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皆様のご支援、本当にありがとうございました！ 

また、Facebookイベントへの興味あり、イベントのシェアやイイネ(598イイネ)をしていただい

た皆様、このページを見てくださった皆様、このイベントに関わってくださった全ての方々に、心

より御礼申し上げます。皆様の想いを未来へ繋いでいきます。 

 集まった支援総額 ４１３,３４０円  

支援金 413,340円 ＝ 銀行振り込み 78,000円 ＋ クレジット決済 335,340円  

― クレジット決済手数料 16,096円 ― 振込手数料 440円 ＝ 396,804円 

 

【支援してくださった皆様】（50音順・敬称略） 

【 団体 】 

アダプトネクスト・一般社団法人 未来創造パートナーズ・一般社団法人 Ｆｕｎ＆Ｆｉｔ 

医療法人社団原武会 北部病院・くまもとクロスロード研究会・熊本 SDGs ファシリテーターズ 

一般財団法人 くまもと SDGs 推進財団・チャレンジ 1592（一般財団法人くまもと未来創造基金） 

なないろネットワーク熊本・一般社団法人 Art and Sports for Everyone(ＡＳＥ) 

ＣＨＩＫＡＫＥＮ・SDGs推進ネットワーク in 九州 

【 個人 】 

穴井智子・石川明未・石川サザエ・犬塚智大・井上邦代・岩下潤次・緒方保美・おだまいこ 

小野由里・柿木恵美・柿原寿人・神山祐輝・神田みゆき・北山元・釘崎隆充・熊野たまみ 

黒木淳哉・合志正三・興梠真砂代・児島由季子・坂本一生・佐藤彩己子・清水菜保子 

ショールかおり・園木太郎・多田路央・田渕薫・知識茂雄・千田浩未・德永伸介・中川博文 

中壽賀章・中村里美・中村賢次郎・中村正雄・中村和可子・成尾雅貴・西田紘美・林信吾 

原育美・藤田麻美・藤本紀子・前田淳子・松浦弘・松田博・松元玲子・三城賢士・水上里美 

森千恵・森一弘・山口久臣・山口幸恵・山﨑洋子・山下幸代・吉田祐一・吉津晶子・鷲山聖美 

渡邉典子・中野るい・匿名１５名 

 

一般財団法人 くまもと SDGs 推進財団さまには、クラウドファンディング終了後、振り込みま

でに時間がかかる場合は、立て替えて出してくださるご提案をいただき、安心して活動ができまし

た。今回は、クラウドファンディングで活用させていただきましたシステムを運用されていらっし

ゃる、コングラントさまによる、COVID-19 に関する緊急支援のクラウドファンディングというこ

とで、終了後３日で振り込みいただくことができました。 

二つの団体様には、改めまして心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

今回のクラウドファンディングを開催しようと思った経緯と、活動支援先決定にあたり、支援活

動に当たられた方々からの声も直接お聞きしましたので、ご報告させていただきます。 

 

 



【活動の経緯】 

私たちは熊本地震を経験し、支援活動に従事し、共助の大切さを身をもって学びました。また、

様々な支援や助成金制度などもありますが、その支援が届かなかったり、助成金は申請が大変でな

かなかできない、または頑張って提出してもなかなか採用されないなどの現状も、目の当たりにし

てきました。そこで、今回は、助成金申請をされていらっしゃる団体様の結果を待ち、最終的な支

援先を決定させていただく運びとなりました。 

【支援活動をされている方の声】 

 まず初めに、支援活動をされていらっしゃる方、されてはいなくともどんな活動をされていて、

どんなところに課題を感じていらっしゃるのかを、普段から様々な活動に当たられている方々に

向けてお尋ねするアンケートを取らせていただきました。 

 

普段から、地域食堂や子ども食堂を開催されていらっしゃる方々の声を色々とお聞きした際、今

回の COVID-19に関する支援活動で苦悩されていたのが、まず、『活動をするのかしないのか』とい

うところでした。といいますのも、普段通りの食堂を開催することで、クラスターが発生しては困

るという部分です。ボランティアさんにも参加者の皆様にもリスクを負わせるわけにはいかない

と、活動を自粛されている団体さんも多数おられ、話を聞いた方の中には、「本当は困っている方々

のためにも活動したいのだけれど…。」と涙を浮かべる方もいらっしゃいました。万が一のリスク

を考えたときと、もしも感染者が発生してしまった場合の、他の食堂への影響も考えての行動です。

その決断にも敬意を表します。 

 

