
 

 

フードバンクしまね「あったか元気便」準備会呼びかけ人（順不同） 

竹谷強（古志原公民館長） 田中鈴夫（JA しまね・くにびき地区本部副本部長） 

安井光夫（生活協同組合しまね理事長） 吉田由佳（グリ－ンコ－プ島根理事長） 

大田誠（松江保健生活協同組合理事長） 松本敏和（島根県労働者福祉協議会事務局長） 

高橋玲子（地域つながりセンタ－代表） 

福袋（福箱）だね… 

段ボールいっぱいに色々（普段買わないようなものも）つめられ

ていて、子どもと「福袋（福箱）だねー」と喜びました。フードバンク

がもっと有名になって、色々な人が利用できるようになればと思

います。（母、小学生） 

一人でやっているんじゃないんだと勇気づけられます 

松江市内の沢山の地域でこの取り組みがあれば、一人親で子育

てしているお父さんお母さんにとって、とても励みになり、一人で

やっているんじゃないんだと勇気づけられます。この活動がずっー

と続いて行くことを願います。（母、小学生） 

心が癒されました… 

箱を開けてびっくりしました。こんなに沢山の食品をいただけて本

当に感謝しております。涙が出そうになりました。夏休みなので児

童クラブへ毎日お弁当を持って行くので、最近特にお米の減りが

早くとても助かりました。また、あたたかいお手紙を読んで、心が

癒されました。地域、企業様、生協様本当にありがとうございま

す。（母、小学生、未就学児童） 

生活する上で必要なお金が多く……。子どものお菓子などは、特に我慢させてしまう事が

多いので、子どもの喜ぶ物ならどんな物でも喜びます。こういう支援をしていただき、本

当に有難いです。（母、小学生 2名、未就学児） 

夏のサンタさんだよ 

 

家族みんなで「夏のサンタさんだよ‼」と言ってとても

喜んでいます。ひとり親で収入が少ないと、子ども達

に十分好きな物（食べ物）も買ってやれないので、あっ

たか元気便で届く物はどんな物でもありがたいです。

夏休みで子どもだけで留守番させているので、お昼御

飯用に「温めるだけですぐに食べられる物」は、すごく

助かります。（母、小学生 2名、未就学児） 

現在、家には高校生、中学生、小学生がいるのですが、皆それぞ

れに学校の補習授業、部活、スポ少の練習などで、昼間の時間

帯が合わず、個々に家にある物を食べてしまうので、夏休み時期

は毎年食費が割高になり困っていました。今回のフードサービス

のおかげで、どうしても我慢させがちなお菓子や、カップラーメン

やパックご飯など、簡単に作れるものが届いたのは、本当に嬉し

かったです。（母、高校生、中学生、小学生） 

親子でニコッとなれる時間に… 

今回のような活動があることに、すごく驚きました。子どもを育て

ていく中で、こういう取り組みは、親子でニコッとなれる時間でも

ありました。なないろ食堂には、初参加でしたが、子ども達もす

ごく楽しかったと言って、また行きたいと言っています。色々な支

えに感謝です。（父母、小学生 3名） 

元気便の名の通り、本当に元気になります。おせんべいは、子ど

もが気に入ってパクパク食べておりました。こんなにもらっていい

の？って言うくらいで、とても助かりました。夏休みは思っていた

以上にお米の消費が多く、今回もお米をいただけて、本当に感謝

です。（母、小学生、未就学児童） 

 

おいしいんだよねー 

２回にわたり沢山の食品を送って頂き、大変ありがとうございまし

た。中でもお米が一番たすかりました。 

児童クラブで出るおやつと一緒だとおいしいんだよねーと嬉しそう

でした。（母、小学生） 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

とってもおいしかったです。 

とくにおかし☆また送ってほしいです  

よろしくおねがいします☆ 

・おかしがいっぱいあったのでよかったです。 

もっとおかしをいれてください。（小学生） 

・カレーが好きなので入っていてうれしかったです。(中学生) 

