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①BE A HERO

プロジェクト概要



BE A HEROプロジェクトの意義

• ⼩中学校では夏休みに給⾷がなく
ひとり親家庭で⾷事が⼀⽇２回
しかない⼦どもが倍増する。

（⾷事回数が⼆回以下：(平⽇)15.2%、(夏休み中)36.6%
※グッドネーバーズ・ジャパン調査）

• 低所得の家庭は、⽣鮮⾷品の摂

取量が少ない。

（東京都「⼦供の⽣活実態調査」）

⇒夏休みに、ひとり親家庭に⽣鮮⾷

品を配付するプロジェクトを実施



プロジェクト概要

• ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名：#BeAHEROプロジェクト⽔⽯亜⾶夢とひとり親家庭⽀援を！

• ⽬的：フードバンク「グッドごはん」を通じ、1世帯あたり約5,000円の

⽣鮮⾷品を提供

• 実施者：俳優 ⽔⽯亜⾶夢さん

特定⾮営利活動法⼈グッドネーバーズ・ジャパン

• 協⼒団体：READY FOR(クラウドファンディングサービス)

• 実施期間：2021年4⽉4⽇(⽇)~2021年5⽉27⽇(⽊)

• ⽬標：300万円(第1⽬標) → 700万円(ﾈｸｽﾄｺﾞｰﾙ) → ⽀援者800⼈(ｻｰﾄﾞｺﾞｰﾙ)

＊4/5 第１⽬標達成、5/14 ネクストゴール達成

最終⽇ サードゴール達成



•⽀援総額

9,868,000円
結果報告

•合計⽀援者数

936⼈



⽀援者の⽅へのリターン品紹介①
• 「ヒーロー証明書」ステッカー • グッドごはん茶碗

• Be A HEROプロジェクトオリジナルチャーム



⽀援者の⽅へのリターン品紹介②

⽔⽯亜⾶夢さんより

• メッセージ・サイン⼊りハガキ

• お礼メール

• ボイスメッセージ

• デジタルフォトセット

• オンライントーク

• 個⼈宛メッセージ動画

• 個⼈撮影会

• キャスティング権

• 貸切リサイタル開催権

• ⼦どもたちへのメッセージ

• ヒーローとしてHPにお名前掲載

詳細はこちら

• グッドごはんボランティア参加権
（該当の⽅にはメールで連絡をしています）



②活動報告



このプロジェクトの⽀援から達成できたこと

• 東京・⼤阪共に、ひとり親家庭へ⽣鮮⾷品配付を⾏うことができ

ました。

• 配付⽉：７⽉

• 配付場所：⾸都圏（東京・神奈川）８か所、⼤阪６か所

• 配付世帯数：962世帯 《東京》566世帯 《⼤阪》396世帯

⇒1,729⼈の⼦どもたちに⾷料を届けることが出来ました！



ご⽀援により
配付できた⽣鮮⾷品
（1世帯当たり）

【⾁・⿂】

• 冷凍豚ローススライス 500g

• 冷凍⽜バラ⼩間 500g

• 冷凍便利な鮪たたき 250g

• 冷凍スモークサーモン(銀鮭)  

110g(約9〜11枚⼊り)

提供：株式会社タスカル



ご⽀援により
配付できた⽣鮮⾷品
（1世帯当たり）

【野菜・果物】提供：まつの幸せBOX

• レタス（⻑野県）

• トマト（千葉県）

• きゅうり（福島県）

• ⼩松菜（茨城県）

• エリンギ（⻑野県）

• じゃがいも（茨城県）

• ⽟ねぎ（佐賀県）

• ⼈参（茨城県）

• バナナ（フィリピン）

• 種無しぶどう（メキシコ）

• パイン（フィリピン）



活動のようす

7⽉17⽇(⼟)の東京での配付には、⽔⽯亜⾶夢
さんがいらっしゃいました。⽔⽯さんと写真
を撮ったり、⽔⽯さんやスタッフにお⼿紙を
⽤意して来てくれた⼦もいたりと、より利⽤
者さんと交流を深めることができました。

