
 

報道関係者各位 

プレスリリース 

2021 年 6 月 17 日（木） 

トライトグループ 

【6 月 25 日（金）オンラインセミナー】“こども食堂“とその繋がりをテーマに 

認定 NPO 法人全国こども食堂支援センター・むすびえの渋谷雅人氏が登壇 

～こども食堂の現状と出会いのストーリーを通じて、こどもの未来と自身に出来る支援について考える～ 

 

医療・福祉分野での⼈材紹介・派遣サービス大手のトライトグループ（本社：大阪府大阪市、東京本部：東京

都千代田区、代表取締役 CEO：笹井 英孝）は、この度、認定 NPO 法⼈全国こども食堂支援センター・むすび

え（東京都新宿区、理事長：湯浅誠）と合同で、オンラインセミナー「ひとりの明日を変える”こども食堂”」

を、2021 年 6 月 25 日(金) 19 時 30 分より開催します。 

 

 

こども食堂とは、地域の⼈達が主体となって開催している、子どもがひとりでも行ける無料もしくは定額の食

堂であり、各地域で活動の形は様々です。十分に食事をすることができない子どもたちへの食事提供の場とし

て 2012 年に始まった取り組みですが、現在は「子どもの貧困対策」と「地域の交流拠点」の２つの役割を果た

すだけではなく、地域の多様な⼈々が食事を通じて繋がる大切な場所となっています。 

 

今回の登壇者である渋谷雅⼈氏がプロジェクトリーダーを務める認定 NPO 法⼈全国こども食堂支援センター・

むすびえ（以下、むすびえ）では、「こども食堂を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくる」をビジョンに

掲げ、「こども食堂」「こども食堂の支援者」「未来の子どもたち」を結ぶために、地域ネットワーク支援事

業や企業・団体との協働事業、調査・研究事業を行っています。 



 

むすびえの調査によると、全国のこども食堂の数は 2020 年 12 月時点で 4,960 箇所となっており、2020 年 2

月以降のコロナ禍においても 186 箇所が新設される*1など、地域住民の声に合わせて、年々拠点数は増加して

います。むすびえでは、全国のこども達に支援を届けるために、こども食堂を全国の小学校の数である約

20,000 件に増やすことを目指して活動を行っていますが、こども食堂を開催したくても場所が無いという声

や、地域によって協力者や支援が足りないなどの課題もあり、今後全国にこども食堂を増やしていくために

は、より多くのこども食堂の認知や、地域住民の理解、支援してくれる⼈々を増やしていくことが重要です。 

 

本セミナーでは、こども食堂の現状について、またこども食堂との出会いが繋いだ渋谷雅⼈氏自身のキャリア

についてお話ししていただきます。セミナーを通じて、むすびえの活動やこども食堂の現状、こども食堂に関

わる⼈達の様々な想いを医療・福祉に関わる方々に知ってもらうことで、専門知識を持つ⼈々が地域の一⼈と

してこども食堂に興味を持ち、自身のスキルや知見を、こども達のにぎわいと交流の場を作るための支援にど

のように活かすことが出来るのかについて考える契機としていきます。 

 

 

*1 こども食堂全国箇所数調査 2020（2020 年 12月23日） 

https://musubie.org/wp/wp-

content/uploads/2021/02/%E3%80%90%E8%A8%82%E6%AD%A3%E7%89%88%E3%80%91%E8%B3%87%

E6%96%991%EF%BC%BF%E3%82%AF%E3%82%99%E3%83%A9%E3%83%95%E5%B7%AE%E3%81%97

%E6%9B%BF%E3%81%88.pdf 

 

 

【「キャリア」×「学び」セミナーシリーズ第 9 回 

「ひとりの明日を変える”こども食堂”」 セミナー詳細】 

 

■日時 

2021 年 6 月 25 日（金） 19 時 30 分～21 時 00 分 

 

