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2021 年度 年次報告書の発行に当たって 

2019 年 4 月に任意団体として広島こども食堂支援センターを立ち上げてから、早いもので 3 年

が経過しました。まずはこれまで活動を支えていただいた多くの皆様に心より感謝申し上げます。 

 この３年間を振り返ってみますと、まず一つには、こども食堂に対する世間一般の見方に変化

の兆しが見られるようになったことが挙げられます。2012 年に全国初のこども食堂が東京都内に

誕生してから今年で 10 年目を迎えますが、最初にマスメディアに取り上げられた内容が、経済的

な問題がある家庭の子どもが利用している事例であったため、その後、子どもの貧困対策という

イメージが定着するようになったのは御存知のとおりです。 

 格差や相対的貧困は確かに存在する課題ではありますが、今のように自己責任が重視される世

の中で、貧困であることは個人的な努力不足に起因する「恥ずべきこと」とみなされがちです。

こども食堂に行くことでそのように思われるリスクを背負ってまで参加する子どもも保護者も非

常に限定的であることや、民間団体であるこども食堂には参加者の所得など個人情報を知りよう

がないこと、そしてほとんどが月１回か２回という開催頻度であることから、子どもの貧困を目

的としているという従来のマスコミや行政の認識は、適切なものとは言えませんでした。 

 個々のこども食堂を見れば、貧困という言葉を使っている団体はごく一握りであるにも関わら

ず、世間的なイメージは貧困対策になってしまっていることに危機感を抱いた当法人では、現に

参加している子どもたちを偏見から守るためにも普及啓発に注力し、運営者たちも粘り強く実態

を伝える努力を積み重ねてきたことで、政府やマスコミの発信内容が少しずつ変化し、地域共生

や多世代交流といった実態に近づいてきたという実感を得ているところです。 

 もう一つは、やはり新型コロナウイルスへの対応に言及しなければなりません。 

こども食堂は、地域ぐるみで子どもたちを育てることを通じて住民同士のつながりを作り、無

関心と不寛容に覆われる社会を、思いやりと支え合いの社会に変えていこうという熱意を持った

市井の人々による草の根の社会活動です。 

 しかし、その社会全体が 2020 年に始まった新型コロナウイルス感染症の問題に飲み込まれて

しまい、こども食堂も「大勢で集まって食事をする」という本来の活動と「新しい生活様式」の

両立という難題に直面し、多くの団体が会食を取りやめ、お弁当の持ち帰りや食料品の配付とい

った代替形式での開催に変更せざるを得ない状況に置かれました。 

当たり前にあった団らんの時間が失われ、子どもたちから笑顔と元気が奪われていく状況に心

を痛めながらも、広島のこども食堂は、ネットワークを通じてお互いに励まし合って活動を継続

してきました。また、このような状況下においても 2021 年度の１年間で、新たにこども食堂を開

設したいという当法人への相談は 20 件を超え、その中から 12 団体が誕生しております。 

ここにきてようやく会食を再開し、子どもたちの顔にも明るさが戻ってきたという便りが届く

ようになりました。困難な社会環境にあっても活動の趣旨に御賛同の上，物心両面において応援

をいただきました皆様に改めて感謝の意を表します。 

子どもたちが本来持っている心の柔軟性や成長力を信じ、失ったものを少しでも取り返せるよ

う、これからも県内のこども食堂運営者に寄り添いながらネットワークの運営と後方支援に取り

組んで参りますので、引き続き御理解と御支援をいただきますようお願い申し上げます。 

   

2022 年 5 月吉日 

特定非営利活動法人広島こども食堂支援センター 

                     理事長 越智 誠輝 
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１ 普及啓発事業 

（１）こども食堂地域公開講座＠あきたかた 

    こども食堂の空白地帯であった安芸高田市内で講演会と事例発表を組み合わせた普及啓 

   発イベントを開催しました。企画時は、新型コロナ対策で公共施設の使用制限がいつ始ま 

   るのか不透明な状況でしたが、ちょうど制限期間にかからず無事開催でき、安芸高田市や 

   生協ひろしま様の御協力により、安芸高田市を中心に 45 名の参加がありました。 

 事例発表３団体のうち２つは近隣の三次市の団体から選び、開設に興味を持った受講者

が気軽に見学に行けるよう配慮したこともあり、開講座終了後、「みつや食堂＠えの」、「み

つや食堂＠向原」という２か所のこども食堂が立ち上がったことによって、空白が解消さ

れました。前年度の三次市のように、今後の更なる広がりが期待されます。 

 

   【日 時】 2021 年 10 月 10 日（日）１３時～１５時 

   【会 場】 安芸高田市民文化センター クリスタルアージョ 小ホール 

   【参加者】 ４５名 

   【出 演】 講  演 NPO 法人広島こども食堂支援センター  越智誠輝 

         事例発表 いしだたみこども食堂（三次市） 片岡幸治さん 

              いきいき食堂（三次市）     中廣章子さん 

              はつかいちこども食堂 TOMO   小田恵子さん 

 

 
講座終了後、開設希望者に会場に残ってもらい、即席の相談会を行いました。 
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〈参加者アンケート〉 

