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ご支援の方法

マンスリーサポーターとして継続的に支援
毎月のご支援で活動を支えてくださ
るマンスリーサポーターを募集して
います。
クレジットカードからの自動引き落と
しによるお支払いとなります。
こどもたちのために、お力を貸して
ください。

●月500円のご支援で
月500円で、こども3人に夕食を1回提供できます。

●月1,000円のご支援で
月1,000円で、こどもに勉強を教える大学生スタッフ
の交通費が払えます。

●月3,000円のご支援で
月3,000円で、夜ひとりで過ごすこどものための居場
所を1日開催することができます。

●500円のご支援で
500円で、こども1人の学習用品をそろえることがで
きます。

●1,000円のご支援で
1,000円で、こども1人に生活用品を提供できます。

●3,000円のご支援で
3,000円で、こどもを1人自然体験に連れていくこと
ができます。

一度だけ、自由な金額でご支援
一度だけ、好きな金額を寄付していた
だくこともできます。
金額は500円以上で自由に設定で
き、お支払方法は、クレジットカードと
銀行振込からお選びいただけます。

今回だけ寄付するマンスリーサポーターになる

月3,000円のご支援 3,000円のご支援

〈 blog 〉 〈Network Kansai 〉
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あいさつ

活動を行う西成区北西部地区は、さまざまな課題が山
積みな地域です。しかし、そこで育つこどもたちは、
生きる力を持ちたくさんの可能性を秘めています。 そう
いった地域で、こども食堂という「居場所」を創り、
各家庭とつながりを深めることで、こどもの抱える問題
の背景（本質）を捉えることができています。 こどもた
ちが、育った環境などに左右されずに、1 人ひとりが
未来を思い描き、夢をあきらめない社会を、今わたし
たち大人が創る必要があります。そのために、私たち
はこども食堂の活動を中心として、さまざまな角度から
こどもたちの育ちを、学校・地域と共に支えていきます。
どうぞ温かいご支援、ご声援よろしくお願いします。

西成チャイルド・ケア・センター
代表理事　川辺　康子
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★寄付のお願い
ご寄付いただける場合は、下記までお願いします。
特定非営利活動法人 西成チャイルド・ケア・センター
ゆうちょ銀行から
【記号】 14010　【番号】 73525291
ゆうちょ銀行以外の金融機関から
【支店名】 四〇八（ヨンゼロハチ）　【店番】 408
【普通】 7352529

★お問い合わせ・支援物資送り先

特定非営利活動法人 西成チャイルド・ケア・センター

〒557-0022  
大阪市西成区中開 ３－３－１  ひらき住宅 １－１０２
TEL/FAX.０６-７７０９-５４３２　担当：川辺

西成チャイルド・ケア・センター 検  索

ひとり夜を過ごすこどもたちや、子育ての悩みを抱えて孤立する親た
ち、それぞれが様々な課題を抱えながらも、日々を過ごしています。
それをみて見ぬふりはもうできない。当たり前の日常を当たり前に
過ごすことができる。
悩んだりしんどくなった時「助けて！」といえる環境を作る。
こどもだけではなく、親も安心して駆け込んでこれる宿泊可能な
「シェアハウス」の創設。
「暮らし」が崩壊してしまうと人とつながる事すら困難になるので、
孤立の一歩手前で親子を支える。こどもを地域で育て、親の育ち
もサポートする。
親子とも支えることができる場所と仕組みをつくる。

地域の実家「にしなり★つながりの家」建設プロジェクトへのサポーター募集！！
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いっしょにごはん食べよ。
ほっとけない課題を「にしなり☆こども食堂」という形で改善しようと活動を続けています。
「ごはんが命と心を元気にしてくれる」。手作りのごはんを通じて、ありのままの自分をあた
たかく迎えてくれる人、信頼できる人につながった時、そこから、こどもの人生が変わってい
きます。

にしなり☆こども食堂

（１）時　期：平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日　各月20回計２４０回
（２）場　所：大阪市営住宅ひらき住宅（大阪市西成区中開３－３ひらき住宅1-102）
（３）対象者：地区小中学生、ひとり親家庭の保護者など
（４）参加人数：小学生４８００人、中学生９６０人、大人１４４０人、
 ボランティア１２００人　スタッフ480人、延べ人数８880人
（５）内　容：居場所を開設し、つながりの手段としてこども食堂の運営の関わりの中で
 見えてくるこどもや親の困りごとを日常の関わりの中で発見する仕組みを作る。
 こどもや親のやりたい！ やってみたい！ も応援する。

 カ）オフ テ゚イケセラ
 平井　功二
 オオサカキキ ヨ゙ウシ ン゙ケ
 医療法人　太融寺
 中庭　功雅
 森本　秀司
 山田　克也
 ニシウミ　サクラコ
 小田　佳子
 カ）オフ テ゚イケセラ
 向谷　和哉
 PPK
 植田　泰史
 イケダ　モエ
 中央電力（株）
5月 平井　功二
 イイクマ　タツヤ
 PPK
 ヨシムラ　ユリ
 カ）オフ テ゚イケセラ
 セ ン゙シ ン゙キヨウシ ム゙キ
 フジワケ　ユミコ
 小田　佳子
 川島　克敏
 ナカニワ　カス ノ゙リ
 豊田　健治
 椎葉　桜記子
 ニシウミ　サクラコ
 中央電力（株）
　 石井　清源
6月 平井　功二
 イイクマ　タツヤ

 カント　ジュンヤ
 カ）オフ テ゚イケセラ
 タナカ　シンヤ　マユミ
 久保下 多美子
 森本　秀司
 ハルヤマ　ケンソ ヴ
 PPK
 中央電力（株）
7月 平井　功二
 カネムラ　タイゾウ
 カ）オフ テ゚イケセラ
 ニシウミ　サクラコ
 小田　佳子
 サエグサ　タカヒロ
 イイクマ　タツヤ
 ヤマモト　ユウスケ
 小田　佳子
 金　吉範
 森本　秀司
 長谷部　英雄
 PPK
 中央電力（株）
　 井上さん
　 石井　清源
8月 サエグサ　タカヒロ
 トクメイキホ ヴ　８ガツ
 センナンシカイケイカンリシ
 ニシウミ　サクラコ
 イイクマ　タツヤ
 キフ　トクメイキボウ
 ハルヤマ　ノブコ
 PPK

 南部　孝一郎
 奥野　えみ
 中央電力（株）
 トクメイ
9月 椎葉　桜記子
 サエグサ　タカヒロ
 小田　佳子
 イイクマ　タツヤ
 カ）フリーロケーシヨン
 PPK
 ニシウミ　サクラコ
 ハルヤマ　ノブコ
 中央電力（株）
　 石井　清源
10月 カネムラ　タイゾウ
 子ども食堂支援グループ
 island
 サエグサ　タカヒロ
 イイクマ　タツヤ
 ニシウミ　サクラコ
 小田　佳子
 PPK
 中央電力（株）
11月 サエグサ　タカヒロ
 オカムラ　エリ
 イイクマ　タツヤ
 PPK
 森本　秀司
 ニシウミ　サクラコ
 中央電力（株）
12月 サエグサ　タカヒロ
 イイクマ　タツヤ

 カワカツ　カズエ
 糸原　徳之
 PPK
 ナカセ　ケイシロウ
 中央電力（株）
 ハチハチコウ
 森本　秀司
 オカムラ　エリ
 カネムラ　タイゾウ
 中央電力（株）
 金　吉範
 ミドウニジュウイチクラ
　 石井　清源
2019年 
1月 井上　太陽
　 石井　清源
　 サエグサ　タカヒロ
 イノウエ　タイヨウ
 シオタ　ヒロナリ
 PPK
 中央電力（株）
 大阪西成ライオンズクラブ
2月 イイクマ　タツヤ
 PPK
 サエグサ　タカヒロ
 ニシウミ　サクラコ
 中央電力（株）
3月 サエク ザ　タカヒロ
 PPK
 小田　佳子
 オカムラ　エリ
　 長橋地区民生委員協議会

