
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり親になりたくてなってい
るのではないので、このような
ご理解のある方々に支援してい
ただきとても感謝しています。
私は、とにかく子ども達のため
に仕事を頑張ろうと改めて思い
ました。 

子どもに、ちゃんと食事をたべさ
せてあげれます。子どもからも、
朝、ご飯たべれるねって言われま
した本当に助かります。 

毎日、働きながら子育ても終盤戦に
差し掛かり、手間はかからなくなり
ましたが、金銭面や自分が倒れたら
困るなどの不安にさいなやまされま
す。この支援が寄付によるものと知
り、大変温かい気持ちになりまし
た。 

寄付をしてくださりありがとうござ
います。学生の一人暮らし、かつコ
ロナの影響でバイトが全然出来ない
状態でした。大切に食べさせてい
ただきます。 

助けて下さる方がこんなにもいら
っしゃることが嬉しくて、感謝の
気持ちでいっぱいです!! 
食だけでなく、心も助けていただ
きました。 

アルバイト時間も短縮され、お金
がなく厳しい状況で、このような
支援はとても有難いです。地域の
方々に支えられ学生生活を送って
いることを忘れないようにしま
す。 皆様も大変な時期にありがとう

ございます。子供からも誰から
貰ったの？と興味をもちママ達
を助けてくれる寄付者がいるこ
とを伝えました。凄いね。かっ
こいいね。と私もいつか子供と
一緒に誰かを助けられるように
頑張ります。 

うちは、中学生・高校生の育ち盛り
食欲旺盛で食費がかかっていたので
感謝しています。感動してひとりで
泣いてしまいました。 
自分が置かれている環境事実を改め
て再確認しました。皆さまに支えら
れているんだなぁと思いました。 

子ども達は開封したときに「わ
ぁ」と声をあげ、私自身も見ず知
らずの方々の善意がこんなにも嬉
しいものと初体験しました。頂い
たメツセージを見てホロッと涙が
でてきたことで、「思っていた以
上に私は疲れ、心が弱っていたの
だな」と気づきました。 



 

「お米一合運動」のお届け先団体 

【行政・社協関係】〈学生支援・生活困窮者支援〉 

二宮町社協 神奈川県社 横須賀市 川崎市健康福祉局 

相模原市こども若者支援課 横浜市社協 並木地域ケアプラザ 川崎市社協 

相模原市自立支援相談 協綾瀬市社協 港北区社協 逗子市社協 

旭区社協（緊急用） 戸塚区社協 青葉区社協 伊勢原市役所 

神奈川区社協 鶴見区社協 緑区社協 平塚市社協 

瀬谷区社協 西区社協 都筑区社協 厚木市生活福祉課 

小田原市役所 南区社協 泉区社協 厚木市福祉総務課 

藤沢市社協 金沢区社協 中区社協  

 

【地域フードバンク】〈子ども食堂支援・生活困窮者支援〉 

フードバンクプラス ワンエイド ﾋﾞｰﾊﾞｰﾘﾝｸ＠武蔵新城 フードコミュニティ 

お福分けの会 ﾋﾞｰﾊﾞｰﾘﾝｸ＠桜木町 フードバンク浜っ子南 サテラ 

さくらの森 ﾋﾞｰﾊﾞｰﾘﾝｸ＠鶴見 食支援ネットかながわ 報徳支援センター 

フードバンクひらつか ﾋﾞｰﾊﾞｰﾘﾝｸ＠港北 カフェドフクシマ 小田原たすけあい 

 

