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 ＮＰＯ法人化して 1年と 4ヵ月が経ちました。この間、長岡センターに加えて、県央センターと柏崎センタ

ーが出来ました。おかげさまで食品取扱量は年々増加の一途をたどっていますが、その活動を支える人材と資金

不足の問題は相変わらず壁として立ちはだかっている状況です。そして、この問題を少しでも改善させるべく以

前から組織体制と事務業務の改変に取り組み、一つの選択肢としてＮＰＯ法人化した訳ですが、これに伴って、

更にあらたな組織体制と事務業務の変革の必要性に迫られています。何はともあれフードバンクの活動を継続し

ていくことを第一に考えています。「継続は力なり」を信じて、今ある人材と資金でできることを模索していく

日々です。今回はそんな状況での総会となります。引き続き皆様のお力添えをお願い致します。 

今回の総会開催について 

  ・総会を平日の夕刻に開催します。 

  ・講演会・シンポジウムは、総会と同日には行いません。（秋頃に開催予定） 

 ＮＰＯ法人としての総会開催準備だけで手間と時間がかかるとの見込みから、講演・シンポジウムの同日開催

まで準備する余裕がないとの判断をしました。従って、今回は総会開催のみとさせて頂きます。 

  なお、総会開催は下記を予定してます。正式な総会開催案内状を会員の皆様にお届けしますので、それでご

確認下さい。＊今年度（2019年 4月以降）の会員になられた方は積極的に総会にご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

ふーどん通信 No.18 201９年５月初夏号 

発行：NPO法人フードバンクにいがた事務局 

〒950-0965 新潟市中央区新光町 6－2 

Tel 025―384―4466 Fax 025―384―8224 

E-mail:fbn@roukyou.gr.jp 

長岡センター Tel 090-2142-6119 

県央（三条）センター Tel 0256-34-8960 

柏崎センター Tel 090-3808-0069 

NPO 

 ＮＰＯ法人になってからの総会開催 
 

 
 

2019 年度総会のご案内 

開催日：６月２５日（火） 時 間： 18時～19時 

場 所： 勤労福祉会館 ２階 研修室（新潟市中央区新光町６－２） 

議 案： 第 1号議案 2018年度の事業報告 

     第 2号議案 2018年度の収支決算報告 

     第 3号議案 役員改選 

      第 4号議案 定款変更 

      第 5号議案 2019年度の事業計画 

      第 6号議案 2019年度の収支予算 

 

会員さんが作っ

てくれたフェル

トフードンです 

 

新テーマ型共同募金の結果報告      3ヵ月の間で 105件の寄付があり、

県共同募金会の加算助成額を加えた合計額は 173万 1163円になりました。 

皆さまありがとうございました。  
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 子どもたちと約束したお米はどなたのもとへ  

前年 11月 21日、上越大手町小学校 5年生の授業で講師を務めた

ことは前号で紹介しました。外部から講師を招き多面的に食に関す

る学びの授業でした。 

今年になって、1月 23日にその小学校 5年生の児童らが家庭からお

米を集め、困っている方にとフードバンクに２０ｋｇのお米を寄贈してくれ

ました。そのお米を特別な気持ちで 200ｇずつ１００パックに小分けしまし

た。また、右写真のようにコースターも作ってくれました。 

私たちは毎月東区の 100世帯の母子家庭にお米を 5㎏支援しています。その家庭 100世帯に今回持ち寄ってくれた

お米 200ｇをプラスして届けさせて頂きました。パック作業はボランティアとお米プロジェクトのメンバー、新潟市パーソナ

ル・サポート・センター相談員、いろんな方が参加しての作業でした。2月 2日の新潟日報の記事をお米のパックに同封し、

さらにポテトチップも 600 個追加いたしました。これからも食品を通じて子供たち、支援する人、経済的に苦しい母子家庭

へとつないでゆきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上越大手町小学校の取り組み～！！ 

子ども食堂に関心のある方 

子ども食堂ネットワーク 事務局 

電話：03-5365-2296 FAX：03-5365-2298 

メール：info@kodomoshokudou-network.com 

仕事や暮らしのことで困ったら… 

新潟市パーソナル・サポート・センター 

電話：025-385-6851 FAX：025-385-6852 

メール：niigata-pscenter@bz04.plala.or.jp 

つながれ 

少しのお金と少しの勇気 

 

