスタソース、お肉の味付けなどご飯
に直接関わるのは親として助かります。ありがとうございま
す！

39 宅配 ひとり親

夏休みで食費もかかる時期に食品をいただき、本当に
ありがたかったです。おやつは子どもも喜んでいまし
た。栄養ドリンクもあり、自分の体調管理に役立てるこ
とができました。本当にありがとうございます。

食べ盛りの子ども達になるべくしっかり食べても
らえるように、自分の分は少量で我慢することも
増えていました。おやつはなるべく買わず、出来合
いのものをなるべく買わないようにも心がけてい
ます。

生活費が少ない為、さまざまな食品類を無料でいただけたこ
とは家計の救いとなりました。主に夏休み中の昼食としてい
ただいたり、夕飯の１品増としたり、体調管理にも役立てるこ
とができました。おやつは子ども達用です。感謝しておりま
す。
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 2022夏休み子育て応援アンケート

# 受け取り 世帯種類 感想 買い控え 寄贈者へメッセージ

40 直接 ひとり親
お米はもちろん、調味料など普段使えるものばかりで
嬉しい限りです。

少量ずつ使用し、食べ切れる量だけ購入したりし
ている。子供も大きくなっておかず一品では足り
なくなってきて、野菜もしっかり食べさせたいが
高くてちょっとしか出せず。夏休みは給食もない
ので栄養バランス不足

仕事で買い物もままならず、遅くに帰ったときなど活用てま
きるので助かります

41 直接 ひとり親

夏休み中、子どもだけで留守番しているのでお昼ご飯
に火を使わずに食べれるフレークや、ふりかけなど頂
けて助かりました。お菓子は子ども4人分、たくさんも
らえて大喜びしでした。調味料など、好きなものを選
べるサービスもとても嬉しいです。

日々のスーパーでの出費がかさんできていて毎日
のことなので悩ましいです。今回の価格高騰の前
から、ですがスーパーではなるべく半額のものを
買っています。半額になる時間帯など狙って行っ
たり工夫してます

いつもありがとうございます。お米やパスタなど、家族が多い
ので助かります。初めて食べるものなどで、美味しかったりす
るとリピートしたりしています。レトルト食品は忙しい日々の夕
飯にとても助かります。

42 直接 ひとり親
お米やレトルト食品をはじめ、大変助かりました。ボラ
ンティアの方も持ち帰りやすいようにサポートしてくだ
さったり皆さん親切でした。

日常よく使う乳製品や調味料をはじめ、野菜等も
高い状態が続いているので、多少遠くても安い
スーパーを利用したりしています。

子供の夏休みで食費が増える中で、大変ありがたい取り組み
です。保存食も自信で購入するには高価な物が多いので助か
ります。

43 直接 ひとり親 いつも利用させでもらってます。とても助かります。 食費を抑えようと工夫しています。
ひとり親家庭にとっては食費も抑えられるためとても助かる
活動だと思います。

44 直接 ひとり親
いつもありがとうございます！とてもたくさんの食品
いつも助かってます♪♪暑い中ありがとうございまし
た！

食品を無駄にしないようになくなってから買い物
に行くようにしてます

もしもの時の非常食を保管している事が災害時の安心感に繋
がってます！！お菓子やゼリーは子供が喜んでくれてます♪

45 宅配 ひとり親
お米が本当にありがたいです。子供を連れて買い物に
なかなか行けないので(あちこち走り回るタイプなの
で)宅配でいただけるのが本当に助かります。

子供が残したもので食事を済ますこと。
お金ももちろんない、子供を連れて買い物もなかなかできな
い毎日で、宅配で食材を提供していただけるのは本当にあり
がたいです。ありがとうございます。

46 直接 ふたり親

うちでは買ったことのないものも入っていて毎回、袋
を開けるのが楽しみです。子供がいるのでお菓子は本
当にありがたいです感謝しておりますありがとうござ
います

必要最低限ものだけを買う肉などは冷凍するなど
お米は本当に助かります。お菓子は子供たちが喜びます。保存
食は備蓄が備えとしてます。いろんな方に助けられていて本
当に感謝していますありがとうございます

