
令和３年度 事業報告 

(自 令和 3 年 4 月 1 日 ～ 至 令和 4 年 3 月 31 日) 

            

（１）総会         

第２回通常総会 

    開催日時：令和３年５月３０日 １３時３０分～１６時 

    開催場所：嘉島町公民館 会議室 

    参加者 ：29 名（委任状による参加者を含む） 

    内容  ：１）令和２年度事業報告 

         ２）令和２年度収支決算報告及び監査報告 

         ３）令和３年度役員改選 

         ４）令和３年度組織図 

         ５）令和３年度事業計画 

         ６）令和３年度収支予算"       

（２）事業報告   

【理事会・役員会】       

R3. 4.12 定例会    正会員の承認の流れについて他  10 人 

R3. 5.10 定例会    会員の承認について他   14 人 

R3. 5.17 臨時会   九州ワンチーム入会について他   6 人 

R3. 6. 7 臨時会    県との協定にあたって他     12 人 

R3. 6.14 定例会    ホームページについて他      10 人 

R3. 7.12 定例会    保険助成について他    11 人 

R3. 8. 9 定例会    10/31 フェスタについて他    8 人 

R3. 8.30 臨時会   アンケート調査について他   10 人 

R3. 9.13 定例会    WEB システムについて他   12 人 

R3.10.11 定例会    寄付使途について他       12 人 

R3.11. 8 定例会    支援者交流会について他   10 人 

R3.12.13 定例会    賛助会員入会について他   10 人 

R4. 1.10 定例会    フードパル会場について他  11 人 

R4. 2.14 定例会    フェスタ開催について他   10 人 

R4. 3.14 定例会    フェスタ開催について他      8 人 

【会員定例会】 

R3.4.19(月) ZOOM での事例検討会（テーマ：「コロナ禍で、子ども食堂で実際に 

起きているような事例をもとに皆さんといろんな意見を共有」） 



R3.5.17(月) ZOOM での WAM 助成金事業：地域の居場所作りセミナー【第 1 弾】 

「折れない心を育てる いのちの授業」講師：野添 涼様 

（一般社団法人 エンドオブライフ・ケア協会認定講師） 

R3.6.26(土) ハイブリッド形式（ZOOM＆リアル）WAM 助成金事業：地域の居場所 

作りセミナー【第 2 弾】「ミートパテを使った料理教室」 

講師：佐藤 大地様（ママトコキッチン） 

R3.7.19(月) ZOOM での講演会（テーマ：「令和 2 年７月熊本県南部豪雨災害から一年  

別支援団体からのヒント 発災時の注意点」）講師：松岡 亮太様  

（合同会社友救 CEO、みんなのボランティアステーション代表、熊本友救   

の会代表） 

R3.8.28(土) ZOOM での WAM 助成金事業：地域の居場所づくりセミナー【第３弾】

（テーマ：「子どもたちを育む食と子ども・地域食堂」） 

講師：白土 真澄様（管理栄養士） 

R3.9.27(月) ZOOM での講演会（テーマ：「コロナ時代の子ども食堂」） 

講師：豊田 謙二様（一般社団法人熊本県こども食堂ネットワーク理事、  

元熊本学園大学社会福祉学部シニア客員教授） 

R3.10.18(月) ZOOM での講話、意見交換（テーマ：「子どもたちを守り・支える社会 

を目指して」、コロナ時代の子ども食堂が抱える課題や悩みの共有、意見  

交換）講師：米澤 祐介様（熊本県健康福祉部子ども家庭福祉課 課長） 

R3.11.22(月) ZOOM での講演会（テーマ：「子ども見守りネットワークの活動報告、 

今度の展望について、質疑応答」）講師：藤井 藤井 宥貴子様 

（熊本県ひとり親家庭福祉協議会 会長） 

R4.1.17(月)  ZOOM での WAM 助成金事業：地域の居場所づくりセミナー【第４弾】 

（テーマ：「子ども食堂と社会福祉士」）講師：堀端 裕様 

（堀端社会福祉士事務所 所長） 

R4.2.21(月)  ZOOM での事例共有会（テーマ：「三島様よりむすびえの取り組みにつ 

いて、子ども食堂の活動の中での嬉しかったこと、心温まるエピソードの 

共有」）ゲスト：三島 理恵様（NPO 法人全国子ども食堂支援センター） 

R4.3.21(月) ZOOM での「オンライン飲み会＆ざっくばらん座談会」  

R4.3.27(日) アマゾンほしいものリスト登録説明会 

    

