
 

 

 

3 月 29 日の卓話  3 月 19 の出席率  4 月 16 日の卓話  

 会員在籍者数 38 名 

 会員出席者数 28 名 

 会員欠席者数 10 名 

 本日の出席率 73.68％ 

  

イニシエーションスピーチ 

 

当クラブ会員 岩本好史様 

当クラブ会員 栗山義広様 

上野精養軒 移動例会 

 

「ﾛｰﾀﾘｰの歴史と基本その 1」 

 当クラブ特別代表 斉藤実様 

2021 年 3 月 29 日［第 58 回］ 

≪2020-2021 年度オンライン例会 第 57 回例会報≫ 

2021 年 3 月 19 日（金）例会 12：30～13：30 

司会：大西聡会員 
■点鐘：飯塚憲貴会長 

「東京では桜の開花宣言が出されました。29 日の花見例会

まで持つかわからないですが楽しみにしたいと思います。」 

(飯塚憲貴会長)        (司会：大西聡会員) 

 

■ロータリーソング斉唱 

■「四つのテスト」唱和 

■「ロータリーの目的」 

 東京臨海西 RC Ver.唱和：西野充英副会長 

(西野充英副会長) 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：飯塚憲貴会長 

●東京臨海西ロータリークラブ 特別代表 

東京臨海ロータリークラブ   斉藤 実様 

●東京臨海西ロータリークラブ 発起人代表 

 東京臨海ロータリークラブ   鈴木孝行様 

●ＮＰＯ法人らいおんはーと理事長 及川信之様 

(特別代表 斉藤実様)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NPO 法人らいおんはーと 及川信之様) 



 
 

 

■ビジター紹介： 

本日はいらっしゃいませんでした。 

■懇親タイム 

3〜4名ずつに別れてのグループディスカッション 

※約 10 分間ブレイクアウトルームにて行いました 

(大星太郎幹事・懇親タイムの様子) 

 

■会長報告・スピーチ：飯塚憲貴会長 

●3月 8日（月）東分区ＩＭの報告・記念品 

 

●東京 RC 創立 100 周年記念例会兼祝賀会ダイジェ

スト映像掲載の件（後日事務局よりメールしま

す） 

●東京ベイ RC より創立 30 周年記念週報が届きま

した（後日事務局よりメールします） 

●一般財団法人比国育英会バギオ基金より感謝状

頂きました（飯塚会長） 

(左から飯塚憲貴会長、大星太郎幹事) 

 

 

 

■幹事報告：大星太郎幹事  

●3月度定例理事役員会議事録をメール配信してい

ます（3/15） 

●ガバナー月信 3月号・ロータリーの友 3月号・

バギオだよりを郵送（3/11）しました 

●次回 3/29（月）の例会は、12:30 から上野精養

軒での移動例会です。理事役員会 11 時。 

●3/5 例会時のカウンセラー委員会の議事録を大星

まで提出ください  

●4/8地区大会 WEB配信のご案内 

→後日事務局よりメール 

●5/14（金）2019-2020 年度地区納めの会ご案内

（栗山会員・西野会員・飯塚会員・継岩会員） 

3/17事務局よりメール済 

●4/22（木）臨海西親睦ゴルフ 

4/28（水）臨海 3RC合同ゴルフのご案内 

（3/18 メール済） 

●休会のお知らせ 

 臨海 RC…5 月 1 週目まで休会 

 臨海東 RC・江戸川 RC・江戸川中央 RC…緊急事態

宣言中は休会 

●3月15日らいおんはーとさん訪問の報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大星太郎幹事） 

 

■委員会報告 

●栗山直前会長 

「3月 11 日(木)地区研修セミナー報告」 

●青少年奉仕委員会 岸委員長より 

 「4月 10 日(土)第 2 回学友の集いのご案内」 

●職業奉仕委員会  平井委員長より 

 「4月 14 日(水)自事業活性化委員会のご案内」 

(左から岸哲也委員長、平井修二委員長) 

 



 
 

 

■出席状況報告：清水孝弘会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 

 

■ニコニコ BOX報告：岡田竜司会員 

(ご意向)らいおんはーとの及川さん今日はよろし

くお願いします。油井さんお世話になり

ます。ありがとうございます：斉藤実様

(東京臨海 RC・当クラブ特別代表) 