47 直接 ふたり親

昨年に続き、今年もお世話になります！子供がたくさ
んお菓子がもらえてとても喜んでいます！兄弟の人数
分準備していただけているのも、とても助かります！
この度もありがとうございました(^^)

賞味期限が近いものでも選んで買うようになりま
した。値段も少し安いですし、食品ロスも減らせる
かなと思ってます

夏休みは給食がない分、メニューが偏りがちになりますが、あ
まり親が準備しない食品もいただいたもので準備することが
出来ます！大変助かります！ありがとうございます！

48 宅配 ひとり親
いつも、種類豊富な品物を入れて頂き子供達も喜んで
いました。ありがとうございます！

まとめ買いで節約したりしています。食事の内容
をバリエーション変えたりして飽きない様に作っ
ています。

色々な品物を入れて頂いて、本当に助かっています。毎回何
か届くか子供達も楽しみにしています。食事のレパートリーも
増えるので嬉しいです。

49 宅配 ひとり親
今回はカレーではなく親子丼や即席ラーメンが入って
いて、とても活躍しそうです！ありがとうございまし
た！

なるべく安い野菜などを選んで買ったり、まとめ
買いで得に買えるようにしている。

夏休み中は特におやつなどがとても助かります。

50 直接 ふたり親 ものすごく助かりました特に夏休みなので
物価が高いので工夫はできませんいくら頑張って
も安いの選びますけど高いです

このコロナ時世すごく助かりますなんでも物価も高いのでな
にせ野菜がすごい高いですお米の給付ものすごい助かってま
す

51 直接 ひとり親 いつも助かります。ありがとうございますm(__)m なにも買わないようにしている。
生活必需品や食料はとても助かっています。いつもありがと
うございますm(__)m

52 宅配 ふたり親 色々入っていてびっくりしました。 生活費を節約しています。 長い夏休み。大変助かります。

53 直接 ひとり親

一言、嬉しかったby子ども夏休み前？にフードバンク
さんから、ご連絡がなかったので、今回は、頂けないの
かなー…と思っていましたが、頂けて、良かった！で
す。ありがとうございました！

購入する全てのモノに、上限額を決めて、それ以
上なら、買わない！買えるモノは、少なくなるが、
我慢！

ありがとうございます！　本当に、助かります！普段、買って
あげることの出来ないお菓子や、嗜好品など、子どももとて
も、喜んでいます！

54 直接 ひとり親
こんなにたくさんいただけるなんて思っていなかった
ので、とてもありがたいです。大切にいただきます！
ありがとうございます！

使っていない電気は消すなるべつ食費を抑えて　
満腹感がえられるようにかさ増しメニューにして
ます。

普段はこどもにあまり贅沢をさせて上げられないので、お菓
子や飲み物などとてもありがたいです。さらにはお米をいた
だけるなんて感謝しかありません。

55 直接 ふたり親

予想していた以上の支援をいただきまして大変うれし
く思いました。本当にありがとうございました。この夏
休みは頂いた食料品で過ごせそうです。家まで持って
帰る手段や伺う人数を考えて準備する必要があるの
で、あらかじめ物量の目安を告知していただけますと
幸いです。

お菓子やジュース、無駄な食料品は買わないよう
にしています。また、光熱費の節約のため、無駄な
電灯は消し、冷房はサーキュレーターと併用するな
どの工夫をしています。方法は一般家庭と変わら
ないかもしれません。

お米やパスタなどの主食品から、おかず、調味料、子供のお菓
子、化粧品など幅広いご支援をいただきまして心からお礼申
し上げます。家計への影響はとても大きなものになります。こ
の夏は不安なく過ごすことが出来そうです。ありがとうござい
ました。
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56 直接 ひとり親
いつもありがとうございます。大変ありがたいです。子
どもも喜んでいます。

