
「赤い羽根共同募金 子どもと家族の緊急支援（コロナ禍特別助成）」助成決定一覧
No 団体名 市町名 活動名称 助成額（円） 活動内容

1 こども食堂ジョイアスキッチン 下関市 学習支援会 300,000
子ども食堂開催する中で学習支援、遊びを提供し、居場所づくりを実施
・長期休み中は、相談に応じ昼夜開催予定
・活動計画　　毎月４回　10～15人/回

2 kananowa 下関市 夜のお勉強会 300,000
文洋中学校区の子ども達を対象とした学習支援
・年度初めの文具配付
・活動計画　　土日を除く平日　　15人/回

3 垢田小学校地域応援団てらこや 下関市 児童と保護者への応援活動 300,000
支援を求めている家族を対象に小学校を拠点として弁当の配布
・時期に応じた取組（凧あげ・双六など）
・活動計画　　1～3月の間に11～20日　　30～50人/回

4 住吉の杜学習会 下関市 住吉の杜学習会 300,000
東亜大学の留学生でアルバイトの制限等生活に苦しむ学生を対象に食料品・日用
品の支援
・活動計画　　1～3月の間に6日　　人/回

5 NPO法人シンフォニーネット 下関市
新地町だんらん食堂に通ってくるご家庭へ夕食の弁当を
無料配布するための事業

300,000
地域の保護者やその子どもへの弁当配付
・1月　新年らしい弁当　　３月　今学期家族でがんばった弁当
・活動計画　　毎月1回　100人/回

★ 6 山の田を明るくする会 下関市
地域の子どもと家庭の支援（コロナ禍生活に困窮している
子育て世帯を応援）

300,000
地域の困窮世帯へ食料品の提供
・活動計画　　毎月2回　　15人/回

★ 7 夢花咲プロジェクトの会 下関市 子どもの生活と子育てを支援する事業 300,000
ひとり親家庭の親子に食料品等の配付
・1月　お餅、みかん配付　　3月　学習用品の配付
・活動計画　　毎月2回　　50人/回

8 長府こども食堂「城下町キッチン」 下関市
長府こども食堂に通ってくるこども達の為の学習支援とレ
クリエーション・配食事業

290,000
豊浦小学校区の子ども及び共働き世帯への食事提供
・節分やひな祭り、進級祝いの企画
・活動計画　　毎月1～2回　　45人/回

★ 9 高齢社会をよくする下関女性の会（ホーモイ） 下関市 「生野きらきら子ども食堂」 300,000
地域の子どもや保護者（生野小学校児童）への食事提供
・1月　正月用弁当　　2月　節分用弁当　　3月　節句用弁当
・活動計画　　毎月1回　　100人/回

★ 10 日和山カフェ 下関市 高齢者向け食堂（日和山カフェの子ども食堂） 170,000
地域の子どもへの学習支援　外国人技能実習生留学生及び高齢者の居場所作り
・活動計画　毎月2回　30人/回

11 山の田をきれいにする会 下関市 地域の大学生への食糧支援 300,000
コロナ過で生活に困窮を感じている地域の大学生を対象とした食糧支援
・活動計画　　毎月1回　100人/回

★ 12 小月子ども食堂 下関市 小月子ども食堂　おづキッチン 300,000
弁当配布及び居場所づくりを実施
・活動計画　　毎月1回　50人/回

★ 13 吉田放課後子ども教室（アメンボ） 下関市 地域は広く子供が少ないため子供の居場所づくりin吉田 300,000
吉田小学校の子ども達を対象とした学習支援
・活動計画　　土日祝を除く平日　　25人/回

★ 14 くまの応援隊 下関市 くまの応援隊ホームパーティ 300,000
熊野小学校区の子どもへの食事提供
・1月　模擬パーティ　　　2月　おやつ配布　　3月　カレーライスホームパーティ
・活動計画　　毎月2回　　50人/回

15 王司地区ふるさと協育ネット 下関市 こども達とのふれあい活動 300,000
地域の子どもたちを対象とした学習支援
・活動計画　　毎月2～3回　10人/回



16 山の田なかま食堂 下関市
山の田なかま食堂のこどもたちへの配食事業とレクリエー
ション

300,000
孤食家庭の子どもたちを対象とした子ども食堂実施
・１月　初詣　　2月花見
・活動計画　　毎月1回　30人/回

★ 17 ＣＡＦＥ　BARK 下関市 はらぺこ集まれ勝山こども食堂 100,000
孤食家庭及び子育て中のお母さんを対象とした子ども食堂を実施
・活動計画　　毎月1回　50人/回

助成額 計 4,760,000

1 山口市阿知須地区社会福祉協議会 山口市
阿知須子ども食堂（阿知須わいわい食堂と井関はつらつ
食堂）に通ってくるひとり親家庭等の子ども達のための食
事提供事業

300,000
阿知須小学校及び井関小学校に通っている子ども又は保護者への食事提供
・年初は貧困家庭に対し、食事のデリバリーを実施
・活動計画　　毎月1回　　150人/回

2 ベストフレンズ 山口市 こども食堂「ベストフレンズ」 300,000
地域の子どもたちへ弁当配付
・1月　かるたや双六の配付　　3月　新学期のための文具や雑巾配付
・活動計画　　毎月1回　　40～50人/回

★ 3 Fale 山口市 若者を対象とした食事や語らいのための居場所提供事業 150,000
家庭の事情で行き場のない子供たちへの食の提供及び居場所づくり
・1月おせち料理　3月は節句料理
・活動計画　　毎月2回　10人/回

