
子ども食堂キタクマ
３周年ミーティング

2019年7月20日(土)



本日のスケジュール

ご挨拶
・

活動報告/会計報告
・

保護者アンケート報告/ディスカッション
・

ゲスト紹介/お話
「どんな人たち？！アジア図書館カフェの活動から見えた外国籍ファミリーのこと」

・
質疑/歓談





2016年4月29日 キタクマプレイベント
5月20日 子ども食堂キタクマVol.1
7月23日 こども食堂の作り方講座（こども食堂ネットワーク）
8月19日 夏休みスペシャル 流しそうめん・レク
9月27日 子ども食堂の現場から（保護士ミニ集会）講演
11月26日 キタクマカフェ
12月26日 ランチ/クリスマス企画

27日 ランチ
28日 ランチ
29日 ランチ

2017年1月4日 ランチ
5日 ランチ

2月3日 節分企画・奇祭豆まき
3月3日 ひな祭り企画
3月25日 キタクマバザ~ル
4月20日 NHK総合「あさイチ」

22日 ねっとわーくまつり・講演
「子どもの貧困・孤立を防ぐには～北区で活動する「子ども食堂」と子ども支援の輪～

5月21日 かっぱ祭り出店
9月 北区子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業 助成金スタート
10月6日 初めての雨降り！
10月 ハロウィン企画

26日 NHK「４時も！シブ５時」放送
11月 Virtusコラボ 夜のグラウンド遊び

地域民生委員勉強会での活動報告
12月 クリスマス企画 風船バンバン・助成金でボードゲーム購入

2018年 3月 キタクマ英語スタート
5月 北区の養護教諭勉強会で活動報告
9月 北区子ども食堂ネットワークロゴ・HP公開

子ども食堂応援フェスティバル
11月26日 キタクマカフェ２
12月15日 「明治生命館」見学ツアー

2019年 2月 映画「こども食堂」リレー取材
4月 学習支援スペース「ロコクラブ」スタート
5月 かっぱ祭り出店
6月 北区子ども食堂ネットワーク「おちゃのこ祭祭」出展



活動報告
3年間の変遷

2016年4月29日プレイベント
↓

2019年7月19日72回開催



2018年度会計報告
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 22

98 85 116 102 29 83 96 100 109 51 133 129 1,131

62 61 60 51 32 53 67 58 67 23 61 54 649

北区補助金 71,634 71,634

寄付
（食堂でのカンパや振り込みなど）

37,700 35,140 25,706 14,390 15,400 14,350 15,400 28,601 54,200 10,602 21,301 20,100 292,890

大人食事代（1人３００円）＋カッパまつり利益 18,600 24,516 18,000 15,300 9,600 15,900 20,100 17,400 20,100 6,900 18,300 16,200 200,916

計 56,300 59,656 43,706 29,690 25,000 30,250 35,500 46,001 74,300 17,502 39,601 107,934 565,440

食材 45,225 45,033 44,575 35,620 18,530 40,277 49,345 34,140 43,513 19,574 38,824 41,518 456,174

消耗品代
（キッチンペーパー、洗剤、ジップロック、アル
ミカップ、紙コップなど）

1,190 1,575 321 619 1,224 883 2,592 1,098 2,185 961 0 1,548 14,196

会場費（ココキタ使用料） 7,400 5,400 5,000 5,200 2,600 5,200 5,600 5,200 5,700 18,654 5,400 5,200 76,554

保険料（子ども食堂賠償責任保険） 17,186 17,186

備品購入（ボードゲーム） 1,330 1,330

計 53,815 52,008 67,082 41,439 22,354 46,360 57,537 40,438 51,398 39,189 44,224 49,596 565,440

2,485 10,133 -13,243 -24,992 -22,346 -38,456 -60,493 -54,930 -32,028 -53,715 -58,338 0 0差引残高

