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Message from Makoto Yuasa

理事長からのメッセージ

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 理事長

社会活動家、東京大学 特任教授

湯浅誠
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日頃より、こども食堂およびむすびえにご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。気

にかけてくれている皆様に2021年度の活動報告書をお送りできることを嬉しく思います。

2021年末、政府がこども食堂に新たな位置付けを与えました。こども食堂は、すべての子ど

ものための居場所だ、と。

2010年代を通じて、こども食堂は一貫して増え続けてきましたが、他方で「食べられない子が

行くところ」という思い込みに、普及を妨げられてもきました。大変な状態の子に心を寄せる

運営者がほとんどですが、それでも「食べられない子が行くところ」と言われてしまったら、大

変な子も含めてみんなが来にくい場所になってしまう、地域の人たちは「うちの地区じゃない

どこか他所の話」だと思ってしまう…そのような報じられ方、人々の思い込みをなんとかして

もらいたい、という切実な声が全国のこども食堂から上がり続けてきました。その結果が、政

府の位置付けの変更でした。

むすびえも、微力ながらも、そうしたこども食堂のみなさんの声や想いを世の中に問いかけ続

けてきました。より多くの人がこども食堂の取組みを、より身近に、親近感をもって受け止め

られる。それが、誰かが見ててくれる、助けてくれる、と誰もが思える世の中になるための近

道だと考えるからです。

こども食堂を運営すること、応援すること、その全体が、誰もとりこぼさず、みんなが安心して、

ごきげんに暮らせる未来をつくる活動です。むすびえはこれからも、その未来を一緒に作って

くれる仲間を増やし、縁を結んでいきます。
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Positioning