・同じ志の方と顔見知りになれてよかったです。 

・子ども食堂の本来の目的がよく理解できました。 

・子ども食堂と言えば、毎日やらなければいけないと思っていましたが、月 1回イベント的に開 

 くものが多くを占めているとお聞きし、気軽に取り組むことができるものとの認識に変わりま 

 した。 

・実際に運営しておられる方々のお話は具体的でわかりやすいもので非常に勉強になりました。 

今後どんな形でかかわりが持てるか考えたいと思います。大変良い機会をありがとうございま 

した。 

・地域の活性化につながる活動だと思いました。自分の地域にもあれば良いな。 

・皆さん、一生懸命されている姿に感動しました。 

・頭で考えるより、動いてみる！参考になりました。お手伝いくらいなら出来るかな？と軽い気 

持ちで参加させてもらいました。安芸高田市でも子ども食堂が出来るといいですね。（高齢者 

のサロンを兼ねて） 

・経済的な状況以上に、地域のつながりが薄くなっていることが課題。自分に何できるのかも考 

えるところがありました。 

・仕事で子どもや地域・行政にかかわれたら嬉しいですがそうでもなくてもいつか役に立てた 

ら、関われたらと思います。 

・今日の感想ですが、明るくて面白いと思いました。支援するのもされるのも「明るくて」「面 

白い」というのはいろんな発想も出て良いと思いました。支援する側もされる側も月に 1回で 

も仲間がいたり、息を抜けたり、世界（視野）が広がったり…専門家でなくても関われるのが 

良いですね。 

・こども食堂だけでなく、いろんな形のものがたくさん地域にできたら。そんな地域になったら 

いいな。 

・月に 1回でも開催するのは大変だけどしている方々はすごい。手伝ってはみたいけど、安芸高 

田や三次じゃ会場が遠いのでハードルが高い。 

・人のつながりが少なくなってくる時代。特にコロナによる分断の社会の中で、地域の中に人が 

交流できる・笑顔が広がる場ができている事はすばらしく思いました。 

・新しくスタートされた三次の子ども食堂（いきいき食堂）の立ち上げや支援される方、参加さ 

 れた方の様子もよくわかり、活動を応援したり参加してみたい気持ちになりました。 

・廿日市、TOMO  お弁当が美味しそうです！ママ友達の協力や支援される企業、団体など力を貸 

してくれる人達がいることがよくわかりました。人のつながりや温かさを感じるお話でした。 

・三次いしだたみ片岡さんのお話しがとても上手で楽しそうでした。もちつきや綿菓子づくりな

ど最近の子どもたちができないイベントがみんな喜べる楽しい食堂だと思います。あたたかい

気持ちになれました。作文よかったです。子どもの気持ちが育っています。 

・越智さんのお話でこども食堂の印象がガラリと変わりました。（毎日ではなく月１回、週１回 

だったり）要支援家庭で要保護の子ども達が食堂にくるのだと思っていましたが、一般的なも 

のだと聞き、一度行ってみたいと思いました。 

・定年退職した折には、どこかのこども食堂でお手伝いしたいと思いました。 
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・中廣さんのお話では、名前の通り、いろいろな世代の方が寄っているいきいきとした食堂だな 

というのを感じました。 

・小田さんのお話では、ママ友さんと一緒だと遠慮のない会話の中でよいアイデアと力が生まれ 

楽しそうだなという印象を受けました。 

・片岡さんのお話では、カフェをしている奥さんがいることで始めることにも抵抗がなかったの 

かなと想像してしまいました。そしてメニューの写真もとても美味しそうでした。 

・隣の学区の子どもが来たという話では子どもが居場所を選べるという所がよいなぁと思いまし 

た。はるかちゃんの作文も素直な気持ちと両親への尊敬の念があり、感動しました。 

・越智さんをはじめ、みなさんのお話、どれも“してあげている”というものではなく、楽しみ 

ながら活動しているという好意を感じました。とても学びになりました。特に各事例で具体的 

なイメージがつきました。今後、こども食堂への接し方が変わりそうです。 

・登壇された 4名のみなさま、おつかれさまでした。各々身近なエピソードを折り込みながら有 

意義なお話をありがとうございました。興味はあったもののよくわからないことが多かったの 

ですが、本当にいろんな意味で “こども食堂”についてよくわかったし、夢があり、地域の 

ためにも素敵だと思いました。参加できてよかったです。 

・県内各地の取り組みがよくわかりました。 

・子ども食堂について、私は「子どもだけでも参加できるという意味」である事を初めて知りま 

した。この活動が地域に根付いていけばいいと思っています。過疎化が進んでいるのでとても 

必要だと思いました。 

・ニュースでこども食堂を見て、支援したいと思い参加しました。 

・思っていたよりもたくさん活動されている方が多いことに驚きました。子どもが一人で来るこ 

とが難しい田舎では現実的に活動する事は難しいのかなと感じました。 

・近所に１人住まいの高齢者に声をかけて自宅で食事会を聞かれている方がいらっしゃいます。 

こういう活動につながっていきそうに思われます。また相談させていただきます。 

・何も勉強せずにこども食堂に関わらせていただいていたので、今回改めて深く知ることがで

き、意識が変わりました。私自身がひとり親で子どもの不登校を経験しています。数年前にあ 

れば利用していただろうなぁと思うので、口コミをおこしていこうと思います。今いる人の他 

にボランティアさんが増えてほしいなーと思っています。 

・こども食堂についてくわしいことを知らずに参加しましたが、私がもっていたイメージが大き 

く変わりました。地域活性化について、地域全体で子どもを育てていく環境づくりを目指して 

情報収集・地域内で協議していますが、こども食堂は非常に良い場所だなと感じた。非常に参 

考になりました。 

・てっきり子どもの貧困対策かと思いました。そうではない事がよくわかりました。 

・本当に参加させていただいて良かった！！！というのが一番の感想です。子ども食堂という組 

織に対する認識、自分の理解に厚みが出たように思います。私は１８歳の大学生です。子ども 

食堂の運営をやられている方は、ご年配の方や子育てを終えた大人の方が多いですが、私にし 

かない視点は私なりによりよいコミュニティ作り、社会作りに活かしていきたいです。ありが 

とうございました！！ 
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（２）「みんな大好き！こども食堂」 

