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各 位 

沖 縄 県 労 働 金 庫 

 

コロナ禍におけるひとり親世帯等へのクリスマス食品提供の取り組み 

 

新型コロナウイルス感染再拡大や物価高による影響で各家庭においては経済的な負担が大きく

なり困窮する世帯が多くあり、子どもの生活へも影響が出ていることを受け、家庭の負担を軽減

させ、子どもたちが喜び明るくなれるようにひとり親世帯等にクリスマスの食品を提供しました。 

今年で３回目となる本取り組みについては、会員団体をとおして、「イオン琉球株式会

社」「コープおきなわ」「オキコ株式会社」「フォーモストブルーシール株式会社」

にご協力をいただき、食品の発注や在庫の確保をしていただいています。 
  
 

記 

 

１．支援先 

・ひとり親世帯等 

・児童、学生 

 

・沖縄県就学援助児童支援 NPO法人エンカレッジ教室 

・困窮状態に陥っている外国人留学生が多く通っている学校 

・子どもホッ！とステーション（石垣市） 

 

２．支援先へ周知や呼びかけを行った協力団体 

（１）しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄 

（２）（公財）沖縄県労働者福祉基金協会 

（３）宮古島市役所 福祉部 福祉政策課 

（４）（一財）石垣市ひとり親家庭福祉会 

（５）竹富町役場 福祉支援課 子育て支援係り 

（６）与那国町役場 長寿福祉課  

（７）子どもホッ！とステーション（石垣市） 

（８）ＮＰＯ法人エンカレッジ 

（９）女性を元気にする会 

（10）婦人保護施設 

 

３．提供期間 

  2022 年 12 月 23 日（金）～25 日（日） 

News Release 



４．提供食品 

 世帯等に対して当金庫で選定した３食品をセット提供しました。 

 （１）ホワイトクリスマスケーキ（生クリームケーキ） 

    または、チーズケーキかアイスクリームケーキ 

 （２）チキン 

 （３）パーティ寿司またはパーティーサンドウィッチ                           

 

５．提供数および提供内容 

  １，１３６セット 

  協力団体をとおして受付を行い、当金庫で事前に予約したイオン琉球（マッ

クスバリュ）またはコープおきなわの地域店舗へ各家庭で食品を受け取りに行

っていただきました。  

 

６．ご家庭などから届いたメッセージ 

  食品を受け取ったご家庭からは、多くの感想をいただきました。その一部を

ご紹介します。  

 

 

 

 

 



 

 

お世話になっております。 

昨日 23 日にろうきん✕SMFO 企画にてクリスマスパーティーセットを頂きました。 

ケーキやチキンなどありがとうございました。 

今年は正直、子どもへのクリスマスプレゼントもありケーキなどを準備してパーティーを

するのは止めようと思っていましたが、抽選で当たりとても嬉しく助かりました。 

本当にありがとうございます。 

（A.F．さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

連絡遅くなりましたが、 

受け取りました。  

ありがとうございます。  

お金持ちのクリスマスみたいだと喜んでいました。  

楽しくお腹いっぱいのクリスマスになりました。 

本当にありがとうございました。  

（A.U.さん） 

 

 

 

 

 



 

 

この度は、スペシャルなクリスマスディナーのプレゼントありがとうございました！！ 

お寿司にチキン、ケーキ！子どもたち大喜びでした！！みんなお腹いっぱいでとても素敵

なクリスマスを、過ごせています☆本当にありがとうございました！ 

（M.K.さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

物価が高騰するなか、生活は厳しい状況ですが、お陰さまで家族６人、クリスマスパーティ

ーができ、お腹いっぱい食べることが出来ました。 

本当に感謝でいっぱいです。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



いつもお世話になっております。 

今年もクリスマスありがとうございました！ 

早速子供達が嬉しそうな顔を堪能する 

事が出来ました！ 

 