あまり買い物に行かなくなった。あるものでまか
なってなくなったらその日の分だけか次の日の分
を買いに行く。

好みはありますが一日を通して学校が休みの時は子どもが家
にいるので朝昼おやつなど頂いた食品があるだけで助かって
います。正直普通に買い物に行くと⚪千円すぐかかってしま
うので困ります。育ち盛りなのでお金の事など気にせず食べ
させてあげたいのは山々ですが現状厳しいです。

57 直接 ひとり親 たくさんの種類の食料を頂き、感謝しています。 特に無し 特にお米が助かります。
58 宅配 ひとり親 お答えしました。 お答えしました。 お答えしました。

59 宅配 ひとり親

箱いっぱいに食品をいただき、とても感謝していま
す。特に、上にあったお菓子に子ども達は大喜びで、人
数を考慮して入れていただいてるんだなぁと、とても
嬉しかったです。本当にありがとございます。

買い物に行くたびに、以前よりも合計額が高く
なっているように感じ、ため息が増えてしまいま
す。。食費の予算は変えられないので、食事の品数
が減ったり、母親である私の分を少し減らしたりし
てます。

子ども達の夏休み期間、このような食品をたくさんいただき
ありがとうございます。3食おやつまで食べたがる食べ盛りの
子ども達がいるので、とてもありがたいです。毎度の食事の内
容を考えるのも大変なので、助かります。お菓子やジュースが
入っている事で子ども達が大喜びし、それを見て笑顔が増え
ます。笑顔のプレゼントも嬉しいです。

60 直接 ひとり親

いつもたくさんの食品をありがとうございます。子ど
もたちはお菓子がたくさんもらえて大喜びでした！お
米もとても助かっています。毎回一言お手紙を添えて
くださって、これからも頑張ろうと思えます。ありがと
うございます。

野菜などは、価格が上がったものはあまり買えな
くなりました。それ以外のものはなるべく安いスー
パーを探して特売の日に買うようにしています。

お米や調味料などの食品はもちろんとても家計が助かります
が、いつもは買わないような食品があったり、子どもたちが好
きなお菓子があったり、普段は少し我慢してしまうものを食べ
ることができて、家族みんな毎回嬉しく思っています。いつも
ありがとうございます。

61 直接 ふたり親
お米や缶詰めなど、とても助かりました。いつもありが
とうございます。

食べ盛りなので、低コストでボリュームのあるもの
を考えて 作っています。ガスや電気代もどんどん
あがってきて、暑くてもなかなかエアコンに踏み
出せず 迷いますが水シャワーでクールダウンして
ます。

日々の食卓に頂いています。毎日のお弁当にも、とてもありが
たいです。

62 直接 ひとり親

毎回非常に沢山の食品をお譲り頂き大変有り難いで
す。お米やレトルトの食品も勿論有り難いですが、あま
り普段お菓子を買わないので、沢山のお菓子に子供達
は大喜びしています。今回急遽受け取りに行けません
でしたが、フードバンクだよと伝えたら、子供達が喜ん
で代わりに行ってくれたので助かりました。

上昇していても、生活に必要な物は買うしかない
ので、余り必要でない物を買い控える様にしてい
ます。

大変有り難く、ご案内が来ると嬉しく必ず当日に申し込み、受
け取るのを楽しみにさせて頂いております。普段余りお菓子
等も買ってあげられていない為、留守番の多い子供達が喜ぶ
ので助かってます。母親としては毎回お米が大変有り難いで
す。

63 宅配 ふたり親
楽しい夏休みをお過ごしください　というメッセージ
に、まず優しさを感じました！

どのように工夫しようかとまだ試行錯誤中です。
食べざかりの子供達なので、お米が頂けるのはとても助かり
ました。お小遣いに感謝です。

64 直接 ひとり親

スタッフの方々がいつもとても親切です。寄付をして
頂いた方々にお礼申し上げます。ひとり親世帯で、大
人も子供も食べられる物がたくさん入っていたのでと
ても助かります。ありがとうございました。

夕方にスーパーへ行き割引されている物を買った
り、高い野菜などは、他の代用品を買います。エア
コンの温度を上げて節電もしたりしています。

夏休み期間なので食費がかかりますが、支援してくださるお
かげでとても助かっています。

65 直接 ひとり親

多数の企業、団体の方々、またボランティア様方に支
えられているなと改めて感じていますまたどんな物が
頂けたのか毎回楽しみにしておりますいつもありがと
うございます