   普及啓発を目的とする「１日こども食堂」のイベントを、月１回のペースで県内各地を巡 

回しながら開催しました。 

 新型コロナ対策で多くのこども食堂が休止を余儀なくされたことを踏まえて開始した取組 

で、せっかくできた居場所に通えず、様々な楽しみや成長の機会を奪われた子どもたちと子 

育て中の家庭を応援するために、寄付でいただいた食料品と手作りのお弁当を配付する形式

で実施しました。調理や食料品の仕分けをするスタッフは、普段は自分のこども食堂を運営

している方々で、思うように活動できずモチベーションを維持することが困難な状況に置か

れていましたが、完全に活動から離れてしまうことがないようつなぎとめる効果もありまし

た。このイベントに倣って配付形式での開催を始めた団体もありモデルにもなりました。 

 また、会場はこども食堂のない地域を選び、その地域からボランティアを募ることでその

後の自主開催へと導く狙いもあり、実際に地元グループによる定期開催が始まった地域が複

数できたのも、この事業の成果です。 
   参加者については、これでこども食堂につながっていなかった家庭の参加が多く見られま

した。滞在して会食することに抵抗感のあった世帯にとっては利用しやすい形式であったよ

うです。会食ができなくても駄菓子コーナーや洋服のリユースコーナーを用意して参加者と

スタッフの間でちょっとした交流が生まれる工夫を行いました。 
   

No. 開催日 市区町 会場 参加人数 
1 1月 24日（日） 中区 本川公園集会所 154 
2 2月 20日（土） 西区 横川会館 124 
3 3月 21日（日） 南区 段原公民館 93 
4 4月 17日（日） 廿日市市 廿日市市中央市民センター 103 
5 5月 23日（日） 安芸区 船越公民館 116 
6 6月 27日（日） 東区 牛田公民館 131 
7 7月 18日（日） 安佐北区 口田公民館 118 
8 8月 22日（日） 佐伯区 フリースペース西国街道 109 
9 9月 23日（木） 福山市 学生食堂モナリザ 52 
10 9月 26日（日） 安佐南区 丸子集会所 175 
11 11月 28日（日） 安芸高田市 ふれあいセンターいきいきの里 68 
12 12月 29日（水） 中区 広島ルーテル教会 115 
13 1月 8日（土） 中区 本覚寺 137 
14 2月 27日（日） 中区 広島ルーテル教会 109 
15 3月 27日（日） 安佐南区 沼田公民館 67 

計 1,671 
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【みんな大好き！こども食堂の参加者の感想】 

たくさんの食品、お弁当を無償で譲ってくださり、本当にありがとうございました。想像を越え

た大量の品に、家族一同驚きと感謝でいっぱいです。こども食堂へのお誘いもかけていただいて

本当にありがとうございます。家からは遠いため、こども食堂にお邪魔は出来ませんが、教えて

くださった五日市こども食堂と廿日市こども食堂には行かせていただきます。 

先日は沢山の食品、お弁当ありがとうございました！シチューに鮭が入ってて、子供が凄い凄い

と驚きながら美味しいとパクパクいただいてました    次男は炊き込みご飯が好きな為、毎朝冷

凍した炊き込みご飯をレンチンして食べて学校に行くスタイルです！娘は、手作りチョコやリン



6 

 

ツのチョコを独り占めして、勉強の合間に食べております！こんなに沢山の量本当にありがとう

ございました！  

先日は、たくさんの食品・お洋服・お米ありがとうございました。次の日が通しで仕事だった為

、本当に助かりました。またお洋服ですが、娘が白のふわふわカットソーと鞄をすごく気に入っ

てます。本当に色々とありがとうございます。 

昨日いただきました巻きずし、団子汁、とっても美味しかったです！巻きずしも具だくさんだ

し、お味噌汁も最初は豚汁かな？と思って混ぜてみたらまさかのお団子！子どもが宝探しみたい

にしてとっても喜んでおりました！ほっこりできるメニューでした！また食べたいです(笑) 

 

こんにちは。先日はたくさんの食料品を分けて頂きまして、ありがとうございました。頂いたお

菓子や好きな牛乳を一緒に食べて飲んで親子共々リラックスしました。現在のコロナ騒動、私自

身はたくさんの疑問点があります。一番は子供たちが犠牲になっている事です。一番大切なの

は、健康とすべての子供たちです。 

 

昨日はありがとうございました。準備が大変だったのではないでしょうか。お世話になりまし

た。カレーをたべてお腹がはちきれそうで満足！とのことでした。 

 

土曜日は色々な食料を頂き、ありがとうございました。非常食は初めてなものもあり、子供と一

緒に作ってみようと思います。カレーもボリュームたっぷりで、子供もおいしいと食べていまし

た。初めて行った公園だったので、色んな遊具があって楽しかったようです。また機会がありま

したらよろしくお願いします。 

 

こども達に向けて、おかしのつかみとりプチイベントをしていただけて、コロナ禍で遊ぶことが

ままならない中で、子ども達がとても楽しんでおり親である私も嬉しかったです。当日用にいた

だきました炊き込みご飯やスープ、手作りのデザート、大変美味しくいただきました。大変感謝

しています。今後もこのようなステキな活動をぜひ継続してくださいますようお願いします。本

当にありがとうございました。 

 

こどもたちに温かい対応をしてくださり大変ありがたかったです。こどもも楽しみにしているイ

ベントのため、4月は開催場所が遠く、参加が無理なので残念ですが、ぜひまた行かせていただ

きたく思っています。 

 

お弁当美味しくいただきました。サツマイモのふかしたものが甘くて美味しかったです。 

食材やお米、お砂糖などたくさんいただいてありがとうございました。子どもにレクリエーショ

ンを用意してくださり、皆さんが温かく対応してくださったこと嬉しかったです。子どももお菓

子をいただけて喜んでいました。子どもと若干迷いながら向かった道中も、楽しい時間となりま

した。満足に子どもと遊んであげられない中で、親子共にリフレッシュできた時間でした(^^) 

 

昨日はありがとうございました。仕事で到着時間が遅くなってしまった中、あたたかく対応して

くださったみなさんのご厚意に深く感謝いたします。いただいたお米でごはんを炊いて、大森屋

さんののりをまいておいしいごはんをいただきたいと思います(^-^)大森屋さんののりはお味が

優しくて子供達も好きなのでとても重宝しています。譲っていただき嬉しいです♪お弁当に入っ

ていたミニトマトとても甘くて美味しかったです。子供達はカボチャも甘くて好きだったようで

す。仕事でしたので、おいしいお弁当をそのまま夕食にさせていただき、大変助かりました。あ

りがとうございます。子供達へたくさんお菓子を譲ってくださりありがとうございました。いつ

もみなさんが子供達をあたたかく見守ってくださること、ありがたく感じています。また来月も

イベント開催がされると嬉しいなと親子で楽しみにしています。 

 