寄付金支援リスト

物資寄付支援リスト

2018年

春山　伸子
2018年4月

モモ、ムネ、ササミ各２キロ
川島　克敏 桃缶×２４缶
米田　現（株式会社ワンズ） お菓子の詰め合わせｘ５０

ヘイワード　順子 味噌、マスタード、パスタ、レトルト食品、
クッキー、チョコレート、グミ、わかめ、出汁

清水　雪絵 白米×５キロ

大仙寺　朝日あゆみ モナカ、ようかん、ふくみ天平、キットカッ
ト、まがりせんべい、カントリーマアム

春山　伸子 志方牛切り落とし６００ｇ×１２
パック、米×２０キロ

おてらおやつクラブ 日用品、食品
極楽寺 ひじき、わかめ
春山　伸子 卵×３０

清水　時彦 輝黄卵×１０キロ
坂東　裕子 お米×５２キロ
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

サニーレタス×４、グリーンレタス
×２、スナップエンドウ×３５０ｇ

5月
福本　弘子 ミニフライパン
小林　彰夫 ぶどうセットｘ４パック
山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） サニーレタスｘ４、グリーンレタスｘ３
中村　ゆか アロマオイル

三好　恭司 ムネｘ２キロ、ササミ、手羽元ｘ１
キロ、棚網ｘ６、受金ｘ２４

春山　伸子 卵ｘ３０
川島　克敏 シーチキン
おてらおやつクラブ 日用品、食品
春山　伸子 つや姫ｘ２０キロ

極真会館関西総本部 おみそｘ６、みそ汁の具、わか
め、糸わかめ

ヘイワード　順子 日用品、食品
河本　好隆 タマネギｘ１ケース
鳥川商店 パスタ、トマトソース
遠藤　紀子 米ｘ１０キロ

吉浦　直子
カリフォルニアレーズン、とび魚だし、
もち、くるみ、そうめん、お菓子、スイー
トポテト、おにぎりのり、稲庭うどん

山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） サニーレタス、スナップエンドウ
遠藤　紀子 米、ソーメン、ラーメン

清水　雪絵 宮崎県産若鶏６キロセット＋手
羽元１キロ

村澤　朋子 米ｘ１０キロ

三好　恭司 プレミアム富士山宝石箱
春山　伸子 つや姫ｘ２０キロ

高宮城　宏之 炙りさば　梅だれ／塩焼き２種ｘ１０
缶、ハム切り落とし２．４キロ

おてらおやつクラブ 食品

匿名希望 おてがる赤飯セットｘ３合ｘ３袋、
あずき缶ｘ３

山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

まかないニンジンｘ１．２キロ、ズ
ッキーニｘ１２本

高宮城　宏之 日用品、食品
柏村　康輔・圭子 米ｘ５キロ、じゃがいもｘ５キロ
三好　恭司 コーヒー豆ｘ１０

八田　玲子
（ナマステカトマンドゥ）

コーンポタージュｘ２、パスタ、
そうめん、サランラップｘ１０、上
白糖、レターパッド、キッチン
パックｘ３、消しゴム

6月
前田　由利子 白米ｘ７キロ、切手ｘ８１８０円分（８２ｘ９９、６２ｘ１）

三好　恭司 ムネｘ２キロ、ササミ、手羽元ｘ１キ
ロ、かき氷シロップｘ２９

小林　彰夫 キウイフルーツｘ６個入りｘ５
中西金属工業 タマネギ
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

サニーレタスｘ１、グリーンレタ
スｘ４、ズッキーニｘ３

南　由紀子 あずき豆、白米

ヘイワード　順子 小麦粉、ケチャップ、ポテトチップス、クッキー、
ラムネ、飴、ぞうきん、マスク、カイロ

田間　泰子 たまねぎｘ１０キロ
マツオカフーズ株式会社 志方牛切り落とし６００ｇｘ３
春山　伸子 志方牛切り落とし６００ｇｘ２

山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） きゅうりｘ１．４キロ、なすびｘ２．８キロ
大仙寺　朝日あゆみ 各種食品
中村　誠司 赤肉・青肉メロン
三好　恭司 ムネｘ２キロ、ササミ手羽元ｘ各１キロ
春山　伸子 志方牛切り落としｘ６００ｇｘ４
谷本　佳亮・梓 ナスビ
おてらおやつクラブ 日用品、食品
匿名希望 キュウリ、スイカ、かぼちゃ、ズッキーニ
森　暁男 きゅうり

アルディーン　千浩
はし、スプーン、タオル、ハンカチ、ふきん、
ジュース、巾着、ソース、飲む小麦胚芽、昆
布、鯖缶、パスタ、ミックスビーンズ、弁当箱

山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） ナスビｘ３キロ、キュウリｘ１．５キロ

大仙寺　朝日あゆみ ゼリー、ジュレ、梅干し、海苔、ごま
いりこ、照焼えび、鮎家の巻物

奥野　えみ 麦茶、ゼリー、そば
上水　光治 お菓子
今西　卓也 くじら大和煮かんづめ
春山　伸子 手羽元ｘ４キロ、米「つや姫」ｘ１０キロ
斎藤　駿太 米×３０キロ
春山　伸子 国産有機六条大麦茶ｘ４００ｇ
渡部　道恵 衣類
春山　伸子 卵ｘ３０、米「つや姫」ｘ１０キロ
岡野　膳三（（株）ダンク） 米×３０キロ
三好　恭司 プレミアム富士山宝石箱

前田　由利子 麦茶、ｊｏｙ、チャーミー、素麺、
無洗米「熊本産森のくまさん」

三好　恭司 わたがし名人、夢わたがし「ラムネ、マンゴー、レモン
杉田　康晃 お米券
塩田　三記子 お菓子、麦茶パック、カフェオレ

7月
宗教法人西宝寺 のり、おかし、ふきん

春山　伸子
女児用上下４着、男児用上下４着、
サンダル２足、きざみうなぎ蒲焼き
ｘ１キロ　タレ・山椒１０袋付き

上水　光治 ペットボトル、お菓子
春山　伸子 塩サバＦｘ６０枚
ふるさとの家 食品
杉田　康晃 お米券５キロ分
井上さん そうめんｘ１箱、餃子ｘ４袋
高宮城　宏之 食品
三好　恭司 胸肉、手羽先、ささみ
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ） ジャガイモ、タマネギ合計７キロ

マクニカ・富士エレホールディングス
株式優待係９５０

ヤマナシミサカヒカリセンサー
モモｘ８玉

春山　伸子 手羽元ｘ４キロ
川島　克敏 味噌ｘ５キロ

春山　伸子 くすだ屋のうなぎｘ２０尾、志方
牛切り落とし６００ｇｘ８

河野　利美 ごぼう、なす、きゅうり、ズッキ
ーニ、じゃがいも

シカゴ なすび、ズッキーニ、かぼちゃ、
ぽんかん

春山　伸子 卵ｘ３０個
おてらおやつクラブ 日用品、食品

山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

まかない用オクラｘ３００ｇ、モロ
ッコインゲンｘ３５０ｇ、きゅうり
ｘ２キロ、なすびｘ１．２キロ

中村　誠司 種なしピオーネ
春山　伸子 つや姫ｘ２０キロ

石黒　要 豚ウデ切り落としｘ１キロ、鶏モ
モ肉ｘ２キロ

狛村　康輔・圭子 さとうｘ５、キャベツｘ３
春山　伸子 チューベットｘ１２

大仙寺　朝日あゆみ マーマレード、ゼリー、お菓子、お米、海
苔、はちみつ、ようかん

高宮城　宏之 食品
川島　克敏 野菜ジュース１２個入りｘ８
河田　真弓、河野　嘉伸 こしひかりｘ５キロ
おてらおやつクラブ ラムネｘ４２、洋菓子、お菓子
釜ヶ崎支援機構 そば
冨士川　夏美 砂糖、ケチャップ、うどんだし
東洋アルミエコープロダクツ（株）
コンシューマー営業部