外食やレジャー、趣味などの買い物は減りました
買い物はできる限りまとめ買い、最低限必要なも
のを購入するようにしています

今多くの物価が高騰しているので購入を控えたり、便利では
ありますがなるべく安く済むように自分で作る事が多いため、
レトルトなどのようなすぐに使えたり食べたりできるものは時
短にもなりとても役立っていますまた自分では買わなかった
り後回しになってしまう化粧品や目にしない物などもあったり
するので楽しみでもありこのような支援を本当に感謝してお
りますどうもありがとうございました

66 宅配 ふたり親
子供達が喜んでいます。夏休みでお昼ご飯に使わせて
もらいます。

なるべく安いスーパーに行きます。
日頃、手にしない商品があり、こう言う物があるのねと参考に
なります。

67 宅配 ふたり親

お世話になります。食料支援ありがとうございました。
思った以上にたくさんの食料品が届き驚きました。な
じみのある物・そうで無い物、特に非常食は試食が出
来て購入しておきたいと思いました。子供達も喜んで
食べております。ありがとうございました。

支出合計の増額に困惑しています。常備品は広告
品で購入・当日調理する食材は賞味期限が近く割
引のあるものを購入したりしています。

心のモチベーション・感謝で日々頑張ろうという気持ちにさせ
てもらいました。ありがとうございます。

68 宅配 ふたり親

思っていた以上に沢山の種類の食品が入っていて驚
きました。子供の好きなお菓子や、普段よく使うお米
や、乾麺、めんつゆ、ツナ缶とかは助かりました。また
普段手に取らないような食品もこの機会に食べること
ができよかったです。

安い食材や冷凍食品をつかったり、賞味期限が近
くなって値下げになってるものを買ってすぐにつ
かうようにしたりしています

今回いただいた食品は、三度の食事におやつにと、家での食
事が増える夏休みの昼食の補助としてそのまま使ったり、アレ
ンジしたりして使わせていただきました。ありがとうございま
した。
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69 直接 ふたり親

沢山のお菓子が入っていて、子供たちは大喜びでし
た。退屈な夏休みに幸せを運んでくださり、本当にあ
りがとうございました。いつもは買った事のないよう
な食品も入っていて、レパートリーが増えて助かって
います。暑い中、配ってくださるスタッフの皆様にも大
変感謝を申し上げます。ありがとうございました！

子供たちの食べる量は増えるばかりなのに、値上
げの嵐で困っています。直売所で旬の野菜などを
買うことでしのいでいます。

お米や飲み物などの必要不可欠な物から、いつもは買ってあ
げられないお菓子、長期保存可能な備蓄品まで、多くの人
方々に支援されて救われていると実感しております。支給品
の数だけ感謝の言葉を並べたいくらいです。本当にありがと
うございます。

70 直接 ひとり親

いつもありがとうございます。受け取りの際もとても
親切にご対応下さり、心が温まります。「楽しい夏休み
になりますように」の手書きのカード、ありがとうござ
いました。冷蔵庫に貼っています。嬉しかったです。

ひたすら節約するのみです。ただ、気温が高すぎ
て中々電気代は節約する訳にはいきませんね。。
健康に関わるので。。

市民・企業の方々、いつもありがとうございます。ひとつ残ら
ず大切に主に子供達が喜んで頂いています。食品というだけ
でなく、優しいお気持ちも同時に受け取っており、安心するよ
うな、心強いような、そんな気持ちになります。本当にありが
とうございます。いただきます。