小さい子ども 2人連れていくのですがスタッフさんみなさん優しくしてくださって心が満たされ

ております。今日は自転車で行ったのですが頂いたものをどうやって駐輪場まで持って行こうか
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としていたときにスタッフの男性が駐車場まで持ってくださってしかもカゴにまで乗せてくださ

いました。気さくに話もしてくださって…本当に助かりました！ありがとうございました！この

コロナ禍でみなさん大変なところこども食堂開いていただき感謝しております。また次回も参加

させて頂きたいです。 

 

みんな大好き子供食堂では、どの方も優しい笑顔で迎えてくれてとても嬉しいです。昨日のパン

も 2斤あり子供のテンションあがりまくりです。帰ってすぐ切ったら食べていました。今朝も焼

いて食べましたがとても美味しく朝から幸せなひとときでした。食パンもプレーンだったので

色々アレンジできるなぁとまだパンが残っているので作るのが楽しみです。お弁当も愛情たっぷ

りで、美味しく頂きました。早くから集まられて、作っているんだなぁと感謝です。コロナ禍で

なかなか外にでられませんが子供食堂を、親子共々楽しみにしています。親も少しラクができて

子供食堂のときは助かっています。本当にありがとうございます。 

 

昨日の田舎巻き寿司とだんご汁、素朴な味でとても美味しかったです。私は県外出身ですので広

島の郷土料理をこれから広島で育つ子ども達と一緒に知ることができ嬉しいです。こども食堂の

お弁当は手作りで優しいお味で子どもにも安心して食べさせることが出来てありがたいです。子

どもにはなるべく手作りのものを食べさせたいという思いから市販のお惣菜などを買うことが出

来ず、毎日手作りしており疲れてしまうこともあります。月に 1回のこども食堂の日は夕飯作り

を休むことが出来嬉しかったです。協賛企業のみなさまからの食品も自分では買ったことがない

物がたくさんあり毎回何が入っているのか楽しみでした。 

 

久しぶりのこども食堂さん、スタッフの方のお顔が見れて、うれしかったです。実は、子どもの

通う園でもコロナ感染の確認があり、「外出を控えるように」との連絡があったので、一緒に行

けなくて本人も残念そうにしていました。次回は一緒に行って、元気な姿をお見せできるといい

なと思います。リサイクルの服もたくさんいただき、ありがとうございました！幼稚園が私服

で、ズボンのひざがすぐに破れてしまうので、助かります。 

 

今回、初めてこども食堂という所へ行かせてもらいました。他の県でこう言う支援の取り組みが

ある事をネットニュースで知り検索し辿り着きました。今回温かく迎え入れてもらい、たくさん

の食材を頂きました。え？こんなにいいの？と驚きました！本当に本当に感謝の気持ちでいっぱ

いです！ 

 

いつも伺わせてもらっています。毎回美味しいお弁当をいただけて助かってます。子ども達はい

つもペロッと完食しています！ 

 

日曜日はありがとうございました。お弁当に入っていた、白菜がとても美味しかったです。食パ

ンも一斤頂けてビックリしました。スライスして早速冷凍しました。海苔やお菓子もありがとう

ございました。保存食は、少しくらい賞味期限が切れても食べられる！我が家の備蓄とさせても

らいます。 

 

毎回とても助かっています。主食のお米やパンは本当に有難いです。今回の食パンもとても嬉し

かったです。やっぱりスーパーの一番安い食パンとは違い美味しかったです。車が無いのでまた

公共の交通機関で行けそうな場所に行かせていただきたいと思います。 

 

集会所でお弁当を食べさせていただいた時に、ほかのスタッフの方々も親切にお声掛けしてくだ

さって、家族のような暖かい雰囲気にただただ感謝するばかりでした。帰る途中、娘も「皆さん

優しい、また行きたい」ととても嬉しそうに言っていました。バス停まで送っていただいた方に

皆様は全員ボランティアだとお伺いしましたので、私も市内でお手伝いできることがございまし

たら、ぜひご連絡いただければと思います。少しでもお役に立てれば幸いです。 
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（３）講師派遣 

   他団体からの依頼に応じて普及啓発のための講演活動を行っています。 

  ① 海田町社会福祉協議会「ボランティア人間塾」 

    新型コロナ対策のため前年度から延期になっていた講座が開催されることになり、講師 

として参加しました。参加者された子育て中の若い女性が、2 ヵ月後、海田町初のこども食 

堂を立上げられました。 

   【日 時】 2021 年 10 月 23 日（金） 

   【会 場】 海田町社会福祉協議会  

   【参加者】 ４０名 

   【テーマ】 あなたのまちでも 

「こども食堂始めませんか？」 

 ② ライオンズクラブ・ロータリークラブ例会等 

    国際的社会奉仕組織のライオンズクラブとロータリークラブ会員の方々にこども食堂へ 

 の関心を寄せていただき、例会や地区研修会などに招かれました。 

 

こども食堂の実態をお話するこ

とで、次世代育成や多世代交流とい

った活動の意義が理解できたとの

感想をいただき、多くの御支援につ

ながっています。  

広島中央ロータリークラブ有志

の皆様からはフードバンク事業で

使用する貯蔵用のラックやカゴ付

き台車などを寄贈いただきました。 

 

 

③ 青少年を育む安佐南民の会 

   元々は暴走族の更生を目的に活動していた団体でしたが、最後の暴走族が解散したため、   

新しい活動を模索している中でこども食堂に興味を持たれたとのことでした。 

 こども食堂の実態を知って開設に前向きな反応でしたので、３月の「みんな大好き！こど

も食堂」を沼田公民館で開催し、スタッフとして参加してもらいました。 

現在、６月の開設に向けた準備中です。 

   【日 時】 2021 年 10 月 23 日（金） 

   【会 場】 沼田公民館  

   【参加者】 １０名 
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〈広島県内のこども食堂箇所数の推移（各年度３月時点、当法人調べ）〉 
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２ 情報発信事業 