去年は手術直後で動く事すらままならない 

状態の時に同じくご馳走の手配を頂き 

助かりましたが、今回は私も一緒に 

楽しませて頂きました！ 

食べ盛りの子供たちを満足させるご馳走のクリスマスを送らせて頂き感謝いたします。 

ありがとうございました！ 

 

お寿司は特に普段食べた事のない物もあり 

食の幅が広がり嬉しかったです。 

チキンもチーズケーキもとてもとても 

美味しかったです。 

ありがとうございました。 

 

写真は申し訳ございませんが家庭の事情で 

無しで失礼致します。 

 

でも心よりの感謝が伝わりますように。 

本当に有り難く、嬉しいクリスマスに 

なりました。ありがとうございました。 

（M.S.さん） 

 



 

 

お世話になっております。 

この度はクリスマスパーティのお料理に当選させていただき、ありがとうございます。 

娘二人に当選の事を伝えると大喜びしていました。 

お寿司に、チキンにケーキをいただけたので、普段は高くて買わないイチゴを買ってケーキ

へデコレーションを楽しむことも出来ました！ 

素敵なクリスマスプレゼントをありがとうございました。（U.U さん） 



 

本日、クリスマスパーティーセット受け取りました。収入がない中で、クリスマスに美味し

いご馳走を頂け感謝しております。このたびは、本当にありがとうございました(⁎ᴗ͈ˬᴗ⁎͈) 

（K.H.さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

お米プレゼント、クリスマスパーティーセットプレゼントありがとうございました。 

昨夏シングルマザーとなり、今夏は休職、障害、退職、引越、転校と、病気の治療もしなが

ら、本当に試練の時を耐え、過ごしていました。 

そんな中、新聞広告をきっかけに出会う事となった、シングルマザーの仲間にこのメルマガ

の事を教えてもらい、軽い気持ちで応募したら、こんなにもたくさんの贈り物をいただき、

とっても嬉しかったです。 

運にも神さまにも見放されたのかなぁ、と諦めていたので、まだ私にもチャンスはあったん

だってとても励まされました。 

失業しているので、お正月を控え、クリスマスの出費も心もとなかったのですが、お蔭さま

でお腹いっぱいのご馳走を子供たちに食べさせる事が出来てほっとしています。 

姉弟でどれを食べようか、相談しながら笑いあっていました。今年は最高の締め括りとなり

ました。（R.K.さん） 



 

クリスマスパーティーセットありがとうございました。たまたまお呼ばれした、幼稚園のお

友だちのパーティーで、みんなで食べました。今年の冬は、財布も天気も、一段と寒く、サ

ンタさんも来ないかもしれない状況で、暗い気持ちで過ごしていました。本当にありがとう

ございます。子どもたちの笑顔に、また明日から頑張れます。（H さん） 

 



～お礼のコメント・感想など～(一部抜粋)

このような、プレゼントがあり本当にありがたいです。おかげで楽しいクリスマスが
過ごせました。

今年も豪華なXmasになりました✨近年何もかも物価上昇しててお財布が非常に寂しかったです
が、パーティーセットを食べて頑張ろうと思いました。引き続きよろしくお願いします😊

今年のクリスマスは孫も大喜びで素敵なクリスマスになりました。誠にありがとうございました💕

去年に続き今年も申し込みケーキセット受けとりました。去年同様生活が苦しく子供の誕生日に
ケーキさえ買えずクリスマスも諦めていたので、本当に助かりました。子供達も大喜びで今年１番
のプレゼントができました。

石垣島のハム屋さんのチキンが、とても美味しかったです！子どもたちと楽しくクリスマスを家で
過ごせました。たくさんのごちそうを本当にありがとうございました。

去年も同じ様に頂き、今年も声をかけてくださって頂きました。本当に感謝です。ろうきんさ、
コープさんや第一パンさん、有難うございました!!家族もクリスマスの彩りが豪華になり喜んでいま
した。チキンなどは保存ができるのでサラダにしたりで有難いです。

