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2022年 1月 

 2021冬休み、食の分かち合いで子育て応援 

 

「学校給食のない時期の子育て応援：食料支援事業」 実施報告 

NPO法人フードバンク狛江 

【事業実施の目的】 

コロナ禍による感染への不安や経済的負担の増加など心配なことが多いなか、夏休みに続き、食費の負担が増え

る学校給食がない冬休みに、一定の年収以下で子育てする世帯を対象に、希望される世帯へ食料支援を実施しまし

た。家計の負担を少しでも減らし、クリスマスやお正月に子どもたちとホッと一息、笑顔で過ごせることを願い、夏休

み支援でつながった子育て世帯との関係を深め、夏の支援を上回る世帯に提供することを目標に取り組みました。 

 

【実施の方法と支援実績】 

1）実施対象と申し込み案内について 

・ 食品提供対象：ひとり親家庭と就学援助を受給するふたり親世帯の 18歳以下子ども及び親。 

・ 想定世帯数と支援人数：１80世帯、５10人。 

・ 申し込み案内方法：①夏休み支援 176世帯を対象に 11月 22日～12月 1日メールで申込み受付。 

②ひとり親家庭を対象に、狛江市の「ひとり親家庭等医療証」発送時(12月中旬)に申込み案内を同封。 

 

2）実施期間と回数について 

・ 1世帯 1回、宅配便または事務所・倉庫での直接受渡しで提供。 

・ 申し込み受付期間：➀11月 22日～12月 1日 ➁医療証到着 ～12月 22日 

・ 発送または受渡し提供期間：12月 2日～12月 23日 

 

3）申し込み方法について：ホームページ申し込みフォームから 

・ 申し込み件数 ：ホームページ 179件 、メール 1件 合計 180件 

・ 申し込み履歴 ： 申し込み受付 ①150件、② 30件 

 

11月 申込数 12月 申込数 

11月 22日 63 12月 1日 4 

11月 23日 18 12月 6日 1 

11月 24日 6 12月 13日 1 

11月 25日 5 12月 16日 12 

11月 26日 22 12月 17日 6 

11月 27日 15 12月 18日 5 

11月 28日 6 12月 19日 3 

11月 29日 2 12月 20日 2 

11月 30日 7 12月 22日 2 

総計 180 
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4）提供方法 : ①宅配便（送料当団体負担） 90件（50％）、 ②事務所での受渡し 90件（50％）  

 

 

 

 

 

 

5）支援世帯数実績：180世帯 18 歳以下子ども数：294 人 親+１８歳以下子ども数合計：538 名(夏の申し込み

世帯・医療証受領世帯以外の申込世帯 5世帯のうち、家族構成不明の 3世帯はひとり親として算出)  

 

 

 

 

 

6）提供食品について： 

ひとり親

154世帯 86%

ふたり親

26世帯 14%

世帯別集計

乳児, 4

就学前, 46

小学生 105

中学生 71

高校生 68

受け取り日・方法 件数 ％ 受け取り日・方法 件数 ％ 

宅配便 90 50% 直接受け取り 12月 5日 44 24% 

直接受け取り 12月 3日 27 15% 直接受け取り 12月 9日 19 11% 

総計 180（※➁の受取方法は宅配のみ） 

高校生以下子ども数 
294人内訳 
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子ども 1人世帯用提供食品例                 子ども 2人以上世帯用提供食品例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 提供実績 

 

・食品等提供企業・団体（敬称略） 

三色パステルアート 天理教江東分教会 狛江市役所 

明治グループ ナトーコーポレーション株式会社 狛江三田会 

株式会社ローソン パルシステム狛江センター フードバンクかわさき 

株式会社天塩 大分県東京事務所 町田市華嚴院 

ｺｶｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 マルコメ株式会社 狛江市商工会青年部 

尾西食品株式会社 モランボン株式会社 株式会社ロッテ 

東都生活協同組合 株式会社龍角散 その他市民 

 

7）同封書類と食品以外の提供品 

・ 食品セットの際、以下を同梱：①メッセージカード、②アンケート、③こま YELLチラシ、④こまえのごはんマップ 

【食品集荷目標と実績】 

・ 想定必要食品量 :１,５００㎏～２,０００kg (1人あたり３～４kg）  

・ 食品寄贈集荷実績 ： 9月、10月、11月 

 

寄贈食品総量 9月 10月 11月 総計 

イベント  65.0  65.0 

企業・団体 1005.3 653.1 1168.8 2827.2 

購入   8.0 8.0 

市民 213.8 472.2 299.7 985.7 

常設 157.9 262.1 170.9 590.9 

生協 825.4  2.0 827.4 

総計 2202.4 1452.4 1649.4 5304.2 

 