（１）インターネットでの情報発信 

① ホームページ 

 広島県内こども食堂のポータルサイトとして、幅広くこども食堂の情報を発信しました。 

  ・こども食堂について 

  ・県内のこども食堂一覧 

  ・こども食堂開催カレンダー 

  ・協力者・支援者情報 

  ・当法人に関する情報   など 

② SNS 

 最新情報は facebook で発信しています。 

  ・主催イベントの広報 

  ・こども食堂開催状況 

  ・フードバンク活動の状況 など 

 

（２）マスメディアを通じた情報発信 

      テレビ、新聞などからの取材に対応し、こども食堂の普及啓発を行いました。取材の申

込があった際は、まず目的を確認し、実態と異なる方向（例えば貧困家庭の支援のために

開催されている）であった場合は、お断りをしています。参加者の中には確かに困窮家庭

と思われる方もいらっしゃいますが、それは所得などで参加者を限定していないことの「結

果であり目的ではない」ことを理解した上で報道してもらいました。 

   

① 中国新聞 

   ・みんな大好き！こども食堂 

   ・広島西北ライオンズクラブ様からの寄付金を活用した障害者福祉作業所 

    製品のこども食堂への提供 

  ② 読売新聞 

   ・広島西北ライオンズクラブ様からの寄付金を活用した障害者福祉作業所 

    製品のこども食堂への提供 

  ③ NHK 

   ・ラウンドちゅうごく「みんなで食べるとおいしいね！」 

  ④ RCC 

   ・広島西北ライオンズクラブ様からの寄付金を活用した 

障害者福祉作業所製品のこども食堂への提供 

  ⑤ TSS 

   ・給食提供要望署名に関するニュース 

  ⑥ 日本農業新聞 

   ・広島県酪農業協同組合様からこども食堂への牛乳提供 

  ⑦ らしっく（広島市まちづくり市民交流プラザ機関誌） 

   ・「食でつながる社会の絆」 
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３ 相談支援事業 

① 開設相談 

   こども食堂開設に向けた相談に対応しました。当センターに直接連絡をもらう場合もあれ 

ば、行政や社協、こども食堂運営者から当センターを紹介される場合もあります。 

  相談支援の手順としては、メールや電話で相談希望を受け付けた後、対面あるいはオンラ 

インで相談者への助言を行い、必要に応じて実際に開催されているこども食堂の見学を案内 

し体験してもらうことでモチベーションを高めてもらい、具体的な計画を立てていきます。 

   新型コロナ対策の影響で最初の一歩を踏み出しにくい環境ではありましたが、地域の理解 

を得て 2021 年度中にオープンにこぎつけた団体は 12 団体を数えました。 

    相談件数・・・・・・・21 件  

    うち新規オープン・・・12 団体 

  

② 運営相談 

   こども食堂運営上の課題についての相談にメール 

や電話で対応しています。 

   参加者を集める方法やスタッフ間のトラブル、 

安全衛生に関する不安など、様々な課題に対して、 

蓄積されたノウハウを基にアドバイスを行いました。 

    相談件数・・・・・・・16 件 

 

４ 研修事業 

  許認可制ではないこども食堂は自由度の高さを特長とする反面、活動の質を担保するものが 

 なく、質の向上は主催者の自主性に任されています。そこで当センターでは、年に１回、こど 

 も食堂運営者とスタッフを対象とする研修を開催し、全体の底上げを図っています。 

  本年度は、フードドライブやフードパントリー活動の盛んな隣県、岡山県のネットワークの 

取組事例を学びました。 

  【日 時】 2022 年 3 月 21 日（月・祝） 

  【会 場】 ルーテル広島教会（zoom によるオンライン参加と併用） 

  【参加者】 32 名 

  【講 師】 川崎医療福祉大学講師 直島克樹さん 

  【テーマ】 ～こどもを主体とする居場所づくり活動ネットワークおかやまの場合～ 
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〈2021 年度 子どもの居場所づくり学習会 受講者アンケート〉 

  

〇 直島先生の講演で印象に残ったこと 

・今の形にされるまでいろいろあったと思いますが、形態やしくみが整っていて素晴らしいと 

 思った。行政から支援を受ける分、逆にやり難くなることかなければと思う。 

・行政との色々な繋がりを持たれていること。参加者の自尊心・尊厳を傷つけないこと。「こど 

も食堂」を「地域食堂」に。かなり時間かけて取り組んでこられたこと。 

・｢地域のすべての子ども、子育て家庭を応援する取り組み｣が多機能的かつ変化自在で県や市 

との連携、資金援助があること。倉庫を市から借りられたり、驚きました。 

 ・「何かをしたいと思うときにそばにいられる大人」、「一緒に楽しむ」、「つながりが思い出をつ 

くる」、「一人一人に焦点を当てた関わりが大切」という話が印象的でした。 

・子ども食堂のボランティアをしていて、いつも心にモヤモヤ感がありました。それは、お子 

さん連れの御夫婦がかなりいらっしゃるからです。子ども食堂の趣旨と違うんではないか、

もっと困っている子ども達がいるのではないかともやもやしていたのです。でも、直島先生

の話を聞いて、誰にでも開かれた子ども食堂に意味があることが分かりました。今までマス

コミや行政の子ども食堂の考えに染まっていたのだと分かりました。 

  

 

〇 広島での活動に取り入れてみたいこと 

・今の広島の形の方が融通がきいていいかもと思った 

・「地域食堂」というイメージを定着させる。こどもや親のニーズを把握する。 

・お米の保管スペースを行政に働きかけて確保すること 

・コミニュティパントリー、地域割り拠点 

・個人で出来ることには限りがあります。出来ることをするだけかなって今は思います。 

 ・うちのこども食堂は、市外のネットワークに入れてもらってはいますが、米等以外の食材の 

分配はほとんどなく、遠いということで、広島支援センターとのつながりも持てていません。 

もう 4 年半になりますが、コロナ禍でも県の緊急事態宣言やまんえん防止時は中止、それ以 

外は対面での活動を行っています。小さいだけに子ども一人一人に関われ、その子の成長を 

感じながら食事の提供ができています。この形を続けていこうと思っています。 

  

