
□日程

□時間

□場所

項目 単価 数量 小計

食事代 100 230 23,000

活動支援金 120,000

活動支援金 100,000

活動支援金 20,000

助成金 140,000

助成金 200,000

合計 603,000

項目 単価 数量 小計

食材 105,000

広告宣伝費 191,180

広告宣伝費 138,780

会場使用料 3,000

消耗品費 135,301

合計 573,261

こどもの食卓　2020年度事業報告書

湘南菱油

個人

年末たすけあい運動助成金より

神奈川県共同募金、葉山町、県

※29,739円は次年度へ繰り越し

□実施内容

令和2年4月1日〜令和3年3月30日

夕食、昼食 ほか

葉山町内の飲食店、平野邸Hayama、オンライン　ほか

【こどもの食卓オンライン】葉山町内の飲食店10店舗に協力いただき、お弁当を配布。オンラインでつなぎ
「いただきます」「ごちそうさま」を行い昼食を食べた。計2回開催予定。町内の小、中、高学生の参加、延
べ参加人数は220人。
【こどもの夜弁】葉山町内で休校中のこどもの夜ごはサポートを目途にお弁当を安価で配布。ほかほか弁当葉
山一色店を拠点に開催。町内の小・中学生の参加、延べ参加人数は1,200人以上。
【こどもの料理教室】葉山町内の小学生以上の子供を対象に、堀内・平野邸Hayamaを会場に料理の基本を学ぶ
料理教室を開催。コロナ禍により少人数にて対応。
【こどもの農業オンライン】横須賀・Belltreefarmの鈴木さんにご協力いただき開催。事前に種等の栽培キッ
トを配布し、当日オンラインでつないで種まき～栽培の説明を行った。

井上園子、大場勇弥、小森谷もえ、鈴木佳野、高木奈美、高田明子、高橋雅英（風早橋ガーデングリルカ
フェ）、谷村実里、船津あゆみ、ベーグ珠美、本多法仁、三田佳子、宮本晃枝、山口冴希、湯浅芳美、中川詩
子、柳下あゆみ、清水明絵、清水淳、BEAT ICE、玉蔵院、amigo market、一色ボート、一色ベース、おせっか
い食堂KAINA、逗子葉山常備菜研究所、コッシーナ、café manimani、tette.、I love Kimchi、葉山マル
シェ、日の出園、アンクルート葉山、フードバンクかながわ、ほかほか弁当葉山一色店、Hayama Bread
Club、うりんぼう、逗子魚勝、かざはやファクトリー、椿米店、島の八百屋さん、逗葉ライオンズクラブ、暮
らしの発酵STORE KAMAKURA、belltreefarm、いさむファーム、石井牧場、平の里ファーム、むらせライス、ガ
トードボワイヤージュ、とげいつこ（イラスト）、HOME GROUND（HP制作ほか）、エンジョイワークス、湘南
菱油、ほか個人提供者・支援者のみなさま

収入

備考

※夜弁は各店舗に振り分け

逗葉ライオンズクラブ

□出席者/協力
者
（敬称略・順
不同）

支出

備考

食材、お弁当経費

チラシ制作費・印刷費

こどもの食卓冊子

平野邸

備品、コピー代、Zoom使用料、ほか



□日程

□時間

□場所

項目 単価 数量 小計

食事代 300 1,254 376,200

活動支援金 120,000

活動支援金 20,000

合計 140,000

項目 単価 数量 小計

食材 0

お弁当箱 45 1,254 56,430

パック 30 1,254 37,620

チラシ 68,580

合計 162,630

逗葉ライオンズクラブ

個人

支出

備考

※各店舗にて実費

イラスト、デザイン、印刷

こどもの食卓　実績報告書

こどもの夜弁プロジェクト

令和2年4月1日（水）～12月9日（水）の毎週水曜日

16:00～18:00

ほかほか弁当　葉山一色店

□実施内容

① 働く親や子育て中の親（特にお母さんたち）の手助けとなる場所
② こどもが一人で受け取れるお弁当
③ こどもが安心して食べられるお弁当（「弧食」への対応、食材の対応等）
を目標に、こども食堂を開催。
小学生の子供（1,000人以上）に、有料（300円）でお弁当を提供。

□出席者/協力
者
（敬称略）

井上園子、清水明絵、、中川詩子、柳下あゆみ、うりんぼう、逗子魚勝、逗子
葉山常備菜研究所、ほかほか弁当葉山一色店、逗葉ライオンズクラブ、
belltreefarm、ガトードボワイヤージュ、フードバンクかながわ　ほか

