
活動名称 活動概要 助成額

1 地域むすびくらぶ 沖縄県宜野湾市 グッモのランチサポート 子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 100,000

2
NPO法人子育て応援隊

いっぽ
沖縄県糸満市

コロナにまけるなおにぎりラ

ンチ支援事業・一時預かり利

用料支援

子どもの居場所支援、学習支援、食事提供

子どもの一時預かり利用料免除
100,000

3
（一社）ちゃんぷるハ

ウス
沖縄県北谷町

ちゃんぷるハウスレンタルス

ペース
子どもと保護者が気分転換を行うための施設開放 100,000

4 ワクワクネット 沖縄県那覇市 ワクワクゆんたく食堂 子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 50,000

5 MTキッズクラブ 沖縄県浦添市 未来応援居場所支援事業 子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 100,000

6
NPO法人子どもシェル

ターおきなわ
沖縄県那覇市 子どもシェルター運営事業 子どもや女性の緊急避難先の提供 100,000

7 つなひき無料学習塾 沖縄県与那原町 つなひき無料学習塾 子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 100,000

8
沖縄市子ども会育成連

絡協議会
沖縄県沖縄市 子ども菜園物語 子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 100,000

9 （一社）きっずまぁる 沖縄県与那原町 ひとり親世帯への配食事業 子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 100,000

10 NPO法人エンカレッジ 沖縄県北中城村 西原がじゅまーる教室 子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 100,000

11 シオンハウス育成会 沖縄県那覇市 子ども食堂開催 子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 50,000
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12 地域むすびくらぶ 沖縄県宜野湾市 フードパントリーmam 地域食堂参加児童家庭への配食支援活動 100,000

13

ボランティア劇団うち

なー芝居お届け隊ゆい

まーるの会

沖縄県那覇市
ボランティア劇団うちなー芝

居お届け隊　ゆいまーるの会
貧困家庭への食料品支援 100,000

14
上原自治会子ども居場

所
西原町上原2-23-8

居場所支援、食事支援、学習

支援
子どもの居場所支援、学習支援、食事提供（月～金） 100,000

15 コーダー道場名護 沖縄県名護市
やんばるプログラミング学習

支援事業
プログラミング学習支援 100,000

16 小波津団地自治会 沖縄県西原町
小波津団地・子どもの居場所

づくり

学習支援・食事提供

（毎週木曜日）
99,000

17 もずくがくえん 沖縄県うるま市
多様な学びを子どもたちと共

に創る日中の居場所づくり

子どもの居場所支援

（毎週火・木）

学校内補助・学習支援、保護者相談

（毎週月）

100,000

18
こどもいちば食堂委員

会
沖縄県名護市 こどもいちば食堂 子どもの居場所支援、学習支援、食事提供（毎週土） 100,000

19 たなばるわらびなぁ 沖縄県西原町
子どもの居場所　たなばるわ

らびなぁ
子どもの居場所支援、学習支援、食事提供（週1回） 100,000

20 地域むすびくらぶ 沖縄県宜野湾市 フードパントリーmam 地域食堂参加児童家庭への配食支援活動 100,000

21

ボランティア劇団うち

なー芝居お届け隊ゆい

まーるの会

沖縄県那覇市
ボランティア劇団うちなー芝

居お届け隊　ゆいまーるの会
無人食品提供棚を設置し、貧困家庭への食料品の提供 100,000

22
上原自治会子ども居場

所
沖縄県西原町

居場所支援、食事支援、学習

支援
子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 100,000

23 コーダー道場名護 沖縄県名護市
子どもたちのための創作体験

支援事業
子ども食堂と連携し、小中学生を対象に創作体験を行う 100,000

24
NPO法人子どもシェル

ターおきなわ
沖縄県那覇市 子どもシェルター運営事業 子どもや女性の緊急避難先の提供 100,000
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25
NPO法人子育て応援隊