 

〇 次回の研修についての要望 

・長和さんのところ（ノイエ）の話を聞きたいです 

・来場者の増加への取り組み例 

・未来(将来)の子ども食堂をどの様にして行くか(行きたいか)フォーラム 

・今回のような実際の子ども食堂の活動を知りたいです。 

・「食品ロス x 生活困窮者という危うさ」についての更なる勉強会 
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５ 連携事業 

・こども食堂推進委員会 

 こども食堂運営者が２か月に１回（奇数月）に集まって情報交換するとともに、当センター

の運営についての意見照会と協力依頼を行いました。 

   第 21 回 ５月 26 日（水）オンライン  

   第 22 回 ７月 28 日（水）横川ベース 

   第 23 回 ９月 22 日（水）オンライン 

   第 24 回 11 月 17 日（水）ルーテル広島教会 

   第 25 回 １月 26 日（水）オンライン 

   第 26 回 ３月 23 日（水）ルーテル広島教会 

     

・広島ホームテレビ「こども食堂応援宣言」キャンペーン 

  同社が SDGs の取組の一環として実施するキャンペーンに取材協力し、当センターネット 

ワーク構成団体の一つである「ふかわ子ども食堂」にてテレビＣＭが撮影されました。また 

同キャンペーンのホームページで当センターが紹介されています。 

 

   

 ・全国こども食堂支援センターむすびえ 

  〇 こども食堂全国サミット 2022 参加 

    ２月にオンライン開催され、県を代表 

して当センターが参加しました。 

  〇 お宝シェアプロジェクト 

    毎回異なるテーマで全国のネットワーク運営者とオンラインで意見交換を行いました。 

 

・九州・沖縄 ONE TEAM ミーティング 

   九州・沖縄ブロックの研修会に招かれ、 

広島の取組についての講演を行いました。 

 【日 時】２０２１年１２月１９日 

 【会 場】筑紫女学園大学（福岡県太宰府市） 

      オンライン併用 

 【参加者】約４０人 

 【講演テーマ】 

  「民間活動であることを重視したこども食堂 

   ネットワークの経緯と展望」 
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６ コーディネート事業 

（１） ボランティア等のマッチング 

・新型コロナ対策で職場や学校からボランティアにも制限がかけられた時期もありました

が、メールや電話でのボランティア希望があり、希望の地域や曜日を確認の上、受け入れ

を希望する団体とのマッチングを行いました。 

【件数】12 件（広島市７件、竹原市１件、福山市２件、三次市１件、海田町１件） 

 

・タカキベーカリーの社員の方が同社の「ピープ」をチョコレートでデコレーションする簡

単なケーキ作り体験を各地のこども食堂を巡回して実施しています。また、マジックバー

のマジシャンがクリスマス会の余興で手品を披露してくれました。 

  

 

（２） 助成金の交付 

賛助会費と寄付金を財源に、こども食堂の立上・運営経費を 15 団体に助成しました。

実際に運営者にお会いし話を聞いて信頼関係を築くことを重視し、簡便な手続きで速や

かに助成金を交付することが当センター助成金の特徴です。 

① 新規開設団体 

・こども食堂モナリザ（福山市） 

 福山市立大学の学生が、学生食堂としてオープンした店舗で毎週土曜日のお昼に開催

しています。新型コロナ対策で大学がオンライン授業になり友達と会う機会が減ったよ

うに、子どもたちも人とのコミュニケーションができなくなっていることに危機感を抱

き、学生や地域の人と一緒に気軽に集えるような場所を作りたいと若者が立ち上がりま

した。食堂名のモナリザには子どもたちをそっと微笑みながら見守りたいという意味を

込めているそうです。 

 当センターでは９月に「みんな大好き！こども食堂＠福山」をモナリザで開催し、お

米などの食料品と助成金を手渡しました。 

 

・ゆめハウスうらしまこども食堂（尾道市） 

運営者の方が空き家になっていた尾道市浦崎町の実家をリフォームして地域住民の交

流の場としてオープンしたのが「ゆめハウスうらしま」です。こども食堂は月１回の開

催ですが、普段から地域の子どもたちが学校帰りに立ち寄って宿題をしたり遊んだりし

て自由に過ごせる居場所になっています。リフォームに関わった先生がいる福山市立大

学だけでなく隣の岡山県からも高校生、大学生が子どもたちとの交流のために日常的に

やってくるのもこちらの特徴です。 
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・いつかいちこども食堂ひまわり（佐伯区） 

運営者の方が自宅で始められたこども食堂です。普段から登下校の見守りをされているので

すが、見ず知らずの他人の家に入り込むことは心理的なハードルが高いこともあって、最初は

誰も来ませんでした。当センターからお願いして近隣のこども食堂参加者に周知してもらった

り、「みんな大好き！こども食堂」でつながった五日市周辺の家庭に個別に案内したりしたこ

とで、現在ではコンスタントに３、４世帯が訪れるようになってきています。 

 
 

・呉 YWCA わいわい食堂（呉市） 

（運営者の方からの報告）「呉ＹＷＣＡの会員や関係者、ボランティアで、手探り状態です

が楽しく運営しています。年明けからの蔓延防止で参加者数は余り増えていませんが、毎回来

てくれる親子さんやお友達同士で来てくれる子どもさんも居て、ゆっくりとしたやさしい時間

を過ごせています。また、呉 YWCA には 2000 年に不登校の子ども達の居場所づくりとして

設立した毎月第 4 土曜日の夜のフリースペース夕食会がありますが、今回わいわい食堂を立

ち上げるにあたり、これを地域・子ども食堂として統合し、どなたでも気軽に参加していただ

けるよう広報しています。」 

 