(ご意向)及川さん本日の卓話よろしくお願いいた

します：飯塚会長 

(ご意向)及川様本日の卓話よろしくお願いしま

す：西野副会長 

(ご意向)及川理事長、先日のらいおんはーとの見学と

ても有意義でした。ありがとうございます： 

大星幹事 

(ご意向)及川様卓話楽しみにしています。本日も

よろしくお願い致します：栗山会員 

(ご意向)及川さん卓話楽しみにしております： 

    岡田会員 

 

佐々木会員、飯塚正裕会員、伊藤会員、大西会員 

島崎会員、清水会員、間野会員、二瓶会員 

継岩会員、武井会員、金森会員、三橋会員 

北林会員、岩崎会員 

 

【20 件 69,000円  累計 2,125,390円】 

 

 

 

■本日の卓話 

ＮＰＯ法人らいおんはーと 

理事長 及川信之様 

「らいおんはーとの現状」 

 

●卓話者紹介：大星太郎幹事 

卓話者のご紹介をさせてい

ただきます。本日の卓話は、

NPO 法人らいおんはーと理事

長、及川信之様です。本来で

あれば、今日は移動例会の予

定でした。臨海西のメンバー

全員でらいおんはーとさん

を訪問しまして、そちらで移

動例会をする予定だったん

ですが、コロナのため、かな

いませんでしたので、今日は

理事長の及川様にお越しい

ただきまして、卓話を賜るこ

とになりました。ご存じの通

り、らいおんはーとさんは子ども食堂をされております。そ

れだけではなく、勉強を教えたりだとか、食材をお困りの方

に配ったりだとか、といった幅広い活動をしておりますので、

卓話でいろいろ確認していければなと思います。それでは及

川さん、よろしくお願いします。 

 

●挨拶 

 東京臨海西ロータリークラブの皆さま、いつもお世話にな

っております。NPO法人らいおんはーとの及川信之と申しま

す。今日は限られた時間の中ですが、貴重なお時間を頂戴い

たしまして誠にありがとうございます。日頃より東京臨海西

ロータリークラブさん、皆さまには、らいおんはーとの子ど

もたちへ多大なるご支援とご協力をいただきまして、本当に

ありがとうございます。 

 先日も、先ほど大星さんからお話ありましたけども、5名

の方が私どものほうに見学に来てくださいまして、ちょっと

様子の方を見ていただきました。ちょうど学習支援をやって

る最中だったんですけども、なかなか時間もなく場所もなく、

お構いもできずに申し訳なかったんですが、実際に子どもた

ちに触れていただけると様子がわかるかなというところで、、

皆さま方も365日毎日子ども食堂やっておりますので、お時

間がありましたら、お立ち寄りいただけたらと思っておりま

す。 

 



 
 

 

●らいおんはーとの現状 

 今日、らいおんはーとの現状ということでお話をさせてい

ただきます。一つ目は、どんな子どもが来ているのかという

こと、あとは困っている子、そうでない子の割合、寄付され

た図書カードの使い道ということをお題を頂戴いたしまし

た。 

 まずは昨年2020年、子ども食堂ぬくもりスペース

『NUKUNUKU』にどれくらいの子どもが来ているのかというこ

とをお知らせしたいと思います。累計ですが1年間で2,568名。

この人数が子ども食堂にご飯を食べに来たり勉強しに来た

り、また遊びに来たりしております。子どもは2,500人です

けども、実は大人も多くて1,888名という。 

 コロナ禍でこんなにたくさん来ているのかと言われるか

もしれませんが、微妙にタイムラグがありまして、密になら

ないようにそこは調整しております。また本年度ですが、1

月は1カ月で子どもは198人、2月が211名と。だいたい1カ月

で200人くらい平均すると来る計算になっております。ただ3

月に入りまして、春休みが近いとか暖かくなったりとか、春

になると気持ちもテンションも上がってくるので、子どもも

大人も今のところすごく多く来ております。今月250名ぐら

いの来訪者が、子どもが来るのかなというふうに思っており

ます。 

 