収
入

支
出

食堂開催数

参加人数（大人）

参加人数（子ども）



子ども食堂キタクマ保護者アンケート
報 告

‐ キタクマにお子さんが参加（自身も含む）したことのある
保護者の方、32名に回答いただきました。



参加者リストとほぼ同じ結果



毎回利用：１位小学校高学年と中学生兄弟
2位小学校高学年
3位小学校低学年と中学生の兄弟

ときどき：未就学

〈仮説〉
未就学児の参加頻度は、連れてくる親の都合に大きく影響される。
高学年になるほど、自分たちで来られるため利用頻度が上がる。



どの年齢層も「口コミ」がダントツ。
〈仮説〉誰かが参加して話をしてくれる事が一番波及力がある！？

安心して参加できる。



お子さんをキタクマに参加させて良かったことを教えてください。
【フリーアンサー】

1位 繋がり・楽しみ
2位 食育・お手伝い
3位 親が助かる
4位 食費・家計の節約
5位 孤食・遅くまで留守番しなくてよい



お子さんをキタクマに参加させる上で心配なこと、困っていることを
教えてください。【フリーアンサー】

1位 なし
2位 帰り道・夜遅くなること
3位 多世代遊び・子ども同士でのケガやトラブル
4位 迷惑をかけていないか・・・
5位 会場のキャパシティー



子ども食堂キタクマに対するご要望・お子さんの感想など、
なんでもお聞かせください。【フリーアンサー】

季節の行事がうれしい！
長く続けてほしい！
食事だけでなく、遊びがあるのが良い！
ご飯がおいしい！
いつもありがとう！
レシピを教えてほしい！



お子さんをキタクマに参加させて良かったことを教えてください。

地域で知ってる人が増えた。
食事の前後に遊べる。
親が助かる。
調理面では、地域の子供の為に役に立てる。
家で一人で家族のごはんを作るだけより楽しい。
子供は、普段接しないお兄ちゃんお姉ちゃん年配の方々と触れ合える。
いろんな友達と遊べるようになった！
沢山のお兄さん、お姉さんに囲まれ、楽しそう。
友達も居るのでご飯を食べるのが楽しいと思うようになった。
違う年代の子供たちと一緒に賑やかな雰囲気のなかでご飯が食べられる。
夕飯代の節約
色々な世代とふれあえる事。
お手伝いするとえらいえらいとみなさんに褒めてもらえるので、子どもが喜んでお手伝い
する。
家では食べない食材も、キタクマなら食べることがよくあります。助かってます！

未就学児
の

保護者の回答



お子さんをキタクマに参加させて良かったことを教えてください。

小学校低学年
の

保護者の回答

たくさんの人との交流、遊びができる
異年齢の子どもたち、大人と交流できるところ
友達と楽しく栄養ある美味しいご飯をたべさせてもらえること！
夜にお友達と会えるってこと自体が楽しいようです。
違う学年のお兄さん、お姉さん、他校のお友達と会えたり、
高校生や大学生のなかなか遊んだり、お話したりする機会の少ない人達と会える場所なので、
楽しいようです。
毎回、楽しかった！！と帰ってくるので、楽しい時間を過ごせていることに感謝しています。
広い範囲の年齢と一緒に食事し交流が出来た事。
仕事で遅くなりお弁当にしようと思ってた時にキタクマを知り楽しい時間が過ごせた。
仕事終わりの子供たちのお夕飯を気にする事がなくなり、子供たちも
毎回楽しみにしています。
食事が美味しかったと喜んで帰ってきます



お子さんをキタクマに参加させて良かったことを教えてください。

小学校高学年
の

保護者の回答

家庭で、一人でおなかをすかせて留守番しなくてもいいことが、
本当にありがたいです。
学校以外で、食を共にする事ができて、お友達との絆も
ふかくなったようです。
普通なら関わらないであろう、地域の方々・色々な世代の方
・他校・他学年の人と触れ合い、それによって広がった人間関係は多くの家庭では
教えられない、学びが沢山有るので大事な経験をさせてもらえて助かってます。
仕事の帰りが遅いので、キタクマのある日は安心できる。
一人きりで家にいるのは心配なので。
料理に興味を持ったり、お手伝いをしたり、友達や大勢の方々と、大人数で夕飯を食べる
機会があまりないので、とてもいい経験をさせてもらっていて、有り難く思います。
友達と楽しくご飯が食べれる。料理ができる事
友達と一緒にご飯を食べれて遊べてとても楽しみにしています。
良かったです。



お子さんをキタクマに参加させて良かったことを教えてください。

中学生
の

保護者の回答
初めて食べるメニューやデザートなど、テンションがあがって
喜んでいます。
友だちと楽しく食事をしておしゃべりして遊んでいる我が子の姿が
見られること。
自分が他の保護者やボランティアの方と仲良くなれたこと。
お友達と夜ご飯を食べれるのでとても楽しいみたいです。
あとおじいちゃんおばあちゃんと料理を作るのが楽しいと言ってました。
うちでもやらせたくてもついつい忙しくてやらせてあげられないので本当に助かります。
食費が減ってご飯を作る量も減った！



お子さんをキタクマに参加させる上で心配なこと、困っていることを
教えてください。

未就学児
の

保護者の回答

就寝時間が遅くなる。
特にありません。いつもありがとうございます。
小学生達のパワーになって圧倒されている😓😓
なし。
小学生が小さい子供もいるのにボールを投げて遊んだり少し危ない
小さい子どもが少ないと、遊びの和のなかに入れない時がある。
特になし
一人で通うようになったら人気の無いところで危ない目に合わないか不安
スペースに対して参加人数が、多いので、事故が起きないか心配になることがある。
今のところ特になし
未就学児の場合ですが、元気な小学生の遊び(サッカーやボールを使った遊び)に
ぶつかることもあるので、常に見守りが必要なこと。
未就学児の場合、小学生の遊びが活発だと、怪我をしないか心配。



お子さんをキタクマに参加させる上で心配なこと、困っていることを
教えてください。

小学校低学年
の

保護者の回答
子供だけで行った時に、迷惑をかけていないか…
食事の後少し遊ぶだけで、かなり遅い時間になってしまい、
翌日土曜授業の日はちょっとキツイです。
他学年や他校生との交流の中でもいい影響や刺激を受けてほしい…。
特にないです。
特になし
ボランティアの方々に迷惑をかけているのではないか…と心配です。