子供達と素晴らしいクリスマスを過ごすことが出来て本当に感謝しております。

素敵なクリスマスプレゼント、有難うございました！

年末の出費の多い時期にとても助かりました。クリスマスケーキがあるのはありがたかったです。
ありがとうございました。

ケーキ美味しく頂きました。ありがとうございました。

24日にいただきました。楽しいクリスマスとなりました、どうもありがとうございました！！

ケーキの生クリームがたっぷり使われているのにも関わらずすごい軽い味で5号のケーキもぺろっと
いけました！娘も喜んで沢山食べていましたし、サンドイッチの盛り合わせも普段野菜嫌いな娘が
モグモグと食べているのを見ていたらこちらも幸せな気分になりました。コープの国場の方で受け
取りました。店員さんも、スムーズに案内してくれて直ぐに受け取れてとても、幸せでハッピーな
クリスマスになりました。こちらを紹介していただいた方またケーキを作った方チキンを作ってく
れた方サンドイッチを作ってくれた方皆様に感謝します。本当にありがとうございました
(*>ω<*)♡

子供たちと美味しく頂きました！おかげさまでとても素敵なクリスマスにすること
ができました。ありがとうございました。

OKI454
テキストボックス
労福協へ届けられた



～お礼のコメント・感想など～(一部抜粋)

とても美味しく頂きました。チキンの盛り付けや美味しい食べ方等レシピがあればアレンジ出来る
ので助かります♪ありがとうございました♪

ケーキにチキン、サンドイッチのセットがボリュームもあり、とても美味しかったので、クリスマ
スを家族で楽しく過ごすことが出来ました。クリスマスパーティーセットのプレゼントがとても嬉
しかったです。ありがとうございました！＼(^-^)／

おいしかったです。本当にありがとうございました。

今回、ろうきんさんからのクリスマスプレゼントでクリスマスイブに子供達と親と食事とケーキを
頂くことができて良かったです。本当に感謝いたします。ありがとうございました。

7人世帯ですが、満足出来る量と、味も美味しかったです。ありがとうございました！
本当にありがとうございました。

クリスマスをお祝いする余裕がないところにお声がけ頂きました。頂いたケーキとチキンとサンド
イッチでクリスマスを子どもたちと楽しくお祝いする事が出来ました。子どもがとても嬉しそうに
サンドイッチを頬張って食べててとても嬉しくなりました。ありがとうございました。

楽しいクリスマスを過ごせました♪ありがとうございました！

ケーキにサンドイッチ、チキンもついていて子どもたちも大喜びでした！ありがとうございました!

年末に素晴らしいプレゼントになりました。子ども達も喜んでいました。商品も思ってた以上にあ
り、本当にありがとうございました。

豪華なクリスマスプレゼントをありがとうございました。家族で楽しい時間を過ごすことができ、
感謝の気持ちでいっぱいです！

とてもよろこんでいました！！

この度は嬉しいプレゼントをありがとうございました！お陰様で楽しいクリスマスを過ごす事が出
来ました。感謝します!!

感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

この時期にとてもありがたい限りで、子供達も大喜びでした。

楽しくクリスマスができました。とても嬉しく思います。ありがとうございました。



～お礼のコメント・感想など～(一部抜粋)

とても助かりました！ありがとうございました！

とてもありがたい嬉しいプレゼントで子供達喜んでいました。ありがとうございました。

とっても助かりました。ありがとうございました！

想像以上に豪華なセットで逆に頂いても良いのかと恐縮しました。本当にありがとうございまし
た。

本当に、ありがとうございます。とっても、美味しく、子供達も、喜んで、クリスマスパー
ティーを、過ごしました。感謝の気持ちで、いっぱいです♥

楽しいクリスマスを過ごせました。ありがとうございました♪♪

とても素敵なプレゼントに子ども達も喜んでいました。満足いくもので本当に感謝です❗このご恩
は忘れません💓😌💓

美味しく頂きました。ケーキもあったので子供達がすごく喜んでくれたので、素敵なクリスマス
を過ごすことが出来ました。感謝です。本当にありがとうございました。

とても美味しくいただきました。

この度は、とても❗素敵なクリスマス🎁✨を有難うございます😭💕私が１番🎵喜んでました😆もち
ろん❗子供達も、喜んで頬張ってました😋まだまだ、コロナ禍の影響がある、観光関連の仕事につ
く者として、ろうきんさんからの🎁✨本当に感謝します🙇

