
     ハッピーこども食堂実行委員会 会議メモ（２０１９年３月） 

日時：2019／3／15 19：00～ 布田南部自治会会館 
出席者：谷合、荘司、斉藤厚、依田、中村、坂本、永谷（最初だけ） 
議題： 
1． 第３回（3／9 開催）の総括 

〇添付概要報参照 
〇概要報告掲載事項以外 

・男性にもエプロンを付けて自然な姿をこどもたちに見せてほしい。 
 ・受付を部屋の奥に設置する。 
 ・2 階のトイレの電気を消し忘れていた。退館チェック表が必要。 
 ・当日のアンケート→添付資料参照 
 

2． 決算／予算関係 
〇本年度 添付資料参照 
〇えんがわふぁんど ガス炊飯器と備品で 10 万円を申請予定。電気（国領）、

ガス（ハッピー）で今後の他地域への対応が良くなるメリット。交流、コミュ

ニティなどのキーワードもＰＲする。 
〇協賛サポーター 10 口目標（現在 4 口。夏前くらいまでに主旨を説明し協

力依頼を続ける） 
 

3． 第 4 回（6 月 8 日）メニュー 
〇①キーマカレー（とりひき肉、たまねぎ、にんじん、トマト缶、カレー粉、

香辛料、サラダ油、にんにく）  ②炊き込みご飯、レーズン ③ココアゼリ

ー ④コールスローサラダ 
 

4． 来年度の開催日程 
〇食堂 ６／８(土)、８／２(金)※、１０／１２(土)、１２／１４(土)、２／８(土) 

（※自治会館 8月の日中に全館使用可能な曜日は金曜日しかない） 

〇料理教室 ７／６(土)、１／１１(土) 
  （学校の家庭科室使用、支援地域本部が主催） 
  （家庭科室下見は５月運動会終了後。対象は児童の保護者 20 名） 
 〇予備日 ３／１４(土) 食堂あるいは料理教室どちらかを実施？ 
 
5． その他 

〇関心のある人には子ども食堂を名乗る意識の差がある。 
〇実行委員会の会計を誰か違う人に頼んでみる。 

 
6．次回実行委員会  ５月２９日（水） 19：00～  



概要報告（2019.3.9） 
   
9:30 集合（名札配布・受付） 
 実行委員：斉藤、坂下、依田、山本、林田、谷合、荘司、永谷、さわだ 
 社会福祉協議会：中村、坂本 11 時、大野、まきた 

SA さん：名和（紀）、名和（葉）、佐々木、今泉、後藤 
 （布田小保護者の長岡さん幼児と一緒にあそびコーナーにいて頂く） 
 受付：林田  自転車整理：    靴袋配布、手洗い誘導：山本、坂下 
 設営 １階あそびコーナー防災マットを敷いて幼児コーナーとした。   
 記録 依田 
★備品確認 １階用（調理備品、衛生用品、洗剤・スポンジ・ゴミネット・除菌スプレー） 

２階用（カレー皿、スプーン、ティッシュ、台拭き、ゴミ袋、段ボール箱、バケツ２つ） 
★おかわり可とした 
★おやき試食はスタッフのみ  
調理関係１５０人分想定 
 調理注意事項：マスク、手袋 2 種、手洗いの後はペーパータオル使用+てぴかスプレー 

カレー、ゼリーに分かれ作業開始 調理台の除菌スプレーを行うこと 
炊飯：坂下、まきた 
麦茶：８㍑ジャグ２つと予備でやかんにも作った（残りは？） 別途水のやかんも置いた 

 カレー：豚小間肉、玉ねぎ、じゃがいも、人参、ウインナー 
 ゼリー：ピーチネクター、かんてん、砂糖、黄桃 
12：10？調理完了 配膳シュミレーション ごはん大 200ｇ 小 150ｇ 

① 席の確保を促す １人 
② 食券を受け取り、スプーンを渡す １人 
③ ごはん、カレー各々×２組 ４人 
④ ウインナー２本配布 １人 
⑤ ゼリー配布 １～２人   麦茶は各自 

12：50 スタート 
★SA さんも交代して 14：30 までに食事（子どもや保護者と交流しながら） 
★片づけ⇒カレー容器・ゼリー容器・スプーンと包装袋・紙ごみと紙コップ・残菜・麦茶残 
 
ごはん ２升炊き２台、１升炊き（ガス）１台 にて（無洗米使用）計 10 升を炊飯 

ライスネットを使用、炊き上がったらご飯用発泡箱に移す 
14：30 終了 片付け ピークは２時くらい 
15：10 反省会 お土産配布 
 
・誘導、靴袋が要員不足だった。 受付の列、手洗いの列が混乱 
・導線確保のために受付の入り口の引き戸を外せると良い。 
・ゼリー容器を次回変更して経費削減を検討 
・補助金申請する内容（炊飯器：ガス・電気、食器：管理方法要検討、調理器具：ボウル、木べら etc 
・次回から 12：30 開始とする（終了は１４時） 
    