2021年は「コロナ２年目の年」でした。首都圏では一年の多くの期間を緊急事態宣言下で過ご

し、特に夏の第5波では全国各地で医療崩壊とも言われかねない事態に見舞われました。

その間、こども食堂のみなさんは2020年同様の獅子奮迅のご活動を展開されました。会食形

式ができなくてもなんとかつながり続けようとして弁当配布、食材配布を続けたこども食堂の

数は増え続け、ついにこども食堂全体の7割に上りました。

加えて、感染して自宅療養となった家庭に2週間食事を届け続ける、親が仕事に出られるよう

休校になった子どもたちを臨時で預かるといった臨機応変な対応が全国各地で行われました。

昔なら「近所の人に助けてもらった」と言っていたような事態が、こども食堂を起点に起こりま

した。

こども食堂のみなさんが、自らの行為を誇示することはほとんどありません。みなさんからもっ

とも頻繁に聞く言葉は「近所のおばちゃんがおせっかい焼いてるだけ」です。それは謙遜した言

い回しであると同時に、率直な本音でもある、と私たちは感じています。こども食堂のみなさ

んに特別感はない。しかしいかにも「あたりまえでしょ」と言わんばかりのその言葉が、それが

あたりまえでない世の中を逆に照らし出します。

こども食堂のみなさんは「三度のメシより子どもの笑顔が好物」と笑いながら、言葉ではなく態

度で、世の中に問いかけていました。てらいなく支え合えるような世の中に向けて、あたりま

えを一段高めよう、と。

そして、その想いを共有する人々が続々と新規にこども食堂を立ち上げました。こんなときだ

からこそ支え合いを、居場所を、と。結果、2021年の箇所数は6,014箇所に達しました。前

年比1,044増です。2021年もこども食堂の増加ペースはまったく衰えませんでした。

マニュアルやガイドラインのない未曾有の事態に対処できる人は多くはありません。「大変な人

がいるだろう」と思いながらも何をしたらいいか…と戸惑っていた人たちに、こども食堂は「い

ま大変なみなさんにつながる方法」を示しました。こども食堂を支えれば、いま大変な人たち

を支えられるんだ、と。

その結果、こども食堂に対する支援は、さらに拡充しました。さらに多くの人たちが、こども

食堂を通じて未来をつくる活動に参加してくれたのです。

本稿を執筆している2022年7月現在、私たちの社会はコロナ第7波の渦中にあります。依然と

して状況は厳しい。しかし私たちはこの2年の経験から、こども食堂のみなさんが臨機応変で

たくましい対応をされること、それを多くの人が見ていてくれることを知っています。

こども食堂のみなさんががんばることで、誰かが見ていてくれるんだと感じられる子どもや大

人が増え、それを企業・団体・個人が支えてくれることでこども食堂の人たちもがんばれます。

2020年に生まれたその期待と希望が確信に変わった。それが2021年の最大の成果でした。

コロナ禍でも増えたこども食堂
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MESSAGE

今年度は組織体制も一変し、改めてネットワーク団体とは？という原点に立ち返

り再スタートを切りましたが当初は非常に不安定な状況でした。しかし、むすび

え様からのアドバイス・伴走的なご協力、ご支援を得て、少しずつ成長するきっ

かけを頂くことが出来ました。これからも中間支援団体として、埼玉県の各子ど

も食堂が地域に根差した活動を継続していけるよう全力でサポートしてまいりま

す。そして「子ども食堂は地域のオアシス！」をスローガンに地域の

人と人が繋がる大切な居場所作りを進めていきたいと思っていま

す。今後ともよろしくお願いします！

こども食堂と関わることは、子どもや子育て家庭を支

援することにとどまらず、それぞれの地域を住民自身

で作る取組を応援することに価値を感じており、さま

ざまな人々との出会いと協働が大きな喜びです。むす

びえさんの多様な価値を共有する柔軟性や幅広いネッ

トワークのおかげで、行政も企業も、市民も

主体となる多面的な活動が広がり、地域

を豊かにしていると実感しています。

社会福祉法人青森県社会福祉協議会
社会貢献活動推進室長　葛西 裕美

一般社団法人埼玉県子ども食堂ネットワーク
代表　東海林 尚文

Approach

私たちの取り組み
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4月 5月 6月 7月 8月 9月

「孤独・孤立対策に取り
組むNPO等への支援」
オンラインセミナー開催

こどもの日に思いを寄せて湯浅
誠のメッセージと動画公開

認定NPO法人として認定を受
けました

「こども食堂の現状＆困りごと
アンケート」第５回の結果発表

フローレンス、ライオン、むすびえ「イ
ンクルーシブ・オーラルケア」始動

厚生労働科学特別研究事業による「新
型コロナウイルス感染症流行下にお
ける子ども食堂の運営実態の把握と
その効果の検証のための研究」が発
表されました

むすびえ・こども食堂基金 採
択団体発表

USENが、むすびえの協力を得て全国
30拠点 のこども食堂に『U MUSIC』
を無償提供すると発表

こども食堂オンライン防災座談会開催

遺贈寄付の認知70代で80.8%『遺贈
寄付に関する実態調査』結果発表

2021年、むすびえは
調査・研究事業となる箇所数調査や
多くの企業との連携など、
数多くのプロジェクトを通して
こども食堂をサポートしてまいりました。
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MESSAGE

コロナ禍の中、2021年度は手探りで活動を進めていく一年でした。
5年前から始めたこども食堂。対面での食事がままならないもどかし
さ。でも何とか食事を届けたい。「子どもを真ん中に」の想いでこど

も食堂をつなげてきました。それを支えてくれたのは「むすびえ」の

暖かい応援です。全国のこども食堂が連携した「お宝シェア！プロ

ジェクト」での皆さんの声、これに励まされて活動が続け

られた気がします。これからも私たちの道しるべで

あってほしいです。

2020年の箇所数調査が最下位だった島根県。島根県では2021年度
から子ども食堂サポート事業を本格的に開始し、ネットワークを立

ち上げました。子ども食堂への具体的支援は「むすびえ」のお宝プ

ロジェクトでつながった全国の皆さんにたくさんのお力をいただき

ました。また、子ども食堂を支援したい皆さんとのご縁をつないで

いただいています。これからも、子ども食堂の力強い応

援団でいてください。

認定NPO法人チャイルドケアセンター
代表理事　大谷 清美

社会福祉法人島根県社会福祉協議会
地域福祉部　子ども食堂推進コーディネーター

中道 由美子

2022

10月 11月 12月 1月 2月 3月

全国こども食堂絵画展 開催

岸田総理大臣、野田特命担当大臣
とのこども食堂の視察、検討会に
理事長の湯浅が参加しました

「2021年全国箇所数
調査及び第1回全国
こども食堂実態調査」
記者発表

感染症対策イベント
みんなの事例共有会
開催

むすびえオンライン活動報告会に、こども食堂運営者、支援者の皆
さん、行政・社協の方、報道関係者の方など160名を超える方がご
参加くださいました

こども食堂10周年ロゴマーク作成

むすびえ・休眠預金通常枠「こども食堂をハブとし
た地域の資源循環促進事業－多世代がつながり子ど
もを見守るまちづくりを目指して－」採択結果発表

神戸物産（日本ネスレ、エ
フピコ協賛）による食材等
の「こども食堂支援セッ
ト」提供が10回目に

災害用備蓄食品活用
セミナー開催

「こども食堂地域
ネットワーク団体」
全国交流会開催
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impact