大変満足です。ありがとうございました。

去年に引き続き今年も申し込ませていただきました。子ども3人とご馳走を囲み楽しいクリスマス
を過ごすことができたことに大変感謝しております。ありがとうございました。

とても豪華でとっても嬉しかったです！次の日の朝ごはん・昼ごはんにもなりました！本当にあ
りがとうございます。子どもたちがお寿司をたくさん食べて喜んでいました！ケーキもチキンも
大きくて美味しくてびっくりです。

凄く助かりました。本当に、ありがとうございました

大満足でした。ありがとうございました！

この度はおかげさまで素敵なクリスマスを過ごすことができました。ありがとうございました。
いつか同じ形で恩返しできたらいいなと思っています。

家族でワイワイクリスマスパーティー🎄をする事ができました！出費が多い12月！本当にありが
たいプレゼント企画でした！感謝しかないです、ありがとうございました😊

イオンの3点を頂きました。手毬寿司は子供も美味しいとよろこんでたくさんたべていました。チ
キンにケーキにとても満足していました。翌日分まで余って、ご馳走を２日続けて食べれて息子
も嬉しそうでした。ろうきんさんには本当に感謝しています。来年は誰かに席を譲れるように仕
事を頑張って自分でイオンで購入できるようにしたいです。ありがとうございました！

美味しいかったです

とても助かりました。ありがとうございました!



～お礼のコメント・感想など～(一部抜粋)

おかげでとても素敵なクリスマスを過ごすことができました！ありがとうございました😊子供達も
すごく喜んでくれてとても感謝してます。

いままでいろいろと子供に寂しい思いをさせてましたが、今回ろうきんさんからケーキやオードブ
ルを頂いたので、ケーキを買おうと準備していたお金で子供が行きたがってた映画を見に行くこと
ができました。「最高なクリスマスになったね。」って言う子供の顔をみると、私もとても幸せな
気持ちになりました。有難うございました。来年も頑張れそうです。

おかげ様で、思い出に残るクリスマス会になりました。この度は本当にありがとうございました。
家族一同より。

家族で楽しいクリスマスを過ごすことができました。ありがとうございます！

凄く子供達が喜んでくれました。素敵なクリスマスをありがとうございます。

昨年に引き続き、今年もクリスマスプレゼントを頂くことができ、とても良いクリスマスを過ごす
ことができました。本当に感謝しております。ありがとうございました。

とーっても子供達が喜んで、お腹いっぱい完食させて頂き、心より感謝申し上げます。本当にあり
がとうございました。とても良いクリスマスが過ごせました。

子供たちが、とても、喜んでいました。お寿司も、ボリュームあって、豪華でした。チキンも、沢
山あったので、喧嘩することなく、食べてました。素敵なサプライズありがとうございました

子供達がとても喜び感謝しかありません素敵なクリスマス🎄過ごせた事に感謝します

とても美味しくいただきました。ありがとうございました。

ありがとうございます♩

ありがとうございました！良いクリスマスになりました

物価が値上げしてる中にとても助かりました。子供たちもお寿司のボリュームに大変喜んでいまし
た。ありがとうございました！

すごく豪華でした！ありがとうございました！

とても美味しかった。温もりのある楽しいクリスマスを過ごせました。ありがとうございました。

とてもありがたかったです！！クリスマスパーティーなんてできないと思っていたので、ケーキま
で食べれて😭とても嬉しかったです！ありがとうございました！！

ありがとうございました😊楽しくXmas過ごせました♪

想像以上に豪華な食品で楽しくクリスマスパーティが出来ました！ありがとうございます。

本当にこの出費が重なる時期に、私（母親）がクリスマスプレゼント頂いた様に、本当に嬉しい限
りです💕豪華なケーキに🍣、🍗まで！ありがとうございます

思ってた以上の豪華さにびっくりと感激です。素敵なクリスマスセットを本当にありがとうござい
ます。息子と共に美味しく頂きました。喜んで完食でした。
ろうきんさんに大大大感謝です。



