
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOIN 
Dreams lead to success 

一般社団法人 SHOIN 



 

 

Origin of name 
 

松陰…学問とは、人間はいかに生きていくべきかを学ぶものだ 

勝因…困難に勝つために必要な経験と仲間に出会う 

 

 

Mission 

全ての子ども達のために 
子ども達が、心身共に健全で、自らの将来の視野を広げなが

ら成長していくために活動することを目的とします。 
 

History   

 

Member 
代表理事 吉原 隆平 

  吉原隆平綜合法律事務所・弁護士 

『“愛とは何か”をテーマに活動して

います。どなたか教えてください。』 

理事 田村 哲朗 

 ㈱エスティサービス・飲食店経営 

『みんなが笑顔で繋がる良い地域にし

ていきたい』 

理事 小池 一博  

㈱ヴィルトゥススポーツクラブ 

・サッカー指導者 

『子ども達に向けてできることを全

力で取り組みます！』 

理事 瀧井 雅代 

 金融業 

『自ら行動しなければ何も変えること

はできないと常に思っています。 

千里の道も一歩から。』 

理事 細野 晃生 

 ㈱エクセル保険・保険代理業 

『支援を継続することをテーマに、無

理せず自分らしく活動しています。塵

も積もれば山となる。』 

監事 吉羽 恵介 

 吉羽税理士事務所・税理士 

『同世代の仲間たちと楽しく活動す

る延長線上が地域貢献に繋がれば何

よりです。』 

2017年 

2018年 

2018年 

2019年 

2020年 

2021年 

2021年 

 

2022年 

10 月 

1 月 

7 月 

11 月 

3 月 

4 月 

7 月 

 

4 月 

子ども達の居場所づくり実行委員会として活動をスタートさせる 

こども食堂あゆみを北区東十条の社会福祉法人あゆみにてスタートさせる 

夏休みこども農業体験を千葉県大網白里市にてスタートさせる 

北区社会福祉協議会と共催でキャリア学習職業体験をスタートさせる 

フードパントリーらららを北区神谷のファミーレらららにてスタートさせる 

一般社団法人 SHOIN として法人化する 

NPO 全国子ども食堂支援センター・むすびえより助成を受け、北区繋がり広がるプロジェ

クトをスタートさせる 

北区王子本町に事務所を構える 

フードパントリーらららの会場変更とコミュニティフリッジ王子本町をスタートさせる 
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Projects 
◆こども食堂あゆみ（2018.1 月～） 

[開催日時]  毎月第 2・4 水曜日 18:00～19:00(100食なくなり次第終了) 

[会場]    社会福祉法人あゆみ(北区東十条 6-5-19) 

[内容]    子ども無料・大人 300 円／キッチンカーを活用し、テイクアウト形式と食堂形式の両方で実施し 

てます。 

 

◆フードパントリーららら（2020.3月～） 

[開催日時]  毎月第 2・4 水曜日 18:00～20:30 

[会場]    一般社団法人 SHOIN 事務所(北区王子本町 2-15-19) 

[内容]    地域の食の中継地点として、企業から受け取った食品を登録者にお渡しします。 

 

◆コミュニティフリッジ王子本町（2022.4月～） 

[開催日時]  スタッフが事務所に所在している時 

[会場]   一般社団法人 SHOIN 事務所 

[内容]    区内フードパントリーを利用されていない方を対象に、SHOIN スタッフが   

事務所にいる時間内であれば、自由に食品をお渡ししています。 

 

◆夏休みこども農業体験（2018.7月～） 

[開催日程]  夏休み期間中 

[会場]      千葉県大網白里市 etc 

[内容]      様々な理由で遠出をする機会の少ない子ども達と一緒に農業体験に行    

き、夏の思い出をつくります。 

  