・みつや食堂＠えの（安芸高田市） 

「こども食堂地域公開講座＠あきたかた」の参加者有志がグループを作り、「みんな大好き！

こども食堂＠あきたかた」のスタッフとして運営を体験した後、可愛振興センターで月１回第

４日曜日に開催が始まった安芸高田市初のこども食堂です。可愛地区は新しい住宅地の住民と

古くからの住民が混在している地域で、お互いの交流の機会がないことに課題意識を持ってい

た運営者が、地域の自治組織を巻き込んで立ち上げられました。地元のＪＡさんを通じて地域

の農家から野菜が提供されています。 
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・地域食堂ひまわり（海田町） 

海田町社協主催の「ボランティア人間塾」参加者の若い女性が立上げられました。自身の出

産後、双子の子育てに追われ社会とのつながりが無くなったことが動機となって、高齢者ボラ

ンティアの力を借りながら運営されています。回を重ねるごとに順調に参加者が増えてきてい

るようです。 

 

・たけやこども食堂（中区） 

中区の東平塚集会所で第１土曜日に開催されている地元の民生委員主催のこども食堂です。

近隣のＨＡＰこども食堂、るうてる食堂クレヨン、夕焼けぽっぽ食堂の運営者が手伝いに来

てそれぞれの良い点を伝えてくれているのが心強いです。 

 

・こども食堂むすびとみそしる（呉市） 

料理教室の主催者が始めたこども食堂で、呉市の中心部と広の２か所で毎月１回ずつの開

催です。料理教室の生徒さんたちがボランティアで調理しており、毎回美味しい食事が提供

され、リピーターが増えています。 

 

 

・みつや食堂＠向原（安芸高田市） 

「みつや食堂＠えの」と同じく当センターの主催事業への参加をきっかけに安芸高田市向

原町でも同市２か所目がオープンしました。自身も３人の子どもを育てている若い女性がマ

マ友と一緒に和気あいあいと運営しています。「思い切って始めてみて本当に良かったです。

大人のサークル活動みたいで毎回楽しいです。」という運営者の気持ちが参加する子どもたち

にも伝わって楽しい居場所が作られています。 
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・ほんまちこども食堂（三原市） 

三原市円一町で開催されていた「子どものほっとスペース」のスタッフ有志が同市本町で

新しく立上げられました。ほっとスペースは東部におけるモデル的な存在のこども食堂であ

り、その雰囲気は会場が変わっても引き継がれています。 

 

 

② 継続団体 

・祇園こども食堂（安佐南区） 

2020 年に開設相談を受け、祇園西公民館で地域公開講座を開いた後にオープンしました。
町内のオープンスペースとして貸し出されている空き家を会場にして月１回開催されていま
す。新型コロナ対策で会食は自粛されておりますが、お弁当のテイクアウトとともにピアノ
のミニコンサートを開くなどして参加者とのコミュニケーションを図っています。 

 

 

 ・夕焼けぽっぽ食堂（中区） 

毎週金曜日、祝日でも開催されているこども食堂です。本川小学校隣の公園内にある集会
所には、夕方になると運営者レイコさんの手料理を味わうために多くの親子連れが訪れて賑
わいます。毎回ほのぼのとする開催の模様は、ＮＨＫ広島局の「ラウンドちゅうごく」にて
「大事なのは『共に食べること』コロナ禍のこども食堂」というタイトルで取り上げられ大
好評であったため、全国放送されました。 

 

   

 ・いきいき食堂（三次市） 

2020 年度の「地域公開講座＠みよし」参加者が同市田幸小学校区でオープンした地域の食 
堂です。毎月１回第４土曜日に開催しています。過疎地域だからこそ子どもたちから高齢者
までお互いを見守る機会が必要と感じて始められました。いざ始めてみると「この地域にこ
んな子育て世帯がいたんだ」と驚いたほど幅広い参加者を得て毎月の恒例行事として定着し
ています。こちらの名物は手作りピザで、お腹を空かせた少年野球の子どもたちに大人気で
す。ここに見学に来た別の学区の方が新しく地域食堂を立ち上げられており、中山間地域の
モデル的な位置付けの食堂となっています。 
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 ・こむぎ食堂（西区） 

こども食堂としては県内で最も早くから活動しており、会場である西区のキリスト教社会
館を運営する社会福祉法人が母体となって毎週金曜日に開催されています。古い建物ですが
十分な広さがありグランドもありますので、食べることプラスのお楽しみが多い食堂です。 

 

・やの地域・こども食堂（安芸区） 

矢野西にある民家を「矢野の家」と名付けて地域サロンとして開放し、高齢者向けの体操
教室なども開催しながら、月に２回土曜日にこども食堂を開いています。会食が難しい状況
にあった８月には、「みんな大好き！こども食堂」とのコラボ企画として当センターから提供
した食料品などを配付するイベントを行いました。 

 

 

７ フードバンク事業 

こども食堂に特化したフードバンクとして、個人・団体・企業の皆様から「食品ロスの削減」

や「子育て応援のために」といただいた食料品を配付しています。 

提供希望のご連絡をいただいたら品目、数量、賞味期限、配送条件を確認の上、LINE アプリ

や E メールでこども食堂運営者に希望数量を紹介し、開催日までに届くよう受取、保管、引渡

しの段取りを手配するのが当センターの機能であり、こども食堂を安定的に運営していくため

のインフラとして重要な役割を果たしています。 

10 月には、待望の冷凍冷蔵庫がフクシマガリレイ㈱様から西区横川を拠点とする楽だ食堂に

寄贈され、ネットワークで共用することで、これまで提供のお申し出があっても断念していた

冷凍・冷蔵品の受入ができるようになりました。 

【取 扱 量】 2021 年度 2.０ｔ（2020 年度 0.8ｔ）  

※あいあいねっと、ゆるティ等、他のフードバンクからの提供分を含みます。 

【主な品目】 お米、野菜、冷凍食品、お菓子、飲料、災害用保存食、調味料など 

【提 供 先】 約５０団体 
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 【トピックス】 

  〇 障害のある方々が作ったお菓子をこども食堂へ提供 

    広島西北ライオンズクラブ様からの寄付金 30 万円を財源に、障害者福祉作業所からお菓 

子を購入し、こども食堂にクリスマスプレゼントとして提供しました。手作りで優しい味 

のお菓子の存在をたくさんの子どもたちに知ってもらえたと思います。 

 新型コロナ対策のため販売機会が減少している障害者福祉作業所の支援と、家で過ごす 

ことが増えてお菓子がたくさん必要な子育て世帯の応援という一石二鳥の取組となりまし 

た。（発注は公益社団法人広島県就労振興センターを通じて行いました。） 

 