【企業・団体への訪問・面談】       

R3. 4.13 問・面談 県庁訪問    熊本県庁       

R3. 4.14 訪問・面談 第一生命面談・重光産業引取り 桜木拠点・大津町  



R3. 4.15 訪問・面談 大豊食品様面談   桜木拠点  

R3. 4.20 訪問・面談 税理士打ち合わせ   桜木拠点  

R3. 4.27 訪問・面談 キワニス例会参加      

R3. 4.29 訪問・面談 ネットワーク事務局会議  桜木拠点  

R3. 4.30 訪問・面談 ファミリーマートフードドライブ説明会   

R3. 5. 6 訪問・面談 共同福田様打ち合わせ   桜木拠点  

R3. 5. 6 訪問・面談 明治安田生命保険訪問      

R3. 5. 7 訪問・面談 ツドウとの意見交換   熊本県信用組合  

R3. 5. 8 訪問・面談 フェアトレードマルシェ    

R3. 5.12 訪問・面談 会計監査      

R3. 5.18 訪問・面談 ミートパテ引取り   ママトコキッチン  

R3. 5.20 訪問・面談 決算報告      

R3. 6. 3 訪問・面談 ホームページ打ち合わせ     

R3. 6. 4 訪問・面談 熊本県生命保険協会様面談  桜木拠点  

R3. 6.10 訪問・面談 熊本銀行従業員組合様面談  桜木拠点     

R3. 6.16 訪問・面談 ツドウとの面談   熊本県信用組合  

R3. 6.22 訪問・面談 岩下兄弟様面談   桜木拠点     

R3. 7. 6 訪問・面談 キワニス例会後フェスタ会議  キワニスクラブ   

R3. 7. 7 訪問・面談 岩下兄弟様訪問   桜木拠点     

R3. 7. 8 訪問・面談 ヤマト運輸様面談   桜木拠点     

R3. 7. 9 訪問・面談 肥後銀行総務部丸山様面談  桜木拠点    

R3. 7.15 訪問・面談 ホームページ打ち合わせ     

R3. 7.16 訪問・面談 熊本県桜木拠点訪問   桜木拠点     

R3. 7.21 訪問・面談 ヤマト運輸様面談   桜木拠点     

R3. 8. 6 訪問・面談 WEB システム説明会   九州電力      

R3. 8.17 訪問・面談 キワニスクラブとフェスタ会議   

                     ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲ  

R3. 9. 6 訪問・面談 ホームページ打ち合わせ  CAP  

R3. 9. 9 訪問・面談 WAM 助成先団体研修・情報交換会 オンライン  

R3. 9.13 訪問・面談 ホームページ事業案内頁打ち合わせ 桜木拠点  

R3. 9.13 訪問・面談 会員様へ WEB システム説明会     オンライン  

R3. 9.14 訪問・面談 オゾン脱臭機説明会   桜木拠点     

R3. 9.24 訪問・面談 桜木拠点看板設置   桜木拠点      

R3. 9.27 訪問・面談 熊本県庁訪問    熊本県庁      



R3.10. 4 訪問・面談 熊本南ロータリークラブ理事長卓話 熊本南ロータリー

R3.10. 7 訪問・面談 フードバンクママトコ打ち合わせ オンライン  

R3.10. 7 訪問・面談 早稲田スクール打ち合わせ   オンライン  

R3.10.11 訪問・面談 国際ロータリー様面談    桜木拠点    

R3.10.13 訪問・面談 九州ワンチームミーティング   オンライン  

R3.10.19 訪問・面談 チャイケア フードバンク訪問同行 フードバンク熊本 

R3.10.19 訪問・面談 ホームページ打ち合わせ   CAP     

R3.11.16 訪問・面談 開設サポート冊子ミーティング  桜木拠点    

R3.11.16 訪問・面談 フードバンクママトコ打ち合わせ 桜木拠点   

R3.11.24 訪問・面談 早稲田スクール ボランティア説明会 早稲田スクール  

R3.12. 1 訪問・面談 IT 企業様連携面談    桜木拠点   

R3.12. 7 訪問・面談 キワニスクラブ会議    キワニスクラブ  

R3.12.14 訪問・面談 フードバンクママトコ打ち合わせ 桜木拠点   