◆キャリア教育職業体験（2019.11月～） 

[開催日程]  毎年 10 月か 11 月 

[会場]    岸町ふれあい館＆北とぴあ 

[内容]      共催：北区社会福祉協議会、協力：東京青年会議所北区委員会／ 

      区内の子ども達が様々な仕事を体験する機会とします。 

 

◆おさがり（2020.9月～） 

[開催方法] SHOIN ホームページ上で実施 

[内容]    地域の方々からまだ着れるけど不要になってしまった衣類を提供いただ 

き、ほしい方はホームページ上から申込みできる衣類の支援です。 

 

◆北区繋がり広がるプロジェクト（2021.7月～） 

[開催方法]  月 1 回 

[内容]    訪問員(アウトリーチャー)が、支援を必要とする子ども達・家庭にプレゼントを持って行き、見 

守りや相談などを続けていくアウトリーチ型の活動です。 

and more… 

 

 

 

 
我々は狂うほどの熱意を持って、これまでの常識だけに捉われずに狂ったように行動していきたい。 
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Project background 

日本の子どもの７人に１人が貧困 

・2019 年の厚生労働省の国民生活基礎調査によると貧困線は年収 127 万円で、日本の 18 歳未満の子ども達の

貧困率は 13.5％で、約 7 人に 1 人が貧困となります(※1)。 

「相対的貧困」…世帯所得が貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)に満たない状態のこと 

「絶対的貧困」…国や地域のレベルとは無関係に、生きること自体が困難なレベルで生活水準が低いこと 

・「過去 1 年間で必要とする衣服が買えなかった経験があったか」の問いに、「よくあった」・「ときどきあっ 

た」・「まれにあった」を合わせた割合は、相対的貧困にある世帯は 45.8％となっています(※2)。 

ひとり親世帯の約半数が相対的貧困 

・ひとり親世帯の貧困率は 48.1％であり、ひとり親の約半数が貧困で苦しんでいることになります(※1)。 

奪われる子ども達の様々な機会 

・子どもの進学の希望を「大学またはそれ以上」と考える割合は、相対的貧困にある世帯は、そうでない世

帯が 50.1％であるのに対し、36.5％となっています(※2)。相対的貧困の中にある子どもは、経済的理由で

進学や習い事を諦める場合が多く、機会を失ってきた子ども達もまた挑戦していく心が育まれない状況に

あります。 

・18 歳以下の日別自殺者は夏休み明けの 9 月 1 日に最も多くなっています(※3)。春休みやＧＷといった長期

休暇明け直後に自殺者が増える傾向にあり、生活環境等が大きく変わる直前には子どもにとっては大きなプ

レッシャーになっています。 

社会的な孤立 

・重要な事柄の相談について「頼れる人がいない」と回答した割合は、相対的貧困にある家庭は 8.0％(全 

体 5％)となっていて(※2)、社会的に孤立している傾向にあります。 

※1 厚生労働省「2019 年国民生活基礎調査の概況」 

※2 内閣府「令和 3 年度子供の生活状況調査の分析報告書」 

※3 内閣府「平成 27 年版自殺対策白書」より 

 

我々は、様々な機会の提供・多様な価値観との出会い・自己肯定感の醸成へ寄与し、 

子ども達の生きる力を育む活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
自らの将来に期待と意志を持っていける様になってもらいたい。そのための力になりたい。 
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アウトリーチ型と拠点型の支援 