アルミトレイ

9月
山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） ピーマン、にんにく、ミニタマネギ
春山　伸子 丸美屋　チップｉｎふりかけゆかり詰合せｘ３

川島　克敏 三島食品　ふりかけ　ゆかりｘ１０
袋、ガム、ウスターソース

春山　伸子 海苔ｘ８
小野田　悦子 バーモンドカレー、歯磨きセット
川島　克敏 マヨネーズ
三好　恭司 ムネ肉ｘ２キロ、ササミ手羽元各１キロ

春山　伸子 さらさらキャノーラ油ｘ１３５０ｇ、
キューピーマヨネーズｘ４５０ｇｘ２個

高宮城　宏之 食品
春山　伸子 志方牛切り落としｘ６００ｇｘ４
吉村　友香、愛須　勝也（弁護士） 米
春山　伸子 ソフランｘ６
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

ナスビｘ１．５キロ、ピーマンｘ１．４キロ、
ニンニクｘ２００ｇ、トウガラシｘ５００ｇ

小林　彰夫 工進　インバーター発電機

前田　由利子 リード　ヘルシークッキングシート小
ｘ３、大ｘ３、ビスコ、缶詰ｘ１１

高宮城　宏之 マンゴーライスシロップ、ナタデココ入りゼリーｘ１２
坂東　裕子 米ｘ２
伊藤　路恵 イチゴｘ１０パック
是　康雄 茶葉ｘ５袋
池田　萌 マルコメだし入り料亭の味ｘ３
伊藤　路恵 豊水「梨」ｘ５キロ
前田　由利子 ビスコｘ４箱
池田　萌 たべっ子どうぶつバター味ｘ５０袋

三好　恭司 なつみ、りんご、青りんご、オトメメロ
ン、デコポン、河内晩柑

4月

8月
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いっしょにごはん食べよ。
ほっとけない課題を「にしなり☆こども食堂」という形で改善しようと活動を続けています。
「ごはんが命と心を元気にしてくれる」。手作りのごはんを通じて、ありのままの自分をあた
たかく迎えてくれる人、信頼できる人につながった時、そこから、こどもの人生が変わってい
きます。

にしなり☆こども食堂

（１）時　期：平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日　各月20回計２４０回
（２）場　所：大阪市営住宅ひらき住宅（大阪市西成区中開３－３ひらき住宅1-102）
（３）対象者：地区小中学生、ひとり親家庭の保護者など
（４）参加人数：小学生４８００人、中学生９６０人、大人１４４０人、
 ボランティア１２００人　スタッフ480人、延べ人数８880人
（５）内　容：居場所を開設し、つながりの手段としてこども食堂の運営の関わりの中で
 見えてくるこどもや親の困りごとを日常の関わりの中で発見する仕組みを作る。
 こどもや親のやりたい！ やってみたい！ も応援する。

 カ）オフ テ゚イケセラ
 平井　功二
 オオサカキキ ヨ゙ウシ ン゙ケ
 医療法人　太融寺
 中庭　功雅
 森本　秀司
 山田　克也
 ニシウミ　サクラコ
 小田　佳子
 カ）オフ テ゚イケセラ
 向谷　和哉
 PPK
 植田　泰史
 イケダ　モエ
 中央電力（株）
5月 平井　功二
 イイクマ　タツヤ
 PPK
 ヨシムラ　ユリ
 カ）オフ テ゚イケセラ
 セ ン゙シ ン゙キヨウシ ム゙キ
 フジワケ　ユミコ
 小田　佳子
 川島　克敏
 ナカニワ　カス ノ゙リ
 豊田　健治
 椎葉　桜記子
 ニシウミ　サクラコ
 中央電力（株）
　 石井　清源
6月 平井　功二
 イイクマ　タツヤ

 カント　ジュンヤ
 カ）オフ テ゚イケセラ
 タナカ　シンヤ　マユミ
 久保下 多美子
 森本　秀司
 ハルヤマ　ケンソ ヴ
 PPK
 中央電力（株）
7月 平井　功二
 カネムラ　タイゾウ
 カ）オフ テ゚イケセラ
 ニシウミ　サクラコ
 小田　佳子
 サエグサ　タカヒロ
 イイクマ　タツヤ
 ヤマモト　ユウスケ
 小田　佳子
 金　吉範
 森本　秀司
 長谷部　英雄
 PPK
 中央電力（株）
　 井上さん
　 石井　清源
8月 サエグサ　タカヒロ
 トクメイキホ ヴ　８ガツ
 センナンシカイケイカンリシ
 ニシウミ　サクラコ
 イイクマ　タツヤ
 キフ　トクメイキボウ
 ハルヤマ　ノブコ
 PPK

 南部　孝一郎
 奥野　えみ
 中央電力（株）
 トクメイ
9月 椎葉　桜記子
 サエグサ　タカヒロ
 小田　佳子
 イイクマ　タツヤ
 カ）フリーロケーシヨン
 PPK
 ニシウミ　サクラコ
 ハルヤマ　ノブコ
 中央電力（株）
　 石井　清源
10月 カネムラ　タイゾウ
 子ども食堂支援グループ
 island
 サエグサ　タカヒロ
 イイクマ　タツヤ
 ニシウミ　サクラコ
 小田　佳子
 PPK
 中央電力（株）
11月 サエグサ　タカヒロ
 オカムラ　エリ
 イイクマ　タツヤ
 PPK
 森本　秀司
 ニシウミ　サクラコ
 中央電力（株）
12月 サエグサ　タカヒロ
 イイクマ　タツヤ

 カワカツ　カズエ
 糸原　徳之
 PPK
 ナカセ　ケイシロウ
 中央電力（株）
 ハチハチコウ
 森本　秀司
 オカムラ　エリ
 カネムラ　タイゾウ
 中央電力（株）
 金　吉範
 ミドウニジュウイチクラ
　 石井　清源
2019年 
1月 井上　太陽
　 石井　清源
　 サエグサ　タカヒロ
 イノウエ　タイヨウ
 シオタ　ヒロナリ
 PPK
 中央電力（株）
 大阪西成ライオンズクラブ
2月 イイクマ　タツヤ
 PPK
 サエグサ　タカヒロ
 ニシウミ　サクラコ
 中央電力（株）
3月 サエク ザ　タカヒロ
 PPK
 小田　佳子
 オカムラ　エリ
　 長橋地区民生委員協議会

寄付金支援リスト

物資寄付支援リスト

2018年

春山　伸子
2018年4月

モモ、ムネ、ササミ各２キロ
川島　克敏 桃缶×２４缶
米田　現（株式会社ワンズ） お菓子の詰め合わせｘ５０

ヘイワード　順子 味噌、マスタード、パスタ、レトルト食品、
クッキー、チョコレート、グミ、わかめ、出汁

清水　雪絵 白米×５キロ

大仙寺　朝日あゆみ モナカ、ようかん、ふくみ天平、キットカッ
ト、まがりせんべい、カントリーマアム

春山　伸子 志方牛切り落とし６００ｇ×１２
パック、米×２０キロ

おてらおやつクラブ 日用品、食品
極楽寺 ひじき、わかめ
春山　伸子 卵×３０

清水　時彦 輝黄卵×１０キロ
坂東　裕子 お米×５２キロ
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

サニーレタス×４、グリーンレタス
×２、スナップエンドウ×３５０ｇ

5月
福本　弘子 ミニフライパン
小林　彰夫 ぶどうセットｘ４パック
山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） サニーレタスｘ４、グリーンレタスｘ３
中村　ゆか アロマオイル