 しかし、今回の休校措置などにより、実際に困っている方がたくさんいらっしゃるのも現状です。

そんな方々のためにと立ち上がって、感染予防への最大の配慮をしたうえで、活動をスタートされ

た方もいらっしゃいます。こちらの決断にも敬意を表します。そして、そんな活動をされる方にあ

りがちなのは、困っている人のためにすぐ動くため、助成金申請などがなかなかできなかったり、

結局は身銭を切って活動してしまうという点です。今回の活動も、そんな感じで緊急支援として活

動された団体さんには、自腹で活動されている方がたくさんいらっしゃいました。そこで、こちら

からお声掛けして支援させていただきたいと申し出させていただいたところ、皆様、最初は口をそ

ろえて申し訳ないと遠慮されます。そんな方々の声をお一人お一人からお聞きしながら、お申し出

いただいた食に関する支援の部分につきましては、ほぼ応援できる運びとなりました。 

クラウドファンディングにご協力くださった皆様のおかげです。ご支援本当にありがとうござい

ました。以下の団体や活動への支援が決定いたしましたので、ご報告させていただきます。 

 

【支援先一覧】 

フードバンク熊本 

シンママ熊本応援団 

TSUDOU-NET  ～ 子どもから地域へ広がれネットワーク ～ 

ひのくにスマイル食堂・Koshi community meal (こみ〜る) 

楡木地域子ども食堂なごみ・住吉町こどもサロン・寺子屋カフェ 

尾ノ上コミュニティ食堂 陽だまりの樹・みんなの食堂 



 

今回のクラウドファンディングによる支援金の収支内訳 

 

 

【収入】413,340 円 

 

支援金総計 413,340円 

銀行振り込み 78,000円 ＋ クレジット決済 335,340円  

 

【支出】413,340 円 

 

必要経費 

 

クレジット決済手数料 16,096円  

振込手数料        440円 

     各団体への振込手数料 100円×５件＝500円（ゆうちょ銀行） 

                220円×３件＝660円（ゆうちょ銀行以外） 

                440円×１件＝440円（フードバンク） 

     領収証を郵送いただくための切手代   84円×９件＝756円 

    

支援金の配当 

 

フードバンク熊本     142,757円 

  倉庫代 12,0000 円 ＋ 二つ目の倉庫の支援金 22,757円 

 

シンママ熊本応援団  合計 76,396円 

 

TSUDOU-NET  ～ 子どもから地域へ広がれネットワーク ～ 合計 175,295円 

ひのくにスマイル食堂         62,195円 

Koshi  community  meal (こみ〜る)   06,000円 

楡木地域子ども食堂なごみ       47,017円 

住吉町こどもサロン          08,265円 

子ども食堂『寺子屋カフェ』      29,322円 

尾ノ上コミュニティ食堂 陽だまりの樹 17,496円 

みんなの食堂              5,000円 

 

 【収支】 

【収入】413,340 － 【支出】413,340 ＝ 【残金】０ 

 

 



フードバンク熊本 《 所在地：熊本市南区護藤町９７３ 熊本藤富保育園 》 

【普段の活動内容】 

企業や家庭で廃棄される食品を、貧困など支援を必要とする人や団体につなげる活動 

フードバンク事業と子ども食堂（藤富ふれあい食堂） 

 

【今回の緊急支援内容】 

食材の受け入れ・管理・配布（子ども食堂・地域食堂・生活の厳しい方々などへ） 

 

【必要経費】合計 142,757円 

 倉庫購入代 120,000円 ・ ２つ目以降の倉庫購入費の応援 22,757 円 

    

たくさんの食材や衣類、物品の預かりと配布をされています。地域食堂や子ども食堂の活動をし

ている方々への配布をはじめ、様々な支援活動をされています。大型の倉庫をさらに二つ（約 40

万×２個）を購入予定とのことですが、残念ながらその２つ全ての支援まではできませんでした。

是非、継続的なご支援や企業様などからの協賛などをお届け頂けましたら幸いです。 

 

シンママ熊本応援団 

《 所在地：菊池郡菊陽町武蔵丘北２丁目８-1 尚絅大学武蔵ケ丘キャンパス 尚絅子育て研究センター気付 》 

 

【普段の活動内容】 

ひとり親さんの食料支援、生活・子育て相談、行政等への同行支援 

【今回の緊急支援内容】 

食料支援（しあわせ BOX）の発送 

【必要経費】合計 76,396 円  

２月 配送料 16,456円・食材購入費 12,088円 

３月 配送料 21,693円・食材購入費 4,466円 

４月 配送料 21,693円（見込み） 



  