いただいたご支援が、多くのこどもたちの笑顔に繋がっています

企業・団体・個人からの支援

04 Annual Report 2021

musubie

企業・団体・個人の皆様からのご支援により、
数多くのこども食堂への物資、資金支援を行うことができました。

のべ

12503団体に対し物資を仲介
 *7億6000万円相当（売価換算）

物資支援

のべ

796団体に総額2億7000万円助成

資金支援

むすびえ・こども食堂基金、マルエツ・むすびえ基金mini、休眠預金事業等を通じて
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アサヒグループ食品株式会社 / 株式会社朝日新聞社 / 有限会社あべ農園 / 株式会社Antway / イオン株式会社 / エームサービス株式会社 / エスビー食

品株式会社 / 株式会社エバーグローリー / 一般財団法人お好み焼アカデミー / カゴメ株式会社 / 株式会社共信さくら堂 / 株式会社クボタ / 株式会社

神戸物産 / 一般財団法人国際文教慈善基金会 / CSI株式会社 / 株式会社J-オイルミルズ / ジェコス株式会社 / 特定非営利活動法人ジャパンハート / 

合同会社スイッチオン / 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス / 全国農業協同組合中央会 / 全国農業協同組合連合会 / 株式会社ゼンショーホール

ディングス / 綜合警備保障株式会社 / 大豊建設株式会社 / 大和ハウス工業株式会社 / 株式会社ディトシティ / 徳島県漁業協同組合連合会 / 株式会社

中清 / 株式会社波里 / 日仏貿易株式会社 / 株式会社ニチレイフレッシュ / 日本ケロッグ合同会社 / 日本マクドナルド株式会社 / 日本みかん農協 / ハ

イセンスジャパン株式会社 / ハインツ日本株式会社 / ハウス食品株式会社 / 株式会社はなはな / ヒサゴ株式会社 / 株式会社ビタブリッド ジャパン / 

株式会社ビビッドガーデン / 株式会社フォーシーズ / 特定非営利活動法人フローレンス / ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 / 本山製茶株

式会社 / 有限会社幹 / 株式会社焼肉ライク / 株式会社UDN SPORTS / ライオン株式会社 / 株式会社リコオテクノ / レンドリース・ジャパン株式会社

ご寄付・ご支援いただいた企業・団体のみなさま

物資支援企業の一覧

株式会社タカラトミー / 特定非営利活動法人湘南鎌倉後見センターやすらぎ / アークシステムワークス株式会社 / ジボダンジャパン株式会社 / あい

おいニッセイ同和損害保険（株）MS&ADゆにぞんスマイルクラブ / 株式会社インサイド / 株式会社三陽商会 / 有限会社ケイ・アンド・エー / 中央労

働金庫労働組合 / いけばなインターナショナル東京支部 / HLB Meisei有限責任監査法人 / 株式会社スタジオタッククリエイティブ / ゼスプリ イン

ターナショナル ジャパン株式会社 / 株式会社ナガヌマ / MRテクノス株式会社 / 株式会社Tech / ビーエイチ・ロング株式会社 /atelier ST, CAT / 真

言院 / （有）ウエイビー / 道家易整 / 有限会社エイチエヌビー / LadiesFashion LikeYou / みなと幼稚園 / 株式会社澤頭建設 / 株式会社Five 

minutes / 株式会社 清水農園 / 株式会社キリカン洋行 / 株式会社オーランドカンパニー / 鈴木住設 / ジュエリーアグリア（株）Sweet Jewelry / 公

認会計士・税理士 立元顕事務所 / 一般社団法人 日本サンアール協会 / 株式会社バリューテクノロジーサービス / 有限会社萌書房 / 有限会社ミヤチス

タジオズ / 有限会社メテックエンジニアリング / 有限会社秀開發工業 / 株式会社エネファス / 合同会社エイトツリー / 有限会社ユニコ興産 / 株式会

社宮田防電 / 株式会社イロドリ / 有限会社ゼニス / 株式会社はな / 株式会社ビオリア / ハハサス株式会社 / 有限会社Omni360 / 障がい者就労支援