『北区繋がり広がるプロジェクト』とは… 

支援をする側が、支援を必要とする子ども達・家庭に出向き、

見守りや相談などを続けていくアウトリーチ型の支援活動です。 

なぜアウトリーチ型が大切なのか 

・アウトリーチ型の支援の対象者は、支援が必要な状態であっても、助けを求める感覚が鈍化してしまってい

たり、支援に関する情報を持っていない方が多くいます。 

・コロナ禍において、子ども食堂やフードパントリーといった拠点型の支援では、子ども達の見守りは十分な

ものではなくなりました。これでは支援を届けたい子どもを待っていても出会うことはできません。 

   子ども食堂が開催できない  子ども達と過ごす時間が少ない  コロナ禍を理由に来ない子も増えてきた 

 そこで「アウトリーチ(訪問)型」の支援が必要と考えます。 

それでも大切な拠点型の支援 

アウトリーチ型の支援は大切ですが、支援をお届けする子ども達・家庭を把握できていなければ、アウトリ

ーチ(訪問)を実行することはできません。 

子ども食堂やフードパントリー、学習支援、その他様々な体験活動などの拠点型の支援活動を継続している

からこそ、日々の子ども達や家庭の存在を知り、見守ることができるはずです。 

また拠点型の活動を継続する中で、他団体の子ども食堂や社会福祉協議会、民生・児童委員、学校、地域住

民、行政機関などとの関係性から子ども達を把握することもできてきます。 

 

だからこそ、様々な背景を持つ子どもや家庭の実情に合わせて、 

拠点型・アウトリーチ型の両方の支援ができることが重要と考えています。 

 

図は横軸をターゲット、縦軸を役割とし

て、我々のプロジェクトの位置づけを表した

ものです。 

こども食堂あゆみは誰でも受け入れてお

り、共生型の活動です。反対にフードパント

リーらららやコミュニティフリッジ王子本町

は、ひとり親世帯や生活困窮者に限定してい

るので、ケア型の活動となります。夏休みこ

ども農業体験は、夏休みに家族でお出掛けが

できない方を対象としているのでケア型寄

り、キャリア学習職業体験は、子ども食堂や

学習支援を利用する子ども達から一次募集す

るものの、広く募集をしているため共生型寄

りといえます。 

我々のミッションである「全ての子ども達に」届けるために、共生型からケア型まで点ではなく線になる活動を目指

しています。ただこれらの活動は全て拠点型の支援であり、より貧困等対策で個別対応していこうと思うとアウトリーチ

型の支援が必須となります。ここに北区繋がり広がるプロジェクトをはじめたきっかけがあります。 

□SHOINが実施するプロジェクトの位置づけ 

-4- 



 

 

北区繋がり広がるプロジェクトの具体的な取り組み 

Ⅰ）拠点型の支援を継続している方に、訪問員(アウトリーチャー)になっていただく 

 北区には「北区子ども食堂ネットワーク」があり、北区社会福

祉協議会を事務局として、子ども食堂運営者がネットワークを形

成しています。日頃よりネットワークとして活動している中で、

心から信頼でき、拠点型の支援をしている子ども食堂運営者の

方々に、一歩踏み込んでアウトリーチ型の支援が必要な子ども・

家庭があれば、訪問員(アウトリーチャー)と

なってこのプロジェクトを一緒に進めてい

ただきたいといったお話しをさせていただ

きました。 

2022.6 月時点で、我々SHOIN あわせて 6 団体 8 名の方が訪問員として活動しています。 

Ⅱ）訪問員へチラシを渡し、アウトリーチしたい世帯に利用登録してもらう 

アウトリーチを必要している子ども・家庭に対して、訪問員がいきなり訪問して見守ることは難しく、訪問

する理由づけが必要です。アウトリーチしたい家庭にお渡しするチラシは下記のような文章になっています。 

～～コロナ禍が続く中いかがお過ごしでしょうか。訪問員がご家庭に月に 1 回プレゼントをお届けします。地域の繋が

りが希薄と言われる昨今ですが、地域の子ども達と地域の大人達が顔の見える関係性となり、見守れる地域となれたら

と思います。是非「北区繋がり広がるプロジェクト」をご利用ください。～～ 

 あなた個人の問題ではなく、社会課題を解決するためにこのプロジェクトを参加しませんか？と促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用世帯にチラシをお渡しする時には、「このチラシをもらった訪

問員の名前」の欄に、予め訪問員の名前を記載してからお渡しし

ます。申込みはホームページからもできますが、誰でもいいとい

うわけではなく、訪問員が支援を届けたい方・アウトリーチしたい方に届けます。 

[本プロジェクト協力団体] 