  

 

 

今回のＣＯＶＩＤ－１９の影響もあり、お困りのご家庭も増えているようです。送料の負担が大

きく、今後の継続的な支援をしてくださる方を募集されています。今回の期間中のみではあります

が、３回分の送料支援させていただきました。「こんなのがあったら助かリスト」に掲載されてい

るものも募集していらっしゃいますので、もしご支援いただけますならば、皆様、応援よろしくお

願いいたします。 



ひのくにスマイル食堂 

《 所在地：菊池市泗水町吉富３００-６１》 

 

【普段の活動内容】 

子ども食堂・地域食堂 

【今回の緊急支援内容】 

子どもたちの見守りと昼食やおやつの提供 

3月 12日 お菓子配布 50 セット            

3月 15日 お菓子配布 50 セット  昼食 39食 

3月 19日 お菓子配布 50 セット   昼食 45食 

3月 23日 お菓子配布 25 セット 

3月 29日 昼食 43食 

【必要経費】合計 62,195 円 

食材・お菓子購入費 57695 円 

衛生用品 消毒液や手袋など 3,000円 

使い捨て容器 蓋など 1,500 円          

   

活動場所は、開放的なスペースで感染予防にも配慮して実施されました。普段から活動されてい

るので、その繋がりの皆さんからの声を受け、意を決して預かりを実施されたそうです。昼食やお

やつの提供、見守りなどでたくさんの子どもたちのサポートをされています。 

 

支援決定のご連絡をさせていただきましたところ、さらにそのお金を使って施設の充実を行われ

ました。また、クラウドファンディングにご支援いただいた方の名前を掲示してくださいました。 

 

 

 



Koshi  community  meal (こみ〜る) 

《 所在地：合志市幾久富１９０９-７００（グループホームヒューマンケア内）》 

 

【普段の活動内容】 

体験・参加型子ども・地域食堂、困窮家庭への食材の個配 

 

【今回の緊急支援内容】 

〈食材の受取り〉•天草１回 • 植木 2回 • フードバンク２回 

〈食材の配達〉•６件 各４回 

集めた食材を分けて困窮家庭などに配達 

 

【必要経費】合計 6,000円 

 ガソリン代〈燃費〉：天草 2,000 円•フードバンク 500円×2•植木:500円×2・配達 500 円×4 

 

   

 

   

 

普段されている食堂の活動は自粛されていらっしゃいますが、お困りのご家庭などへの食材の

お届けを実施されています。配布した食材はいただいたものとのことで、食材費こそかかっていな

いものの、取りに行ったり配達をしたりされているとお聞きし、ガソリン代のみではありますが応

援させていただきました。こんなガソリン代というのも、活動していると結構かかるものです。持

続可能な活動としていくためにも、この部分のみの支援でも少しでもお役に立てればと思います。 



楡木 子ども地域食堂 「なごみ」 

《 所在地：熊本市北区楡木２-４-３０（連絡先：笑処 和）》 

【普段の活動内容】 体験教室＆食堂・食育 

【今回の緊急支援活動】 

3月７日  63食＋野菜と食料品配布 買い物困難の高齢者とひとり親さんのみ 15家族 

3月 11日 74食＋野菜と支援品配布 

3月 13日 アルコール、手洗いせっけん、おやつ、野菜 児童福祉施設、育成クラブ、ひとり親さんに配布 

3月 15日 ひとり親さんのみ フードドライブの支援 

3月 21日 125食＋野菜配布       

3月 25日 133食＋食料品配布 

【必要経費】合計 47,017 円  

食材費 計 24,886円・備品 計 5,855 円・消耗品（消毒薬・食器他）計 16,276円 

     

   

   

今回の活動は、普段の活動ではないことから予算もなく、全て、主催者の方が身銭を切って活動

されていましたので、応援させていただきました。主催者の方が、「私にとっても大切な方々に出

会える居心地となっています。文字通り居心地のいい居場所です。」と言われていた言葉に感動し

ました。ご支援を約束すると「涙がでる～。」と言って喜んでくださいました。４月にも活動を継

続されていますので、皆様の応援をどうぞよろしくお願いいたします。 



住吉町子どもサロン 

《 所在地：荒尾市住吉町２１ 住吉町公民館 》 

 

【普段の活動内容】子どもサロンにて食育・学習サポート 

【今回の緊急支援内容】 

フードバンクなどから預かった食材などを必要な家庭に配布 

 消毒薬（次亜塩素酸）の配布 

【必要経費】合計 8,265円 

   消毒薬（次亜塩素酸） 6,265円 

 配送ガソリン代 物資受け取り 1,000 円 物資配送 1,000円 

  