・普段あまり買うことのないものがたくさんはいっていたため、みんなすご

く喜んでいました。（高校生） 

なないろ食堂に「行きたーい」と声をそろえています

が、スポ小の練習のため残念だけどいけないです。

届いた食品を取り出すことが楽しそうでした。 

友だちが来るときに、おや

つがあってみんなよろこん

でいるし、私もうれしいで

す。次何がフードバンクでく

るか、楽しみです。 

今回もまたたくさんの食品をありがとうございま

す。箱を子とも二人でわくわくしながら開けてお

りました。いつもフードバンクを開けた時心あた

たまるメッセージとたくさんの食品ではげまされ

ています。今回は子どもの大好きなお餅を入れ

ていただいていたのでとても喜んでいました。

（母 ２児） 

私の好きなお菓子がたくさん入っていたのでう

れしく思います。ありがとうございます。（小学校

高学年） 

ポッキーやゼリーがあってうれしかったです。 

ありがとうございます。（小学校低学年） 

おもちとかおかしとかこめとか 

いろいろなものをもらえて 

うれしかったです。 

クリスマスカードに感動しました。いろんなことを一

人で抱え込んでしまう性格ですが、誰かに頼って

いいんだなと少しだけ思えることができました。 

夏休みに 2回もあったか元気便が届き、すごく助かりまし

た。冬休みにも実施されると知った時はすごく励みになりま

した。今回も「こんなにたくさん！？」とびっくり。図書カード

にひとつひとつメッセージが書いてありすごく心が温まりま

した。この地域での生活はひとり親でも安心感があり、本当

に助かっています。特にお菓子類はいつも我慢させてしま

うことが多いですが、箱いっぱいのお菓子に子供たちは大

喜びでした。（母 ３児） 

今回もとても楽しみにしていました♪ 

お餅がたくさん入っていたので早速お正月に食べたいと思

います。とても助かりました。図書カードもとっても嬉しかっ

たです。子どもにプレゼントしました。 

やはりお米は何より助かります。今回も子どもたち

は箱を開けた瞬間に歓声を上げ、お菓子を３人で

分け合っていました。インスタントのスープやラーメ

ンは受験前の娘が夜勉強中に小腹がすいた時に

食べていたようです。今回もたくさんの方の支援と

ボランティアの方々に深く感謝しています。（３０代

お母さん） 

夏に続き、またたくさんの食品が届きました。まさかまたあると思わな

かったので本当にうれしいです。冬休みが始まるので日中お留守番

する子どもたちのおやつができて喜んでいます。（３０代お母さん） 

何よりお米！！そして本当にありがたい食べ物の数々…。

三度も送って頂き、そのたびに感謝、感激でした!! 

いろいろと節約してもケチくさくしてもやはり出ていくもの

は出ていきます。外食もほとんどしたことないし、買い物の

たびに必ず処分価格コーナーをあさりまくる日々…。子ど

もたちにはせめてひもじい思いはさせたくないと毎日財布

とにらめっこです。そんな中このありがたい“あったか元気

便”!！届くたびにみんなが笑顔になり本当に救われまし

た。ありがとうございました!!!（５０代お父さん） 

今回も案内があってから届くのをとても楽しみにしていまし

た。何が入っているか子どもと一緒に見て喜んでおりまし

た。一緒に入っていた元気便だよりを見ていろいろな人が協

力されていたんだと知り、本当に感謝しかないです。大変だ

とは思いますがまた利用する機会があれば嬉しいなと思い

ます。本当にありがとうございました。（母子世帯） 

夏に続いてお世話になりありがとうございま

す。子どももうれしいようです。 

「あったか元気便だより」読ませていただきまし

た。裏側でみなさんの協力、ご支援がどういっ

たものか知り、感動しました。そしてやはりあり

がたいことだなあと再認識しました。 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【賛助会員のみなさま】（9 月 20 日現在） 