三好　恭司 ムネｘ２キロ、ササミ、手羽元ｘ１
キロ、棚網ｘ６、受金ｘ２４

春山　伸子 卵ｘ３０
川島　克敏 シーチキン
おてらおやつクラブ 日用品、食品
春山　伸子 つや姫ｘ２０キロ

極真会館関西総本部 おみそｘ６、みそ汁の具、わか
め、糸わかめ

ヘイワード　順子 日用品、食品
河本　好隆 タマネギｘ１ケース
鳥川商店 パスタ、トマトソース
遠藤　紀子 米ｘ１０キロ

吉浦　直子
カリフォルニアレーズン、とび魚だし、
もち、くるみ、そうめん、お菓子、スイー
トポテト、おにぎりのり、稲庭うどん

山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） サニーレタス、スナップエンドウ
遠藤　紀子 米、ソーメン、ラーメン

清水　雪絵 宮崎県産若鶏６キロセット＋手
羽元１キロ

村澤　朋子 米ｘ１０キロ

三好　恭司 プレミアム富士山宝石箱
春山　伸子 つや姫ｘ２０キロ

高宮城　宏之 炙りさば　梅だれ／塩焼き２種ｘ１０
缶、ハム切り落とし２．４キロ

おてらおやつクラブ 食品

匿名希望 おてがる赤飯セットｘ３合ｘ３袋、
あずき缶ｘ３

山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

まかないニンジンｘ１．２キロ、ズ
ッキーニｘ１２本

高宮城　宏之 日用品、食品
柏村　康輔・圭子 米ｘ５キロ、じゃがいもｘ５キロ
三好　恭司 コーヒー豆ｘ１０

八田　玲子
（ナマステカトマンドゥ）

コーンポタージュｘ２、パスタ、
そうめん、サランラップｘ１０、上
白糖、レターパッド、キッチン
パックｘ３、消しゴム

6月
前田　由利子 白米ｘ７キロ、切手ｘ８１８０円分（８２ｘ９９、６２ｘ１）

三好　恭司 ムネｘ２キロ、ササミ、手羽元ｘ１キ
ロ、かき氷シロップｘ２９

小林　彰夫 キウイフルーツｘ６個入りｘ５
中西金属工業 タマネギ
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

サニーレタスｘ１、グリーンレタ
スｘ４、ズッキーニｘ３

南　由紀子 あずき豆、白米

ヘイワード　順子 小麦粉、ケチャップ、ポテトチップス、クッキー、
ラムネ、飴、ぞうきん、マスク、カイロ

田間　泰子 たまねぎｘ１０キロ
マツオカフーズ株式会社 志方牛切り落とし６００ｇｘ３
春山　伸子 志方牛切り落とし６００ｇｘ２

山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） きゅうりｘ１．４キロ、なすびｘ２．８キロ
大仙寺　朝日あゆみ 各種食品
中村　誠司 赤肉・青肉メロン
三好　恭司 ムネｘ２キロ、ササミ手羽元ｘ各１キロ
春山　伸子 志方牛切り落としｘ６００ｇｘ４
谷本　佳亮・梓 ナスビ
おてらおやつクラブ 日用品、食品
匿名希望 キュウリ、スイカ、かぼちゃ、ズッキーニ
森　暁男 きゅうり

アルディーン　千浩
はし、スプーン、タオル、ハンカチ、ふきん、
ジュース、巾着、ソース、飲む小麦胚芽、昆
布、鯖缶、パスタ、ミックスビーンズ、弁当箱

山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） ナスビｘ３キロ、キュウリｘ１．５キロ

大仙寺　朝日あゆみ ゼリー、ジュレ、梅干し、海苔、ごま
いりこ、照焼えび、鮎家の巻物

奥野　えみ 麦茶、ゼリー、そば
上水　光治 お菓子
今西　卓也 くじら大和煮かんづめ
春山　伸子 手羽元ｘ４キロ、米「つや姫」ｘ１０キロ
斎藤　駿太 米×３０キロ
春山　伸子 国産有機六条大麦茶ｘ４００ｇ
渡部　道恵 衣類
春山　伸子 卵ｘ３０、米「つや姫」ｘ１０キロ
岡野　膳三（（株）ダンク） 米×３０キロ
三好　恭司 プレミアム富士山宝石箱

前田　由利子 麦茶、ｊｏｙ、チャーミー、素麺、
無洗米「熊本産森のくまさん」

三好　恭司 わたがし名人、夢わたがし「ラムネ、マンゴー、レモン
杉田　康晃 お米券
塩田　三記子 お菓子、麦茶パック、カフェオレ

7月
宗教法人西宝寺 のり、おかし、ふきん

春山　伸子
女児用上下４着、男児用上下４着、
サンダル２足、きざみうなぎ蒲焼き
ｘ１キロ　タレ・山椒１０袋付き

上水　光治 ペットボトル、お菓子
春山　伸子 塩サバＦｘ６０枚
ふるさとの家 食品
杉田　康晃 お米券５キロ分
井上さん そうめんｘ１箱、餃子ｘ４袋
高宮城　宏之 食品
三好　恭司 胸肉、手羽先、ささみ
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ） ジャガイモ、タマネギ合計７キロ

マクニカ・富士エレホールディングス
株式優待係９５０

ヤマナシミサカヒカリセンサー
モモｘ８玉

春山　伸子 手羽元ｘ４キロ
川島　克敏 味噌ｘ５キロ

春山　伸子 くすだ屋のうなぎｘ２０尾、志方
牛切り落とし６００ｇｘ８

河野　利美 ごぼう、なす、きゅうり、ズッキ
ーニ、じゃがいも

シカゴ なすび、ズッキーニ、かぼちゃ、
ぽんかん

春山　伸子 卵ｘ３０個
おてらおやつクラブ 日用品、食品

山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

まかない用オクラｘ３００ｇ、モロ
ッコインゲンｘ３５０ｇ、きゅうり
ｘ２キロ、なすびｘ１．２キロ

中村　誠司 種なしピオーネ
春山　伸子 つや姫ｘ２０キロ

石黒　要 豚ウデ切り落としｘ１キロ、鶏モ
モ肉ｘ２キロ

狛村　康輔・圭子 さとうｘ５、キャベツｘ３
春山　伸子 チューベットｘ１２

大仙寺　朝日あゆみ マーマレード、ゼリー、お菓子、お米、海
苔、はちみつ、ようかん

高宮城　宏之 食品
川島　克敏 野菜ジュース１２個入りｘ８
河田　真弓、河野　嘉伸 こしひかりｘ５キロ
おてらおやつクラブ ラムネｘ４２、洋菓子、お菓子
釜ヶ崎支援機構 そば
冨士川　夏美 砂糖、ケチャップ、うどんだし
東洋アルミエコープロダクツ（株）
コンシューマー営業部

アルミトレイ

9月
山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） ピーマン、にんにく、ミニタマネギ
春山　伸子 丸美屋　チップｉｎふりかけゆかり詰合せｘ３

川島　克敏 三島食品　ふりかけ　ゆかりｘ１０
袋、ガム、ウスターソース

春山　伸子 海苔ｘ８
小野田　悦子 バーモンドカレー、歯磨きセット
川島　克敏 マヨネーズ
三好　恭司 ムネ肉ｘ２キロ、ササミ手羽元各１キロ

春山　伸子 さらさらキャノーラ油ｘ１３５０ｇ、
キューピーマヨネーズｘ４５０ｇｘ２個

高宮城　宏之 食品
春山　伸子 志方牛切り落としｘ６００ｇｘ４
吉村　友香、愛須　勝也（弁護士） 米
春山　伸子 ソフランｘ６
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