 

一般社団法人 COCOROごはん 

NPOフィレールラビッツ浮間 

子ども食堂キタクマ 

てこら café 

かあさんの夕めし処きりのはな 

□プロジェクトのチラシ 

-5- 

□訪問員の立場 



 

 

Ⅲ）プレゼントの準備 

北区繋がり広がるプロジェクトは、「認定 NPO 法人全国こども食堂支援センター・むすびえ」の「むすびえ・

こども食堂基金チャレンジ支援コース」に採択され、伴走支援もいただきながら 2021.7 月より実施しており

ます。一世帯 1,500 円程度のプレゼントを amazon から発注し、訪問員の皆さんに届けます。 

訪問員の皆さんは、プレゼントをお渡しする日時を利用世帯と調整して決定します。 

また、このプレゼントは子どもに直接お渡しするようにしています。 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ）いざ訪問！ 

2022.6 月現在で 31 世帯 66 名の子ども達がこのプロジェクトを利用しています。 

訪問員が月 1 回プレゼントをお持ちし、子ども達やそのご家族と顔を合わせます。 

そしてたくさんの会話ができる関係をつくり、相談事を聞くことによって、確かな繋がりをつくっていきます。 

その中で、子どもや家庭に潜在する課題を発見し、必要性があれば支援に繋げることができます。 

子どもを取り巻く家庭環境を含む包括的な支援となります。 

 

訪問員の声 

Q．訪問員になっていただいた理由をお教えください。 

・運営している子ども食堂に来ている気になるご家庭、シングル家庭へのサポートを強化したかった。 

・関わりたいと思っていたご家庭や関わり頻度を高めたいと思っていたご家庭とのツールが欲しかった。 

・子ども食堂をやっていて、子ども達の家庭での現状などを聞いたりし、保護者が気軽に相談できる相手が必

要だと思って参加しました。 

 

Q．訪問を通じてのエピソードをお教えください。 

・シングルファザーのご家庭が、別のシングルファザーのご家庭を紹介してくれました。 

・子ども食堂では配食が続いていたため、少し気になるご家庭と関わる間隔が開いていました。そんな時、プ

レゼントをお届けする機会があり、あるご家庭の生活状況を知ることができました。訪問の電話をすると、

その家庭のお子さんが 40 度の発熱とのことでした(翌日にコロナ陽性が判明)。カステラのプレゼントの他

に、差し入れで清涼飲料水やインスタントスープなどを購入して訪問しました。 

翌日も連絡をすると、子どもは解熱し、元気になって困ると冗談半分にこぼしていました。この活動は子ど

も食堂などの定例活動を補完する意味でもありがたいと思います。 

 

Q．あなたが感じる本プロジェクトの必要性や意義をお教えください。 

・自宅や電話番号を把握することで、何かあった時に本当に助けになれることに意義を感じます。 

・家庭と繋がるためには、様々なきっかけや多方面からのアプローチがある方がよいと感じます。この活動は

まさにその一つです。 

・行政などに対しては、敷居が高く SOS を気軽に出せないが、このプロジェクトによって信頼関係を築くこと

により、普段の会話の中で困り事を引き出すことができたり、子ども達からも家庭の状況を聞けるのでとて

も社会的に必要なプロジェクトです。 

□訪問員と利用世帯の連絡手段 
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□本プロジェクトを利用している子どもの年代 



 

 

Q．本プロジェクトが、今後どのようになっていくことが望ましいと思いますか？ 

・学校との連携により、必要な児童にチラシを配布するなどをすることにより、申込みの入口を広げていけた

らよいと思います。 

・困りごとを抱えた子どもの家庭への支援を開始するきっかけにできればと思います。支援側としてはそのよ

うなアプローチがあるのは、とてもありがたいと思います。 

・支援が必要な家庭があった時に、スムーズに行政機関に繋げたり、保護が必要な場合のシェルターなど、即

時対応ができるように、行政とも連携して直ぐに支援できる体制となっていくことが望ましいです。 

 