Ｂ型事業所マリアテレサ / 株式会社リリーライン / 合同会社TAKAMIYA design creation office  / 大豊建設株式会社 / 株式会社アイテム / 写真のマ

キ / クリエイトジャパン株式会社 / 黒木法律事務所 / 株式会社F-tec / 株式会社メディカルコスモ / Graspy International 株式会社 / 株式会社キッ

チンオリタ / 有限会社フジ化学 / 有限会社新新園 / 株式会社 ITS / 落合テント株式会社 / 日本テクトホールディングス株式会社 / 株式会社DMjapan 

/ 東陽不動産株式会社 / ゆぽか / 株式会社オートループ / 株式会社白
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and more!
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むすびえの運営は、ご寄付によって支えられています。
また、多岐にわたるプロジェクトには、プロボノや
ボランティアが参画してくださっています。
寄付者やボランティアは「こども食堂の支援を通じて、
誰も取りこぼさない社会をつくる」メンバーです。

大澤寛之 様

株式会社ファミリーマート
管理本部 サステナビリティ推進部

CSR推進グループ

松井良介 様

リシャールミルジャパン 株式会社
営業本部長

株式会社 熊谷組  
　経営戦略室 コーポレートコミュニケーション部

　サステナビリティ推進グループ課長

澤田祐子 様

2021年から「ファミリーマート 
むすぶ、つながる　こども食堂
応援プロジェクト」をスタートさ
せました。むすびえ様とのパー
トナーシップをより強固なもの
とし、今後も、こどもたちが安
心して過ごせる居場所としての
こども食堂の一層の発展と、そ
れを支える方々への支援となる
アクションを続けて参ります。

むすびえさんの「誰もとりこぼさ
ない社会をつくる」というビジョ
ンに共感し、「こども食堂」へ社
員のボランティア派遣や社内備蓄
品の提供などを行なっています。
こども食堂での交流を通し次世代
を担う子ども達に、建設業に触れ
る機会を提供し、ものづくりの面
白さやインフラ整備の大切さ等も
伝えていきたいと思っています。

リシャールミルジャパンは、将来
を担うこどもたちの夢を叶える手
助けをしたいという思いから、む
すびえさんの活動に何かお手伝い
する事が出来ないかと考え、私た
ちのファミリーであるプロゴル
ファーたちからの提案を受け昨年
8月、ゴルフチャリティマッチを
開催しました。今後も彼らと共に
様々なチャリティイベントを通じ
て、むすびえさんの活動をサポー
トしてまいります。

亡き兄が体験したことをもとに兄の思いをつな
げたかった。自分が幸せだと思う世界の裏には
戦争や辛い思いをしている人たちが沢山いる。
それを自分ごととして捉える意志を持つことが
大切だと思う。むすびえのような小さなスケー
ルなら本当に役に立ったと実感できると考え
た。支援を受けたこども達が、将来支援する側
になっていったら良いと思う。

Voice of Support

応援してくださっている
みなさま
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遺贈寄付をしてくださった方々

企業

企業

企業

阿部達郎 様

子供たちの事を気の毒とか、可哀想などと全く
思いません。明日がある限り、今日を一生懸命
に生きる権利があります。優しい大人になって
ください。それが、人生では勝ち組ですから。
何れ、明るい未来が見えて来ます。

個人

（お兄様の遺言の意思を執行された弟様）

伊東敏 様

個人

10



役員

監事 稲村宥人（弁護士）

理事長　湯浅 誠

理事 渋谷 雅人
三島 理恵

次期繰越金については、2021年度にて、こども食堂基金（助成事業）、地域ネットワーク支援事業等にて執行する事を理事会にて承認済

（単位は全て円）

（単位は全て円）

科目

C　経常外収益

経常外収益計

経常外費用計

当期経常外増減額【C】－【D】　・・・②

税引前当期正味財産増減額 ①＋②　・・・③

次期繰越正味財産額 ③－④＋⑤

A　経常収益

１　受取会費  
　　　正会員受取会費
　　　賛助会員受取会費

２　受取寄附金
　　　受取寄附金
　　　施設等受入評価益

３　受取助成金等
　　　受取民間助成金
　　　受取国庫補助金

４　事業収益  
　　　❶   運営者向け運営基盤強化支援事業利益
　　　❷   中間支援団体向けネットワーク構築・運営基盤強化支援事業利益
　　　❸   運営者・支援者向け研修事業利益
　　　❹   支援者向けコンサルティング及び企画運営支援事業利益
　　　❺   普及啓発事業利益
　　　❻   調査・研究事業利益 