ナスビｘ１．５キロ、ピーマンｘ１．４キロ、
ニンニクｘ２００ｇ、トウガラシｘ５００ｇ

小林　彰夫 工進　インバーター発電機

前田　由利子 リード　ヘルシークッキングシート小
ｘ３、大ｘ３、ビスコ、缶詰ｘ１１

高宮城　宏之 マンゴーライスシロップ、ナタデココ入りゼリーｘ１２
坂東　裕子 米ｘ２
伊藤　路恵 イチゴｘ１０パック
是　康雄 茶葉ｘ５袋
池田　萌 マルコメだし入り料亭の味ｘ３
伊藤　路恵 豊水「梨」ｘ５キロ
前田　由利子 ビスコｘ４箱
池田　萌 たべっ子どうぶつバター味ｘ５０袋

三好　恭司 なつみ、りんご、青りんご、オトメメロ
ン、デコポン、河内晩柑

4月

8月
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「にしなり☆こども食堂」の運営だけでなく、こども食堂という「居場所」を他地域にも拡大
し、連携していきたいと思っています。各こども食堂同士での情報共有、こども食堂を開催し
たい人・支援したい人への情報提供を目的として、「こども食堂ネットワーク関西」を運営して
います。

こども食堂ネットワーク関西

～つながり・つむぎあい～
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ガイドブック
ガイドブック
ガイドブック
ガイドブック

 
●にしなり☆こども食堂
●にしのこ まんぷく食堂
●十三こども0円食堂
●子どもの居場所まーる
●Tおむすび食堂
●すまいる食堂
●まん中広場
●みんな食堂 ソレイユ
●西成キッズダイニング
●こもれびカフェ えほんとごはん
●高殿こども食堂「あのね」
●ねごと子ども朝食堂
●きしわだこども食堂
●ぐーてん子ども食堂
●やんちゃま食堂
●みんなでごはん
●東三国 子どもカフェ
●なんばこども食堂 T-Dining
●酉島こども食堂
●まんぷく食堂 1号 2号
●ホームスペース花しょうぶ
●放課後Kids
●ばんごはんの日
●はぐ食堂
●るびなす子ども食堂
●かつやま北子ども食堂
●京橋・都島こどもカレー食堂
●ながほりこども食堂
●千里中央子ども食堂
●にしよどこども食堂 くるる
●淡路こども食堂
●カレーハウスほっこり亭
●TOTTOひめじまこども食堂
●こどもの「へやしま☆ルーム」
●歩みカフェ
●子供食堂 arco

●よのなか塾なかよし食堂

●ひゅうまんグループ みんなの食堂なかみち・こみち
●ながたこども食堂
●つながり食堂
●にしのみやこども食堂
●なかよし食堂
●みんなのごはん
●にじの子ども食堂
●七松子ども食事会
●ひらのっ子食堂
●あこう子ども食堂
●こどもワクワク食堂
●こども食堂 わんは～と加古川
●はぐくみ
●みんなの食堂いなプラ
●しかた子供食堂

●たわわ食堂
●コドモ・ワカモノ CO=KA
●せいじゅん たすけあいこども食堂

●冒険こども食堂
●おのみなとこども食堂の会

●なばりこども食堂

●ふたば産業株式会社
●おおさかパルコープ

大阪市内 京都府内

兵庫県内

三重県内

連携企業、団体

和歌山県内

奈良県内

2019年6月現在58団体　※2016年度立ち上げ時は18団体

物資寄付支援リスト

11月
三好　恭司 ムネ肉ｘ２キロ、ササミ手羽元各１キロ
山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） まかないサツマイモｘ９．５キロ
春山　伸子 卵ｘ３０個
松尾　裕理 冷凍食品（チキンバーｘ３、チキンナゲットｘ３）
彌源　治恵 靴ｘ４足、上着ｘ３
川島　克敏 ごま油ｘ１０
上水　光治 お茶、缶詰、お菓子
岡部製菓株式会社 かりんとう寄贈品ｘ５０
春山　伸子 手羽元ｘ４キロ
おてらおやつクラブ 日用品、食品
田本さん 米ｘ３０キロ、柿
岡田
（多治見市役所　議会事務局） お皿

山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

レタスｘ９００ｇ、葉なしカブｘ１．９
キロ

寺嶋　公典 サンふじりんご
日本みかん農協 温州みかんｘ９０、リーフレット、袋
全国米穀販売事業
共済協同組合 お米券５キロ分

森　隆枝 柿、味噌、サランラップ
春山　伸子 卵ｘ３０
極楽寺 お菓子、ゼリー、調理器具
横山　司郎 白米、柿、リンゴ、白菜、お菓子、じゃがいも

塩田　三記子 ジュース（瓶）、柿、かつおパック、
サラダ油、ゴマ油

12月
川島　克敏 カレールーｘ１５
伊藤　路恵 バナナｘ１２袋
大倉　昭子 紅茶、おかし、みかん
ダイセン産業株式会社 オレンジマフィン
山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） カブｘ１ｋｇ、大根ｘ３．７ｋｇ
春山　伸子 志方牛切り落とし６００ｇｘ４
東京中央ロータリークラブ ベーコン、ハム、ソーセージ

三好　恭司
いちご、あんぽ柿、ルバーブスムー
ジー、りんご、みかん、ラ・フランス、紅
まどんな、ル・クチュレ、大将季

前田　由利子 朝からフルーツミックスｘ１２、
金印純正ごま油ｘ２

三好　恭司 りんご１ケース
高　あき おかしセット
春山　伸子 手羽元ｘ４キロ
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

大根ｘ６．２キロ、レタスｘ５００ｇ、
カブｘ１キロ

伊藤　路恵 レインボーレッドキウイｘ１２
おてらおやつクラブ 日用品、食品
前田　由利子 もぎたてコーンｘ２４
難波神社 靴下、５０００円
春山　伸子 カイロ
三好　恭司 ムネ肉ｘ２キロ、ササミ手羽元各１キロ
柏村　康輔・圭子 みかん
春山　伸子 つや姫ｘ２０キロ
寺嶋　公典 みかん
弘和工業株式会社 特上赤みそかみがた、白眉
前田　由利子 みかん
大仙寺　朝日あゆみ 果物、お菓子
石井　清源 米×３０キロ

青木　真由美
ホイップｘ８、米の粉ｘ１袋、マーガリ
ンｘ１、タンサンｘ１、豆乳ｘ１、サラダ
油ｘ１、メイプルシロップｘ４

10月
伊藤　路恵 リンゴｘ１０キロ
内海（テレビ大阪株式会社） お菓子
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

サツマイモｘ４．５キロ

川島　克敏 シーチキン３パックｘ８
岡田　秀子
（極真会館　関西総本部事務局）

わかめ、みそ

倉本　陽子 お米

春山　伸子 和牛とイベリコ豚の最強ハン
バーグ１２個ｘ５箱

三好　恭司 プレミアム富士山宝石箱
福林　博 玄米３０キロｘ２
匿名希望（株式会社さとふる） えべっさんのお米ｘ２
伊藤　路恵 ミキサー
前田　由利子 柿、味噌、サランラップ
春山　伸子 志方牛切り落とし６００ｇｘ４、卵ｘ３０
おてらおやつクラブ 日用品、食品
株式会社タイガーキャット ミニオンレッスンバックｘ３０
伊藤　路恵 イチゴｘ１０パック
三好　恭司 ムネ肉ｘ２キロ、ササミ手羽元各１キロ
多治見市役所　議会事務局 クッキー
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

サツマイモｘ９．５キロ

匿名希望 お菓子、米ｘ５キロ
春山　伸子 手羽元ｘ４キロ
白石　正行
（（株）アドホックス） 米ｘ１５０ｋｇ

多治見市役所　
議会事務局 大皿

おてらおやつクラブ お菓子、衣類
塩地　美智 食品
石井　清沙 リンゴ、サラダ油、味噌、野菜ジュース

2019年1月
坂下さん 靴下、衣服
もち屋伝次平 もち
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