ある訪問員の体験談 

 

私が担当している母子家庭(長女：社会人、長男：中学生)は、身内とは絶縁中という状態です。 

昨年末に訪問した時は、長男にプレゼントを手渡し、 

「何かあれば連絡してね！また来月！良い年を迎えてね」と、いつも通りに帰りました。 

その後、お母さんから、「助かります。ありがとう」とラインが入りました。 

年が明けて、1月のプレゼントを届けに行くと、長女が出て来たので、 

「おめでとう！今年も宜しくね。今月のプレゼントはラーメンだよ」と手渡すと、「ラーメンやったー！」

と長男も出て来ました。 

「お母さんにラインしたけど、珍しく既読にならないけど、お母さんも元気かな？」 

「私の携帯番号が変わったから、控えてもらえるかな～」と伝えると、 

「ペン取ってくるね」と、一度ドアが閉まりました。ドアが開くと、二人が神妙な顔をして、「ちょっと上 

がって」とお邪魔すると…「お母さん死んじゃったの」と、カーテンを開けたらご遺骨がありました。 

年末に急死してしまっていたそうです。 

「大人に話すと姉弟が離れ離れにされてしまうから、誰にも言うなとお母さんに言われから、誰にも言わ 

ないで！」「弟が児童相談所に連れて行かれちゃうから…お願い」 

と、二人で必死にしがみついてきました。 

二人は、お母さんが亡くなってから、とにかく家にあるお菓子や果物などで飢えをしのいでいました。 

長女は働いていますが、新卒なのでお給料が安く、お母さんの入院に掛かった費用を払っていたため、 

お金も余裕はありません。 

長男の中学校の先生にも、話をしたら児相に通報されると思い、言わずに姉弟でひっそり年越しし、二 

人はお菓子とみかんで過ごしていました。 

私に連絡をしたいと思っても、お母さんの携帯がロックが掛かっていて開けられなく、携帯会社に連絡 

したら、料金を滞納していて、それを払えば開けられると言われたそうです。 

私がこの繋がるプロジェクトで行っていなければ、この二人は今も飢えをしのぎながら二人でひっそり 

過ごしていたと思います。 

この日から夕飯時に次の日の朝食を届けて、二人の面倒を見て、心のケアをしました。お母さんが亡く 

なったのに、二人は離れ離れにならない様にと、必死に生きているので、泣くことすら忘れていました。 

その後、絶縁中であった身内の方と連絡取ることができました。 

長男が今は学校を変わりたくないと言っていており、その気持ちを優先して、姉弟で生活しています 

が、身内の方々で食事を作り置きしたり、泊まりで面倒をみたりしてくれて、二人も安心してお腹いっぱ 

い食べることもでき、安心して過ごせてます。 

声をあげることのできない子ども達の声を拾い、良い方向へ導く唯一の接触者でもある事と感じ、改め 

てこのプロジェクトの重要性を実感しました。 

 

-7- 



 

 