●子ども食堂の活動 

 現在、子ども食堂でやってることと言いますと、日々の食

事の支援、プラスご家族、子どもだけではなくて家族も支援

しようということで、フードパントリーというのも行ってお

ります。 

 これは食材の無料配布ということで、コロナ禍以前はこの

パントリーを利用しているご家庭は11家庭だったんですが、

コロナ禍に入ってから、やはり皆さんの生活も大変になった

ということで、現在、昨日1名家庭増えまして、32家庭のご家

族の方に食料品をお渡ししております。 

 増えた9割が母子家庭ということで、やはりシングルの方

のお母さま方の仕事、パートが切られたりとか、時間短縮に

なってしまったりとか、経済的に大変な家庭がすごく増えて

いるなというのを実際、実感をしております。 

 これをなんとか支援していって、ここから今のワクチンが

今年いっぱい8月以降もまだ続くんじゃないかなと、コロナ

が落ち着くまで、落ち着いてもすぐに経済が戻るとは限りま

せん。特に、母子家庭のお母さん方が、生活が戻るにはまだ

まだ時間がかかるのかな。戻るまで、やはり私どもの方で応

援していくことが、最終的にはそこの子どものためになって

いきますので、そこはより一層フードパントリーっていうと

ころに力を入れてまいりたいと思います。 

 あとは、フリースクールということで、勉強と活動、それ

を子ども食堂の中で、実は月水金ということで夕方の5時か

ら6時半まで先生が来て、NUKUNUKU塾という無料の学習塾を

やっております。そこで子どもたちが勉強していると。 

 

●教育格差 

 経済的な格差による教育格差と言われていますけども、こ

れ実際にコロナ禍で顕著に現れました。コロナで学校が休み

の間、塾に行っている子はどんどんどんどん勉強が進んでお

りました。逆に塾に行けない、家で勉強する、家で勉強する

と言ってもご家庭に親がいない子、誰も言わなかったら子ど

もはゲーム、YouTube三昧の日々を過ごしていて。学校が始

まったら、実はもうすごく教育、勉強、学習に格差がついて

いたのが実情であります。 

 そういうのを無くそうと、お金がなくて塾に行けない、塾

代なんていうのはすごく高いもので、自分も子どもの親なの

で、そういうことは経験しておりますけども、本当にびっく

りするぐらい塾代は高い。子どもにかけるお金というのは親

も一生懸命出したりしますけども、それでも日々の生活が苦

しくなってしまって、これ以上出せないよ、という家庭がす

ごく多くなっております。そういう子のためにも学習の格差

をなくそうということで、無料の学習支援を現在行っており

ます。 

 こういう活動もできたのも、これも、また皆さん協力して

くださっている東京臨海西ロータリークラブの皆さま方、多

くの方々に支援をいただいて、私どもも運営しております。

昨年1年間で、私どものところに、NPO法人らいおんはーと、

一気に会員さんが増えてくれました。これ、どうやって運営

しているかっていうのはよく、いろいろなところで聞かれる

んですが、NPO法人なんで会員、会費収入と、あとは助成金と

ご寄付で賄っております。 

 

●東京臨海西ロータリークラブからの協力 

 その中で昨年は、臨海西ロータリークラブの皆さま方、3

名、3社の方がご協力していただいております。入会されて

いただいています。ありがとうございます。後ほどぜひ、ら

いおんはーとの活動に協力したいという方がいらっしゃい

ましたら、またぜひ、この機会に、3月、年度替わりというこ

とでちょうどいいタイミングでございますので、ぜひ、ご協

力よろしくお願いいたします。 

 

●子ども食堂の子どもはどんな子？ 

 どんな子どもが来ているのかという部分で、うちに来てい

る子、不登校の子、フリースクールで不登校の子が来ていま

すけども、あとは母子家庭、父子家庭、両親のいない子が8

割。両親がいるけども、ネグレクト、全然構われてないよと

いう子が2割という形になっております。 

 特にいま増えているのは不登校の子。中学生が今回3名い

るんですが、なんと本日、卒業式ということで1人だけです

が、みんなと一緒に卒業証書を受け取れる子がおります。あ

とは、別室で卒業式という感じですけども、他の2人も絶対

学校行かないよ、制服なんかもう着たくないよと言っていた

のですが、この1年間の関りでなんとか卒業式、卒業証書を

学校でもらえるというふうになっております。今頃、別室の

子が卒業証書をもらっているかなと思いますけども、今日私

が帰ったら、どっちが早いかわからないですけども、



 
 

 