にんじん９００ｇ、レタス８００ｇ、
ジャガイモ２キロ

三好　恭司 サンふじりんご
前田　由利子 サンふじりんご
ＩＫＥＡ鶴浜 食品
春山　伸子 手羽元２キロｘ２
大倉　昭子 ジュース、やさいのラムネ、ふんわりコーン
松本　由紀子 衣服
おてらおやつクラブ 日用品、食品
小田　佳子 図書カード１０００円、ギフトカード５０００円
春山　伸子 つや姫ｘ２０キロ、志方牛切り落とし６００ｇｘ４
松本　由紀子 衣類

ヘイワード　順子
パスタ、すき焼きふ、お菓子、お餅、きな
こ、ホッカイロ、サランラップ、ふきん、
調味料、ラーメン、缶詰、フォー、カレー

神保　裕美 本
森　暁男 大根
坂東　裕子 米ｘ６０キロ
山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） レタスｘ７００ｇ、大根ｘ３．８キロ
大倉　まどか みかん、おかし
三好　恭司 サンふじりんご
石井　清源 米×３０キロ

2月
春山　伸子 バレンタインチョコｘ４０

川島　克敏 ムーニーおしりふき、ムーニーテープ、
新生児肌着１０点セット、ムーニーおむつ

山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

レタスｘ６００ｇ、ジャガイモｘ１キロ、
大根ｘ２．８キロ

福本　弘子 果物
寺西　まゆり 新生児服
春山　伸子 卵ｘ３０
ヘイワード　順子 日用品、食品
春山　伸子 子ども服
上水　光治 お菓子
高知県　日高村役場　
産業環境課 絵本

林　亜紀子 割りばし、洗剤

春山　伸子 つや姫ｘ２０キロ、ゆめぴりか
ｘ１０キロ

前田　由利子 はっさく、お菓子
おてらおやつクラブ 日用品、食品
一般財団法人キューピー
みらいたまご財団 マヨネーズ

有尾　美也子 お菓子、サトウのまる餅、きな粉、かた焼き、
三温糖、上白糖、焼き塩、味の素、１０００円

春山　伸子 卵ｘ３０
岡野　膳三（（株）ダンク） 米ｘ２０キロ
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

白菜ｘ２．５キロ、カブｘ１キロ

春山　伸子 おひなさま巾着セットｘ３０

3月
上田　真司 豚肉ｘ３キロ
春山　伸子 卵ｘ３０
大倉　まどか みかん、ジュース
川島　克敏 ツナ缶ｘ１６、子供用スーツｘ１
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

大根ｘ２．４キロ、赤大根ｘ５００ｇ、ニンジン
ｘ３００ｇ、レタスｘ３００ｇ、ジャガイモｘ１．１キロ

春山　伸子 ホワイトデーチョコｘ４０、米ｘ４０キロ

おてらおやつクラブ お菓子、洗剤、タオル、筆記用
具、米ｘ２キロ、食品

ヘイワード　順子 本、お菓子、缶詰、タオル、ベビー
フード、サランラップ、掃除用品

春山　伸子 卵ｘ４０、牛切り落としｘ８
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

キャベツｘ１．５キロ、レタスｘ７５０ｇ

春山　伸子 豚肉ｘ５５キロ
三好　恭司 苺ｘ２４パック、棚ｘ２
吉田　正 海苔ｘ８
三好　恭司 コンテナｘ４
石井　清源 米×３０キロ
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「にしなり☆こども食堂」の運営だけでなく、こども食堂という「居場所」を他地域にも拡大
し、連携していきたいと思っています。各こども食堂同士での情報共有、こども食堂を開催し
たい人・支援したい人への情報提供を目的として、「こども食堂ネットワーク関西」を運営して
います。
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日本みかん農協 温州みかんｘ９０、リーフレット、袋
全国米穀販売事業
共済協同組合 お米券５キロ分

森　隆枝 柿、味噌、サランラップ
春山　伸子 卵ｘ３０
極楽寺 お菓子、ゼリー、調理器具
横山　司郎 白米、柿、リンゴ、白菜、お菓子、じゃがいも

塩田　三記子 ジュース（瓶）、柿、かつおパック、
サラダ油、ゴマ油

12月
川島　克敏 カレールーｘ１５
伊藤　路恵 バナナｘ１２袋
大倉　昭子 紅茶、おかし、みかん
ダイセン産業株式会社 オレンジマフィン
山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） カブｘ１ｋｇ、大根ｘ３．７ｋｇ
春山　伸子 志方牛切り落とし６００ｇｘ４
東京中央ロータリークラブ ベーコン、ハム、ソーセージ

三好　恭司
いちご、あんぽ柿、ルバーブスムー
ジー、りんご、みかん、ラ・フランス、紅
まどんな、ル・クチュレ、大将季

前田　由利子 朝からフルーツミックスｘ１２、
金印純正ごま油ｘ２

三好　恭司 りんご１ケース
高　あき おかしセット
春山　伸子 手羽元ｘ４キロ
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

大根ｘ６．２キロ、レタスｘ５００ｇ、
カブｘ１キロ

伊藤　路恵 レインボーレッドキウイｘ１２
おてらおやつクラブ 日用品、食品
前田　由利子 もぎたてコーンｘ２４
難波神社 靴下、５０００円
春山　伸子 カイロ
三好　恭司 ムネ肉ｘ２キロ、ササミ手羽元各１キロ
柏村　康輔・圭子 みかん
春山　伸子 つや姫ｘ２０キロ
寺嶋　公典 みかん
弘和工業株式会社 特上赤みそかみがた、白眉
前田　由利子 みかん
大仙寺　朝日あゆみ 果物、お菓子
石井　清源 米×３０キロ

青木　真由美
ホイップｘ８、米の粉ｘ１袋、マーガリ
ンｘ１、タンサンｘ１、豆乳ｘ１、サラダ
油ｘ１、メイプルシロップｘ４

10月
伊藤　路恵 リンゴｘ１０キロ
内海（テレビ大阪株式会社） お菓子
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

サツマイモｘ４．５キロ

川島　克敏 シーチキン３パックｘ８
岡田　秀子
（極真会館　関西総本部事務局）

わかめ、みそ

倉本　陽子 お米

春山　伸子 和牛とイベリコ豚の最強ハン
バーグ１２個ｘ５箱

三好　恭司 プレミアム富士山宝石箱
福林　博 玄米３０キロｘ２
匿名希望（株式会社さとふる） えべっさんのお米ｘ２
伊藤　路恵 ミキサー
前田　由利子 柿、味噌、サランラップ
春山　伸子 志方牛切り落とし６００ｇｘ４、卵ｘ３０
おてらおやつクラブ 日用品、食品
株式会社タイガーキャット ミニオンレッスンバックｘ３０
伊藤　路恵 イチゴｘ１０パック
三好　恭司 ムネ肉ｘ２キロ、ササミ手羽元各１キロ
多治見市役所　議会事務局 クッキー
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

サツマイモｘ９．５キロ

匿名希望 お菓子、米ｘ５キロ
春山　伸子 手羽元ｘ４キロ
白石　正行
（（株）アドホックス） 米ｘ１５０ｋｇ

多治見市役所　
議会事務局 大皿

おてらおやつクラブ お菓子、衣類
塩地　美智 食品
石井　清沙 リンゴ、サラダ油、味噌、野菜ジュース

2019年1月
坂下さん 靴下、衣服
もち屋伝次平 もち
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

にんじん９００ｇ、レタス８００ｇ、
ジャガイモ２キロ

三好　恭司 サンふじりんご
前田　由利子 サンふじりんご
ＩＫＥＡ鶴浜 食品
春山　伸子 手羽元２キロｘ２
大倉　昭子 ジュース、やさいのラムネ、ふんわりコーン
松本　由紀子 衣服
おてらおやつクラブ 日用品、食品
小田　佳子 図書カード１０００円、ギフトカード５０００円
春山　伸子 つや姫ｘ２０キロ、志方牛切り落とし６００ｇｘ４
松本　由紀子 衣類