R3.12.24 訪問・面談 大谷様面談     桜木拠点    

R4. 1.11 訪問・面談 キワニスクラブ倉橋様面談   桜木拠点   

R4. 1.17 訪問・面談 IT 企業様連携面談    桜木拠点   

R4. 1.17 訪問・面談 開設サポート冊子打ち合わせ   桜木拠点   

R4. 2. 4 訪問・面談 熊本ヴォルターズ訪問   熊本ヴォルターズ  

R4. 2. 5 訪問・面談 むすびえ全国交流会参加   オンライン  

R4. 2. 9 訪問・面談 ツカサ創研渕田様面談    桜木拠点       

R4. 2.12 訪問・面談 TOPPA 様面談     桜木拠点      

R4. 2.17 訪問・面談 むすびえプレゼン打ち合わせ   桜木拠点   

R4. 2.18 訪問・面談 むすびえプレゼン打ち合わせ   桜木拠点      

R4. 2.20 訪問・面談 むすびえプレゼン    桜木拠点    

R4. 2.28 訪問・面談 城東ロータリークラブ卓話   城東ロータリー  

R4. 3. 5 訪問・面談 助成金報告打ち合わせ    桜木拠点    

R4. 3. 6 訪問・面談 むすびえ桜木拠点訪問     桜木拠点    

R4. 3.15 訪問・面談 キワニスクラブフェスタ会議 キワニスクラブ  

R4. 3.18 訪問・面談 三者協定式     熊本県庁   

R4. 3.29 訪問・面談 ネットワーク連携会議     てとてとて  

R4. 3.31 訪問・面談 フェスタ打ち合わせ    オンライン  

【伴走支援事業】   

  団体運営・事業実施方法などについて、外部からの観点を入れて見てもらうために 

福岡市アカツキに役員研修を外部委託。毎月第 4 月曜日２０時～２１時３０分の Zoom 



での役員研修を実施した。 

R3. 5.21  伴走支援研修 アカツキ初回打ち合わせ 

R3. 7.27 伴走支援研修 アカツキ研修     オンライン  

R3. 8.23 伴走支援研修 アカツキ研修     オンライン  

R3.10.30 伴走支援研修 アカツキリアル研修    桜木拠点  

R3.11.29 伴走支援研修 アカツキ     オンライン  

R3.12.27 伴走支援研修 アカツキ     オンライン  

R4. 1.24 伴走支援研修 アカツキ     オンライン  

R4. 2.28 伴走支援研修 アカツキ     オンライン  

R4. 3.28 伴走支援研修 アカツキ     オンライン  

 

【贈呈式・支援者交流会】       

R3. 5.10 贈呈式  ふく成様      

R3. 6.14 贈呈式  城東ロータリー様寄付金贈呈式     

R3. 6.22 贈呈式  RKK 様      

R3.10. 7 贈呈式  岩下兄弟様フードドライブ品贈呈式     桜木拠点      

R3.11. 4 贈呈式  九電工様        桜木拠点      

R3.12. 9 贈呈式  ＫＫＴ２４時間テレビ様 寄付車両贈呈式  桜木拠点    

R3.12.10 贈呈式  熊本トヨタ自動車様      トヨタ自動車本社 

R3.12.23 贈呈式  西部ガス熊本様       桜木拠点  

R4. 3.23 贈呈式  熊本西稜ロータリークラブ様     桜木拠点    

R3.12.20 支援者交流会 支援者様と会員の交流会     メルパルク熊本   

 

◇休眠預金活用事業       

R3. 4.22  子ども見守りネットワーク会議    

R3. 4.28  子ども見守りネットワーク集合研修  

R3. 5.21  休眠預金運営会議      

R3. 5.25  子ども見守りネットワーク会議     

R3. 6.25  子ども見守りネットワーク会議     

R3. 7. 9  子ども見守りネットワーク会議     

R3. 7. 24  休眠コンソーシアム１日研修      

R3. 8.13  ひとり親家庭福祉協議会と会議     

R3. 8.27  子ども見守りネットワーク会議    

R3.10. 2  子ども見守りネットワークプレ発表会    



R3.10.18  子ども見守りネットワーク発表会   城彩苑  

 