～お礼のコメント・感想など～(一部抜粋)

コロナ禍になり収入が減り生活が厳しい中、サポートがあり本当に有難いです。そして子供達の笑
顔が見れたので良かったです。本当にありがとうございました。

予想外のボリュームに娘と2人テンションが上がってしまいました。まさにクリスマスプレゼント
をもらった気分でした。ありがとうございました。

子供達が大喜びでしたお寿司､チキン､ケーキを有難う御座いました感謝です。

素敵なプレゼントを頂きまして有難うございました。

お寿司セットにしました！子供がとても大喜びで沢山、食べてました！クリスマスパーティもなに
かとお金がかかってしまうので…でも子供のためにもやらない訳にはいかない…こうやって無料で
提供して頂けるのは、とても有難いです。また来年もあったらなぁと思います！去年に続いて、今
年もありがとうございました！

とても満足出来ました！最高のクリスマスプレゼントありがとうございました！すごく幸せでし
た！

お世話になりました。ろうきんクリスマスプレゼントありがとうございました。チキン、寿司、
ケーキはとても美味しかったんです。いっぱい食べました。困っている時間を乗り越えできます。
暖かくクリスマスがありました。心からありがとございます。

すごくボリューミーで満足出来ました！

お陰様で子供も大人も楽しいクリスマスを過ごせました。本当にありがとうございました

本当にありがたくいただきました。感謝

子供達も喜んで満足です。ありがとうございます!

本当に感謝です。出費が重なるこの時期に助かりました。この支援をして頂いたろうきんさんには
本当に心から感謝です。子供達もとても美味しそうに食べあっという間に完食でした。ありがとう
ございます。

コロナ禍で収入が減って、物価の価格高騰でも困っていたのでとても助かりました。子供が特に喜
んでいたので、良かったです。ありがとうございました。

家族皆で楽しく過ごす事が出来ました！ありがとうございました！

クリスマスにあんなに豪華なものをプレゼントしていただいてとても助かりました✨娘二人もおお
喜びでした。素敵なクリスマスを過ごすことができました。ほんとにありがとうございました。

本当に感謝してます‼️ご馳走様でした‼️ありがとうございました!"

たくさんのお料理本当にありがとうございました。子供たちもとても大喜びで素敵なクリスマスを
過ごす事ができました。本当に感謝です。ありがとうございました。

素敵なプレゼントありがとうございました。家族みんな満足してました( ´∀｀)

家族で楽しいクリスマスを過ごすことができました。ありがとうございました。

クリスマスプレゼントにまわせる金額が多くなって助かりました。ありがとう
ございます。プレゼントも料理も人並みに。と思うとなかなか出来なくて…
物価高の年末、本当に助かりました。



～お礼のコメント・感想など～(一部抜粋)

すごく豪華でビックリしました！子供が体調崩してしまったので今回のセットがなければ質素な普
通のご飯になってしまうところでした！本当にありがとうございました😊

セットの内容がかなり良く、家族でたのしめました。ありがとうございます。

クリスマスケーキを買うのに悩んでいたところ、ろうきん様のプレゼントに気が楽になり救われた
ました！お陰で家族皆んなで笑顔でお腹いっぱい食べれた事、感謝いたします。ありがとうござい
ました。