配付はマスク着⽤、⼊場前の検温、消毒、密
回避など感染症対策を講じて⾏われました。
持ってきたカバンいっぱいに詰め込まれた⾷
品を⾒て、嬉しそうな利⽤者さんの顔が多く
⾒られました。



会計報告

残⾦は、9⽉及び10⽉のグッドごはんの⼀部と
して、お米の調達に充当させていただきます。

ご⽀援額 9,868,000

間接費

READYFOR⼿数料 1,845,316

契約書印紙代 20,000

映像制作費 385,000

リターン経費※別表 374,610

事業費

⾁・⿂（962世帯分） 2,825,246

野菜・果物（962世帯分） 2,637,500

⼈件費 444,000

設備費（クーラーBOX・保冷材等） 163,676

輸送費(東京・⼤阪） 256,809

残⾦ 915,843

単位:円

リターン経費内訳

⼦どもたちへメッセージ印刷(1500部） 25,513

「ヒーロー証明書」ステッカー(400枚） 14,740

⽔⽯亜⾶夢のメッセージ⼊りハガキ(400枚） 2,032

グッドごはん茶碗（53個） 57,637

#BeAHeroオリジナルチャーム（75個） 39,600

⽔⽯亜⾶夢の個⼈撮影会に参加（22名） 44,000

貸切リサイタル開催権 64,000

ロゴデザイン費 44,000

リターン梱包・発送費 83,088

合計 374,610



④メッセージ紹介

※ご紹介する写真には、#BeAHEROプロジェクトとは別の⾷品も含まれていることがあります



⽀援を受けたひとり親家庭からの声

⽔⽯亜⾶夢さんにもお会いでき、息⼦も娘も私も
胸がいっぱいです。
ご⽀援いただいたヒーローの皆様ひとりひとりに
感謝をお伝えしたいです。

⽔⽯さんと⽀援者の⽅からのメッセージ冊⼦、と
ても感動しました。皆様からの優しい⾔葉に涙が
溢れてきました。この冊⼦はずっと⼤切に側に置
いておきます。

⼦供たちとのかけがえのない時間を⼤切に過ごし
たいと思います。いつも助けていただきありがと
うございます。



⽀援を受けたひとり親家庭からの声

⼀昨⽇、⼦どもの誕⽣⽇でしたが、ご時世的に
も経済的にも外⾷に連れて⾏ってあげれないの
で、いただいたお野菜を使ってカフェ飯を作り
お祝いしました。

⽟ねぎ、エリンギ、レタス、トマト、にんじん、
お米を使いタコライスを作りました。
バナナとパインは冷やしてデザートにさせても
らいました☆

⼦供達は⼤喜びで楽しい時間を過ごせました！
本当にありがとうございました。



⽀援を受けたひとり親家庭からの声

どれも美味しそうな⾷材でとても助かります。⽣のパ
イナップルは初めてで切るのに苦労しましたが、すご
く⽢くて美味しかったです。おやつにいただきました。

受取りの時も、いただける物が多かったので⼥性のス
タッフが⾃転⾞まで持ってきてくださいました。いつ
もお⾦や⾷べ物の事で不安ばかりでしたが、この様な
活動されているグッドごはん様に出会えてよかったで
す。

あと、クラウドファンディングのご⽀援いただきまし
た⽅々へ、⼦供に沢⼭⾷べさせてあげる事が出来まし
た。ほんとにありがとうございます。
そして、ごちそうさまでした！



⽀援を受けたひとり親家庭からの声
⾷品を⾒た娘は「わぁ〜いっぱい」と歓声を上げていました。⼤
好きなぶどう。次の⽇に早速お弁当に持っていきました。
お⾁は鶏⾁しか⾷べていなかったので、中２の息⼦に⽜⾁をお腹
いっぱい⾷べさせてあげられます。
本当に沢⼭の⾷材、いつも⾷べられない⾷材ありがとうございま
した。
みんな笑顔な⾷卓になりました。