今後の課題 

課題１．訪問員(アウトリーチャー)を増やす 

東京都北区で現在訪問員がアウトリーチ型の支援を行ってい

るのは、浮間・桐ヶ丘・赤羽台・豊島・滝野川・東十条の 6 地域

です。 

現状はまだ北区全域をカバーできていないため、支援を必要と

している子ども達・家庭との繋がりを広げていかなくてはなりま

せん。 

また既にアウトリーチを行っている地域の中でも、訪問員の人

数が増えることで、より多くの利用者に支援を届けることがで

き、一人一人の訪問員の負担を軽減することにつながります。見

守りの網の目を更に細かくしていく必要があります。 

子ども達と既に繋がっている方が訪問員になる 

子ども食堂や子育て支援団体などの運営者、民生・児童委員、児童主任委員、保護司など日頃から子ども達

と繋がっている方に、アウトリーチをしたい子どもの家庭の扉を開けてもらう手段に、本プロジェクトを利用

していただきたいと思っています。地域一体になり本プロジェクトを進めていければ嬉しいです。 

地域でボランティアをしたい方が訪問員になる 

既に訪問員を実施している方の中にも、アウトリーチ型の支援を届けたい家庭が他にもあるという声を伺っ

ています。日々拠点型の支援や地域のリーダーとして活動されていることもあり、一人の訪問員がアウトリー

チできる世帯数には限りがあります。 

 後々は訪問員ボランティアを募り、同じ地域の訪問員との情報共有や、必要な研修を受けていただいた後に、

アウトリーチ型の支援にご協力いただける形も取っていきたいと思います。 

それにより、地域の大人が地域の子ども達を見守ることができるまちに近づいていければと考えます。 

官民連携により子ども達を見守る 

子ども食堂などの民間団体が子どもや家庭の黄色信号をキャッチした際には、子ども家庭支援センターなど

の行政機関に連絡を取る形です。 

厚生労働省は「支援対象児童等見

守り強化事業」を令和 4 年度から

本予算に組み込みました。 

子どもの見守り機会が減少し、児

童虐待リスクが高まっていること

から、行政・児童相談所・学校・教

育委員会・警察・民生・児童委員等

の他に民間団体等にも幅広く協力

を求め、地域ネットワークを総動

員して、地域の見守りの体制を強

化することが求められています。  

様々なハードルはあるかと思われますが、アウトリーチ型の支援を実施する民間団体が要保護児童対策地域

協議会のメンバーとなり、行政との相互通行の情報のやり取りができれば見守りは強化されます。 

□支援対象児童等見守り強化事業ポンチ図 

※厚生労働省「支援対象児童等見守り強化事業について」より 
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□北区繋がり広がるプロジェクトを実施している地域 



 

 

課題２．プレゼントを支援いただける支援者を増やす 

社会課題として一緒に取り組みたい 

■ 持続可能な開発目標(SDGs)にコミット 

国連が定めた 2030 年までの目標は国際機関、NPO のみならず企業や市民団体も 

包括されています。活動を行うことで投資家、株主・消費者・顧客など多様な

ステークホルダーに企業姿勢をアピールすることに繋がります。 

■ 企業の社会的責任(CSR)の報告書に記載できる 

ステークホルダー向けの CSR 報告書などがあれば、ご掲載いただけます。 

必要があれば写真素材などご提供をさせていただきます。 

■ 渋沢栄一の想いを繋ぐ 

北区に大変ゆかりのある渋沢栄一翁も日本の資本主義の発展に大いに貢献しただけでなく、慈善事業にも積

極的に取り組んでいました。現在の社会福祉法人社会福祉協議会や全国民生委員児童委員連合会の初代会長

も渋沢栄一翁でした。福祉分野の発展は、企業・経済団体の関わりが必要不可欠です。 

企業・団体様からのご支援方法 

本プロジェクトを継続する上で、企業・

団体様より、月毎のプレゼントを購入する

金銭やプレゼントとなる物品、食品や商品

などのご支援のご協力をお願いしており

ます。 

また貴社の社員や顧客等ステークホル

ダーへの寄付の呼びかけなど、様々な方法

でご参加いただくことが可能です。 

貴社にとって、ご満足いただける支援の在り方を一緒に考えていければ幸いです。 

既にご支援いただいている支援者の声 

東京商工会議所北支部 青年部幹事長 

株式会社ジンナイ専務取締役 専務取締役  杉本 公太 様 

【法人名】   株式会社ジンナイ   【住所】 東京都北区豊島 3 丁目 23 番 10号 

【事業内容】 高機能素材による自然環境に適応するアパレルの製造販売 

 