71 宅配 ひとり親
いろいろな食材や菓子類を頂き、本当にありがたいで
すありがとうございました

銀行でお金を下ろす頻度が増え、買い物時は、贅
沢をしないように心がけますが、それがストレスに
なることもあります

お菓子やジュースなどは、買わないように普段我慢している
ので、そういったものが届くと、ちょっとしたご褒美になって、
心のゆとりができますありがたいです

72 直接 ひとり親
お米が無洗米で助かっています！いつもありがとうご
ざいます😊

消耗品が高くなっているので大変です。ティッシュ
は半分にして使っています。野菜が高くなったの
で野菜ジュースを良く飲みます。

学生の2人が軽食やおやつにいつも助かっています！ありが
とうございます

73 宅配 ひとり親

いつも、こんなにたくさんいいんですか？というくら
い、段ボール一杯に食材を詰めていただいてありがと
うございます。箱を開けた瞬間にお菓子を見つけて子
供も嬉しそうでした。また、お手紙が入っているのが嬉
しいです。

洗剤を、専用のものでなく重曹やセスキなどの
色々な用途に使えるもので代用しています。小さ
くなった子供服をウエスにしたり、状態のいいもの
はフリマへ出品したりしています。

フードバンクさんの活動を知って支援いただくようになって2
年、一度も自分でお米を買わずに過ごせています。災害用の
保存食品もいただけるため、備蓄ができ安心感があります。
ローリングストックとして定期的に入れ替えて普段の食事でも
消費します。

74 直接 ひとり親
無洗米のお米は本当に助かります。お菓子も子供が喜
ぶので有難いです。毎回袋から出すのが楽しみです。
ありがとうございました。

安売りを調べて買い物をするようになりました。
玉ねぎや油などかなり値上がりしたので、メ
ニュー変更や玉ねぎの変わりに安い食材を入れた
りと工夫しています。

生活を切り詰める時はやはり食費からになるので、お米や調
味料など本当に助かります。その分で肉類や野菜類を買うこ
とができています。

75 宅配 ひとり親 盛りだくさんでいつも助かります
ますます生活がキツくなり大変です。子供の学費
がかかる時期なので、節約心がけてます。

夏休み中の食事に役立ってます

76 直接 ふたり親
たくさんあって良かったです。ボランティアの方々、支
援していただける方々皆様大変感謝しております。

なるべく節約にはげむ。外食をしない。マック、コ
ンビニに行かない。

たくさんの食品を頂いて、生活にも精神的にも少し余裕がで
きる。

77 宅配 ひとり親
想像以上に品物が多く、子供達が大変に喜んでおりま
した。

必要な物は高くなっても買いますが、試しに買っ
てみるかな？と、思わなくなりました。

少しでも心が安心し優しい気持ちになりました。子供達に、こ
の食品がどうやって私達に届けてもらえたのか？どんな思い
で送ってくれたのか？話す機会をもてました。本当にありがと
うございました。

78 宅配 ひとり親

想像以上の量に驚きました。3-5品あれば助かるな、
ぐらいに感じて応募しましたので、善意の支援に大変
感謝します。夏休み直前にRSウィルス感染で保育園を
休まざるを得ず、在宅と休みを活用しながら、酷暑の
中電気代を気にする毎日でしたので、大変助かりまし
た。

酷暑の中、電気代がとても気になります。なるべく
安い食材を利用して食費を押さえたり、衣類や靴
などはすぐにサイズアウトするのでメルカリなどを
活用しています。

自分で購入する決まりきったメニューにならず、無駄にするこ
となく何が作れるかな、と楽しみです。普段レトルトなどを保
管しておくスペースが充実していて、夏休み中のお昼ごはんや
おやつに困らず助かります。

79 宅配 ひとり親
初めて支援を受け取りましたが、思っていたより沢山
の量がありとても嬉しいです。子どもの離乳食も少し
入っていて、大変助かります。ありがとうございます。

スーパーのチラシをよく見るようになり、安い時に
買う。

子どもの離乳食は買おうとすると少し遠出して買いに行かな
ければならないので、とても嬉しいです。

80 直接 ひとり親
本当にありがとうございます。お菓子もお米も、非常
に有難いです。

物価があがり買い物も使う分だけをこまめに買う
ようにしているため保存食などをいただけるのは
本当に助かります。

コロナで会社も不景気になり、給料も下がり毎月ギリギリの生
活をしているため、お菓子などは買ってあげていませんでし
た。成長期なのでご飯だけは我慢せずに沢山食べさせてあげ
たいと思っていますが、夏休み、冬休み、春休みとフードバン
クさんから食料品をご提供いただき、はじめはなんで貰うの、
恥ずかしいと言ってた子供も、今度はいつ貰えるの？と聞い
てきます。本当にありがとうございます。

