
「オルビスくまもと未来基金」2019 年活動助成金採択団体 活動状況（４月～６月）              一般財団法人くまもと未来創造基金    

 団体名 活動場所 活動内容 活動状況 団体訪問（研修フォロー・運営サポート） 

１ 子育て moyai縁側 熊本市 ・子育てママの食卓サポートプロジ

ェクト おかずのおすそ分け 

・子育てママと地域交流 「縁側

moyai食堂」 

・調理・食品衛生講習会開催 

 

●おすそ分け「ゆいまーる」実施状況 

食材厳選（有機米・熊本産等） 

20 セット（5 品×3・4 人分程度）  

食材費 2700 円+運営保険費 300円 

・4/２５ 4 品+味噌玉袋・５/30 

・７/２ イタリア料理 5 品 

●食堂ぐるり 

3/26開催 

今後の予定 7/２１、８/２１ 

（７/4 実施 11人参加） 

①活動状況確認 購入費と購入費でトントン 

 人件費分は課題（現在は助成金で賄う） 

②参加者全員によるフォロー研修 

 「今後の団体の在り方」について全員で 

 ・縁側もやいー会員制度の見直し 

 ・応援メンバー（共同購入先企業などに依頼） 

 ・「縁側もやい」の仕組みを県内全体へ 

③会計執行状況確認・入力表の修正 

２ Happy park 

実行委員会 

熊本市 ・子ども・家族を対象としたマルシェ・

子育て支援団体ネットワークづくり・

マルシェを通して子育て世代・企業・

行政など子育て支援ネットワークの

形成を目指す（熊本市・新市街との

連携） 

子育てママ作家・サロン経営者支援 

・5 月 18 日新市街・花畑広場にて

「HappyPark」開催 

●「HappyPark」5/18新市街・花畑広場開催 

・参加者約 1万人 （チラシ 11万部配布） 

・出店者６３店舗・木のおもちゃ遊園地・スポーツ

広場（バスケット・ハンドボール・トランポリン・ボッ

チャ）・ステージイベント 8団体 

・ボランテイア 35 名・協力 7 団体 

・総額 190 万：協賛企業 17社（合計 100万円） 

 出店料 60万・助成金 30万 

・広報・メデイア関係 16回 

（７/８実施 3 人参加）①開催総括   

②次回：11/30・１２/１ 第 2回 HappyPark  

2 日間開催予定（予算規模 200万程度） 

③小規模 HappyParkマルシェ開催による子育て

ママ出店者との関係づくり（３/６、７/１０開催） 

④協賛企業―パートナーとしての関係性づくり 

⑤出店者・協賛企業にメンバー登録できない

か？（会員・賛助メンバー）経常費の確保 

・子育てママ出店者からの要望で打ち上げ開催 

３ ハロウインマルシェ 

実行委員会 

長洲町 長洲町開催（開催地長洲町・地元企

業との連携を目指す 

ハロウインマルシェ開催 来場者目

標１万人 

  