５　その他収益 
　　　受取利息
　　　為替差益
　　　資産受贈益
　　　雑収益

経常収益計

150,000
0

150,000

 1,857
 466,752

 23,119
 100,000

591,728

592,848,042

経常費用計 546,435,394

当期経常増減額【A】－【B】　・・・① 46,412,648

46,164,076

418,517,181

 1,180,200
 373,533,305

202,706

451,278

-248,572

506,801,075
0

506,801,075

73,500,296

 391,322
 348,540

 0
 10,576,101

 309,900
 179,080

202,706

447,340
3,938

11,804,943

56,500,296
17,000,000

D　経常外費用

有価証券売却損
雑損失

法人税、住民税及び事業税　・・・④
前期繰越正味財産額　・・・⑤

金額 小計・合計

B　経常費用 

29,711,256

387,055,945

29,711,256
0
0

１　事業費
　　❶ 人件費 
　　　　給料手当
　　　　役員報酬
　　　　法定福利費
　　❷ その他経費 
　　　　売上原価
　　　　業務委託費
　　　　謝金
　　　　食料品購入費
　　　　印刷製本費
　　　　会議費
　　　　交際費
　　　　旅費交通費
　　　　通信運搬費
　　　　消耗品費
　　　　賃借料
　　　　保険料
　　　　租税公課
　　　　研修費
　　　　支払手数料
　　　　支払助成金
　　　　支払寄付金
　　　　広告宣伝費
　　　　システム関連費
　　　　催事費
　　　　リース料
　　　　雑費

104,990,420

24,677,773
 5,700,000

 15,764,008
 3,213,765

 19,482,908
 130,000
 636,814

 2,705
 482,504

 1,076,126
 440,445

 16,170
 1,897,522

 53,625
 239,600

 54,701
 140,900

 8,595,921
 49,459

 71,689,800
 1,220

　　❶ 人件費 
　　　　役員報酬
　　　　給料手当
　　　　法定福利費
　　❷ その他経費
　　　　業務委託費
　　　　謝金
　　　　印刷製本費
　　　　会議費
　　　　旅費交通費
　　　　通信運搬費
　　　　消耗品費
　　　　修繕費
　　　　地代家賃
　　　　賃借料
　　　　諸会費
　　　　租税公課
　　　　研修費
　　　　支払手数料
　　　　新聞図書費
　　　　広告宣伝費
　　　　システム関連費

２　管理費

受取配当金

416,767,201事業費計

129,668,193管理費計

 390,104
 83,384,123

 5,826,169
 43,963

 305,270
 19,346

 6,260
 5,741,299

 450,534
 294,725
 133,976

 3,233
 803

 2,040,000
 3,497,755

 270,862,309
 12,694,000

 709,500
 172,494
 462,132

 11,550
 6,400

科目

A　資産の部

【Ａ】資産合計　①＋②

【Ｂ】　負債及び正味財産合計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】

負債合計　③＋④

正味財産合計

１　流動資産

流動資産合計　・・・①

現金預金
売掛金
商品
貯蔵品
末収助成金
前払費用

１　流動負債

前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額

流動負債合計　・・・③

固定負債合計　・・・④

未払金
未払費用
未払補助金
未払助成金
前受助成金
預り金
未払法人税等

固定資産合計　・・・②

（１）有形固定資産
（２）無形固定資産
（３）投資その他の資産
　食べる・遊ぶ・笑う こども食堂基金特定資産
　さくらプロジェクト基金特定資産
　出資金
　差入保証

505,681,188
353,519
 343,259
 916,667
 625,270

 3,385,249

 1,597,974
 26,247,695

 3,000,000
 5,558,646

 63,314,680
 681,576

 1,180,200

0
0

0
0

8,792,800
6,500,000
2,000,000

5,000
287,800

511,305,152

8,792,800

520,097,952

101,580,771

101,580,771

 373,533,305
 44,983,876

418,517,181

520,097,952

0

金額 小計・合計

Ｂ－１　負債の部

Ｂ－２　正味財産の部

２　固定資産

２　固定負債

0

（東京大学先端科学技術研究センター・特任教授）

Financial report

財務報告
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from MUSUBIE members

Thank you for
your support!