81 直接 ひとり親 お米が助かりました。食品は全般に助かります。 食費がかかる
物価高は生活、特に食費は微妙に上がっているので家計がや
や苦しいですね。ご好意でいただける食材は無駄なく使い切
りたいです。
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82 直接 ふたり親
食料品は助かる。お菓子は普段あまり買えないので、
ちょっとお腹がすいたときに子供たちが嬉しそうに食
べてるのを見てよかった。

いつも２つ買うものを1つにして、安い食材を買っ
てカサ増ししたりしている。

ふりかけご飯が続いたりしてるときに、レトルト食品をいただ
いてご飯に乗せて食べさせたら子供たちが喜んでた。そのほ
かの様々な食料品のおかげでものすごく助かっている。

83 直接 ひとり親
沢山の食品と支援して下さった方々に感謝です。フー
ドバンク狛江で働いている方々の対応が素晴らしくて
本当にありがとうございました。

食費にお金がかかる。工夫が全然出来ないので…
賞味期限が何日か遅れても母親は食品を食べる。
残り物は捨てないで冷凍。ちょっとしたアレンジ

食べ物の大事さをしみじみ感じます。言葉不足ですみません
…

84 宅配 ひとり親 お米が一番うれしいです。必需品だからです。

なるべく買い物に行かないようにしています。必
要なものだけ買って、他のものは見るだけで食べ
たつもりになっています。オーケーストアやサミッ
トストアの特売品のみ買うようにしています。

お米を頂けると、とても助かります。無洗米はさらに嬉しいで
す。鍋のスープの素は普段買わないので、こんなおいしい味付
けがあるのかと、勉強になります。おいしかったものは、後で
購入することもあります。我が家は常に非常事態なので、防災
備蓄食のパスタやレトルト食品が助かります。

85 宅配 ひとり親

バリエーションのある品物だったので嬉しかったです。
ちょうどコロナに感染してしまった時だったので、ネッ
トでまかないにくい菓子類や食べ尽くしかけていた缶
詰物、ご飯は特に助かりました。

どうしても削れる事は食事に集中してしまい、品
数の少ない状態、代わり映えのしないメニューに
なってしまっている。果物を買うことがかなり減り
ました。肉類も鶏胸肉に頼りがちです。

踏ん張る気力を頂いています。ありがとうございます。

86 宅配 ひとり親 色々な種類の食品が入っており、とても助かりました。
食料品の価格が高騰しているので、むやみに買わ
ず、あるもので代用しています。欲しい物ではな
く、必要な物を買うよう心がけています。

嗜好品は普段買わないため、色々な種類の食材をいただける
ことは大変ありがたいと思っています。余裕が出た分の資金
で子供に何か還元してあげたいと思います。

87 直接 ふたり親

いつも大変お世話になっております。食べ盛りの子供
が二人おり、夏休み中と言うことで普段以上に食費が
かかってしまっているので有り難くいただいておりま
す。お米は特に嬉しいです。

子供たちの成長に食事はとても大事なので…食
品を減らすことができません。それでもスーパー
などでの食品の廃棄量は多いと聞いています。日
保ちがせず、値引きになっているものを率先して
購入しています。

このような活動を支援してくださる市民の皆様、企業の皆様
の善意に感謝して、普段以上に食べ物への感謝をするよう子
供たちと話しています。

88 宅配 ひとり親

お米など毎日のように使うものだけではなく、お菓子
や栄養補助食品など生活に彩りを与えてくれるものも
一緒に入れてくださり心が潤う気がいたしました。あ
りがとうございます。

同じ品目をまとめて購入したり、特売品を狙って
います。

調理の手間のかからないものを沢山入れてくださっているの
で、仕事で疲れて料理をする元気がない時にすごく助かって
います。
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