ヘイワード　順子
パスタ、すき焼きふ、お菓子、お餅、きな
こ、ホッカイロ、サランラップ、ふきん、
調味料、ラーメン、缶詰、フォー、カレー

神保　裕美 本
森　暁男 大根
坂東　裕子 米ｘ６０キロ
山田　克也（京都亀岡の山田ふぁーむ） レタスｘ７００ｇ、大根ｘ３．８キロ
大倉　まどか みかん、おかし
三好　恭司 サンふじりんご
石井　清源 米×３０キロ

2月
春山　伸子 バレンタインチョコｘ４０

川島　克敏 ムーニーおしりふき、ムーニーテープ、
新生児肌着１０点セット、ムーニーおむつ

山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

レタスｘ６００ｇ、ジャガイモｘ１キロ、
大根ｘ２．８キロ

福本　弘子 果物
寺西　まゆり 新生児服
春山　伸子 卵ｘ３０
ヘイワード　順子 日用品、食品
春山　伸子 子ども服
上水　光治 お菓子
高知県　日高村役場　
産業環境課 絵本

林　亜紀子 割りばし、洗剤

春山　伸子 つや姫ｘ２０キロ、ゆめぴりか
ｘ１０キロ

前田　由利子 はっさく、お菓子
おてらおやつクラブ 日用品、食品
一般財団法人キューピー
みらいたまご財団 マヨネーズ

有尾　美也子 お菓子、サトウのまる餅、きな粉、かた焼き、
三温糖、上白糖、焼き塩、味の素、１０００円

春山　伸子 卵ｘ３０
岡野　膳三（（株）ダンク） 米ｘ２０キロ
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

白菜ｘ２．５キロ、カブｘ１キロ

春山　伸子 おひなさま巾着セットｘ３０

3月
上田　真司 豚肉ｘ３キロ
春山　伸子 卵ｘ３０
大倉　まどか みかん、ジュース
川島　克敏 ツナ缶ｘ１６、子供用スーツｘ１
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

大根ｘ２．４キロ、赤大根ｘ５００ｇ、ニンジン
ｘ３００ｇ、レタスｘ３００ｇ、ジャガイモｘ１．１キロ

春山　伸子 ホワイトデーチョコｘ４０、米ｘ４０キロ

おてらおやつクラブ お菓子、洗剤、タオル、筆記用
具、米ｘ２キロ、食品

ヘイワード　順子 本、お菓子、缶詰、タオル、ベビー
フード、サランラップ、掃除用品

春山　伸子 卵ｘ４０、牛切り落としｘ８
山田　克也
（京都亀岡の山田ふぁーむ）

キャベツｘ１．５キロ、レタスｘ７５０ｇ

春山　伸子 豚肉ｘ５５キロ
三好　恭司 苺ｘ２４パック、棚ｘ２
吉田　正 海苔ｘ８
三好　恭司 コンテナｘ４
石井　清源 米×３０キロ
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地域の小中学校と連携して、防災教育・朝食提
供（おにぎりデー）などの活動を行っています。

部落差別など、地域が抱える問題について講
演会を開き、啓発活動に取り組んでいます。

定期的に、こどもたちを連れだして自然体験を行っています。食育の一環として農業体験を
したり、ボランティアの大学生といっしょに泊まりでキャンプに出掛けたりもします。こどもた
ちに特別な思い出を残したいと思っています。

ボランティアの大学生が、こども食堂が始まる前にこどもたちの宿題を添削したりわからな
いところを教えてくれたりします。塾に行けなくても学習につまづかないように、勉強に苦手
意識を持たないように、サポートしていきたいと考えています。

地域の各学校との連携 啓発活動

食品だけでなく生活必需品のご支援もたくさんい
ただくので、必要なこども・家庭に行き渡らせます。

各家庭や企業から不要な食材を集めて必要な人
に届ける、無料のスーパーのような活動です。

フードパントリー生活支援

自然体験

学習支援

（１）時　期：平成３０年８月９日（水）～10日（金） 一泊二日
（２）場　所：奈良県吉野ふるさと村
（３）対象者：地区小中学生
（４）参加人数：小学生23人、中学生2人、大学生ボランティア3人、社会人3人、
 スタッフ2人、延べ人数33人
（５）内　容：里山キャンプなどで自然体験を経験することで、こどもの様々な力を伸ばす。

（１）時　期：平成30年４月２日（月）～平成31年３月２５日（月） 毎週月曜日計４８回
（２）場　所：大阪市営住宅ひらき住宅（大阪市西成区中開３－３ひらき住宅1-102）
（３）対象者：地区小中学生
（４）参加人数：小学生336人、中学生48人、大学生ボランティア96人
 スタッフ48人、延べ人数528人
（５）内　容：小中学生を対象に基礎学力向上に向けた学習会を開催し、日々の宿題は
 もちろんこどもたちの「わからない」を「わかった！ できた！ 」に変えていく。
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地域のこどもの「居場所」としてスタートしました。
「居場所」に来るこどもたちの中には食生活に
問題のある子も多く、ケアの必要性を感じ
「にしなり☆こども食堂」をオープンしました。

関西各地にこども食堂が増え、そうした各食堂
からの質問や相談を受けることが多くなったの
で「こども食堂ネットワーク関西」の運営を始めま
した。

家に帰ることができず夜のまちに出て行くこど
も達と出会い、開催場所を現在のひらき住宅
に移して本格的な活動がはじまりました。

こども食堂の活動を中心に、こどもたちを総合
的にケアできるよう、これからも活動を続けて
いきます。

食堂の枠をとびこえて、行き場のないこどもの
居場所を作るため奮闘中！！

2010年

2016年

2019年

2012年

2017年

2022年 
完成予定

98

これまでのあゆみ

団体概要

会計

大阪西成ライオンズクラブ、開花亭、H2Oサンタ、利州株式会社、にしなり隣保館ゆ～とあい、難波神社、岡本株式会社、
マスターシード クリスチャン教会大阪、一般財団法人 Child Support Organization、NPO法人 み・らいず2、ベネッセ、
十一会、通販生活、子供未来応援基金、認定NPO法人フードバンク関西、コミュニティ財団、独立行政法人福祉医療機構、
西成教育サポート6校連絡会、部落解放同盟西成支部、クスノキ化学工業、大上建設株式会社

他にもたくさんの個人・法人の皆様からあたたかいご支援をいただいております。

孤立したこどもが一人もいない地域をつくる。
西成チャイルド・ケア・センターは、家庭環境に問題を抱えるこどもが安心してすごすことの
できる「居場所づくり」から始まりました。
その活動の中で、こどもが抱えるさまざまな問題に気づき、ひとつひとつに向き合ううちに、
西成チャイルド・ケア・センターの活動内容も増えていきました。
すべての活動に共通している目的は、ひとりぼっちのこどもや孤立した家庭のない地域をつ
くること。
西成チャイルド・ケア・センターはこれからも、目的達成のために活動を続けていきます。

科　目 金　額

活動計算書 ２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日まで （単位：円）

Ⅰ経常収益
　１．受取会費
　　正会員受取会費　 ６３０，０００　 ６３０，０００
　２．受取寄附金
　　受取寄附金　 ３，９７８，０００　３，９７８，０００
　３．受取助成金等
　　受取民間助成金　 ６，２８７，３８４　６，２８７，３８４
　４．その他収益
　　受取利息　 ３８　 ３８
　経常収益計　 　 　１０，８９５，４２２
Ⅱ経常費用
１．事業費
　（１）人件費
　　人件費計　 ０
　（２）その他経費
　　業務委託費　 １，４５６，２４０
　　謝金　 ２，１４１，６４０
　　印刷製本費　 １，０５１，１２７
　　会議費　 ２０，０００
　　交際費　 ３０２，１２０
　　旅費交通費　 １，２５６，０５３
　　車両費　 ３，５００
　　通信運搬費　 ９０，２９２
　　消耗品費　 ２，４２６，３８５
　　修繕費　 ２，５００
　　水道光熱費　 ２８６，６９４
　　地代家賃　 ６７８，０００
　　賃借料　 ４０４，０４２
　　減価償却費　 ４８０，０００
　　保険料　 ４８，４８６
　　支払手数料　 ５，６１６
　　支払寄付金　 ２０，０００
　　新聞図書費　 ９５，３１４
　　雑費　 ７０，３００
　　その他経費計　 １０，８３８，３０９
　事業費計　 　１０，８３８，３０９
２．管理費
　（１）人件費
　　人件費計　 ０
　（２）その他儀費
　　その他経費計　 ０
　管理費針　 　 ０
経常費用計　 　 　１０，８３８，３０９
　　当期正味財産増減額　 　 　 ５７，１１３
　　前期繰館正味財産額　 　 　 ０
　　次期繰鎗正味財産額　 　 　 ５７，１１３