【子ども食堂】〈子ども食堂支援・生活困窮者支援〉 

金沢子ども食堂すくすく 一人親支援 35 名 よこすかなかながや 子ども食堂 

お結びころりん フードパントリー 神奈川ゆめ社会福祉財団 子ども食堂 

葉桜ひろば お弁当 みんなの一色子ども食堂 こども食堂 

さろんどて フードパントリー ふれあいっこ三ツ沢 フードパントリー 

みんなでごはん 子ども食堂 にのみやこども食堂便 フードパントリー 

ﾄﾞﾘｰﾑｾﾝﾀｰこどもｶﾌｪ フードパントリー 幸町こども食堂 フードパントリー 

蔵まえ 子ども食堂 となりのれすとらん フードパントリー 

医療生協かながわ瞳班 フードパントリー おだわら児童館連合 フードパントリー 

てらこや食堂ﾗｯｷｰｽﾞ 学習支援 チルドレンカフェ 子ども食堂 

あさみぞみんなのコミュニティ 子ども食堂 スペースナナ フードパントリー 

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽたまりば 居場所づくり 満福うえのまち食堂 子ども食堂 

へいあんふれあい食堂 子ども食堂 ひよし食堂の会  

リリ庵 子ども食堂 南武朝鮮初級学校  

かみはし倶楽部 子ども食堂 川崎朝鮮初級学校  

のじま自然観察探検隊 子ども食堂 横浜朝鮮初級学校  

ちゃっと 子ども食堂 おもいやりｶﾝﾊﾟﾆｰ  

こどもすまいる食堂 子ども食堂 かながわ学生ボランティア連合  

【自律支援施設】 

湘南つばさの家 
自立援助ホーム

アイランド 

ワーカーズ 

コープ一休 
なんとかなる SS ネット 

【福祉・病院関係】 

川崎市母子寡婦福祉会 児童家庭支援センターかわわ DV 対策センター ピッピ親子サポートネット 

横浜市母子寡婦福祉会 さざなみ K2 インターナショナルグループ アペルなんみんセンター 

さくらの木 すぺーす海 ブラジル Solidario 横浜 夢・コミュニティ・ネットワーク 

たすけあいゆい ラフェリーチェ ABC ジャパン  



 

「お米一合運動」の寄贈団体 

 

（2021 年 1 月 14 日現在） 

 日付 寄贈者・団体名 数量 重量（kg） 

1 2020/10/12 連合神奈川 27 81.11 

2 2020/10/20 全水道神奈川県支部 10 50 

3 2020/10/23 自治労県本部 40 26.78 

4 2020/11/3 横浜労福協 24 138.24 

5 2020/11/6 日産オートモティブテクノロジー労働組合 1 28.00 

6 2020/11/19 横浜労福協 waiwai 37 64.03 

7 2020/11/24 全水道神奈川県支部 10 50 

8 2020/11/26 浜教祖 11 42.99 

9 2020/12/3 相模原労福協 206 99.48 

10 2020/12/3 横浜労福協 9 32.74 

11 2020/12/3 川崎労福協 30 34.16 

12 2020/12/3 高教組 41 20.03 

13 2020/12/8 西湘労福協 4 30 

14 2020/12/8 小田原・足柄労福協 1 5 

15 2020/12/11 自動車総連武部鉄工所労組 6 60 

16 2020/12/15 相模原労福協 49 43.16 

17 2020/12/15 横浜労福協 9 66.3 

18 2020/12/15 三浦半島労福協 108 101.95 

19 2020/12/19 浜教祖 26 21.69 

20 2020/12/19 KT グループ労働組合 73 33.86 

21 2020/12/21 県中央地域連合・県中央労福協 274 287.03 

22 2020/12/22 ワークピア 1 2 

23 2020/12/23 JAM 神奈川コイト電工労働組合 8 44.85 

24 2020/12/25 アビオニクス労組 1 3.12 

25 2020/12/25 湘南労福協 393 290.96 

26 2020/12/25 相模原労福協 27 67.81 

27 2020/12/25 日立製作所労組 4 15.41 

28 2020/12/25 全水道神奈川県支部 10 50 

29 2021/1/13 川崎労福協 342 290.4 

30 2021/1/14 県労福協 1 2 

31 2021/1/14 相模原労福協 32 36.59 

32 2021/1/14 ワークピア 4 20 

     合計 1,819 2,139.69 

 

 