今回のプロジェクトへは、商工会議所青年部幹事長・地元企業役員・子を持つ親と三つの側面からの参 

 加となります。商工会議所青年部としては SHOINメンバーとの交流があり、「こども食堂」の活動をやっ 

ている程度の実情は伺っておりました。具体的にそこに参画することなく経過していましたが、今回のプ 

ロジェクト発足にあたり詳細の説明を受け、商工会議所青年部また地元企業として、その活動内容に大い 

に共感しました。テーマである「アウトリーチ」はできなくとも十分に団体・企業としてサポート活動が 

できることを知り、参画を開始することを決定した次第です。 

そして、何よりも「子を持つ親」としての共感が大きいです。自身が幼少期は近隣の「大人」に時には 

叱られ、他人ながらも躾を受け、一方ではお祭りではおまけをもらったり、正月にはお年玉までもらう環 

境で育ちました。近年、そんな交流の主たる場所であった各地元商店街はシャッター街と化し、町内会は 

過疎化し、核家族が増え、人権問題やこの数年ではコロナ禍と地域での交流が希薄になっているのは間違 

いありません。「全ては子ども達のために」という想いを行動で表していることに対して、子を持つ親とし 

て「他人事ではない」と考えております。 
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1個 1000～1500円程度のプレゼントのご支援をお願いします 

 訪問員が家庭に訪問し、子ども達に手渡しする月毎のプレゼント

を募集しています。プレゼント 1 つにつき 1,000～1,500 円程度を

月 40～50 個・金額 60,000円程となる年間に対しての一か月又は月

の一部のプレゼントのご支援をご検討いただければ幸いです。 

利用世帯やこれからアウトリーチが必要な家庭にお渡しするチ

ラシには、ご支援いただく方の氏名・企業名・店舗名を掲載して案

内させていただき、支援者としてホームページや SNS で発信させて

いただきます。支援を必要としている家庭だけの問題と考えず、地

域の社会課題として捉え、共に本プロジェクトに取り組んでいきましょう。 

Amazon・SHOINほしいものリストからの寄付 

Amazon の SHOIN ほしいものリストからも子ども達のプレゼントのご支援が可能です。賞味期限・消費期限の

問題もあるため、食品ではなく学用品などのプレゼントとなっています。 

月ごとの 40～50 個のプレゼント全部だけではなく、1 個からでもご支援いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

金銭・物品の寄付 

北区繋がり広がるプロジェクトは、2020.7 月～2021.6 月の期間は「認定 NPO 法人全国こども食堂支援セン

ター・むすびえ」の「むすびえ・こども食堂基金チャレンジ支援コース」に採択いただき助成金を活用させて

いただきました。今後も継続のために幾つかの助成金申請を続けていきますが、地域の皆様と一体になりこの

課題の解決に向かっていければ嬉しく思います。月 1 回のプレゼントを金銭または物品でご寄付いただける方

はご連絡ください。 

 キリトリ線  

北区繋がり広がるプロジェクトプレゼント支援 申込書 

企業・団体名 
 

 

ご担当者氏名 
 

 

プレゼント提供月 202  .       月予定 

金銭のご寄付 

１口 10,000円         口 

※プレゼント内容にご希望がございましたら、ご要望をご記入ください。 

 

物品のご寄付 
内容： 

e-mail  shoin.shoin.2020@gmail.com  ／ FAX 03-6903-8247  一般社団法人 SHOIN 行き 

<振込先> りそな銀行 王子支店 普通 １８８８８８７ (社)SHOIN 

□Amazon・SHOINほしいものリスト 

こちらからプレゼントがご支援いただけます↓↓↓ 
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【本部】 〒114-0001 東京都北区東十条 5-5-3 

【事務所】〒114-0022 東京都北区王子本町 2-15-19 

携帯    080-9269-5525 

FAX    03-6903-8247 

HP    https://shoin-tokyo.com/ 

e-mail shoin.shoin.2020@gmail.com 

http://shoin-tokyo.com/
mailto:shoin.shoin.2020@gmail.com