 

総重量 お米 一世帯平均 米の一世帯平均 一人平均 米の一人平均 

1859.8kg 627kg 10.33㎏ 3.48kg 3.45㎏ 1.16kg 
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【広報】 

・ 紙媒体：食品寄贈呼びかけチラシ 3000部作成。市内ポスティング及び市公共施設などに配布。 

・ インターネット媒体（ホームページ、facebook）で広報。 

・ 「広報こまえ」11月 15日号、こまえ FMラジオで食品寄贈呼びかけ。 

【実施経過】 

日付 事業スケジュール 広報 その他 

15日(月） ニュースレター№29作成 広報こまえ掲載  食品寄贈呼びかけチラシ配布開始 

18日(木） 冬休みひとり親支援検討会 

狛江市 facebook、11/17 

Twitter 11/18 ホームページに冬休み支援記事掲載 

19日(金）   コマラジ（FMラジオ）出演   

２１日（日）   
 

商工会青年部北口フードドライブ 

22日(月） 
冬休み支援 1次（メール）申込

開始 

ニュースレター№29発送、

配布開始 

子育てネット掲載 

公営掲示板ポスター掲出（２週間） 

25日(木）   
 

こまエール学習支援２７セット準備 

29日（月） 冬休みひとり親支援準備   
医療証への申込案内こども政策課へ

持込 

12月 1日(水） 冬休み支援一次申込締切     

2日（木） 食品セット、発送開始     

 ３日（金） 第１回お渡し会   ローソン来訪 

5日（日） 第 2回お渡し会     

 6日(月）     こまエール学習支援２７セット提供 

 9日(木） 第３回お渡し会     

22日（水） 冬休み支援第 2次申込締切      

２３日（木） 冬休み支援最終発送   
子ども政策課学習支援へ 

Xmas２９セット提供 
 

【収支決算報告】  

収入 支出 

内訳  費目 内訳 単位 数量 実績(円) 

生活クラブ福祉

事業基金助成金 

150,000 

 
印刷製本費 広報チラシ 11月 枚 1,500 11,326 

寄付金 137,970 通信運搬費 宅配便代金冬 個 90 80,575 

  消耗品費 配送用ダンボール 100サイズ冬 枚 90 17,655 

  
消耗品費 

食品小分け用ジプロック L72枚三

箱セット 
箱 1 3,806 

  
消耗品費 

食品小分け用ジプロックM120枚

三箱セット 
箱 1 3,564 

  消耗品費 梱包用ガムテープ 巻 30 6,530 

  人件費 食品管理等スタッフ給与 2人 時間 128 130,560 

  人件費 食品集荷私用車両使用運転謝礼 日 16 8,000 

  その他 不足食料購入費     10,454 

  その他 平台車 台 5 15,500 

合計 287，970  合計     287,970 
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【事業実施の振り返り】 

夏休み支援で初めてひとり親世帯だけでなく就学援助受給世帯へも支援対象を広げ、１７６世帯に食品提供を行

いましたが、冬休み支援ではそれを上回る１８０世帯にお届けしました。その内、ひとり親世帯の割合は夏休み支援の

80％（141世帯）からさらに増えて、86％（１５４世帯）で、ひとり親世帯への食料支援は４４世帯だった２０１８年夏

の開始当初から広く知られるようになり、必要とされていることを実感しました。 

 

夏休み支援でつながったひとり親・ふたり親世帯との関係を深めるため、直接受渡しを重視して取り組み、総支援

世帯の５０%、９０世帯の親子に、マスク着用や手指消毒するなど感染対策をしながら、声掛けすることができました。 

また、今回はローソン様が１２月３日の受渡し初日に社内で取り組んだフードドライブ品と食品以外の日用品を直接 

届けていただきました。さっそく受渡し会場に陳列して引取りに来

た親子に自由に選んで提供し、とても喜ばれました。 

 

同時に実施した今回のアンケートでは、地域でどんな支援が受けられるかの紹介や、今後のフードバンクによる子

育て応援事業で何ができるかの参考になればと考え、現金や食料などの支援以外に、どんな支援があったら良いか

聞いてみました。ひとり親・ふたり親世帯ともに「子どもの学習支援」が回答総数の 41％で一番多く、次いで「子ども

食堂と勉強や遊びの居場所」が 29％、「親子で楽しむ体験イベント」12％、「親同士で交流できる場所」10％、その他

８%でした。 

アンケートの回答で、親御さんの気持ちはコロナ禍で、お子さんの学習面の心配が大きいと感じられます。「こま

YELL の学習支援に登録しても行っていない…。」「学童期過ぎてからの学習支援を…・」とあり、また不登校のお子

さんを抱えているケースもあって、一人ひとりのお子さんに合わせた支援が期待されていることが分かりました。ま

た「親子で楽しむ体験イベント」と「親同士で交流できる場所」の支援は、ほぼ同じ内容で多様な希望が上がってきて

います。今後、コロナ感染防止をしながら、どんな企画なら、実施可能かを検討する参考にしていきたいと思います。 

 