NUKUNUKUで待ってていいよって。きっと卒業証書を片手に誇

らしげにいるんじゃないかなって期待しております。 

 そういう子どもたちが来ているということで、その中でも

困っている子、そうじゃない子の割合ということで、よく言

われるんですね。子ども食堂、実際見ても絶対わかんないで

すよね。ほんとに困っている、この子はちょっと問題抱えて

いるようには見えないよというのは言われることなんです

けども。 

 この中でコロナ禍以前は、困っている子の割合が7割、そ

うでない子が3割だったんですね。最初の段階では誰でもい

いよどうぞ、どんな子でもいいからおいでという投げかけを

しております。そのうちに少しずつ子どもたち、そうでない

子と言われる、いわゆる経済的に大変でもない、勉強も学校

にもちゃんと行っている子っていうのは、いろんな居場所が

あるんです、実は。いろんなところに行けたりする。塾であ

ったり、習い事であったり、場所がたくさんあると。 

 結局はそういう子どもたちは、そういうところにいって、

そうじゃない子、居場所のあんまりない子というのが、どん

どん残っていってコロナの前は、7対3の割合で来ております。 

 

●コロナ禍の子ども食堂 

 その後コロナ禍に入って実は人数を制限していたんです、

密にならないように。家庭で親御さんが日中いない子ども、

学童に登録していない子。事情があって、食事の準備がされ

てない子を、おいでということで投げかけたところ、12名く

らい、希望はありました。現在、登録の小学生、中学生、高

校生、らいおんはーとでは約100名のお子さんが登録をして

おります。その中の1割くらいの子どもがちょっと大変だと

いうことで、ずっとその子たちが去年の3月から今まで中心

に来ておりますので。大変な割合、困っている子の割合、こ

こで変わってきて10対0になりました。困ってない子はいな

いというような、そういう状況なんですね。 

 1人、2人ですか、両親がいる子というのでありますが、そ

の子たちは完全にネグレクトで。最初はお母さん方と、一応

子どもだけではなくて、お母さんお父さんも来てくださいよ

と、投げかけるんですね。そうすると、子どももそうなんで

すが、長く付き合っているといろんなことに心を開いて話し

始めます。お子さんが3人いて夫婦そろっていて、はたから

見たらすごく幸せそうな家庭なんですね。お母さんちょっと

きれいで、お父さんちょっとイケメンで子どもたちも活発で。

すごいなと思ったんですが、実はふたを開けてみると、お母

さんが来て子どもたちがいないときに昼間来るんですね。そ

のときに実は私は子どもを愛せないと。愛されて育ってない

ので、どうしていいかわからない。だから、いまだに抱っこ

もしたことないっていう、そのぐらい言うんですね。やっぱ

り聞いてみないとわからないということがあってね。 

 そのお母さんも少しずつですが、一緒にこの活動、ボラン

ティアに来てもらって、子どもと触れ合っている中で徐々に

変わってくるんですね。最近はすごく子どもとうちに来ても

笑顔が出て。こないだ、やっと子どもをどういうふうに愛し

ていいかというのが、わかった気がするってちょっと言った

んですね。それはやっぱり、いろんな子どもと接している中

で、いろんな子どもを見ている中で、自分もわが子だけじゃ

なくて、たくさんの子どもの中のお世話する支援するという

かね、そういうボランティアという形で関わっていく中で子

どもの育て方というか、愛し方がちょっとわかった気がする、

そういうふうに言ってくださいました。 

 その前はすごく体も弱くて働けなかったんですが、今は元

気にアルバイトというかパートもするようになって、そうい

うところでリフレッシュもできているのかなと思っており

ます。 

 

●大変な子 

 もちろん、もっともっと大変な子も実は最近になって児童

相談所とかいろんなところから、役所もそうですが児童助成

課のほうからもこういう子がいるんですけども、見てくれま

せんかというお話が来て、実際に子どもも来ております。 

 どんな子かというのは、あまりにも強烈すぎてということ

で、あれなんですけれども、小学校6年生なんですが、お母さ

んに虐待をされて児童相談所に保護されて、児童相談所の中

で、他の子どもたちにいじめにあって、2階の窓から飛び降

りて逃げて、お父さんのところに行ったんですが、お父さん

も実はネグレクトで。この春から中学校に行くんですが、中

学校の制服も買ってもらえないと。そういうような子も実際

にいるんですね。食事はどうしているんだというと、冷蔵庫

にあるものを食べていると。だったらうちに食べにおいでよ

ということで、小学校6年生ですけども、164cmあって女の子

ですが、髪の毛が金髪にもう染めております。 

 パッと見、どこからどうみても小学生には見えないので、

周りの子からもやはり変な目で見られていじめられている

ということもあるんですけども、そういうところから少しず

つ直して、ある程度、見た目というものも大事なので、ちょ

っとずつ戻しながら学校に、中学校この春から本人は行かな

い宣言しているんですけどね。なんとか勉強とか、他の子と

コミュニケーションとか、ここで学んで行かせたいというふ

うに思っております。 

 