お子さんをキタクマに参加させる上で心配なこと、困っていることを
教えてください。

小学校高学年
の

保護者の回答本当に行ってるのか？
他のお友達と仲良くやっているのかどうか。もめ事を起こさないか。
特にないです。
有りません
年齢層が広いので、ケガをさせたり、風邪をもらったりしないか、気になる。
特になし。
なし。
ちょっと遠いので、帰りが心配です。
帰りが遅くなる。 中学生

の
保護者の回答

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
帰りが遅くなるので、子どもだけの参加だと少
し心配です。
特になし。
特になし
ないです！



子ども食堂キタクマに対するご要望・お子さんの感想など、
なんでもお聞かせください。【フリーアンサー】

開始時間を早めてもらえたら嬉しいです。バイキング形式にするのもいいかと思いました。
いつも楽しみに参加させていただいてます。買い出しも片付けも手伝えず、ただ少し調理に参加して
食べて帰ってしまうだけなのに、いつも笑顔で快く出迎えて下さって感謝しております。いつもあり
がとうございます。
こどもも楽しみにしてるので今後も続けて欲しい♡母も助かっています！
幼児も食べやすいテーブルがあるといいと思います。
もう少し小学生の人数を減らしてほしい
クリスマスや節分のイベントを楽しみにしているので、できればみんなが参加できる行事を増やして
ほしい。
子供は喜んで参加します！ので、ついでに、食事に興味を持ってくれれば良いかと思ってます！！
いつも楽しく参加させていただいています。欲を言うと子が親世代になる頃まで長く地域の場であっ
て欲しいと思っています。
なかなか行けないことが多いけれど、続けていってほしいです。
毎回たくさんの子どもたちが参加していて、とても活気溢れる子ども食堂だなと思っています。ボラ
ンティアの方々に頭が上がりません。いつもありがとうございます。現場はいろいろと大変なことも
多いと思いますが、長く続くよう祈っております！

未就学児
保護者の回答



子ども食堂キタクマに対するご要望・お子さんの感想など、
なんでもお聞かせください。【フリーアンサー】

兄弟で意見が分かれ、なかなか行けてませんが、また遊びに行くので(できたらお手伝いも)、よろし
くお願いします。是非細く長く続けてほしいです。
子どもたちの居場所を作って頂きありがとうございます。これからも末長く続けてほしいです。微力
ながら
お手伝いしたいです。
楽しい！って言ってます(^-^)
季節に応じたイベントなどもやってくださって、すごく楽しいです！
キタクマは、メニュー決め、材料の調達、その他の準備、当日の運営、片付けなど、子ども達の嬉し
そうな笑顔を見る為に、日々の手間や努力の上に成り立っているのかと思うと、こういう居場所を作
って下さっている事に保護者として、主催者や関係者に大変感謝しています…。
いつも楽しく利用させてもらい、ありがとうございます。
自由にフリーにさせてくれる。
食事だけではなく、遊ぶ場を提供してくれているのがとても助かります。
みんなと食事できて楽しく美味しく食べて帰ってきます。

小学校低学年
保護者の回答



子ども食堂キタクマに対するご要望・お子さんの感想など、
なんでもお聞かせください。【フリーアンサー】

キタクマに参加した日はとても充実して帰ってきます。
お友達と遊べて楽しかったのと、食事が美味しかったのと。
親子共々、ありがたいので今後も利用させていただきたいです。
美味しい献立を楽しみに、毎回参加させていただいてます。自宅では、味わえない、大勢の食事は、
格別のようです！ちょっとしたイベントもあって、月2回楽しみにしてます。これからも、よろしく
お願いします！
何事も経験させてあげないとダメだと思うのですが、親が勉強を教えても、子供が理解しないため、
ついイラっとして怒ってしまい悪循環なので。
いつもありがとうございます。感謝してます。
いつも美味しい料理を作ってくれて、ありがとうございます。
毎回楽しみにしているキタクマ。シーズンに合わせたイベント等をおこなってもらえて親も子も嬉し
いです。いつもありがとうございます。
いつも楽しみにしているようです。
友だちと行ったから楽しかったし、おいしかったから、またにまた行きたい。

小学校高学年
保護者の回答



子ども食堂キタクマに対するご要望・お子さんの感想など、
なんでもお聞かせください。【フリーアンサー】

いつもありがとうございます。
子どもにとっての落ち着ける居場所になって欲しいなと思っています。
これからも素敵な場所であり続けるよう私もがんばります！
毎回毎回本当にありがとうございます。
必ず開催週はキタクマ行くよ！と言ってるのでとても楽しい金曜日を過ごさせて頂いてま
す(^^)
ご飯が美味しい！

中学生
保護者の回答



どんな人たち！？
～アジア図書館カフェの活動から見えた外国籍ファミリーのこと～

アジアコモンズ
代表：麻生 水緒さん
毎週火曜日15時～18時半まで
豊島五丁目団地のわくわくステーションにて
地域の日本人と、外国人の交流の場
「アジア図書館カフェ」を運営開催。

講 演



THANKS!
これからもどうぞよろしくお願いいたします！
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