今回のアンケートの回収率は 37%にとどまりましたが、返送されたほとんどの回答には感謝の想いのこもった声

が寄せられています。 

・年末年始に向けて支出が増えるので、大変ありがたいです。

また、今回は食品だけでなく日用品等も選ばせていただ

き、助かりました。 

・自分で好きなものを選べるコーナーが嬉しかったです。 

毎回、手書きのメッセージカードに心温まります。 

141

154

35

26
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2021夏

2021冬

2021夏・冬

ひとり親・ふたり親 世帯数比較

ひとり親 ふたり親
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 食料支援は単に食品を提供するだけではなく、生活の様々な困難さのなか、子育てに頑張る親御さんへの励ま 

しの気持ちを込め、こどもの笑顔を想いながら準備するボランティアスタッフの心遣いが伝わって、とても喜ばれ 

活動のモチベーションが高まり、こちらも励まされています。 

 

 

 
 

コロナ禍で、仕事や生活、子どもの心配ごとに不安を抱えている子育て世帯の切ない声は、まだまだ多く寄せられ、 

今後もフードバンク狛江への期待に応えて支援の継続の必要性を痛感します。 

直接受け取りの数分間のやり取りや、食品を無償提供することが、親子の心に、励ましや喜びを感じさせているこ

とからも、長引くコロナ禍で、孤独を感じ孤立する子育て家庭が増えているのではないかと懸念されます。地域で

様々な支援があっても、情報が届いていないことやコロナの感染拡大で活動が十分できない状況がありますが、地

域の諸団体や行政との連携を図り、地域の支え合いで子育て応援を進めて行きたい。 

 

・皆さんのお心で、楽しい X‘ｍas とお正月を過ごせる、食品と元気を頂くことが出来ました。温かいお言葉

を沢山ありがとうございました。自転車漕ぎながら涙が溢れてきました。 

・今回狛江市の案内から知り、初めて応募しました。こんなにたくさんいただけると思っておらず、非常に驚

き、また、感謝の気持ちで一杯です。このような取組をずっと続けて下さい。 

・袋を開ける時のわくわく感や、今回三品も選ばせていただき、その時の娘が喜びそうな品を選んだ時の 

気持ちは、普段なかなか味わえないので、気持ちまで、いっぱいになりました。皆様のおかげで、親子とも

一年間元気に過ごすことができました。 

 

 

・多くのご寄付とフードバンクの方々の沢山の仕事と気持ちに支えられていることを実感、ほっと一人では

ないことを思い出して心に暖かさが広がります。また家族元気に頑張れます！ 

 

・ずっしりとダンボールに様々な食品がびっしりと詰まっていました。暖かなメッセージカードに涙がこぼれ 

ました。娘が「ありがたいね。うれしいね」と喜び、感謝の気持ちでいっぱいです。 

・届けてもらった段ボールを開けて中をのぞく子供たちの笑顔が印象的に残っています。とても楽しみにして

います。子供たちはお菓子詰の袋を私はお米や食事の代わりになる食材を喜んでいます。 

・子どもたちそれぞれにおかしをクリスマスの袋に入れてくれて、サンタさんのプレゼントみたいと、とても喜 

んでいました。 

 

 

 