科　目 金　額

貸借対照表 ２０１９年３月３１日現在 （単位：円）

Ⅰ資産の部
　１．流動資産
　　現金預金　 ５７，１１３
　　流動資産合計　 　 ５７，１１３
　２．固定資産
　　固定資産合計　 　 ０
　資産合計　 　 　 ５７，１１３
Ⅱ負債の部
　１．流動負債　
　　流動負債合計　 　 ０
　２．固定負債
　　固定負債合計　 　 ０
　負債合計　 　 　 ０
Ⅲ正味財産の部
　　前期繰越正味財産　 　 ０
　　当期正味財産増減額　 　 ５７，１１３
　正味財産合計　 　 　 ５７，１１３
　負債及び正味財産合計　 　 　 ５７，１１３

スポンサー

中央電力株式会社

協力企業
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で「こども食堂ネットワーク関西」の運営を始めま
した。

家に帰ることができず夜のまちに出て行くこど
も達と出会い、開催場所を現在のひらき住宅
に移して本格的な活動がはじまりました。

こども食堂の活動を中心に、こどもたちを総合
的にケアできるよう、これからも活動を続けて
いきます。

食堂の枠をとびこえて、行き場のないこどもの
居場所を作るため奮闘中！！

2010年

2016年

2019年

2012年

2017年

2022年 
完成予定
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これまでのあゆみ

団体概要

会計

大阪西成ライオンズクラブ、開花亭、H2Oサンタ、利州株式会社、にしなり隣保館ゆ～とあい、難波神社、岡本株式会社、
マスタードシードクリスチャン教会大阪、一般財団法人 Child Support Organization、NPO法人 み・らいず2、ベネッセ、
十一会、通販生活、子供未来応援基金、認定NPO法人フードバンク関西、コミュニティ財団、独立行政法人福祉医療機構、
西成教育サポート6校連絡会、部落解放同盟西成支部、クスノキ化学株式会社、大上一級建築士事務所

他にもたくさんの個人・法人の皆様からあたたかいご支援をいただいております。

孤立したこどもが一人もいない地域をつくる。
西成チャイルド・ケア・センターは、家庭環境に問題を抱えるこどもが安心してすごすことの
できる「居場所づくり」から始まりました。
その活動の中で、こどもが抱えるさまざまな問題に気づき、ひとつひとつに向き合ううちに、
西成チャイルド・ケア・センターの活動内容も増えていきました。
すべての活動に共通している目的は、ひとりぼっちのこどもや孤立した家庭のない地域をつ
くること。
西成チャイルド・ケア・センターはこれからも、目的達成のために活動を続けていきます。

科　目 金　額

活動計算書 ２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日まで （単位：円）

Ⅰ経常収益
　１．受取会費
　　正会員受取会費　 ６３０，０００　 ６３０，０００
　２．受取寄附金
　　受取寄附金　 ３，９７８，０００　３，９７８，０００
　３．受取助成金等
　　受取民間助成金　 ６，２８７，３８４　６，２８７，３８４
　４．その他収益
　　受取利息　 ３８　 ３８
　経常収益計　 　 　１０，８９５，４２２
Ⅱ経常費用
１．事業費
　（１）人件費
　　人件費計　 ０
　（２）その他経費
　　業務委託費　 １，４５６，２４０
　　謝金　 ２，１４１，６４０
　　印刷製本費　 １，０５１，１２７
　　会議費　 ２０，０００
　　交際費　 ３０２，１２０
　　旅費交通費　 １，２５６，０５３
　　車両費　 ３，５００
　　通信運搬費　 ９０，２９２
　　消耗品費　 ２，４２６，３８５
　　修繕費　 ２，５００
　　水道光熱費　 ２８６，６９４
　　地代家賃　 ６７８，０００
　　賃借料　 ４０４，０４２
　　減価償却費　 ４８０，０００
　　保険料　 ４８，４８６
　　支払手数料　 ５，６１６
　　支払寄付金　 ２０，０００
　　新聞図書費　 ９５，３１４
　　雑費　 ７０，３００
　　その他経費計　 １０，８３８，３０９
　事業費計　 　１０，８３８，３０９
２．管理費
　（１）人件費
　　人件費計　 ０
　（２）その他儀費
　　その他経費計　 ０
　管理費針　 　 ０
経常費用計　 　 　１０，８３８，３０９
　　当期正味財産増減額　 　 　 ５７，１１３
　　前期繰館正味財産額　 　 　 ０
　　次期繰鎗正味財産額　 　 　 ５７，１１３

科　目 金　額

貸借対照表 ２０１９年３月３１日現在 （単位：円）

Ⅰ資産の部
　１．流動資産
　　現金預金　 ５７，１１３
　　流動資産合計　 　 ５７，１１３
　２．固定資産
　　固定資産合計　 　 ０
　資産合計　 　 　 ５７，１１３
Ⅱ負債の部
　１．流動負債　
　　流動負債合計　 　 ０
　２．固定負債
　　固定負債合計　 　 ０
　負債合計　 　 　 ０
Ⅲ正味財産の部
　　前期繰越正味財産　 　 ０
　　当期正味財産増減額　 　 ５７，１１３
　正味財産合計　 　 　 ５７，１１３
　負債及び正味財産合計　 　 　 ５７，１１３

スポンサー

中央電力株式会社

協力企業
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ホームページ

▲

http://kodomo-silyokudou.jp
ブ ロ グ 

▲

http://kodomo-silyokudou.jp/news/blog/20190312.html
こども食堂ネットワーク関西

▲

http://kodomo-silyokudou.jp/network/index.html

〈 H P 〉

ご支援の方法

マンスリーサポーターとして継続的に支援
毎月のご支援で活動を支えてくださ
るマンスリーサポーターを募集して
います。
クレジットカードからの自動引き落と
しによるお支払いとなります。
こどもたちのために、お力を貸して
ください。

●月500円のご支援で
月500円で、こども3人に夕食を1回提供できます。

●月1,000円のご支援で
月1,000円で、こどもに勉強を教える大学生スタッフ
の交通費が払えます。

●月3,000円のご支援で
月3,000円で、夜ひとりで過ごすこどものための居場
所を1日開催することができます。

●500円のご支援で
500円で、こども1人の学習用品をそろえることがで
きます。

●1,000円のご支援で
1,000円で、こども1人に生活用品を提供できます。

●3,000円のご支援で
3,000円で、こどもを1人自然体験に連れていくこと
ができます。

一度だけ、自由な金額でご支援
一度だけ、好きな金額を寄付していた
だくこともできます。
金額は500円以上で自由に設定で
き、お支払方法は、クレジットカードと
銀行振込からお選びいただけます。

今回だけ寄付するマンスリーサポーターになる

月3,000円のご支援 3,000円のご支援

〈 blog 〉 〈Network Kansai 〉

【発行】

特定非営利活動法人
西成チャイルド・ケア・センター

【発行日】 2019年7月

TEL/FAX.０６-７７０９-５４３２
〒557-0022  大阪市西成区中開３－３－１ ひらき住宅１－１０２
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