事業サポート部門（総務・経理）

いつもあたたかいご支援、ありがとう
ございます !!こども食堂の輪を広げ、
お互いが助けあえる「やさしい未来」
をみなさんと一緒につくっていきたい
です。

shishido hanako

甲斐  裕美
遺贈寄付

皆様の声やご支援が私たちの背中を押
して下さいます。一緒に新しい縁を紡
ぎましょう！

kai hiromi

田林  信哉
政府連携

こども家庭庁創設をはじめとした政策
の動きに対し、こども食堂の思いや実
情を反映していく活動にも活用させて
いただいています。おかげさまで、「貧
困対策」だけではない、全ての子ども
の居場所づくりとしてのこども食堂の
広がりが、政策においても認識される
ようになりました。ありがとうござい
ます。

tabayashi shinya

moriya satoshi森谷  哲

こども食堂防災拠点化／熊谷組様

マルエツ様／ポケモン様／タカラトミー様／一風堂様

カゴメ様／ファミマフードドライブ／ JAIC様

アストラゼネカ様／博報堂教育財団様　ほか

いつも弊団体とこども食堂へのご支援
ご協力を頂き、誠にありがとうござい
ます。支援する側、支援される側とい
う関係に留まらず、調査し、企画を考
え、実行していくところまでをご一緒
できる事が嬉しくもあり、改めて感謝
の意を申し上げます。

shibuya masato

全国各地からたくさんのあたたかい想
いを届けてくださり、わたしたちはと
ても大きな力を頂きました。ありがと
うございます。みなさんと一緒に前に
進めることに心より感謝しています。

渋谷  雅人
理事

sato himawari

日頃より、私たちの活動へ温かいご理
解とご支援を感謝いたします。多くの
ご支援者さまより、「未来を担うこど
もたちのために何かしたいと思って
…」とお心を寄せていただきます。そ
れは、私たちにとって本当に日々の励
みになり、一歩でも前進しようと勇気
が湧いてきます。「こども食堂を通じ
た誰も取りこぼさない社会」の実現に
向けて、これからも皆さまと歩んでい
けたらと思っています。

佐藤ひまわり

地域連携こども食堂ムービー5／地域NW支援事業

東京都信用組合協会助成プログラム

企業・団体との協働事業／総務／事業サポート部門

宍戸  華鼓

hizume azusa
人事・採用

いつもご支援いただきありがとうござ
います。これからも「誰も取りこぼさ
ない社会」の実現に向け活動してまい
ります。

日詰あずさ

2021年度も様々なプロジェクトで、多くの方々にご支援・ご協力いただきました。
プロジェクトに関わるむすびえメンバーから、感謝を込めたメッセージです。
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温かいご支援を有難うございました。
これからも皆様のその想いを１か所で
も多くのこども食堂、１人でも多くの
人に届けられるようお手伝いが出来れ
ばと思っています。

...and more!

yakushiji toru

yamagata ikuko山縣  郁子
感染症対策普及

温かいご支援ありがとうございまし
た。コロナ禍でもパワフルに活動して
いるこども食堂や地域ネットワーク団
体のみなさんのとても大事な支えに
なっています。全国の子ども達のため
に、今後とも応援よろしくお願いいた
します。

endo noriko大内  悠太郎

企業・団体との協働事業／こども食堂10周年事業
東京都ネットワーク立ち上げ

こども食堂は今年2022年、誕生から
10年を迎えました。今後10年先、
20年先も私たちの社会が、やさしい
社会になるように。あたたかいつなが
りが実感できる社会が続くように。そ
んな願いを込めて、皆様の想いをこど
も食堂に伝えていきます。

ouchi yutaro

yamakado naofumi山角 直史
グレーゾーン調査／休眠預金コロナ枠2021年度等

ご支援ありがとうございます。こども
食堂に関わる多くの人々の思いを日々
感じています。皆さんの思いを日本中
に広げられるように、今後も取り組ん
でいきます。

mishima rie三島  理恵
理事

やさしい社会をつくりたいという思い
の実現を応援してくださるみなさんの
おかげで、全国に広がるこども食堂の
多様なニーズに応じた活動を進めるこ
とができ、そのご報告ができることに
感謝しています。日頃からのご支援に
心よりお礼申し上げます。

tsuneda miho常田  美帆
企業連携担当／防災士

皆さまからの温かいご支援が、こども
食堂の皆さまにも私たちにも励みにな
ります。本当にありがとうございます。
地域の素敵な居場所の支援を、今後と
もよろしくお願いいたします。