・ここへ来て子供の進学、あらゆるものの値上げ、やりくりしていた習い事も大幅に値上げの連絡。別居を 

始めたばかりの頃とは質の違う不透明感に不安を感じております。 

・子供が 1人で家にいるので、こども食堂やこどもを受け入れてくれる居場所を利用させて頂きたいと（親 

は）思うのですが、一人で行くのを嫌がります。家庭教師を頼みましたが、経済的に続けることも出来ず、

結局やめました。難しいです・・・。 

・コロナの影響で、収入が減ってしまい日々、節約をして過ごしています。 

・コロナになって失業してしまい、初めてこの支援を知り、今回お世話になりました。中学生息子はとても多

感な時期で、少々疲れが出ていた私にはとてもうれしいお声がけなど少し時間でしたが温かったです。 

・緊急事態宣言明けも仕事が元に戻らず収入が減ってしまった為、申し込みをさせていただきました。今後が

とても不安な中、ご支援をいただき少し気持ちが安らぎました。 

・親は服も買わず、遊ばず、死なない程度に食べられれば良いのですが、子どもには切ないですよね・・・。 

・私一人の収入では息子の食事を十分に取らせてあげられる事ができず毎回本当に感謝です。育ちざかりや

男の子は本当に食費がかかり大変です。食べすぎよとか言ってがまんさせるのも・・・と思いますが言ってし

まう時もあります。 
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2021 冬休み子育て応援 

「学校給食のない時期の子育て世帯への食料支援事業」アンケート回答 

アンケート回答数：68、回収率 37％ 

Q１:あなたの世帯構成は？  

ひとり親世帯 ふたり親世帯 

54 14 

 

Q２:子育てをされるうえで、現金や食料などの支援以外に、どんな支援があったら良いと思いますか？ （複数回答） 

 