◇エフピコ助成事業       

R3.4.5 野菜収穫 キャベツ     大津町  5 人 

R3.4.15 野菜収穫 人参            1 人 

R3.4.16 野菜収穫 小松菜        植木町 4 人 

R3.4.29 野菜収穫 レタス        嘉島町 4 人 

R3.5.6 野菜収穫 キャベツ     嘉島町 3 人 

R3.5.21 野菜収穫 ごぼう・れんこん    八代     2 人 

R3.6.8    野菜収穫 じゃがいも             御船町 2 人 

R3.6.6  野菜収穫 メロン         八代市    2 人 

R3.6.29 野菜収穫 人参・トウモロコシ    御船町  3 人 

R3.6.29 野菜収穫 トウモロコシ     御船町    3 人 

R3.7.2 野菜収穫 とまと         北九州    2 人 

R3.7.2 野菜収穫 ほうれん草     山都町   4 人 

R3.7.2 野菜収穫 かぼちゃ     八代市    2 人 

R3.8.9 野菜収穫 ピーマン     嘉島町   2 人 

R3.8.22 野菜収穫 梨         宇土市    4 人 

R3.8.23 野菜収穫 ゴーヤ         南阿蘇村   2 人 

R3.8.30 野菜収穫 栗        熊本市     2 人 

R3.9.6 野菜収穫 ぶどう           熊本市    2 人 

R3.9.7 野菜収穫 ブルーベリー          南阿蘇村   2 人 

R3.9.9 野菜収穫 ぶどう        熊本市    2 人 

R3.9.15 野菜収穫 さつまいも          大津町    2 人 

R3.9.16 野菜収穫 栗        熊本市    2 人 

R3.10.17 野菜収穫 レタス         嘉島町  1 人 

R3.10.20 野菜収穫 モロッコいんげん      南阿蘇村 1 人  

R3.10.20 野菜収穫 柿        南阿蘇村   1 人 

R3.11.8 野菜収穫 柿        南阿蘇村   1 人 

R3.11.8 野菜収穫 みかん         熊本市   1 人 

R3.11.12 野菜収穫 とまと      八代市    1 人 

R3.11.16 野菜収穫 さつまいも       大津町   1 人 

R3.11.29 野菜収穫 ミニトマト・ぎんなん      南阿蘇（両併）1 人 

R3.12.10 野菜収穫 人参・トマト          大津町  1 人 



R3.12.10 野菜収穫 大根        南阿蘇村    1 人 

R3.12.13 野菜収穫 里芋        益城町     1 人 

R3.12.23 野菜収穫 みかん        宇土市     1 人 

R4.1.17 野菜収穫 小ねぎ・里芋         宇城市   1 人 

R4.2.24 野菜収穫 人参          大津町    2 人 

R4.3.2 野菜収穫 人参        大津町    2 人 

R4.3.2 野菜収穫 とまと        八代市     1 人 

R4.3.11 野菜収穫 人参           大津町    1 人 

R4.3.13 野菜収穫 ほうれん草    山都町     3 人 

R4.3.22 野菜収穫 きゅうり    植木町     2 人 

（野菜収穫 合計 5,275.1 ㎏ ） 

R3.7.1 野菜加工 にんじん    桜木拠点 3 人 

R3.7.30 野菜加工 にんじん・かぼちゃ   桜木拠点 4 人 

R3.8.4 野菜加工 じゃがいも    桜木拠点 4 人 

R3.8.20 野菜加工 ゴーヤ        桜木拠点 3 人 

R3.10.5 野菜加工 ゴーヤ        桜木拠点 2 人 

R4.1.13 野菜加工 さといも    桜木拠点 2 人 

R4.2.14 野菜加工 さといも    桜木拠点 2 人 

R4.3.9 野菜加工 人参        桜木拠点 2 人 

        

 