中国労金島根県営業本部、連合島根、 

こくみん共済 coop 島根推進本部 

島根県生協連、山陰温調工業株式会社 

松栄印刷有限会社、明和印刷有限会社 

リコージャパン株式会社島根支社、 

大学前のつ内科クリニック、（株）マース 

【参加団体】 

JA しまね、島根県労働者福祉協議会、生活協同組合しまね、 

グリーンコープ生協（島根）、松江保健生活協同組合 

地域つながりセンター 

長期休暇中、どうしても食費がかかりますし、お弁当にな

るのでお米をすごく使うので、お米は本当に助かりまし

た。お菓子やたくさんの食事に役立つものを頂いて感謝

の気持ちでいっぱいです。毎回、一言のお手紙を添えて

下さるのも、読んでとても温かい気持ちになります。本

当にありがとうございました。（2児のお母さん） 

あまりにも大きい段ボールで重量もあり、何が届いたんだろう

と家族中集まり、開封するとたくさんの食べ物。そしてその上に

置いてあるメッセージに感動し、子供と「すごーい！ ありがた

いね、感謝だね」と胸があったかくなりました。各家庭にメッセ

ージを入れられ、しかも我が家向けのお言葉、ありがとうござ

います。おかげさまで夏を乗り切ることが出来ました。 

いつもたくさんのおかしや食べ物をありがとう

ございます。弟も自分もおかしが大好きなの

で、おかしはすぐになくなってしまいます。ま

た、おかしがいっぱいはいっていたらいいと思

いました。（中学生） 

初めてこの活動を知り、利用させていただきました。大きなダ

ンボールが届いた時は、びっくりしました。子供たちと楽しく開

けさせていただきました。本当にありがとうございました。この

活動に感謝します。 

子供たちも楽しみにしていて、届いたらすぐにお菓子を確認

し、兄弟で話し合って分け合っていました。この度、四中在学生

にも元気便が拡大されたとのことで、育ち盛りになる中学生に

なってもこんなサービスがあったらいいのにねと話していたの

で大変うれしいです。 

子供と一緒に開封させていただきました。

すぐに使えるものもあり、本当に嬉しかっ

たです。また、多くの方に支えて頂いてい

ると実感させてもらえました。 

仕事から帰った夕方、自宅にダンボールが届いており、夏休

中の息子と一緒に開けました。沢山の食品にお菓子‼ びっく

りしました。朝から夕方まで働いて、夕飯に迷っていると、あっ

という間に20時になることもあります。レトルトを時には使い、

楽をさせてもらって…おいしい、助かります。底にお米がある

のを見た時は、嬉しくて涙が出ました。手作りをなるべく心が

けていますが、本当に疲れた時に頼らせてもらいます！ 

夏休み中は、長時間子どもだけで留守番してもらうことも多

く、昼食に何を作って行くか、いつも頭を悩ませていました。

そんな時、レトルト食品や乾麺をたくさん送っていただき、す

ごく助かりました。その上、「あっ‼米が全くない‼ピンチ😢」と

いうまさにその時、すごいタイミングでお米を頂き、本当に大

感謝‼しかもおいしい‼自然と拝みながら頂きました。 

好きなお菓子とかも入ってたし、お母さんが

お昼ご飯の用意しなくても済んで、朝一緒に

ゆっくりできて、よかったです。おいしいもの

がたくさん入ってて嬉しかったです。（中学生） 

お米を消費するのが早い夏休みに、10 キロ分も頂けて大変

助かりました。4 階に住んでいてお米を持って上がるのが辛

いので、そういう意味でもありがたかったです。1 回目の段

ボールの中に手書きのメッセージが入っており、とても嬉し

かったです。1 人でがんばっていましたが、味方がいるよう

な気持になりました。 

とくに、お米は重量もあり、車を持っていない私には買い物も

大仕事です。そんな折、箱いっぱいの食品が届き、とても安心

しました。子供たちも「お菓子だー‼」と大喜び。昼ご飯にも自

分たちでレトルトをあたためたり、インスタントラーメンを作っ

たりして食べています。メッセージも同封してくださり、子供た

ちも順番に読んで喜んでおりました。 



【賛助会員のみなさま】（12月末日現在） 

中国労金島根県営業本部、連合島根、 

こくみん共済 coop 島根推進本部、島根県生協連、 

山陰温調工業株式会社、松栄印刷有限会社、 

明和印刷有限会社、リコージャパン株式会社島根支社、 

大学前のつ内科クリニック、（株）マース 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

新しく株式会社ミック様に 

賛助いただきました                                               

 