こども食堂と勉強や遊びの居場所 

【ひとり親世帯】 

⚫ なかなかのその場に行くことは、年齢的にしないようです。 

⚫ 現在も、月末食堂と、みんなの居場所、を利用させてもらっています。みなさんに、子供達とてもかわいがっ

てもらっています。 

⚫ こども食堂として行ける場所があるのは知っていましたが、見ず知らずの人と食事するには親子とも抵抗が

ありました。多少の有料は仕方ないとして、テイクアウトのお弁当の配布などあると自宅で食べられてありが

たいです。 

⚫ 子供が 1人で家にいるので、こども食堂やこどもを受け入れてくれる居場所を利用させて頂きたいと（親は）

思うのですが、本人は社交的でないので、一人で行くのを嫌がります。難しいです・・・。 

こどもの学習支援 

【ひとり親世帯】 

⚫ 市役所・こまＹＥＬＬで登録しても行かずです。しかし、そのような場が常にあるということ、今後もお願いした

いです。タイミング合った時、行きたいと思うことが出来た時受けられるシステムがあると助かります。 

⚫ 習いごとさせる余裕がないのであればありがたいです。 

⚫ 高校・大学受験に関する支援情報※奨学金など 

⚫ 現在も学習支援があり大変ありがたいですが、より個々の良いところを高められる本格的な個別などもある

と助かります。 

⚫ 宿題を見守ってくれる、質問できると、親が帰るのを待って宿題を終わらす子の負担が減り助かる（遅くまで

24
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こども食堂と勉強や遊びの居場所

こどもの学習支援

親子で楽しむ体験イベント

親同士で交流できる場所

その他

ひとり親世帯 ふたり親世帯
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待たせているとほぼ泣く） 

⚫ 高校生の息子が不登校の為、高校生の学習支援などあるととても助かります。 

【ふたり親世帯】 

⚫ 特にこれを必要としてます。（ふたり親世帯） 

⚫ 強くこれを望みます！ 

親子で楽しむ体験イベント 

【ひとり親世帯】 

⚫ 一泊でも安く行く事ができる等。しかし我が家は猫がいる為日帰りなど。コロナが落ち着いたらですが。 

⚫ 野菜収穫体験は大変よろこんでいました。 

⚫ スポーツ、サッカー・野球・パラスポーツ観戦など… 

⚫ お料理教室。いもほりとか季節のイベント。（クリスマスリースやお正月飾りを一緒に作ったり、家ではなかな

か出来ないこと。） 

⚫ いちご狩り、陶芸 

⚫ キャンプや川遊び 

⚫ 子供は人なつっこく育ち、知らない人と関わり仲よくなる事が大好きなので、そういうイベントなどあれば（人

に甘えられる場所）ありがたいです。 

【ふたり親世帯】 

⚫ 料理教室 

⚫ 以前市でやっていた、50人リレーはまた参加したいです。 

親同士で交流できる場所 

⚫ 中でのイベントより、人が集まりやすい外のイベント 

⚫ 時期に合わせたイベント（クリスマスのお菓子作り、外でのイベント） 

⚫ ものつくり、スポーツ体験 

その他 

【ひとり親世帯】 

⚫ 学童対象外の学年になった時の放課後勉強等の場 

⚫ 親の話、子供の話を中立的立場で冷静に聞いてくれる人の存在が居て欲しいときがあります。 

⚫ こんな資格をとって、「今、働いています」の体験談 

⚫ 習い事や、趣味などにプラスになる様なきっかけ作りな場所 

⚫ 話しを（悩み・つらい事）聞いてくれる場所。家族・身内には心配をかける為、話せず、職場では人間関係、先々

のことを考えると、言えない事を第三者の立場の方に聞いてもらい、少しアドバイス頂けるところ。 

⚫ ひとり親同士が知り合えるイベント 

⚫ 学校の学費（不登校でフリースクールなのですが、フリースクールの支援は見つかりませんでした） 

⚫ すき間時間に働ける場所の紹介や、企業・店舗側も登録できるサイトなど。 

幼児と行けるところが限られてるし、時間制限があるので家から遠いと厳しい。気楽に立ちよれるところがあ

ると嬉しいです。 

【ふたり親世帯】 

⚫ 幼児と行けるところが限られてるし、時間制限があるので家から遠いと厳しい。気楽に立ちよれるところがあ

ると嬉しいです。 

 

Q3:申し込み理由や、食品を受け取った感想など、ご自由にお書きください。 
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【ひとり親世帯】 

⚫ 一度にたくさんの物をひとり親世帯は購入することが難しいので、“たくさん”頂ける嬉しい気持ちと、生活が助

かる感謝の気持ちでいっぱいです。 

⚫ 今回も大変お世話になり、ありがとうございました。子供も高 3 なので今回が最後になりますが、3 年間、本当

にありがたかったです。フードバンクの皆様には感謝致しております。寒くなりますがお身体に気をつけておす

ごし下さい。 

⚫ 子どもたちへの沢山のおやつや食品の支援いつも本当に有難くいただいています。皆おかげさまで元気に過ご

しています。休みのない生活の中で、多くのご寄付とフードバンクの方々の沢山の仕事と気持ちに支えられてい 

ることを実感、ほっと一人ではないことを思い出して心に暖かさが広がります。また家族元気に頑張れます！ 

⚫ フードバンクさんから届けてもらった段ボールを開けて中をのぞく子供たちの笑顔が印象的に残っています。

とても楽しみにしています。子供たちはお菓子詰の袋を私はお米や食事の代わりになる食材を喜んでいます。

ありがとうございます 

⚫ ご支援を頂きありがとうございました。日常的にこまっているということではないのですが、時期（夏休み、年

末冬休み）で支援を頂けるというのが、とても助かります。スタッフの皆様、感謝で胸がいっぱいです。ご寄付頂

いた個人の方、企業さんにも感謝しています！ 

⚫ いつもあたたかくむかえて下さり、明るくて元気をいただけます。自転車で行くのですが、荷物をヒモで落ちな

いようにしばって下さりやさしい心づかいがとても嬉しいです。良いお年を！！と声をかけていただいて嬉し

かったです。少し遠くても重くても、スタッフの方々の暖かさに会いに、毎回行きます！ありがとうございました。

お米 5㎏いただきましたが、引取りでもう 1つ？プラスとなっていたような気がしましたが、いつもはジップロ

ックに入ってあったのがありませんでした。←間違っていたら、スミマセン！！ 

⚫ いつも大変お世話になっております。本当に助かります。米 5 ㎏とてもうれしかったです。たくさんの支援に久

しぶりに同行した息子もニコニコして喜んでいました。ありがとうございました。仕事で忙しいのですが、何か役

に立つことがあればと思っています。恩返しがしたいです。 

⚫ 夏休みと今回で 2 度目の利用です。子供も私もダンボールの封を開けるのを楽しみにしています。また機会が

あれば利用させて頂きたいです。ボランティアの皆様もお体に気をつけ寒い冬乗り切りましょう。ありがとうご

ざいました。 

⚫ いつもありがとうございます。子供が毎回ダンボールをあけるのを楽しみにしています。今年一年、本当にあり

がとうございました。 

⚫ うちは、パパがいない上におじいちゃんおばあちゃんもなく、親せきも近くにいません。ですが、子供は人なつっ

こく育ち、知らない人と関わり仲よくなる事が大好きなので、そういうイベントなどあれば（人に甘えられる場所）

ありがたいです。今回も沢山の食料他、ありがとうございました。（※頂いたイソジンうがい薬の期限が

2021.9 月でした。私は期限を気にしないタイプなのでありがたく使わせて頂きますが、一応ご報告させて頂

きます！） 

⚫ 取りにうかがった時も、プライベートなことは一切きかないで下さること、あたたかい優しい対応をして下さる

ことにとても嬉しく思っています。 

⚫ 毎回、受け取り時、皆さんがとても明るくて温かくて、「量も多く重いので配送してもらおうかな…」と思う事も

ありますが、取りに行く度元気ももらえているので、「取りに行って良かったなあ！」と思わせてくれます。あり

がとうございます！！個人的には消耗品であるタオルがあるのが嬉しいです。寒い中笑顔で待っていて下さり、

いつもありがとうございます。 

⚫ いつもお手配ありがとうございます。毎回、発送がいいです。食品も大変助かっています。ありがとうございま

す。 
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⚫ 年末年始に向けて支出が増えるので、支援していただけると大変ありがたいです。また、今回は食品だけでなく

