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■はじめに 

忙しい親を持ち、多くの時間を孤独に過ごすことも珍しくない子どもたちが多く存在す

る現代において、そんな子どもたちが安心して過ごせる居場所となれるよう、また“孤

食”の機会が多い子どもたちのコミュニケーションの場となれるよう放課後 kids の活動は

始まりました。 

私たちは、未来を創る子どもたちの居場所作りや貧困問題に取り組みながら、子どもた

ちの「居場所作り」、「食の支援」、「学習機会の提供」を進め、子どもたちが少しでも安心

して過ごせる場所を提供し、そして子どもたちの育成に役立ちたいと考えております。 

 

【江坂フリースペースの様子】 

 

 

【牧野子ども食堂の様子】  
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■活動実績 

子ども食堂 

放課後 kidsの理念である「居場所作り」「食の支援」「学習支援」のため、枚方市立牧野生

涯学習市民センター・牧野北分館にて、月 1回子ども食堂を開催しています。栄養面、そし

てアレルギーを持った子どもにも配慮したメニューの提供を行い、食事提供以外にも宿題・

学習支援、話し相手・遊び相手として年代を超えた交流を行うなど、“孤食”の機会が多い

子どもたちの今感じている事や些細な出来事などを安心して話せるコミュニケーションの

場を提供し、子どもの健全な育成に貢献していきます。 

子ども食堂の取り組みが活発な枚方市にて、より地域コミュニティに根差した子どもたち

への支援活動の拡大を、今後も続けて参ります。 

なお、新型コロナウイルスの影響により 2020 年 3 月以降開催中止としていましたが、6

月はお弁当配布の実施を行うなど、段階的に再開を進めています。 
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フリースペース 

吹田市のエレガントビジネス江坂（3F302号室）にて、月 1回フリースペースを開催して

います。参加者されたお子様や保護者の方には、飲み物やおやつを無料提供しております。 

おもちゃや読書、学習など自由に過ごしてもらうスペースとして、子どもたちに楽しんで

もらうことは勿論、親子のふれあいの場として、また子ども同士・保護者同士が安心して交

流できる場として、参加者全員がほっとできるような温かな空間の提供を目指しています。 
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しゅくだい広場 

放課後 kids の理念の一つである「学習支援」により特化した取り組みとして、子ども食

堂開催場所である牧野北分館にて、夏休み期間である 8月に「しゅくだい広場」を 3回実施

しました。子どもたちは漢字や計算ドリルなど持参し、自主的に学習に取り組んでいました。 

午後、宿題が早く終わった子どもの中には工作やお絵かきに時間を費やす子どもも。 

今後は子ども食堂と同様、地域に住むボランティアの方にも参加してもらい、様々な世代

を超えたコミュニケーションの場を提供していきたいと考えております。 
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2019 年 5 月から 2020 年 4 月までの期間において、以下の日程で放課後 kids の活動を開

催致しましたのでご報告致します。 

 
活動日 活動内容 場所 

2019 年 05 月 11 日(土) フリースペース 吹田市(江坂) 

2019 年 06 月 08 日(土) フリースペース 吹田市(江坂) 

2019 年 06 月 20 日(木) 子ども食堂 枚方市(牧野) 

2019 年 07 月 13 日(土) フリースペース 吹田市(江坂) 

2019 年 07 月 18 日(木) 子ども食堂 枚方市(牧野) 

2019 年 08 月 02 日(金) しゅくだい広場 枚方市(牧野) 

2019 年 08 月 09 日(金) しゅくだい広場 枚方市(牧野) 

2019 年 08 月 10 日(土) フリースペース 吹田市(江坂) 

2019 年 08 月 23 日(金) しゅくだい広場 枚方市(牧野) 

2019 年 08 月 29 日(木) 子ども食堂 枚方市(牧野) 

2019 年 09 月 14 日(土) フリースペース 吹田市(江坂) 

2019 年 09 月 19 日(木) 子ども食堂 枚方市(牧野) 

2019 年 10 月 17 日(木) 子ども食堂 枚方市(牧野) 

2019 年 11 月 09 日(土) フリースペース 吹田市(江坂) 

2019 年 11 月 21 日(木) 子ども食堂 枚方市(牧野) 

2019 年 12 月 14 日(土) フリースペース 吹田市(江坂) 

2019 年 12 月 19 日(木) 子ども食堂 枚方市(牧野) 

2020 年 01 月 11 日(土) フリースペース 吹田市(江坂) 

2020 年 01 月 16 日(木) 子ども食堂 枚方市(牧野) 

2020 年 02 月 20 日(木) 子ども食堂 枚方市(牧野) 