たくさんの⾷材をいただき、感激しました。
普段は⾼くて買えない、トマトや⽜⾁を⾷べさせてあげられ
て、本当に嬉しかったです。
⽣のパイナップルや、ぶどうをいただいて⼦供たちはニッコ
ニコでした。ヒーロー、ありがとう!!
⼦供たちには、⼤⼈になったら困った⼈を助けてあげようね。
とお話しました。



他にもたくさんのメッセージ・写真が届いています！

沢⼭の⾷品をありがとうございました。⼦供たちが、特にフ
ルーツ類とスモークサーモンに⼤喜びでした。
果物は⾼くてなかなか⾷卓にあげられないのですが、しばら
く毎⽇フルーツを⾷べさせてあげられそうです。

根菜類は⼦供たちのリクエストでカレーになりそうです。
皆様のお⼼遣いに感謝します。ありがとうございました。

毎⽇、忙しく⽣活している為、連絡が遅くなり申し訳ござい
ませんでした。沢⼭の、お⾁やフルーツ野菜、お米を、あり
がとうございました。育ち盛りの⼦供達が居るので、頂いた
⾷材を活かして美味しく頂きました。
親⼦共々とても助かりました。

パンフレットの皆様のメッセージをみて涙が⽌まりませんで
した。
⼦供達はフルーツが嬉しかったようで、ありがとうございま

した。キラメイブルーのお兄さんに会えたのも、とても喜ん
でいました！ぶどうとバナナを両⼿に抱えてたべてます！

感謝の気持ちをこめて写真をご⽀援いただいた⽅にお伝えし
ていただけたらと思います。



他にもたくさんのメッセージ・写真が届いています！



他にもたくさんのメッセージ・写真が届いています！



⑤おわりに

＃BeAHEROプロジェクト応援してくださった歴代ヒーローの皆さんの「#あなたにとってヒーローとは」
メッセージを⼀部抜粋してご紹介します。



「あなたにとってヒーローとは」メッセージ紹介(⼀部抜粋)

⾃分の中でしっくりくる表現は、 「未来を照
らす存在」です。存在⾃体に救われたり、⾃
⾝の⽬標とすることで頑張れたり、不安な時
に背中を押してくれたり、、⼈によって、そ
れぞれ⾃分のヒーローがいる。家族、憧れの
⼈、はたまた画⾯の向こうかもしれませんね。

僕にとってヒーローとは、“誰かの背中をそっ

と⽀えてくれる存在”だと思います。
僕たちはアベンジャーズでもスーパーマンで
もありません。でも、あなたの⼿で、⾏動で、
気持ちで、誰かの背中を⽀えることが出来ま
す。そうしたらあなたはもう、⽴派なヒー
ローです。

⾃分にとってのヒーローとは、光をもたらし
⾃分が⾏動を起こす⼒を湧かせてくれるよう
な⼈。まさに⽔⽯くんのように、誰かに⼿を
差しのべ活⼒を与えてくれるような⼈です。

『明⽇を変える』ことが出来るひとり親世帯
が⼀世帯でも増えることを願っています。

僕にとってのヒーローとは、今まで出会って
きた全ての⼈である。その⼈達のおかげで今
の僕が存在していると思う。
いつでも誰かのヒーローになれるし、
いつでも誰かのヒーローである。