日用品等も選ばせていただき、助かりました。 

⚫ 今回もたくさんの支援ありがとうございました！本当に本当に助かっています。感謝の気持ちいっぱいで頂い

ています。寒いですので、どうか暖かくして良いお年をお迎えくださいませ。 

⚫ 今年、コロナになって失業してしまい、初めてこの支援を知り、今回お世話になりました。中学生息子はとても多

感な時期で、少々疲れが出ていた私にはとてもうれしいお声がけなど少し時間でしたが温かったです。ありがと

うございました！！一緒に息子とお菓子を食べてお話しようと思います。NPO の皆様も良い X’mas お過ご

しください！！ 

⚫ コロナ禍で収入が減ったり、負担を感じる中で食糧の支援は大変有難いです。ありがとうございました。 

⚫ いつも休みの食事が心配ですが、子供だけでも食べやすいものや、調味料などとてもありがたく思います。おか

しもごはんまでの間に少し食べられてうれしそうでした。 

⚫ いつもご支援いただきありがとうございます。冬休みも近くなり、子供だけで調理が出来るレトルト食品など、

とても助かります。働きながらの子育てでこのようなご支援はとてもありがたいと思っております。 

⚫ お寒い中、沢山の食品を手渡しして下さったボランティアの女性の方々、綺麗でキラキラしていて優しい対応に

尊敬しました。本当にいつもありがとうございました。 

⚫ いつもありがとうございます。仕事は 31日まで、年明けは 4日から仕事ですが、子どもたちは早くも冬休みに

なるので、留守番中のおやつができて、とても助かります。受け取った時に「よいお年を」と笑顔で言ってくださ

り、「持てますか？ひもでしばりましょうか？」と声を掛けて頂き、皆様の優しさに救われます。本当にありがと

うございます。 

⚫ ごはんのおかず系はかんたんに使えるものが多いので、仕事のある日の食事に役立っています。おやつ系は子

供たちがうばいあい。うれしいんでしょうね。また、取りに行くことも楽しみのようです。次回もあるといいな♡ 

⚫ 緊急事態宣言明けも仕事が元に戻らず収入が減ってしまった為、申し込みをさせていただきました。繋ぎで別

の仕事を見つけて働いていますが、年末年始だけの短期の仕事で今後がとても不安な中、ご支援をいただき少

し気持ちが安らぎました。ありがとうございました。 

⚫ コロナ禍でも安定して働けて、ささやかに暮らしてこれましたが、ここへ来て子供の進学、あらゆるものの値上

げ、やりくりしていた習い事も大幅に値上げの連絡。別居を始めたばかりの頃とは質の違う不透明感に不安を

感じております。今回は配送での受け取りにさせて頂きましたが、いつもの温かな言葉がカードにありうれしか

ったです。いつもありがとうございます。 

⚫ 特にお米をたくさんいただいて、とても助かっています。クリスマスのお菓子やその時期に応じた子供が喜ぶも

のをいただけて、子どもも“またもらえて良かったね～”と言っていました。 

⚫ お米やパスタ、レトルト食品等、本当に助かります。毎回、スタッフの方々が子供に優しく接してくださり感謝して

おります。お菓子もたくさんあり、子供達がとても喜んでいました。 

⚫ ずっしりと重たいダンボールに様々な食品がびっしりと詰まっていました。暖かなメッセージカードに涙がこぼ

れました。娘が「ありがたいね。うれしいね」と喜び、感謝の気持ちでいっぱいです。本当に本当にありがとうご

ざいます。恩返し出来る様、努めます。寒い中、すみません。 

⚫ いつも寄付してくださった方やボランティア等の皆様に感謝しています！子育て世帯でなくても大変な方もい

ると思いますが、自分（親）は服も買わず、遊ばず、死なない程度に食べられれば良いのですが、子どもには切な

いですよね・・・ 

⚫ 思っていた以上にたくさんの食品を頂けて助かります。調味料なども多く、早速使っております。いつもありが

とうございます。 

⚫ いつも助かっています。どうもありがとうございます。 
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⚫ 今回もたくさんの食品をいただき、とても嬉しかったです。大変助かります。親子ともに感謝しております。袋を