 

  〇 ひとり親家庭への食料配布 

    特に参加条件を設けないこども食堂には、実態として様々な職業、家族構成の世帯がや

ってきます。継続的に参加しているうちに運営者との間に信頼関係ができてくると各家庭

が求めていることがわかってくるので、運営者は個別のニーズに柔軟に対応しています。 

    ひとり親への食料配布もその一つで、仕事と家事と子育てを単身でこなしているひとり

親は、時間的にも精神的にも余裕がない傾向にあるため、こども食堂で余った食料などを

配布して少しでも余裕が生まれるように配慮しているところです。 

    そのような背景からつながったひとり親のネットワークが「OYATOKO」です。自身の

シングルマザーとしての経験から、ひとり親向けのフードバンク活動を開始したいとの相

談を受けた当センターでは、この活動のために食料品を提供するとともに、主催事業であ

る「みんな大好き！こども食堂」に参加したひとり親を紹介するなどして、活動を応援し

ています。 

    また当センターの事業執行上、事務員の雇用が必要であったため、OYATOKO 運営者を

当法人の職員として雇用し、これにより、フードバンク事業や情報発信事業の円滑化が図

られるとともに、ひとり親と地域のこども食堂との結びつきを強化することができるよう

になっています。 

 

〈OYATOKO の概要〉 

   名   称：OYATOKO 広島 

活動開始日：2021 年 5 月 31 日 

目   的：ひとり親家庭を対象とした包括的支援 

活 動 内 容：①フードバンク活動 ②ひとり親家庭コミュニティ運営 

活 動 日：毎週月曜日  

配送エリア：広島市内・五日市・高陽・沼田・海田町等 

配送家庭数：登録約 50 世帯、うち毎回 25 世帯程度に配送 
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〈OYATOKO メンバーから〉 

 

うちの子は元々、野菜が好きなのもありますが、スーパーで見かけないお野菜も入ってい

て、色んな野菜に興味を持っているこの頃です✨毎週、頂いている物資をどんな物が入っ

ているか楽しみな様子で、見た事のないものが入ってたら「こんなのがあるんじゃね～」

と興味津々で、食育だったり、今まで教えることがなかったこともあり、子供も感じるこ

とも増えて、色んな引き出しが増えているようにも思いました     私も、今まで仕事で働き

詰めな日は手抜きや時短メニューが多かったですが 最近、家にいる時間がある日は少し

手を加えたご飯を久しぶりに作ったりしていて、頂いた材料で無駄なく、子供が喜ぶご飯

を作ろう！と楽しんでいます。支援者さまには毎回、本当に感謝しております。 

 

買い物になかなか行く時間がないので、週 1 で買いだめしてますが、どうしても買いだめ

するから、荷物が多くなって毎週買い物が苦になっていました。フードバンクでもらうよ

うになって、重たい野菜や、袋にたくさん入らないかさばるお菓子を頂けるようになった

から驚くほど買い物の荷物が減りました！！金銭的にも助かってるのはもちろんですが、

私はカートにいっぱいにのせた食材をスーパーから車に運ぶ、車と家を往復して運ぶ作業

に対して凄くストレスを感じていたので、あらためてフードバンクのありがたさを実感し

てます。 

 

この配送を通して様々な方に毎回感謝しております m(_ _)m 

オヤトコのフードバンクにお世話になるまでは、上の子供 3 人を育てていく中でも色々な

事に出費があるので、どこをどう削るか？が、まずは食費でした。(今でもそうですが )

子供 3 人でも、全員大人と同じ量を食べるので、本当に助かるし有難いです。今、自分の

状況的に色々な事情があって、仕事も休職中なのもあり復職するまでは、働いたお金がな

いのでシングルで育てている中では、色々とシビアではありますが、毎週の配送で頂く食

材のお陰で買い物も考えながらやってなんとか乗り切っています！子供達も一緒に配送の

荷物の仕分けをしながら届いた物を見ては楽しそうです    我が家はアンコウを味噌汁に

したのですが、下処理しててもちゃんと出汁がきいてて美味しかったです    なかなか食べ

ることがない食材だし、子供達もテンション上がってました！サバもお米も頂いた食材で

今晩もキレイにペロリとなくなりました！サバのミールキットは手軽に作れて、子供の好

きなカレーの味付けだったので好評でした✨いつも本当にありがとうございます。 
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８ 財務諸表 
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NPO法人広島こども食堂支援センターの概要 

 

名 称 特定非営利活動法人広島こども食堂支援センター 

設 立 ２０２０年３月３月５日 

所在地 広島市中区吉島西２－８－３ 

電 話 ０８０－５２３７－４５８５ 

メール hs.backyard@gmail.com 

役 員 理事３名、監事１名（全員無報酬） 

    理事長  越智 誠輝 

    理 事  奥窪 佳津子 

    理 事  長和 洋光 

    監 事  佐藤 祐太朗  （２０２２年５月１日時点） 

社 員 １３名 

職 員  ２名 

沿 革 ２０１７年 代表者が公益財団法人ひろしまこども夢財団でこども食堂支援事業を開始 

          県内のこども食堂をネットワーク化、寄付金を財源とする補助事業を創設 

    ２０１９年 代表者が同財団退職後、任意団体の広島こども食堂支援センターを設立 

          広島県内全域を対象に普及啓発から助成事業までこども食堂に関するあら 

ゆる事業とネットワークを運営するこども食堂の後方支援団体として事業 

を開始 

    ２０２０年 広島市の認可を受け NPO 法人化 

H P  https://hsbacyard2.wixsite.com/home 

F B  https://www.facebook.com/hiroshimakodomo 
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