■配信方法 

オンライン（Teams） ※PC の場合アプリの DL 不要 

 

■参加費 

参加費無料 

寄付にご協力いただける方は、該当チケットをお選びください。（500 円/1,000 円/1,500 円） 

 

■申込方法 

参加にあたっては Peatix より事前の参加お申込みが必要となります。 

申込 URL： https://peatix.com/event/1946018 

 

■セミナー内容 

- こども食堂とは？ 

- むすびえでの出会い 

- こども食堂の「明日を変える」一歩とは 

https://musubie.org/wp/wp-content/uploads/2021/02/%E3%80%90%E8%A8%82%E6%AD%A3%E7%89%88%E3%80%91%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%BF%E3%82%AF%E3%82%99%E3%83%A9%E3%83%95%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%9B%BF%E3%81%88.pdf
https://musubie.org/wp/wp-content/uploads/2021/02/%E3%80%90%E8%A8%82%E6%AD%A3%E7%89%88%E3%80%91%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%BF%E3%82%AF%E3%82%99%E3%83%A9%E3%83%95%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%9B%BF%E3%81%88.pdf
https://musubie.org/wp/wp-content/uploads/2021/02/%E3%80%90%E8%A8%82%E6%AD%A3%E7%89%88%E3%80%91%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%BF%E3%82%AF%E3%82%99%E3%83%A9%E3%83%95%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%9B%BF%E3%81%88.pdf
https://musubie.org/wp/wp-content/uploads/2021/02/%E3%80%90%E8%A8%82%E6%AD%A3%E7%89%88%E3%80%91%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%BF%E3%82%AF%E3%82%99%E3%83%A9%E3%83%95%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%9B%BF%E3%81%88.pdf
https://peatix.com/event/1946018


 

 

※当日は質疑応答やご意見を頂くお時間も設けます 

 

【登壇者コメント】 

認定 NPO 法人全国こども食堂支援センター・むすびえ  プロジェクトリーダー 渋谷 雅人 

シングルファーザーで商社で働いていた 5 年前、ボランティアをしていたこども食堂での子どもたちとの出会

いから自分自身の生き方がちょっとずつ変わり始めました。まさに、「ひとりの明日を変える」こども食堂で

す！当日は、目の前の困った⼈たちをほっとけない⼈たちが創り出すほっこりあったかエピソードに溢れるこ

ども食堂について語り合いたいと思っています。 

 

 

■登壇者プロフィール 

渋谷 雅⼈ 

認定 NPO 法⼈ 全国こども食堂支援センター・むすびえ 

プロジェクトリーダー  

1967 年 山形県生まれ。 

大学卒業後、住友商事に勤務。50 歳で早期退職後、企業・NPO の経営戦略

ダイアログパートナーとして活動。2020 年 10 月から、むすびえに参加。

「⼈が⼈を助け、出会うすべての⼈が自分に正直に生きる社会を生きるこ

と」が志。得意分野は、コーチング、ファシリテーション、チームビルディ

ング。共感力と俯瞰力を大切にしている。 

 

 

■認定 NPO 法人全国こども食堂支援センター・むすびえ について 

認定 NPO 法⼈全国こども食堂支援センター・むすびえは、ビジョンである「全国に広がるこども 食堂を通じ

て誰も取りこぼさない社会をつくる」ために、こども食堂が全国のどこにでもあり、みんなが安心して行ける

場所となるよう環境を整え、こども食堂を通じて、多くの⼈たちが未来をつくる社会活動に参加できるように

活動しています。具体的には、こども食堂の実態を明らかにし普及・啓発する調査研究、各地域のこども食堂

ネットワークを支援する地域ネットワーク支援事業、企業・団体とこども食堂支援を行う企業・団体との連携

事業を行っています。  

 