  

  

普段の活動である食堂自体は自粛されているものの、お困りのご家庭への食材のお届けを実施

されました。消毒薬の実費と、移動や運送に関して必要なガソリン代につきまして、こちらからの

ご提案で応援させていただきました。個人情報保護の観点から、報告書の写真はモザイクを入れて

おりますが、皆さん笑顔です。たくさんのご家庭に笑顔を届けていらっしゃいます。 



子ども食堂『寺子屋カフェ』 

《活動場所（普段）：熊本市東区錦ヶ丘３４-２３母子・父子休養ホームしらゆり》 

    （今回）：スターライトカフェ  

 

【普段の活動内容】 

DV･児童虐待被害者支援・シンママキッズ支援・被災者支援 (3.11避難移住者支援含む)など 

【今回の緊急支援活動】 

 ひとり親家庭の子ども預かり・送迎・昼食などの提供 

【必要経費】合計 29,322 円 

食材費 26,433円  

ガソリン代 計 2,889円 

   

 

スターライトカフェにて、学校休校だけれど子どもたちを預かるところがないという、ひとり親

家庭の子どもさんの預かりと食事の提供を実施されました。また、ボランティアさんによる見守り

の中で、勉強面などについてのサポートや、ボランティアによるプログラミング授業なども実施さ

れていました。子どもたちはお手伝いも積極的に行っていたそうです。 

 



尾ノ上コミュニティ食堂  

陽だまりの樹 

《活動場所：尾ノ上老人憩の家》 

熊本市東区尾ノ上２丁目１２-２３ 

 

【普段の活動内容】 

地域食堂 

 

【今回の緊急支援活動】 

 弁当配布 3月 24日（120食） 

（予定） 4月 9日（120食） 

（予定） 4月 13日（120食） 

 

【必要経費】合計 17,496 円 

 

容器代 5,832 円×３回分 

 

  

  
  

普段から地域食堂を開催されています。また、普段は食器で食事を提供されています。 

今回は感染予防のために弁当に切り替えたため、その容器代に困っていらっしゃいましたので支

援をさせていただきました。写真は三月の活動の様子です。ご自分も小さいお子さんを育てられな

がら、地域の方々に寄り添った活動をされています。４月の開催も決定しており、４月分の容器代

も含めて支援させていただきました。 



みんなの食堂 

《 活動場所：託麻西コミュニティセンター 》 

 

【普段の活動内容】体験・参加型子ども・地域食堂 

【今回の緊急支援内容】 

〈食材の受取り〉フードバンク受け取り ３月・４月の２回 

〈食材の配達〉３月１５件  ４月１５件 

集めた食材を分けて困窮家庭などに配達 

【必要経費】合計 5,000円 

  食材購入  2,000 円 味噌・麩・乾燥野菜・米など 

ガソリン代 3,000 円 フードバンク・配達（二ヵ月分） 

    

↑手指消毒の上で小分けした食材  ↑お届けした食材を活用してくださったご家庭から届いた写真 

普段は託麻西コミュニティセンターにて地域食堂を開催されていますが、コミュニティセンター

が今回の COVID-19 の影響で使用できないため、必要なご家庭に食材のお届けされています。普段

の食堂開催の際に、味噌玉のつくり方なども伝えられているそうで、家でも味噌玉を作って美味し

い味噌汁でホッとしてほしいとの想いでお届けされています。最初は、支援をご遠慮されましたが、

持続可能な活動としていただくために応援させてくださいとお伝えし、応援させていただました。 

 

最後に・・・ 

今回支援させていただいた活動以外にも、活動されている団体様や個人の方々がたくさんいら

っしゃいます。そんな方々がたくさんいらっしゃって、懸命に頑張っていらっしゃるということも

是非知っていただきたいと思います。そして、最初の方でお伝えさせていただきました通り、活動

を自粛している団体様の決断も大切な決断だと思います。支援活動は「できるひとが、できるときに、

できるしこ（※できる範囲で）」が持続可能な活動としていく上で大切だと思います。SDGs 

Association 熊本としましても、また今後の活動についても検討し行動していきたいと思います。 

 

今回の支援は一時的なものではありましたが、この影響は今後も続いていきそうです…。国の支

援ももちろんあると信じますが、みんなで助け合う【共助】で前に進んでいくしかありません。 

まずは免疫力を上げながら、感染拡大を防ぐための行動も共に続けていきましょう。 

ご協力、本当にありがとうございました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 