●図書カードの使い道 

 大事なところでございます。寄付していただきました図書

カード、これなんと16万5,000円分。たくさんの皆さんのご

厚意でご寄付を先日頂きまして、ありがとうございました。

この図書カードですが冒頭に言いました教育の格差、学習の

格差がすごくあると。そういう子どもが集まっているらいお

んはーとで、4月から小学生、中学生向けに、今より一歩進ん

だ、さらに学習塾、普通の学習塾に近い形で、しっかり教え

ようというところで。先生方も、高校の先生と近所の住む子

どものお母さんですが教員免許を持っている方、あとは大学

の先生、交えて資料もそろえて学習教材もそろえて、しっか

りやっていこうということで。 

 学校の教科書って毎年変わるんですね。それ全部そろえる、

小学校1年生から中学校3年生までそろえるっていうと、結構

びっくりするぐらいの金額がかかります。そちらの方と、あ

とは問題集や参考書、そういうものを購入するのに、これ使

わせていただきたいというふうに思っております。教材が本

当に実は教科書も買えないというぐらいの家庭の子もここ

にきているんですね。そういう子もいますんで、なんとかそ



 
 

 

ういうところには教科書を、私どもの方の学習支援の

NUKUNUKU塾の方の学習教材をしっかりそろえるというふう

に、この図書カードの方を使っていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●結び 

 とりとめない話になってしまいましたが、あっという間の

お時間でございます。まだまだ話したいことたくさんありま

すけども、本当に365日、おそらく日本でうちだけだと思い

ます。いろんな活動、子どもの成長支援、ご家庭の支援、全

てやっている子ども食堂のデパートというぐらいの形で、も

っともっとやりたいこと、やらなければならないこと、たく

さんありますので。そのためには、皆さま方のご協力ご支援

が本当に必要となってきますので、どうぞよろしくお願いい

たします。今日は本当にありがとうございました。 

 

●質疑応答：大星太郎幹事 

 及川理事長、どうもありがとうございました。私も、この

前月曜日、夕方お邪魔しまして、学習支援をしているところ

を見学に行ってきました。驚くぐらい、みんな自習をしてい

るのかなと思ったんですけど、塾の講師の経験がある方が教

えてまして、かなり質も高いです。そしてなにより、子ども

たちが楽しそうに学んでいる姿が見れたんで、ほんとにこれ

は、もっともっとわれわれの寄付で、先ほどおっしゃられた

通り、参考書だったり教科書だったり購入していただいて、

お役に立てればなと思いました。 

 いい機会ですので、何かご質問等があれば、及川理事長に

答えていただきますが、この前の月曜日に私と一緒に見学に

行ってくれた会員に感想を、せっかくなので聞いてみたいと

思います。まず北林さん。 

 

●感想：北林貴臣会員 

 さっき大星幹事が言っていたように、みんな明るく勉強し

ていて、もともといろいろ行く機会はあったんですけど、ち

ょっと後ろ向きっていうか、その前向きなあれじゃなく、あ

んまり行きたくないと思っていましたが、今回初めて行かせ

てもらって。いろいろ見たときに、子どもたちがすごく楽し

そうに、元気に明るくやっているという姿を見て、多分感じ

ることがめちゃくちゃあって、ここで全部話はできないんで

すけど、そういう姿を見てすごい感動したというのと。 

 さっきおっしゃっていたフードパントリーの話も、コロナ

前から比べても3倍以上に支援しないといけないというのが

増えているとか。そういうのを聞いて、まだまだやらないと

いけないこと、やれることっていうのがあるんだろうなって

いうのを感じたました。以上です。 

 

●感想：岩崎裕馬会員 

 及川理事長どうもありがとうございました。貴重なお話し

聞けて、すごく勉強できました。 

 先日、訪問させていただいて、率直に感じたことですが、

まず子どもたちの笑顔が特に印象的で。勉強に一生懸命取り

組んで、みんなで楽しく食事をされている姿を見て、すごく

僕も心が和んで、すごくいいものを見させていただいたなと

感じております。ほんとに子どもたちが、イキイキと生活さ

れていたので、ほんといい空間、場所があるんだなと思って。

今後こういったものに、僕の方からも発信して行って、もっ

とらいおんはーとさんへの寄付だったり、何かできることが

あればやっていきたいなと感じました。 

 