◇WAM助成事業（新規開設サポート事業）       

R3.4.8 新規開設 サポート 五色山食堂ﾌﾟﾚｵｰﾌﾟﾝ  宇土市   1 人 

R3.4.10  新規開設 サポート オリーブの木面談  水俣市  2 人 

R3.4.12  新規開設 サポート 太田さま   南区田迎 1 人 

R3.4.13 新規開設 サポート なごみ次世代応援隊 面談 桜木拠点 1 人 

R3.5.22  新規開設 サポート 五色山食堂ｵｰﾌﾟﾝ  宇土市  1 人 

R3.6.4   新規開設 サポート ｼﾙﾊﾞｰﾋﾟｱ東町   桜木拠点 3 人 

R3.6.28  新規開設 サポート 武蔵ヶ丘教会   北区武蔵ヶ丘 1 人 

R3.6.30  新規開設 サポート あさぎり町   あさぎり町 2 人 

R3.7.24  新規開設 サポート なごみ次世代応援隊ｵｰﾌﾟﾝ   和水町  1 人 

R3.7.24  新規開設 サポート なかよし寺子屋クラブオープン 合志市 1 人 

R3.10.4  新規開設 サポート あまりんぐオープン  天草市     1 人 

R3.12.2  新規開設 サポート おひさま食堂ｵｰﾌﾟﾝ     益城町     1 人 



R3.12.3  新規開設 サポート 桜木東陽だまり食堂  桜木拠点 2 人 

R3.12.21 新規開設 サポート 植木西山さま      荒尾市     2 人 

R4.1.12  新規開設 サポート 託麻南社協   桜木拠点 1 人 

R4.2.8   新規開設 サポート 玉名市議   桜木拠点 2 人 

R4.2.24  新規開設 サポート 託麻南社協   東区長嶺東 2 人 

R4.3.11  新規開設 サポート みやじま幼稚園  植木町   2 人 

R4.3.20  新規開設 サポート 百合本さま   桜木拠点 2 人 

          

◇フード・ドライブ  

 R3.6.20   熊本トヨタ自動車株式会社様①        桜木拠点 111 ㎏ 

R3.7.28   熊本トヨタ自動車株式会社様②        桜木拠点  38 ㎏ 

R3.9.30   熊本トヨタ自動車株式会社様③        桜木拠点  450 ㎏ 

R3.12.16   熊本トヨタ自動車株式会社様④        桜木拠点 218 ㎏ 

R4.2.1    熊本トヨタ自動車株式会社様⑤        桜木拠点 62.5 ㎏ 

                            （合計 879.5 ㎏ ） 

R3.7.27   株式会社早稲田スクール様①         桜木拠点   13 ㎏ 

R3.8.2    株式会社早稲田スクール様②         桜木拠点  47 ㎏ 

R3.8.4    株式会社早稲田スクール様③         桜木拠点  62 ㎏ 

R3.8.6    株式会社早稲田スクール様④         桜木拠点  10 ㎏ 

R3.8.11   株式会社早稲田スクール様⑤         桜木拠点  49 ㎏ 

R3.8.16   株式会社早稲田スクール様⑥         桜木拠点  54 ㎏ 

R3.8.27   株式会社早稲田スクール様⑦         桜木拠点  15 ㎏  

R3.9.3    株式会社早稲田スクール様⑧         桜木拠点  333 ㎏ 

R4.2.2    株式会社早稲田スクール様⑨         桜木拠点  970 ㎏ 

                            （合計 1,553 ㎏ ） 

 R3.11.10  まるみつ浜線店様①              桜木拠点   9 ㎏ 

R3.12.2   まるみつ浜線店様②              桜木拠点   5.5 ㎏ 

R4.1.11   まるみつ浜線店様③              桜木拠点   9.5 ㎏ 

R4.2.4   まるみつ浜線店様④              桜木拠点   11.1 ㎏ 

R4.3.14   まるみつ浜線店様⑤              桜木拠点   9 ㎏ 

                            （合計 44.1 ㎏ ） 

 

R3.8 月   ファミリーマート様 24 店舗（8 月スタート）   桜木拠点 101 ㎏ 

R3.9 月   ファミリーマート様 28 店舗  9 月       桜木拠点  27.7 ㎏ 



R3.10 月   ファミリーマート様 28 店舗 10 月       桜木拠点 104.2 ㎏ 

R3.11 月   ファミリーマート様 28 店舗 11 月       桜木拠点  33.3 ㎏ 

R3.12 月   ファミリーマート様 28 店舗 12 月       桜木拠点  72.2 ㎏ 

R4.1 月   ファミリーマート様 28 店舗  1 月       桜木拠点  30.6 ㎏ 

R4.2 月   ファミリーマート様 28 店舗  2 月       桜木拠点  60.5 ㎏ 

                       （合計 延べ 129 店舗 429.5 ㎏ ） 

 