いっぽ
沖縄県糸満市 一時預かり利用料支援 子どもの一時預かり利用料免除 100,000

26 （一社）きっずまぁる 沖縄県与那原町
ひとり親世帯への食材提供及

び学習支援事業
子どもの居場所支援、学習支援、学習支援、食事提供 100,000

27
（一社）ビクトリー

チャーチ
沖縄県那覇市 子どもの広場in那覇 子どもの居場所支援、学習支援、学習支援、食事提供 100,000

28
CoderDojo那覇（コー

ダードージョーナハ）
沖縄県那覇市

プログラミングでロボットを

動かそう！
プログラミング学習支援（子どもの居場所支援） 86,000

29
（特非）Okinawa

Hands-Ｏｎ　ＮＰＯ
沖縄県沖縄市

食べられる児童館　SDGs！

子ども菜園野外レストラン

子どもの居場所支援

（新しい生活様式推進において、食品ロス削減、食費経費軽減、

SDGsな新しい児童館遊びのモデルプログラムの確立、普及を行う。

育てた野菜を地域の高齢者等へ届ける。

・発酵食品づくり

・子ども菜園防災クッキング

・持続可能なフードチェーン食農体験

100,000

30
沖縄市子ども会育成連

絡協議会
沖縄県沖縄市

学校での調べ学習お手伝い！

地域子ども会SDGsラーニン

グ！

子どもの居場所支援

学校での調べ学習支援

コロナ禍で子どもに向き合えない親家族の増加により子育ての孤立

化を招かないプログラムの実施

100,000

31
学習支援ひろば「くじ

ら寺子屋」
沖縄県沖縄市

中学生向け学習支援とコン

ピューター教育支援

子ども居場所支援・学習支援

中学生勉強会（週２回（月・木））

コンピューター教育支援（週2回（金・土））

100,000

32 地域むすびくらぶ 沖縄県宜野湾市 フードパントリーmam
食に困窮しているひとり親世帯、多子世帯、共働き世帯への食品の

配食支援活動
100,000

33

ボランティア劇団うち

なー芝居お届け隊ゆい

まーるの会

沖縄県那覇市
ボランティア劇団うちなー芝

居お届け隊　ゆいまーるの会
無人食品提供棚を設置し、貧困家庭への食料品の提供 100,000

34
上原自治会子ども居場

所
沖縄県西原町

居場所支援、食事支援、学習

支援
子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 100,000

35
多文化ネットワークfu

ふ！沖縄
沖縄県那覇市

fuふ！チャット～ひとりの課

題を社会の課題に～

留学生や外国人市民の生活、情報、孤立等の問題に関する相談、

ネットワークの構築
100,000

36 地域むすびくらぶ 沖縄県宜野湾市 フードパントリーmam
食に困窮しているひとり親世帯、多子世帯、共働き世帯への食品の

配食支援活動
300,000
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37

ボランティア劇団うち

なー芝居お届け隊ゆい

まーるの会

沖縄県那覇市
ボランティア劇団うちなー芝

居お届け隊　ゆいまーるの会
無人食品提供棚を設置し、貧困家庭への食料品の提供 300,000

38
上原自治会子ども居場

所
沖縄県西原町

居場所支援、食事支援、学習

支援
子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 100,000

39
公益財団法人　沖縄県

母子寡婦福祉連合会
沖縄県那覇市

子どもの生活・学習支援事業

（なかよし広場）
子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 300,000

40
NPO法人ももやま子ど

も食堂
沖縄県沖縄市 県内旅行、主役はこども！ 学校行事中止に伴う体験活動の提供 300,000

41 シオンハウス育成会 沖縄県那覇市
子どもたちと遊ぶビーチパー

ティー

コロナ禍により外出の機会がなかった子どもたちへのレジャー施設

体験の提供
30,000

42
一般社団法人ジュニア

化学クラブ
沖縄県沖縄市

子どもの居場所×フードパン

トリー
子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 300,000

43 小波津団地自治会 沖縄県西原町
小波津団地・子どもの居場所

づくり

学習支援・食事提供
265,000

44
沖縄市子ども会育成連

絡協議会
沖縄県沖縄市

学校での調べ学習をお手伝