●感想：三橋晶会員 

 まずは及川理事長、卓話の方ありがとうございました。僕

も初めて、らいおんはーとさん見学させていただいて。正直

最初はどんなお子さんたちが来ていらっしゃるのかなって

いう、ちょっと身構えている自分がいたんですけど。ほんと

そんなこと全然なく、皆さんとにかく元気に明るいお子さん

たちで、楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがと

うございます。 

 ただやっぱり、先ほど及川理事長の方からもお話があった

と思うんですが、ほとんどのお子さんが母子家庭であったり、

父子家庭のお子さん、それと、やはり仕事したくても体の方

がいうこと聞かなくて、ご病気をされてて、ちゃんとした収

入が得られてないというご家庭のお子さんだったりだとか。

そういったお子さんたちがいらっしゃるというお話を聞い

て、何かこのクラブでも、もう少し何か力になれることがあ

ったらなということを改めて感じました。ありがとうござい

ました。以上です。 

 

●感想：継岩憲二会員 

 及川理事長、先日はお世話になりました。また今日の卓話



 
 

 

もありがとうございました。実は、らいおんはーとさんから、

うちはもうほんと歩いて数分の距離でして、前から興味があ

りまして行かせていただきまして、本当に勉強になりました。

うちの町会でも子ども会さんとかが使わせていただいてる

みたいで、本当に助かっております。ありがとうございます。 

 子どもたちの笑顔がすごく素敵で、そして率先して黒板を

きれいにしたり、今日の献立を書いていたりとか。大人に言

われてやっているのではなく、率先してやっているっていう

ことがすごくいいなと思いました。今後も具体的にどんなも

のを支援していったらいいのかを、言っていただけたらと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

●まとめ：大星太郎幹事 

 どうもありがとうございました。最後に私からですけど、

クリスマス会とこの前の月曜日と2回らいおんはーとさんを

見学させていただきました。2回とも確かに子どもたちみん

な楽しそうで、しかも身なりもすごくきれいなんです。携帯

はもう、スマホの最新機種を持っていて。この人たちほんと

に困っているのかなみたいなのがが正直な印象でした。 

 ただ、及川理事長にいろいろ聞いてみますと、やはりそう

いった身なりの部分というのは親の意地もあって、なかなか

表に出ることがないようなんですね。われわれの、ちょっと

見学行ったくらいじゃわからないようなところというのが、

長く付き合ってくると見えてくると思います。なので、われ

われ臨海西としても長期間にわたっていろいろ支援できれ

ばなと私自身、考えました。いろいろ今後も、みんなで話合

っていければなと思っております。以上です。ありがとうご

ざいました。 

(左から大西聡会員、大星太郎幹事、 
NPO 法人らいおんはーと理事長 及川信之様、飯塚憲貴会長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 

 「それでは、皆さんお疲れ様でした。及川理事長、卓話、

ありがとうございます。私の知り合いが、最近よくらいおん

はーとさんにいろいろと支援いただくようになりました。例

えば、銀座の和食屋さんは山形のA5牛をらいおんはーとさん

に、山形牛A5ランクの肉5㎏を入れていただいて、子どもた

ちが食べたことのないようなお肉をおいしく食べてもらっ

て、まだ残っているそうです。 

 あとは、お蕎麦屋さんですね。名店100店に選ばれている

お蕎麦屋さんも、手打ちそばを持ってきてもらって子どもた

ちに食べてもらいました。あと今日、皆さんにお配りしてい

るお弁当屋さん。いつも新宿とか渋谷とかで、オフィス街で

お弁当を販売しているんですけど、そのお弁当やっぱり売れ

残っちゃうときもあるんですね。売れ残ったお弁当って廃棄

してしまっているんですけど、おととい、らいおんはーとさ

んに残ったお弁当を無料でフードパントリーに寄付してい

ただけるようになりました。 

 そうやっていろんな形で、やはり皆さんのお知り合いでも

多分いろんな関係で、いろんな形で、らいおんはーとさんに

いろんな貢献ができると思いますので、ぜひそういう形で、

固定観念捨てて、子ども食堂さんに支援いただければなと思

います。よろしくお願いいたします。」 