 

【参加団体】 

JA しまね、島根県労働者福祉協議会、生活協同組合しまね、 

グリーンコープ生協（島根）、松江保健生活協同組合 

地域つながりセンター 

夏休みから利用させていただいています。子供

が家にいる時は、すごくお昼もかかります。まし

て育ちざかりです。利用させていただいてか

ら、すごく家計が楽になりました。 

フルタイムで働いているため、帰宅が２０時過ぎることもあります。その分

昼休みが長いので、出来るだけ昼に夕食の準備をするのですが、交代制で

職場に残り、昼帰宅できないこともあり、そんな日は簡単なメニューになっ

てしまいます。今回、このような活動を知り、感激しました。レトルトを活用す

ることで少しでも時間短縮になり、子どもの宿題をみたり、のんびり話した

り…と、そんな余裕ができるのではと思います。 

このような支援が行われていることを知りませ

んでした。最近、離婚して大変だと思うことは

たくさんありますが、支えてくれる人たちがたく

さんいるんだと、大変ありがたく思っています。

自分が選んだ道なのに、他人に甘えていいの

かと、色々思うところもあります。でも、一人で

抱えきれない部分を甘えさせて頂きたいと考

え、応募させてもらいました。 

あったか元気便の企画に感謝いたしま

す。高校生の兄も大きな箱の中の品々、

同封してあったお手紙に感動していまし

た。ありがとうございます。 

福祉関係の相談窓口で（別のもの

だと思いますが）フードバンクのこ

とを教えてもらいましたが、もっと

困っている人がいるのではないか

と思うと、自分から申し出るのは躊

躇してしまい、利用できずにいまし

た。今回このような形で案内をも

らい、自分も頼ったり甘えたりして

もいいんだと思えて、心が軽くな

りました。沢山の企業や地域の

方々に助けていただき、本当にあ

りがたく思います。 

初めてこの活動を知り、申し込みさせていただきま

した。育ち盛りの子供に、沢山食べさせたいと思う

一方、食費がかかり長期休みともなれば、３食必要

で買い物へ行ってもすぐになくなるので、こんな活

動は本当に助かります。届くことを楽しみにしていま

す。皆様に感謝いたします。 

主人が癌で突然亡くなり２年が経とうとする中、一

番下の次男が小学校卒業を控え、我が家は一区切

りつこうとしています。それでも止まらないのが子

供の成長で、育ち盛り伸び盛りの子供の食費、教

育費に削れる部分はなく、この「あったか元気便」

は、そんな我が家の助けとなり息抜きとなっていま

す。本当に組合員、職員、ボランティアの方々に感

謝の気持ちが絶えません。 

この手紙が来るとホッとします。毎回すごく助かり、届く

日が待ち遠しく楽しみです。メッセージカードも添えて

頂き、すごく嬉しい気持ちになり、また日々の生活を頑

張ろうと実感するひと時です。 

夏は２度も送っていただき、本当に

ありがとうございます。忙しい毎日

ですが、上手にレトルト等を使って、

子どもと顔を合わせて食事をするこ

とが幸せです。 

日頃野菜やタンパク質不足が気になっていま

す。休み中に子供だけでも簡単に食べられるも

のを頂いて、とても助かりました。事業、応援し

ています。 

現在、小５の孫を娘の病死のためジジ、ババで育て

ていますが、時代の流れになかなか乗り切れない

私達に、うまく育てられるのか、大きな不安を抱き

ながら日々奮闘している次第です。ガンバルぞ！ 

今まで何度もお世話になり本当に感謝

しています。全然贅沢をしているつもり

もなく、本当にケチケチと暮らしている

はずですが、お金は逃げていくばかり

で、なかなか貯まらないものですね。

食費も更にかかってくるし、忙しい日は

買い物も一苦労という時もありますが、

この活動で沢山の食品を送って頂き、本

当に助かりました。 