それぞれの⼼に"ヒーロー"を掲げ、共に歩ん
でいきましょう！！

私にとってヒーローは⾝近にいる⼦どもたち
だと思うのです。
どの⼦の笑顔も、元気も、勇気もその命その
ものが親を、また⾝近な⼈をたくさん救って
くれてるのだと。

笑顔を届けられるのも素敵なヒーローが
だと思うのです！！

⾃分にとってのヒーローとは、強く、優しく、
困っている⼈のために、⾃分を⾏動させる事
ができている⼈です。
ヒーローは全ての⼈の⼼にあり、全ての⼈を

共通に繋いでくれる物だと思います。そんな
ヒーローはいつの時代も困難が有れば必ず存
在していると思います。

⽔⽯亜⾶夢さん

庄司浩平さん

和泉宗兵さん

南圭介さん

広瀬仁美さん

⼭本康平さん

魔進戦隊キラメイジャー/キラメイブルー役

魔進戦隊キラメイジャー/キラメイシルバー役

未来戦隊タイムレンジャー/タイムイエロー役

宇宙戦隊キュウレンジャー/ホウオウソルジャー役

忍者戦隊カクレンジャー/ニンジャホワイト役

忍⾵戦隊ハリケンジャー/ハリケンイエロー役



「あなたにとってヒーローとは」メッセージ紹介(⼀部抜粋)

僕は（ヒーローとは）⾃分⾃⾝の中にいるも
のだと思っています。
⾃分⾃⾝と向き合って、正しいと思ったこと
に向かって⾏動に移せた時、多くの⼈がヒー
ローになれると思っています。

僕らはヒーローなんかじゃない。ヒーロー
ぶってるだけだ。出来ることは少ないし、空
想の世界のように特別なチカラも持ってない。
でも、⽬の前に困っている⼈がいた時に⼿を
差し伸べる気持ちだけは持っていたいと思っ
てる。ヒーローなんかいないけど、誰もが

ヒーローになれる瞬間があるんじゃないかな。

⾃分にとってのヒーローとは、前を向く⼒を

くれる存在です。
⼈は決して⼀⼈では⽣きていけない。
誰もがきっと誰かのヒーローになれる。
誰かを想っての⾏動は連鎖していく。

僕にとってのヒーローは⽇常の中で様々な出
来事と戦いながら、尚且つ⼈への感謝の気持
ちを⼤切にし、⽇々困っている⼈を助けてあ
げようとしている〈あなた〉です。僕らはそ
れぞれ得意な事があってそれぞれの良さがあ
り、その個性を共感する⼈に届ける。それだ
けシンプルで⼤丈夫。

僕にとってのヒーローは、今を⽣きている全
ての⽅です。
誰⼀⼈として気を抜けない世の中で、⼀⽣懸
命⽣きていることが素晴らしいことだと思い
ます。
僕⾃⾝もまだまだ頑張りますので、皆様も共
に歩んでいきましょう。

ヒーローとは？と聞かれてしっくりくるのは
正義を貫き通す事。

亜⾶夢がやろうとしてる事は、敵を倒すこと
ではなく、⼈を助けること、つまり正義です。
そんな彼を応援するのはとても素敵なことだ
と、僕は思いますよ。

原⽥篤さん
救急戦隊ゴーゴファイブ/ゴーグリーン役

⼩川輝晃さん
忍者戦隊カクレンジャー/ニンジャレッド役

富⽥翔さん 爆⻯戦隊アバレンジャー/アバレブルー役

出⼝たかしさん
魔進戦隊キラメイジャー/ED主題歌歌唱

⻄興⼀郎さん
爆⻯戦隊アバレンジャー/アバレッド役

伊藤陽佑さん 特捜戦隊デカジャー/デカグリーン役



「あなたにとってヒーローとは」メッセージ紹介(⼀部抜粋)

みんながそれぞれの場所でのヒーロー。
⾃分もそんな社会を創っていけるヒーローの
ひとりでありたい。
応援してます。

僕にとってのヒーローは、様々な場所にいま
す。好きなものを追いかけていくうちに出
会ったそのどれもが僕にとってのヒーローた
ちでした。
あなたも誰かのヒーローになってるかもしれ
ませんね。

夢や希望を持って未来を⾒つめる事ができる。
当時⾃分がそれを感じる事ができた⼤⼈達。
こういうふうになりたいと思わせてくれた⼤
⼈達が⾃分にとってのヒーローなのかもしれ
ません。