10 月 27日（日）開催決定 来場者目標 1万人 

予算約 340 万（助成金オルビス 50 万・九電み

らい財団 98.8万、チケット 75万、出店料 83万

来年度繰り越し 33.4 万） 

・長洲町との関係性作り 

 役場担当課訪問 ・青年会議所協力依頼 

 財団設定：7/１３ 「ながすトーク」登壇予定 

（６/２６実施 4 人参加） 

①予算について確認（予算規模・来場者チケッ

ト値上げ・協賛金募集） 

②助成金に頼らない運営について 

③地元―長洲町との連携について 

 地元住民（徳永氏協力による関係性づくり） 

④今後の予定について確認 



４ イースターパーテ

ィ実行委員会 

益城町 イースターパーティー２０１９ 

益城町だからこその『復活祭』 

子育て家族が楽しむイベント開催 

地域活性化多様なネットワーク形成 

FB:イースターパーテイー実行委員

会 

「イースターパーテイー２０１９」イベ

ントページ 

https://www.facebook.com/events/

2212005659067490/ 

●2019年 4 月 21日(日) 10:00〜16:00開催 

会場：グランメッセ 熊本 来場者約２５００名 

出店者 90店舗 出店企業 16社、協力企業団体

36 団体、ボランテイアスタッフ 66 名 

・ビフォーアフターパネル展 

・たまごペタペタパネル（熊本復活のためのメッ

セージ） 

・収入6,057,460円（本助成50万、企業協賛355

万、個人協賛2.5万、企業出展料43，2万、出店料

58.6万、入場料 70.5万、雑収入 25.9460万） 

（６/２０実施 5 人参加）） 

①総括グランメッセという大きな会場での開催

（会場費約 140 万）企業協賛 355万 

企業の協力が大きかった。打ち上げパーティ実

施 お礼のあいさつ回り 

②今後についてー毎年の開催はしない予定。 

マスコットやアイコンを使って、グッズ作成・4コマ

漫画募集などで物語を作っていく。 

③協賛企業との関係性作り 

④時期を見てイベント開催 

５ ましき子ども農園 

プロジェクト 

益城町 ひとり親家庭を対処にした益城町農

園での農業・調理体験マルシェやイ

ベント、勉強会等開催により地域と

のとこ流の場やネットワーク形成を

図る 

継続していくための組織づくりと人

員の確保、必要経費の捻出オーガニ

ックコットン・さつまいも栽培・収穫  

収穫祭開催 

HP:作成中 

・3 月畑の植え付け体験（益城町の地域住民協力） 

・HP作成中・事務スタッフ５月辞任・7月交代 

・天候の影響で、畑の生育状況よくなかった。 

・近所の幼稚園などが畑の作業を手伝ってくれた 

・６/８ジャガイモ収穫祭（畑体験がひとり親にとっ

てのニーズではなかった参加者が少なかったー

参加者の募集範囲を熊本に広げる作業ボランテ

イアを募る。 

・昨年収穫綿を使って『特製 T シャツ」作成ー"デ

ザインコンテスト"募集展示を実施予定（秋） 

（６/２６実施 １名参加） 

・「協力者応援者」ステークホルダーを広げる 

ひとり親だけでなく、協力ボランテイア・協力関

係者を増やしていく 

・事務局の充実（新しい専従スタッフの確保ーNPO

事務局経験者） 

・HPや FBでのこまめは発信・広報を行う 

・会計処理状況確認 

６ 熊本転入ママの会 熊本県 転入ママウエルカム会ー実施年２回

毎回１００人の参加 

新しい内容の工夫 

関係機関・知己との連携 協力企業

の開拓 

FB:熊本転入ママの会くまてん  

第 1回「ウエルカム会」6/２４ パレア大ホール 

参加者 141組 （定員を超える申込者） 

総参加者約 400 名 協賛出店企業：２２社  

全員へのプレゼント 12 社・抽選プレゼント 5 社 

協力団体・ボランテイア 14団体 

ブース出展 8・試飲や試食 4  

NHK・熊本市観光振興課取材 

（６/２１実施 5 名参加） 

①企業協賛（物品寄付）：これまで購入していた県

内企業からの商品を協賛いただく 

②ボランテイア依頼：学生・関係のある団体 

③各区でのランチ会・交流会 

④どこから来たかシールを貼ってもらう 

⑤団体の今後（会メンバー会費・特典等工夫） 

https://www.facebook.com/events/2212005659067490/
https://www.facebook.com/events/2212005659067490/


７ ハンズハンズ 嘉島町 みんなで笑顔のごはん～地域のプ

ラットホ－ムづくりプロジェクト！！ 

・お年寄りから若い年代に受け継ぐ

体験イベント（・味噌作り・こんにゃく

つくり・梅干しつくり・おはぎつくり・

箒つくり等 学習・体力づくり子ども

の体力作り、精神つくり等 

・畑つくり：作物を育てるー生産者に

感謝、   

★２階スペ－スを有効活用・・・・子ども

の一時あずかり、学習支援、カフェ等 

FB：嘉島だんだん食堂ーハンズハン

ズ 

・畑での植え付け収穫体験（地域の高齢者の協

力 

４/１３ 朝ごはんの日（３４人） 

４/１５ 発達障害に関する勉強会 

４/２２ 夕ごはんの日＆ショー開催 

５/１１ 朝ごはんの日（約３０人） 

５/２７夕ごはんの日（総勢１７１人）県担当課視察 

６/２４ 夕ごはんの日（総勢 162 人） NHK 取材 

7/13朝ごはんの日 ７/22夜ごはんの日 

・嘉島町での講演会 町長との面談 

・子ども食堂を始めたい人への相談 

・だんだん食堂に参加していた方－御船町。山

都町。宇城市での子ども食堂開催 

・イオン黄色い得シートキャンペーン参加 

（６/10 実施 20 名参加）スタッフ・協力者合同 

①参加したきっかけ 

②これからの希望について 

③リフォーム中の２階の使い方について 

 ８月中にはリフォーム完成 

 使い方ーまずは食堂のある日、食事が終わっ

た子どもたちに使ってもらう。 

 遊びの場 学習支援は協力体制（指導者・内

容・ボランテイア等）を整える 

④周辺地域への理解・嘉島町の理解を進める。 

 これまでの協力者への感謝も含めて、「だん

だん食堂感謝祭」（仮称）を開催する。 

 

８ 陽だまりの樹 熊本市 

東区 

尾 の 上

校区 

・給食がない日の食事提供・食育 

年１８回開催 

シングルマザーなどの働く母親の負

担軽減・子育てサポート 地域の高

齢者とのコミュニティの場所作り 

学校や地域団体との連携体制作り 

他の地域食堂との連携体制の構築 

・働くママ支援の子ども食堂 

FB:尾の上コミュニティ《陽だまりの

樹》 

 

給食がない日の食事提供（12 時～15 時半） 

4/9（新年度始業式） ５/２２（小学校代休の日） 

５/２７（運動会振替休日）６/１５（土曜日授業の日） 

7/２０（予定） 

・課題であった会場を「尾の上老人憩の家」に変

更 食事後のゆっくりできるようになった。高齢

者（男性 3名の協力） 

・食材の提供の広がり 他の子ども食堂や他団体

からの寄付やボランテイア協力が増える。 

・熊本子どもの未来基金（エンゼル基金）で発表 

（７/３実施 4名参加） 

①実施状況の確認 

②会計処理状況確認（領収書の処理について） 

③課題：食堂のチラシ配り学校に協力依頼した

が断られた（校門で手配り）－まず開催告知で

はなく、「開催報告」の便りを紙ベースで作成し、

関係機関へ報告。陽だまりの樹の活動を知って

もらうこと・信用して貰うことが大事：担当を決

めて作成予定 

④課題：参加者がまだ少ない 平均１５．６名 

 ターゲット（先ずは働くママ）にきちんと情報

が届くようにする。口コミ・感想を便りや FBで報

告 リピーターにメンバーになってもらう 

 