開ける時のわくわく感や、今回三品も選ばせていただき、その時の娘が喜びそうな品を選んだ時の気持ちは、

普段なかなか味わえないので、気持ちまで、いっぱいになりました。皆様のおかげで、親子とも一年間元気に過

ごすことができました。大学にも無事合格し、来年は、また新たなスタートです。今年も大変おせわになりありが

とうございました。どうぞ、良いお年をお迎えください。来年もなんとか頑張ります。 

⚫ 今回２回目の利用をさせていただきました。みなさんとても親切で、食品もたくさんで助かります。食品の中に

入っている手書きのメッセージカードが心が温まります！さむい中皆様も体に気を付けて下さいませ。 

⚫ 前回も申し込ませていただいたので、メールが届き申し込みました。毎回お気遣い下さり、子どもの数分のお菓

子やジュースなどとても有難いです。今後もまた是非申し込ませていただきたいと思っています。 

⚫ すぐにお米がなくなるので 5 ㎏はありがたいです。受け取りに行ける日時で、明るく接してくれてありがたかっ

たです。オマケもうれしいです。ありがとうございます。 

⚫ 冬休み・夏休みなど長期休みになると子供たちが家にいる時間が増え、食材の減りが早いので、いつもありが

たく頂戴しています。「今回はどんなもの入ってる～？」と子供たちも楽しみにしています。 

⚫ いつもありがとうございます。高校生の息子が不登校の為、高校生の学習支援などあるととても助かります。良

いお年をお迎え下さい。 

⚫ 経済的に余裕がないので、とてもありがたいです。（私が働いている間）日中、子供が 1人で家にいるので、こど

も食堂やこどもを受け入れてくれる居場所を利用させて頂きたいと（親は）思うのですが、本人は社交的でない

ので、一人で行くのを嫌がります。悩んだ末、家庭教師を頼みましたが、経済的に続けることも出来ず、結局やめ

ました。難しいです・・・。食品が届き、子どもと一緒に開け、楽しみました。ありがとうございました。 

⚫ 収入が足りない状況の為、食費をおさえることができ、とても助かっています。ありがとうございます。 

⚫ いつもお世話になっております。皆さんのご寄付フードバンクのスタッフさん達のお心で、楽しい X‘ｍas とお

正月を過ごせる、食品と元気を頂くことが出来ました。ありがとうございます。スタッフさん寒い中、笑顔でこち

らの心配をしていただきながら温かいお言葉を沢山ありがとうございました。自転車漕ぎながら涙が溢れてき

ました。本当にいつもありがとうございます。 

⚫ 直接の申込理由は、マル親証の受け取り時にお知らせが入っていたことです。面倒な申込や自ら取りに行くこと

なく、簡単に QR コードから申し込めて、ワンオペフルタイム勤務の私でも迷わず申し込むことが出来ました。使

いやすく食べ易いものがバラエティに富んで入っており、留守中、子どもだけで食べられる物が多く、助かりま

した。 

⚫ 食欲旺盛な息子が居るので、食品はいくらあっても足りないくらいです。食費がかさむ年末年始にむけて、今回

の支援はとても助かりました。X’mas の袋に入ったお菓子は、子供が大喜びしていました。本当にありがとう

ございました。 

⚫ こんなにたくさんありがとうございました。本当に助かります。感謝しています。大変なお仕事だと思います。頭

がさがります。みなさまお身体気をつけて良いお年をおすごし下さい。これからも頑張ってください。 

⚫ 毎回送って頂く度に感謝しています。今回のクリスマスの袋に入っていたお菓子は子供達も大喜びでした。いつ

も本当にありがとうございます。 

⚫ いつもありがとうございます。冬休みの間、少しでも食事にバラエティができるようになりそうで、とてもありが

たいです。 

⚫ 想像以上のクオリティと量のものをいただき、とても驚きました。子どももとても喜んでいました。ありがとうご

ざいます。 

⚫ カルピスやお菓子は子どもが喜びいつも助かってます。米や調味料は助かってます。他にすぐ使えるレトルトは、

いくつかあると自分が仕事でごはんを作れないと活用できて助かってます。ハンドクリームや身近に使える日
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用雑貨も助かりました。ありがとうございます。 