亜⾶夢くんの今回のクラウドファンディング
を知った時に本当に素晴らしいヒーローだと
胸を打たれました。
⾷卓を囲みながら学校であったことや、放課

後友達から⾔われて悩んでることや将来なり
たいものなど⼦供が⼤⼈になる前に家族で必
要な会話をする時間を作ってもらえるよう私
も微⼒ながら⽀援させて頂きます。

魔進戦隊キラメイジャー/OP主題歌歌唱

倉貫匡弘さん 未来戦隊タイムレンジャー/タイムグリーン役

⽊原瑠⽣さん
魔進戦隊キラメイジャー/キラメイイエロー役

つるの剛⼠さん
ウルトラマンダイナ/アスカ・シン役

⼤⻄洋平さん
（応援メッセージ）



GNJPスタッフからのメッセージ
カレーライス、⾁じゃが、豚丼、サーモン丼、お好み焼き、プルコギ、⽜⾁とごぼうの卵とじ、
⽣姜焼き、ニンジンのラぺ、サラダ、エリンギのおすまし、⼩松菜の胡⿇和え、タコライス。

これらは、#BeAHEROプロジェクトの⾷品を受け取ったひとり親家庭の皆さんから、「いただい
た⾷品でこれを作りました！」とご報告いただいた献⽴の⼀部です。

⾷材は、世帯⼈数が少ないと余ってしまうのでは、という⼼配もあったのですが、野菜はピクル
スにしたり果物を冷凍したりと⼯夫して⼤切に⾷べてくれたようです。

ほとんどが就労しているシングルマザー・ファーザーの皆さんは、料理をする時間もままならな
いの かもしれません。グッドごはん利⽤者の⽅も、「仕事から帰ると料理する気⼒が無く、レ
トルト などで簡単に済ませてしまう」という⽅は多いです。

私は「⼿料理じゃないと愛情が⼊っていない」などとは全く思いませんし、調理が負担に感じる
なら加⼯⾷品で時短して、家族や⾃分の時間を作ってほしいと思っています。

でも、今回#BeAHEROプロジェクトの⾷材で作られた⾷事の写真はどれも美味しそうで温かくて、
このお料理の裏に、沢⼭の親⼦の笑顔と家族の時間が⾒えてきました。

そんな家族の幸せな時間を作ってくれた⽔⽯さん、ヒーローの皆さん達に、あらためてお礼を申
し上げます。本当にありがとうございました！

グッドネーバーズ・ジャパン 広報部 飯島史絵



⽔⽯亜⾶夢さんからのメッセージ
『Be A HERO プロジェクト』へ、ご⽀援をいただき有り難うございました！

想像を遥かに超え、⼤成功のゴールを迎えることができました。
⼀通の⼿紙から動き始めたプロジェクト。しかし、1⼈1⼈の⼒が集まれば、こんなに⼤きなも
のとなることを実感できました。
また、ひとり親家庭への気持ちはもちろん。僕、⽔⽯亜⾶夢への応援も込めてご⽀援してくだ
さった⽅も⼤勢居てくださいました。皆さま本当に有り難うございます。

新型コロナの終息はまだ⾒えませんし、ひとり親家庭の負担も増す⼀⽅です。
⾃分に、⾃分たちに出来ることは限られますが、これからもできることを模索していけたらと
思っております。

⼤変な⽇々、⼤変な事、皆さまそれぞれ訪れることかと思います。今回我々が⽀援する、ひと
り親のご家庭と同じで。⼀⼈でダメだと思った時は、誰かに頼ったり助けを求めてください。
そして、⾃分の周りの⽅たちへも、そう接していきまきょう。僕もそうします。このプロジェ
クトだけではなく、⾝近なところでも。

⼀緒に誰かのヒーローに！みんなで明るい未来へ向かいましょうね！
改めて。この度はお⼒添え本当に有り難うございました！！

⽔⽯亜⾶夢



ご⽀援いただきましたHEROの皆さまに、感謝申し上げます。

グッドネーバーズ・ジャパンは今後も、⽔⽯亜⾶夢さんのような
協⼒者・協⼒団体と共にひとり親家庭で暮らす⼦どもたちへの

⽀援を継続していきます。
あたたかい応援とご協⼒を是⾮、よろしくお願いします。