コロナ禍では 3 月 5 日に「新型コロナウィルス対策緊急プロジェクト」を立ち上げ、食材等の寄付を呼びか

け、その後、こども食堂の資金支援をするために「むすびえ・こども食堂 基金」を創設し、2020 年４月から 

12 月までの半年で 674 団体に対して総額１億２千万円を 助成しました。他にも、感染症に詳しい小児科医の

協力を得て「こども食堂・フードパント リー開設簡易ハンドブック」の発行、動画「地域みんなで子どもを育

てるためにこれならで きる with コロナ時代のこども食堂」の制作、個別相談会の開催などを実施しながらこ

ども 食堂の活動をサポートしています。  

 

＊認定 NPO 法⼈全国こども食堂支援センター・むすびえ  

https://musubie.org/ 

 

団体名 ：認定 NPO 法⼈全国こども食堂支援センター・むすびえ 

https://musubie.org/


 

所在地 ：東京都新宿区西新宿 1-20-3 西新宿髙木ビル 7 階   

設立年度：2018 年 

役員  ： 

理事長 湯浅 誠（社会活動家/東京大学特任教授） 

理事 藤田 淑子（一般財団法⼈社会変革推進財団） 

釜池 雄高（こども食堂ネットワーク事務局長） 

事業内容：地域ネットワーク支援事業 / 企業・団体との協働事業 / 調査・研究事業 

 

 

【トライトグループ概要】 

トライトグループとは、株式会社トライト、株式会社トライトキャリア、株式会社トライトエンジニアリング

からなる⼈材紹介・派遣サービスグループです。「ひとりの明日を変えることから、社会の未来を変えてい

く。」という新たなビジョンのもと、主軸サービスである⼈材紹介・派遣業に合わせて⼈材育成・キャリア支

援を強化し、医療・介護・保育業界を取り巻く慢性的な⼈材不足に関わるすべての社会課題へ寄与することを

目指しています。 

 

本社所在地:大阪府大阪市北区曽根崎 2-12-7 清和梅田ビル 13 階 

東京本部:東京都千代田区有楽町 2-7-1 イトシアオフィスタワー16 階 

代表取締役 CEO:笹井英孝 

社員数: 2,789 名（臨時雇用者を除く） ※2020 年 12 月時点 

 

 

代表取締役 CEO:笹井英孝プロフィール 

1991 年東京大学法学部卒業。2000 年コロンビア大学経営大学院修

士課程（MBA）修了。国内大手銀行、外資系コンサルティングファ

ーム等を経て、2005 年医療機器メーカーであるオムロンコーリン

株式会社の社長に就任。その後、セント・ジュード・メディカルや

ライフドリンクカンパニー等で経営トップを歴任。2019 年 11 月、

トライトグループ(旧：TS グループ)CEO 及び同グループ 3 社（株

式会社トライト、株式会社トライトキャリア、株式会社トライトエ

ンジニアリング）の代表取締役に就任。 

 

 

【各社概要】 

和文社名：株式会社トライト 

英文社名：TRYT Inc. 

設立：2016 年 

事業内容：⼈材紹介・派遣サービス等の事業を行うグループ会社の競争力強化に向けた各種環境の整備と支

援、経営計画・管理ならびにそれに付帯する業務 

https://tryt-group.co.jp/ 

 

和文社名：株式会社トライトキャリア 

https://tryt-group.co.jp/


 

英文社名：TRYT Career Inc. 

設立：2014 年 

事業内容：医療・福祉業界への⼈材紹介・派遣サービス等 

https://tryt-career.co.jp/ 

 

和文社名：株式会社トライトエンジニアリング 

英文社名：TRYT Engineering Inc. 

設立：2004 年 

事業内容：建設業界への⼈材紹介・派遣サービス等 

https://tryt-eng.co.jp/ 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

トライトグループ 広報担当 伊藤 

TEL:070-1442-8836 E-mail:info@tryt-group.co.jp 

 

https://tryt-career.co.jp/
https://tryt-eng.co.jp/