2020 年 02 月 25 日(火) フリースペース 吹田市(江坂) 

※2020年 3～4月は新型コロナウイルスの影響で中止。 
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■ご寄付ついて 

放課後 kids が活動できているのはご寄付・ご助成いただいている方々のおかげです。

2019 年度の寄付金総額は¥968,625 となっております。 

一部となりますが、ご支援いただいている皆様をご紹介します。(順不同) 

 

千里メイプルロータリークラブ様 

ひらかた子ども食堂ファンクラブ様 

他大阪市内の法人 数社 

 

また、お名前は伏せさせていただきますが複数名の個人の方からも寄付を頂戴いたしまし

た。 

 

頂戴した寄付金からは子ども食堂の材料やお菓子、備品などを購入させて頂いておりま

す。 

 

    

4 月には新型コロナウイルス対策として、マスクやアルコールといった消毒用品も一通り

揃えさせて頂きました。 
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■ボランティアについて 

子ども食堂では、地域にお住まいの社会人や大学生、主婦の皆様にボランティアとして

ご協力を頂いており、様々な世代での交流も深まっています。 

2019年度のボランティア参加者数は 86名となり、多いときは 1 回の開催につき 10 名を

超えるボランティアの方々にお手伝いただくこともあります。 

 

参加のきっかけは、「知り合いが参加していた。」「市のボランティア募集を見た」「大学

時代からボランティアをしていて社会人になっても何かお手伝いしたかった。」など理由は

様々です。中には当日開催しているのを見て、飛び込みで参加された主婦の方もいます。 

 

参加者からは「子どもたちの顔を見ると元気が出ます！」「少しでも自分が役に立てるこ

とが嬉しい。」といったお声を頂くこともあり、スタッフも嬉しい限りです。 

これからもボランティアの皆様のお力を借りながら、放課後 kids の子ども食堂を盛り上げ

ていきたいと思います。 
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■保険について 

放課後 kids では参加者の事故やケガのリスクに備え、賠償責任保険、傷害保険に加入

をしております。また毎年保険内容の見直しを行い、起こりうるリスクに備えています。

毎回の開催時の安全管理はもちろんのこと、保険なども活用しながら運営基盤の強化を図

って参ります。 

 

■今後の活動について 

 放課後 kids の理念である「居場所作り」「食の支援」「学習支援」のため、吹田市江坂で

のフリースペース、枚方市牧野での子ども食堂の開催を続けて参ります。 

 

また、しゅくだい広場といった食事提供以外にも宿題・学習支援、話し相手・遊び相手と

して年代を超えた交流を行うなど、“孤食”の機会が多い子どもたちの今感じている事や些

細な出来事などを安心して話せるコミュニケーションの場を提供し、子どもの健全な育成に

貢献していきます。 

新型ウイルスの影響で開催が危ぶまれることもありますが、行政と協力し、安全管理に努め

ながら子どもたちへの支援活動の拡大を目指します。 

  

 さらに本年度は、放課後 kids の「学習支援」に特化した取り組みとして、吹田市の大学

に通う大学生、外国人留学生への支援活動を予定しています。 

 

現在、学生らの中には、新型コロナウイルスの影響で経済的に困難を強いられており、「ア

ルバイトでの収入が減少した」「想定外の費用負担により経済的に困難な状態になっている」

「帰国したくても帰国できない」など、様々な悩みを抱える学生らを救うためにも今後、放

課後 kidsはクラウドファンディングを使って支援金を募っていく予定です。 
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謝辞 

放課後 kids の活動を行う上で、ご賛同いただいております皆様に重ね重ね感謝申し上げ

ます。今後とも何卒よろしくお願い致します。 

 

 

寄付金ご協力のお願い 

 

平素より、皆様の温かいご支援に心から感謝申し上げます。 

 

皆様の善意により頂いた寄付金は、子どもたちのために最大限有効に活用させていただ

きます。 

是非、お知り合いなどに放課後 kids のことをご案内いただき、更なる発展へのお力添え

をいただければ幸いです。 

 

皆様方にご支援・ご協力を賜りたく、何卒、放課後 kids の趣旨にご理解をいただき、寄

付金募集にご尽力・ご協力を賜りますよう伏してお願い申し上げます。 

 

金融機関でのお振込をされる場合は下記口座をご利用ください。 

なお、領収書が必要な場合はお電話、もしくはホームページのお問い合わせよりご連絡

くださいませ。 

 

 

 
■寄付金受付口座 

りそな銀行 都島支店 普通 

0264787 シャ)ホウカゴキッズ 