⚫ 私一人の収入では息子の食事を十分に取らせてあげられる事ができず毎回本当に感謝です。育ちざかりや男

の子は本当に食費がかかり大変です。食べすぎよとか言ってがまんさせるのも・・・と思いますが言ってしまう時

もあります。お米など本当に助かります。ありがとうございます。 

⚫ 子どもたちがとても喜びました。ふだん買えない食品が入っており、とても助かります。 

⚫ 片マヒの子供と毎日過ごす為たすかりました。こんなにたくさんとは思っていなかったのでうれしいおどろきで

した。ありがとうございました。 

⚫ 夏休みに引き続き今回もたくさん送っていただきとても助かりました。子供達にも人数分のお菓子を頂いて喜

んでいます。いつもありがとうございます。 

⚫ 今回狛江市の案内から知り、初めて応募しました。こんなにたくさんいただけると思っておらず、非常に驚き、ま

た、感謝の気持ちで一杯です。どうもありがとうございました。日本は食べ物にあふれており、食べることの大

切さや有り難さに疎い気がしています。海外に在住していた時、施設に食べ物を寄贈しましたが、子供たちの手

にまで届いたか不明でした。日本のこのような取組をずっと続けて下さい。宜しくお願い致します。 

⚫ 低収入で生活に余裕がないため申し込みました。自分で好きなものを選べるコーナーが嬉しかったです。毎回、

手書きのメッセージカードに心温まります。ありがとうございました。 

⚫ 今回初めて利用させて頂きました。ダンボール箱の重さにまず驚き、開けてみると沢山の食料品がぎっしりと

詰まっていてクリスマスプレゼントを受けとった子どものように喜んでしまいました。毎年年末になると家計（特

に食料品）が悩みの種でしたので、本当にありがたかったです。 

⚫ いつもありがとうございます。無洗米、とてもありがたいです。 

⚫ 上記にあるような親子で交流するイベントは、狭い狛江市においては遠慮したいイベントです。恐らく、皆さんそ

のような思いではないでしょうか。食料はとても嬉しく有難いです。いつも感謝しております。 

 

【ふたり親世帯】 

⚫ 思いのほかたくさんいただき、ありがとうございます！ 

⚫ コロナで冬休みも実家に帰ることができないので、食費の負担を減らしたいから申し込ませていただきました。

とてもたくさんの食品とお米がとても嬉しかったです。子どもたちそれぞれにおかしをクリスマスの袋に入れて

くれて、サンタさんのプレゼントみたいと、とても喜んでいました。本当にありがとうございました。 

⚫ コロナの影響で、収入が減ってしまい日々、節約をして過ごしています。フードバンク狛江の皆さま、協力して下

さっている全ての皆様に感謝です。本当にありがとうございます。 

⚫ 今回で 3 回目になります。毎回、沢山の品物を頂き、家族で袋から色々な商品が出てきて喜んでます。子供も、

たくさん食べるので本当に毎回、助かってます。ありがとうございます。 

⚫ クリスマスのラッピングをして下さったり食料も家族分あり、お気遣いありがとうございます。子供たちとても

喜んでおりました！ 

⚫ いつもありがとうございます。とても助かります。 

⚫ 子ども達は、高校生と中学生で食べ盛り、食費もかかりフードバンク狛江さんからお声をかけて頂き大変助かっ

ております。クリスマスプレゼントのお菓子の袋は、とっても喜んでいました。皆様のあたたかいお気持ちに感謝

でいっぱいです。ありがとうございました。 

⚫ 今年の夏からお世話になっていますが、子供の名前を覚えていただいていたり、とても良くしてくださって大変

感謝しています。好きなものを何でも買ってあげられる状況ではないので、自分で好きなものを選べることが

すごく嬉しいようです。今回もありがとうございました！！ 

⚫ もらえる食品の多さにおどろいてます。 
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⚫ ボランティアの方々の温かい笑顔にとても救われました。年末の福袋のようでとても嬉しかったです。普段は買

えずにいる商品や、初めて使う調味料などあり、新しい発見がたくさんあり、とても助かりました。ありがとうご

ざいました！！ 

⚫ 有難いとにご案内を頂戴し、食品を受け取るとが出来ました。受け渡して頂く際もとても温かお言葉、雰囲気を

かけてもらえ、皆様の善意に支えられていることに本当に嬉しく有難く幸せに思います。ありがとうございまし

た。 

⚫ ありがとうございます。こういった活動が狛江に出来たのは嬉しいです。重くても主食の米が多いと助かります。 

⚫ 夏休みも大助かりでしたが・・・冬休みもやってくださいありがとうございました。主人と息子の二人で行かせた

のですが、スタッフの方にとても良くしてもらったようで、ニコニコで帰ってきました。本当にありがとうござい

ました。 

⚫ このたびは年末にフードバンクのご提供大変ありがとうございました。今回コロナ禍で収入源が減り家計が困

っている中とても家計がうるおいました。またクリスマス前で心あたたまる袋づめやカードは子ども達がとても

喜んでいました。春夏秋冬でやって頂けたらとてもうれしいです。 

 

 

 