2019/3/16

第１回　ハッピー子ども食堂　収支

参加費 14,000 子ども＠１００*４６人、大人＠２００*４７人
協議会より 33,968

47,968

食材 29,642
消耗品 4,999 カレー皿他、ティッシュ、くつ袋、手指消毒
備品 2,087 調理器具（木べら、スパチェラ、レードル）
チラシ 3,840
保険 2,400 行事保険
謝礼 5,000 炊飯器借用：わいわい子ども食堂

47,968

第2回　ハッピー子ども食堂　収支

参加費 16,100 子ども＠１００*65人、大人＠２００*48人
カンパ 1,220
協議会より 32,889

50,209

食材 30,981 お菓子1,538円
消耗品 8,956 皿他、キッチンペーパー、くつ袋、手袋
備品 3,432 保温箱、ごはんネット
チラシ 3,840
保険 3,000 行事保険
謝礼 0 炊飯器借用：わいわい子ども食堂

50,209

第3回　ハッピー子ども食堂　収支

参加費 18,400 子ども(幼児７含）１００*82人、大人＠２００*51人
カンパ 900
協議会より 24,864

44,164

食材 26,203
消耗品 9,281 皿他、キッチンペーパー、くつ袋、手袋
備品 1,830 ごはんネット
チラシ 2,950
保険 3,900 行事保険
謝礼 0 炊飯器借用：わいわい子ども食堂

44,164

第１回 33,968
第２回 32,889
第３回 24,864

8,279
100,000 計１０万円を地区協予算より負担

支出

収入

支出

収入

支出

収入







ハッ  ピー 食堂

※次回開催は 6月の授業のある土曜日を予定

第 3回

主催 : ハッピーこども食堂実行委員会

問い合わせ  斉藤厚子 （080-5402-4280）

　　  

こども

※申し込み方法は裏面をご参照ください

日時　3月 9日 （土）　
　　　　　　13時～ 14時半
　　　　一度学校から家に帰ってから来てください

場所　布田南部自治会館 2階
　　　　　　　　(白山宮神社）

対象  子ども （中学生まで）
　　　　 （小学生 ・中学生は子どもだけで参加できます）

参加費  子ども 100円 (同伴の大人 200 円 )
　　　　 （当日受付にてお支払ください。 中学生も子ども料金です）

メニュー　ウインナーカレー、 デザート

共催 ：布田小地区ハッピータウン協議会
協力 ：布田南部自治会 / 調布市社会福祉協議会



保護者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　保護者の同伴（ あり・　なし ）　　連絡先電話：

（ふりがな）
こども氏名   1

　　　　　2

　　　　　3

学校　　年　　組（　　才）

学校　　年　　組（　　才）

学校　　年　　組（　　才）

(　　　　　　　　)

(　　　　　　　　)

(　　　　　　　　)

ハッピーこども食堂　3月 9日 （土）　参加申込み票 記入日 年　　　月　　　日

　このハッピーこども食堂は、子どもたちに楽しく安心して食事をしても
らうことで、お互いが優しく支え合い温かい地域づくりにつなげていくこと
を目的に開催します。

　また、この活動にご関心のあるお手伝いいただける方はどうぞご一報くだ
さい。

　皆さんお気軽にご参加ください。　　
　　　　　　　　　　　　　　ハッピーこども食堂実行委員会　代表　斉藤厚子

※お問い合わせ先：布田小地区ハッピータウン協議会　ハッピー子ども食堂実行委員会　斉藤厚子 080-5402-4280　

【合計￥　　　　　　　】食事代は当日受付でお支払ください

　　　　アレルギー対応について

ハッピーこども食堂のメニューは、今後も

レシピを事前に公開して調理します。アレ

ルギー対応には限度がありますので、予め

ご了承いただきましてご参加いただきます

ようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　申込み先
布田小の児童は、下記参加票を 2 月 28 日 ( 木 )までに各クラスで提出してください。
中学生およびそれ以外の子どもは、布田小に兄弟姉妹がいれば一緒に記名して提出し
てください。（上記に該当しない子どもは、当日直接会場にお越しください。）

　　 　  メニューレシピ

ウインナーカレー
　豚肉・ウインナー・玉ねぎ・じゃがいも
　 にんじん・サラダ油

桃ゼリー
　  缶桃・桃 100%ジュース・寒天

飲料：麦茶・水　
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