こども食堂へのご支援ありがとうござ
います。こども食堂を応援する皆様の
思いをたくさんのこども食堂につなげ
ていきたいと思います。

薬師寺  亨
こども食堂 IT支援

wakimura ryoji脇村  良二

物資支援仲介

アストラゼネカYoung Health Program

sueoka mariko

2021年度も本当にたくさんの方々が
こども食堂に心を寄せてくださり、そ
の応援を全国津々浦々のこども食堂の
みなさんにお届けすることで、こんな
に仲間がいるんだ！いう心強さを感じ
てもらえたと思います。応援の気持ち
をアクションに繋げてくださった皆様
を尊敬しています。本当にありがとう
ございました！

末岡  真理子

対話共創／日本郵便年賀寄付配分事業

ファミリーマート資金

休眠預金事業／企業連携

こども食堂に想いを寄せていただき、
こども食堂の可能性を信じてくださっ
てありがとうございます。これからも
ご一緒にどうぞよろしくお願いします。

遠藤  典子

2021
Annual Report

musubie

13



私たちの夢
Our Dream

あっちにもこっちにもこども食堂
そんなやさしい未来をつくれたら、
毎日はもっとステキになると思う。

だれがやってもいい。だれが行ってもいい。
どこではじめてもいい。どんな形だっていい。

おいしくてたのしくて。いつもだれかがそこにいて。
ヒナタにいるみたいにふしぎと元気がわいてくる。

そんな居場所がある幸せを
全力であたりまえにしていこう。

むすびえの
目指す地域は
こんな感じ

08 Annual Report 2021

musubie

14



ロゴに込めた思い

むすびえとSDGs

むすびえを通じて、こども食堂支援の輪にご参加下さい！

私たちは、「地域ににぎわいをつくりたい。そして、そこからこぼれる子どもをなく
したい」という思いで、全国こども食堂支援センター・むすびえを設立しました。
その思いを少しでも共有してくださる方が、ここで結び会って欲しいという思いを
込めて「むすびえ（結び会）」と名付けました。

むすびえのロゴには、「こども食堂」「こども食堂の支援者」「未来の子どもたち」が
結ばれ、彩のあるやさしい未来をつくりたいという思いを込めています。

SDGs（持続可能な開発目標）は、2015年9月に国連加盟国193
カ国が全会一致で採択した行動計画。貧困や福祉、持続的なまち
づくりなど17の目標からなり、2030年までに目標を達成するこ
とを目指しています。

むすびえでは、SDGsが掲げる17の目標のうち、6つに貢献します。

（ご参考）湯浅誠「孤立する人のいない“にぎわい”をつくる こども食堂とSDGs」
https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20190409-00121364/

寄付で参加する
クレジットカード、振込、古本、Tポイント、遺贈によるご寄付など多様な方法があります

詳細はHPへ！

むすびえボランティアになる
プロジェクトリーダー、イベント運営などのプロボノ・ボランティアを募集しています

こども食堂、むすびえに
関する情報を
　　毎日更新中！ほぼ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3　西新宿髙木ビル7階
TEL 03-4213-4295
E-mail kodomo@musubie.org

認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ

むすびえ 検 索Webサイト https://musubie.org/

2030年に向けて
世界が合意した
「持続可能な開発目標」です

むすびえについて
About “musubie”

09 Annual Report 2021

musubie

15



2 0 2 1 年度活動報告書

発行

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

こども食堂の支援を通じて、
誰も取りこぼさない社会をつくる。

Vision

こども食堂が全国のどこにでもあり、

みんなが安心して行ける場所となるよう環境を整えます。

こども食堂を通じて、多くの人たちが

未来をつくる社会活動に参加できるようにします。

Mission

私たちは、誰もとりこぼされない社会を

日本でつくりたいという思いを持って活動をしています。

各地域のこども食堂ネットワークを支援すること、

何か社会に貢献したいと考えている企業・団体とつながりこども食堂へ支援を届けること、

調査・研究をし、啓発をしていくこと。

私たちは、３つの軸で、歩んでまいります。

Action