い！地域子ども会SDGsラー

ニングパート２

子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 297,000

45
多文化ネットワークfu

ふ！沖縄
沖縄県那覇市

fuふ！チャット～ひとりの課

題を社会の課題に～

留学生や外国人市民の生活、情報、孤立等の問題に関する相談、

ネットワークの構築
300,000

46
NPO法人Okinawa

Hands-Ｏｎ　ＮＰＯ
沖縄県沖縄市

～味覚体験を日常食に繋ぐ～

続！SDGs子ども菜園野外レ

ストラン2020

子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 300,000

47
学習支援ひろば「くじ

ら寺子屋」
沖縄県沖縄市

フードパントリーmamドラ

イブをするための環境整備及

び実施事業

子ども居場所支援・学習支援
300,000

48 もずくがくえん 沖縄県うるま市
異年齢交流による学びとキャ

リア教育

子どもの居場所支援

学校内補助・学習支援、保護者相談

300,000

49
一般社団法人きっず

まぁる
沖縄県与那原町 ひとり親世帯への配食事業 子どもの居場所支援、学習支援、食事提供 100,000
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50 松原ふれあい子供食堂 沖縄県うるま市 松原ふれあい子ども食堂

・クリスマス会

・ムーチー会

・カレーパーティー

100,000

51
みどり町３・４丁目子

ども育成会
沖縄県うるま市

コロナ禍による困窮世帯への

食糧支援
困窮世帯への食糧支援 270,000

52 呼吸無料子供食堂 沖縄県北谷町 呼吸子供無料食堂
・子ども食堂 3回／週

・食材配布
69,000

53
NPO法人 沖縄市母子寡

婦福祉会
沖縄県沖縄市 子育て頑張るひとり親支援 ひとり親世帯への食料品提供 270,000

54 女性を元気にする会 沖縄県那覇市

繋がる！食糧支援！負の連鎖

を断ち切り、笑顔で一歩前

進！！！

困窮世帯への食料品、オムツ等提供 270,000

55

（一社）宮古島こども

こそだてワクワク未来

会議

沖縄県宮古島市 学習用品無料配布会開催事業 学習用品無料配布 270,000

56
（社福）宮古島市社会

福祉協議会
沖縄県宮古島市 フードバンク事業 フードバンク事業 270,000

57 上大謝名自治会 沖縄県宜野湾市
コロナ禍・食糧支援で高齢者

応援
高齢者への食糧支援 180,000

58 喜友名区自治会 沖縄県宜野湾市 独居、困窮、孤立見守り 独居、困窮、孤立見守りの食料配布 270,000

59 地域むすびくらぶ 沖縄県宜野湾市 フードパントリーmam
・食材配布

・体験学習
240,000

60 ゆいまーるの会 沖縄県那覇市 困窮世帯への食料品提供 困窮世帯への食料品提供 240,000

61 （一社）きっずまぁる 沖縄県与那原町
ひとり親世帯への食材提供及

び学習支援事業
ひとり親世帯への食材提供・学習支援 120,000

62
NPO法人子育て応援隊

いっぽ
沖縄県糸満市 一時預かり利用料支援事業 子どもの一時預かり 240,000
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63 みんなのあそびば 沖縄県那覇市 みんなのあそびば 子ども食堂（食材、消耗品、備品購入） 240,000

64 シオンハウス育成会 沖縄県那覇市 みんなの食堂 子ども食堂・学習塾（食材、消耗品購入、講師謝礼） 240,000

65
（一社）ビクトリー

チャーチ
沖縄県那覇市

困窮家庭にミルクやおむつを

届ける事業
困窮家庭へのミルク・おむつ提供 240,000

66 棚原自治会 沖縄県西原町 子ども居場所　わらび庭 子どもの居場所 240,000

67
上原自治会子ども居場

所
沖縄県西原町

居場所支援、食事支援、学習

支援
居場所支援、食事支援、学習支援 240,000

68 アカバナプロジェクト 沖縄県北中城村
アカバナプロジェクト（365

計画）
リハビリ動画のYou Tube配信 200,000

69
きんじょう子ども食堂

（石垣店）
沖縄県北谷町 きんじょう子ども食堂 子ども食堂（臨時スタッフ賃金） 150,000

70
学習支援広場「くじら

寺子屋」
沖縄県沖縄市 学習支援及び食糧支援事業 学習支援・食糧支援事業 150,000