クリスマスはどうしようか、、と思っていたのですが、ボリュームもあり3点セットはとても良かっ
たです。又子供達皆んなで楽しく過ごせました。ありがとうございました♪

息子も喜んでおり、とても素敵なクリスマスになりました。ありがとうございました。

クリスマスパーティーを久しぶりに家族みんなでやりました。クリスマスプレゼントを持って祖母
の家に行き、家族でおいしく楽しく過ごせました♪本当にありがとうございました！

素敵なクリスマスプレゼントをありがとうございました！

豪華でビックリしました。家計が厳しい状態だったので本当助かりました。子供達も美味しいと言
いたくさん食べて喜んでくれてました。本当ありがとうございます

ろうきんさん・支援機関のみなさまこのたびは素敵なクリスマスプレゼントをいただきありがとう
ございました。大変豪華なセット内容に子どもたちも、とても喜んでいました。また、受け取り店
舗のマックスバリュ糸満北店でも、とてもスムーズでご丁寧な対応をしていただき、多くの方々か
らの支援とお心遣いを受け、楽しいクリスマスを過ごせたことを、心より感謝いたします。

思っていたよりも豪華でした子供達も大喜び、良いクリスマスを迎えられました

今回こんなにステキなプレゼントを頂きありがとうございました。ボリュームもすごくて、子供た
ちもすげぇ～っと喜んでいました。本当に感謝です。ありがとうございました^-^

家族で美味しくいただきました。素敵なクリスマスプレゼントありがとうございました！

今年も、厳しい生活状況でしたので、クリスマスは質素に過ごす予定でした。パーソナルサポート
さんより、お声がけ頂き、美味しいプレゼントを頂く事ができました。豪華な食事とケーキで、心
あたたまるクリスマスを家族５人で過ごす事ができました。ろうきんさん、本当にありがとうござ
いました！ご馳走様でした♪

素晴らしい企画に感謝が溢れます。ありがとうございます。

とてもすてきなクリスマスプレゼントをありがとうございました！！
初めての事でしたが、教えてくれた職員の方、ろうきんさん、本当に、ありがとうございました。
凄く、助かりましたし。皆んなで、美味しく頂きました。ケーキのボリュームが凄くて、ビックリ
しました。本当に、ありがとうございました

おいしかった。たくさんもらえてうれしかった。

ありがとうございました。素敵なクリスマスになりました。

クリスマスが楽しく過ごせました♪ありがとうございました。



～お礼のコメント・感想など～(一部抜粋)

とても楽しいクリスマスが出来ました！有り難う御座います🙇

とても嬉しいプレゼントを頂き大変感謝しております。娘も大変喜んでいます。ありがとうござい
ました

美味しかったですどうもありがとうございました

家族6人で素敵なクリスマスパーティーが出来、美味しく頂きました。ありがとうございました。

3歳の子どもがイチゴケーキに大喜びしました。豪華なお寿司にも感動しました。おかげさまで素
敵なクリスマスを迎えることができました。本当にありがとうございました。

チーズケーキが好評で、子どもたちも夫も喜んで食べておりました。心温まるクリスマスを迎える
ことができました。ありがとうございました。

チキン、ケーキ、お寿司の豪華なセットで子供達も大喜びでした。子供達と楽しいクリスマスを過
ごすことが出来ました。ありがとうございました。
とても豪華なパーティセットをいただきありがとうございます。お陰様で楽しいクリスマスを過ご
す事ができました。

とても、素敵なプレゼントありがとうございました!金銭が厳しい中で凄く不安でしたが豪華にクリ
スマスパーティすることが出来ました!ありがとうございます!感謝の気持ちでいっぱいです!

ありがとうございました。

すごく助かりました！ありがとうございます

皆んなとても喜んでくれていいプレゼント貰えました🎁

ありがとうございました。素敵なクリスマスになりました。

おかげさまで、実家の父母らも一緒に楽しくパーティーできました。毎年この季節は出費も考える
ことも多く、頭を悩ませるのですが、今年はサンタさんの事だけ考えて、ゆったり楽しめました。
このような企画をしてくださり誠にありがとうございました！美味しかったです！




