収入

備考

※各店舗へ振り分け



□日程

□時間

□場所

項目 単価 数量 小計

食事代 100 100 10,000

助成金 50,000

合計 60,000

項目 単価 数量 小計

食材 0

チラシ 10,000

お弁当経費 50,000

消耗品費 45 100 4,500

合計 64,500

葉山町

こどもの食卓　実績報告書

子供の食卓オンラインVOL.01

令和2年5月31（日）

11:00～13:00

葉山町各所

□実施内容

① 働く親や子育て中の親（特にお母さんたち）の手助けとなる場所
② こどもが一人で食べにこられる場所
③ こどもが安心して食べられる場所（「弧食」への対応、食材の対応等）
を目標に、こども食堂を開催。コロナ禍においてお弁当を配布する形式で行った。
小学生の子供（100人）に、有料（１００円）でお弁当を提供、オンラインで繋いで
「いただきます、ごちそうさま」をした。

□出席者/協力
者
（敬称略）

井上園子、小森谷もえ、鈴木佳野、高木奈美、高田明子、本多法仁、山口冴
希、湯浅芳美、清水明絵、I LOVE KIMCHI、アンクルート葉山、おせっかい食
堂KAINA、逗子葉山常備菜研究所、コッシーナ、風早橋ガーデングリルカ
フェ、café manimani、tette.、ほかほか弁当葉山一色店、一色ボート、かざ
はやファクトリー、togetoge.、逗葉ライオンズクラブ、belltreefarm、いさ
むファーム、石井牧場、平の里ファーム　ほか

収入

備考

支出

備考

イラスト

10店舗×5000円

容器代



□日程

□時間

□場所

項目 単価 数量 小計

食事代 100 120 12,000

助成金 50,000

合計 62,000

項目 単価 数量 小計

食材 0

チラシ制作費 31,300

お弁当経費 50,000

消耗品費 45 120 5,400

合計 86,700

県

こどもの食卓　実績報告書

子供の食卓オンラインVOL.02

令和2年11月7（土）

11:00～13:00

葉山町各所

□実施内容

① 働く親や子育て中の親（特にお母さんたち）の手助けとなる場所
② こどもが一人で食べにこられる場所
③ こどもが安心して食べられる場所（「弧食」への対応、食材の対応等）
を目標に、こども食堂を開催。コロナ禍においてお弁当を配布する形式で行った。
小学生の子供（120人）に、有料（１００円）でお弁当を提供、オンラインで繋いで
「いただきます、ごちそうさま」をした。

□出席者/協力
者
（敬称略）

井上園子、小森谷もえ、鈴木佳野、高木奈美、高田明子、本多法仁、山口冴
希、湯浅芳美、清水明絵、I LOVE KIMCHI、アンクルート葉山、おせっかい食
堂KAINA、逗子葉山常備菜研究所、コッシーナ、風早橋ガーデングリルカ
フェ、café manimani、tette.、ほかほか弁当葉山一色店、一色ボート、かざ
はやファクトリー、togetoge.、逗葉ライオンズクラブ、belltreefarm、いさ
むファーム、石井牧場、平の里ファーム　ほか

収入

備考

支出

備考

イラスト、デザイン、印刷費

10店舗×5000円

容器代



□日程

□時間

□場所

項目 単価 数量 小計

食事代 100 10 1,000

助成金 100,000

合計 101,000

項目 単価 数量 小計

食材 5,000

備品 13,271

コピー代 2,000

会場費 3,000

チラシ制作 71,300

合計 94,571

神奈川県共同募金

こどもの食卓　実績報告書

こどもの料理教室 Hayama Restaurant Club

令和2年10月23（金）、11月27日（金）

16:30～19:00

平野邸Hayama（堀内1833）

□実施内容

① 働く親や子育て中の親（特にお母さんたち）の手助けとなる場所
② こどもが一人で食べにこられる場所
③ こどもが安心して食べられる場所（「弧食」への対応、食材の対応等）
を目標に、子供向けの料理教室を開催。

□出席者/協力
者
（敬称略）

高木奈美、山口冴希、清水明絵、三田佳子、高木徳昭、belltreefarm、湘南
菱油、むらせライス、棚田耕作隊、片山正徳、暮らしの発酵STORE KAMAKURA
、エンジョイワークス、togetoge.、小森谷もえ　ほか

収入

備考

2日間×5名

支出

備考

肉、調味料

足台、カセットボンベ　他

イラスト、デザイン、印刷費



□日程

□時間

□場所

項目 単価 数量 小計

活動支援金 100,000

助成金 140,000

合計 240,000

項目 単価 数量 小計

材料費 0

備品 16,080

パンフレット 138,780

チラシ制作 10,000

合計 164,860

年末たすけあい運動助成金より

こどもの食卓　実績報告書

こどもの農業オンライン

令和3年3月28（日）

13:30～14:30

オンライン

□実施内容

① 働く親や子育て中の親（特にお母さんたち）の手助けとなる場所
② こどもの居場所づくり
③ こどもが安心して食べられる食材の提供
を目標に、子供向けの農業体験会を開催。
事前に種等の栽培キットを配布し、当日オンラインでつないで種まき～栽培の説明を
行った。

□出席者/協力
者
（敬称略）

高木奈美、山口冴希、清水明絵、湯浅芳美、belltreefarm、togetoge.、　ほ
か

収入

備考

湘南菱油

支出

備考

Zoom使用料（年間）

こどもの食卓冊子

イラスト