4 山口せわやきネットワーク 山口市 学習会・居場所づくりに参加する子どもたちへの食事提供 300,000
就学援助受給家庭及びひとり親家庭など経済的に困難を抱えている家庭を対象と
した学習支援・居場所づくり
・活動計画　　毎週土曜日　80人/回

5 学校朝ごはん推進協議会 山口市 「学校朝ごはん」提供プロジェクト 300,000
朝食を取らずに登校する児童を対象に無償で朝ごはんを提供
・活動計画　　毎週水曜　25人/回

6 小郡みんな食堂実行委員会 山口市
山口市小郡地区の子育て世帯を対象とした食の支援「小
郡みんな食堂」の開催および子どもの多様な体験事業

300,000
休日や夕方に保護者が不在の子どもを対象とした食事提供及び多子世帯の子ども
への体験する機会の提供
・活動計画　　毎月1～3回　30～１００人/回

助成額 計 1,650,000

1 メイト食堂 宇部市
地域の子ども達及びお年寄りの為に「心安らぐ居場所」と
食事の提供事業

220,000
子どもたちや父兄を対象に食事配付
・1月　餅つき　　3月　お別れ会
・活動計画　　毎月2回　110人/回

2 おいこら気ママ館 宇部市 おいこらサロン 130,000
地域の子どもや保護者への食事提供
・活動計画　毎月3～4回　15人/回

助成額 計 350,000



1 勝間ふれあい食堂実行委員会 防府市 勝間小学校に通っている子どもたちのための配食事業 300,000
勝間小学に通う児童を対象とした配食
・活動計画　　毎月1回　200人/回

2 医療法人　博愛会 防府市
「青空食堂」地域の生活困窮世帯、ひとり親家庭への支
援、食事お弁当の無償提供

200,000
地域の生活困窮家庭や母子家庭、家庭環境に問題を抱える子どもたちを対象食事
の無償提供
・活動計画　　毎月４回　20人/回

3 中関ふれあい食堂実行委員会 防府市 中関小学校に通っている子どもたちのための配食事業 300,000
中関小学に通う児童を対象とした配食
・活動計画　　毎月1回　200人/回

★ 4 みんなで笑顔の会 防府市 こども食堂スマイルホーム 200,000
子どもから大人までを対象にした地域食堂で食事提供
・
・活動計画　　毎月1回　　60人/回

★ 5 さばっこの会 防府市 さばっこ　遊びの広場 300,000
地域の子どもたちへの弁当配付及びこども食堂実施
・1月どんど焼き
・活動計画　　毎月1回　　100人/回

★ 6 西浦フードバンクの会 防府市 西浦地区でのフードバンクを実施 300,000
父子・母子家庭を中心にフードバンクを実施
・活動計画　　毎月1回　31世帯/回

★ 7 土曜塾 防府市 土曜塾 10,000
地域の小中学生を対象とした学習支援
・活動計画　　毎週土曜日　　6人/回

★ 8 こっとん 防府市 親子ふれあい手芸体験 60,000
地域の子どもから大人までを対象とした居場所づくり
・活動計画　　毎月4回　10人/回

9 青年海外協力隊山口県OB会 防府市
山口県在住の外国人及び外国人子育て世帯を対象とした
アウトリーチによるフードパントリー事業

300,000
山口県在住の外国人及び外国人子育て世帯を対象としたフードパントリー
及び個別訪問による聞取り
・活動計画　　1～３月に１０回（下関・宇部・山口・防府）　２０人/回

助成額 計 1,970,000

★ 1 WAI-WAIオアシス実行委員会 下松市 WAI-WAIオアシスはたおか 300,000
子どもから大人までを対象にした地域食堂で食事提供
・活動計画　　　　　　　130人/回

助成額 計 300,000

1 おひさまカフェ 岩国市 子ども食堂　おひさまカフェ 160,000
岩国市玖珂町の子供や保護者への子ども食堂実施
・3月は通常の開催に加え春休み中に1回子ども食堂と学習支援を実施
・活動計画　　毎月1回　70人/回

助成額 計 160,000



1 ながとチャイルドサポート協議会 長門市 深川ルンルン食堂 300,000
困窮家族、孤食になりがちな子どもとその保護者を対象に、こども食堂を実施
・1月お菓子詰め合わせ、ぜんざい配付
・活動計画　　毎月1～2回

助成額 計 300,000

1 やないろ 柳井市 子ども食堂やものづくり体験の実践 300,000
地域の子どもへの子ども食堂及び物づくり体験
・活動計画　　毎月2回　30人/回

2 こそだてネットワーク柳井 柳井市 ワイワイあそんでみんなでごはん（子ども食堂） 300,000
子ども食堂開催する中で学習支援、遊びを提供し、居場所づくりを実施
・お正月、節分、お雛様グッズ作り
・活動計画　　毎月2回　30人/回

助成額 計 600,000

1 10日だョ！全員集合食堂 周南市 10日だョ！全員集合食堂 300,000
福川校区を中心に、子供から高齢者まで誰でも集える食堂の開催
・1月　餅やみかん配付　　3月　「わくわくひな祭りくじ引き」
・活動計画　　毎月1回　180人/回

2 久米地区社会福祉協議会 周南市
「みんなの久米ハウス」に参加する小学生中学生のため
の居場所づくり

200,000
周南市立久米小学校区内の小学生中学生を対象とした弁当配布
・2、3月　おひなさま教室、ちらしずしの配布・工作教室
・活動計画　　毎月1回　20人/回（配食は300食）

助成額 計 500,000

★ 1 宇佐木コミュニティ協議会　みんな食堂赤子山 平生町 出張子ども食堂あかごやま 160,000
平生町内の児童に対し、弁当及び焼き芋配付
・活動計画　　毎月3回　　20～55人/回

助成額 計 160,000

助成額 合計 42件 10,750,000