「おてらおやつクラブ」に登録 

 「おてらおやつクラブ」は、奈良県にある安養寺のご住職、松島

靖朗さんが 2013 年に始めました。お寺にお供えされる様々な「お

そなえ」を仏さまからの「おさがり」として頂戴し、子どもをサポ

ートする支援団体を通して、経済的に困難な状況にあるご家庭へ

「おすそわけ」する活動です。活動趣旨に賛同する全国 1，100 余

のお寺と子どもやひとり親家庭などを支援する各地の団体をつな

げ、お菓子や果物、食品や日用品を届けています。 

あいさつをする高見理事長 

200ｇのお米パック 

授業の様子 

20・10・0運動のコースター 

当団体は、3月「おてらおやつクラブ」

に登録しました。今回やさしいメッセ

ージと共に｢おさがり｣が届きました。 

https://www.facebook.com/foodbankniigata/photos/pcb.2096271970458169/2096266700458696/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAD3nkBrN6xyBxeIrgLx_WB-sFingm92yOneoqmbRB62BQF14B5EOQvA8rQYaBhyZPrU_wtgkRsufO3&__xts__%5B0%5D=68.ARDjc6ZM3gm2IW81nib3pJYCB7fW-gdkZcz9lWe2tTlwiSRPw-8iOTnFfnNLtmvI9n1pyj5eLJG3iq15qaK7JLsI3mC442jg6jVYnT7anv9L9wQJ--YP6MnaDt1go6vfE-epC1Z11r7oXSmvS0iCZ5dVgCMNRb1S-DdctTLBqRSv1UyjQwcrAUxxgT3WDtScvaWIn7AlppwhkkZgigYM7iRgOHQZwfJSGCV0RZJK586Dzd6Vp7atyN3kTQ90ZL6dAahFGA6ftVjHJJfSb0JCO0pThoaJuBCtfFz-gQ6AFDePVbsV6SCEhdFTfpiovr0Dx8RMU2f3GZ7hEPheG7Eklnl62w
https://www.facebook.com/foodbankniigata/photos/pcb.2096271970458169/2096266700458696/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAD3nkBrN6xyBxeIrgLx_WB-sFingm92yOneoqmbRB62BQF14B5EOQvA8rQYaBhyZPrU_wtgkRsufO3&__xts__%5B0%5D=68.ARDjc6ZM3gm2IW81nib3pJYCB7fW-gdkZcz9lWe2tTlwiSRPw-8iOTnFfnNLtmvI9n1pyj5eLJG3iq15qaK7JLsI3mC442jg6jVYnT7anv9L9wQJ--YP6MnaDt1go6vfE-epC1Z11r7oXSmvS0iCZ5dVgCMNRb1S-DdctTLBqRSv1UyjQwcrAUxxgT3WDtScvaWIn7AlppwhkkZgigYM7iRgOHQZwfJSGCV0RZJK586Dzd6Vp7atyN3kTQ90ZL6dAahFGA6ftVjHJJfSb0JCO0pThoaJuBCtfFz-gQ6AFDePVbsV6SCEhdFTfpiovr0Dx8RMU2f3GZ7hEPheG7Eklnl62w
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支援して下さる団体          

≪支援企業・団体の紹介≫ 

 

新潟県労働金庫 

＜ろうきん＞は、戦後復興のなかで労働者が銀行からお金を借りるのが難

しい時代に、助け合いの金融機関として誕生しました。働く人たちの社会

的・経済的地位の向上と福祉の増進のために事業を進めております。 

＜ろうきん＞の主なＣＳＲ活動をご紹介します。 

○福祉金融機関としての金融商品の提供 ○大規模災害に対する取組み 

○地域のイベントへの協賛や協力 ○地域のボランティア団体等への寄付

活動 ○ＮＰＯ等への支援など 

＜ろうきん＞は「フードバンクにいがた」が行っている活動に賛同し、ろ

うきんＮＰＯ寄付システムで活動支援を行ってまいります。また、営業店単

位でも「フードバンクにいがた」がサポートする『にいがたお米プロジェク

ト』に関連した取組みやフードドライブを予定しております。 

（新潟県労働金庫 経営企画部） 

㈱ワイエムフーズ 

私ども㈱ワイエムフーズは、鶏卵を使った玉子焼き・茶わん蒸し・半熟味

付玉子などを製造しております。「社会との調和」を経営方針とし、安心で

安全な食品でお客様に喜んでいただける商品作りに励んでおります。  

 フードバンクにいがたさんとの出会いは、弊社の規格より少し固くできあ

がってしまった「きみとろ」を通してでした。「美味しいと大変喜ばれまし

た」と言っていただきました。美味しいものを食べると幸せな気持ちになり

ます。これらも美味しい商品を作り、喜んで食べていただけるように誠実に

玉子製品を作り続けたいと思っております。（㈱ワイエムフーズ 担当者記） 

食品回収のボランティア募集 

 野菜寄贈先が 3か所に増えたため、野菜回収のボランティア

の人手不足になっています。回収日は火曜日夕刻、以下の 3か

所です。 

・ＪＡ新潟みらいファーマーズ・マーケット「いっぺこ～と」

西区亀貝 3066 

・㈱本間商事 西区黒鳥 2106 

・新潟市アグリパーク 南区東笠巻新田 3044 

寄贈先に出向いて、野菜を受け取って新光町の本部まで運ん

でくれる人を求めています。我と思わん方はご連絡を。 

また、新潟市全区の社会福祉協議会に設置しているフードド

ライブ箱からの食品回収のボランティアも募集しています。ど

の区でも構いません。やってみようという方はご相談下さい。 

ろうきんマスコットキャラクター 

「ロッキー」 

 

冷凍した玉子ロールの寄贈品 
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長栄寺 

・・◇ 常設フードドライブの場所 ◇・・ 

原則偶数月の 10～30日業務時間内 長岡市社協内 

原則奇数月の 10～20日業務時間内 ながおか医療生協わいが家内 

業務時間内 長岡市寺泊コミュニティセンター施設内 

業務時間内 奇数月 10～30日小千谷市総合福祉センター内社会福祉協議会 

業務時間内 三条市総合福祉センター市民活動支援センター内 

毎月第一・三水曜日 12:00－13:00  新潟市本庁舎 1階中央コンコース 

毎月第二土曜日 10:00－12:00 新潟市中央区万代シネ・ウインド 

毎月第二土曜日 10:00―12:00 北区豊栄さわやか老人福祉センター 

毎月第三土曜 10～12時 新潟市いくとぴあ食花 JAきらきらマーケット内 

毎週月・木  新潟市西区小針 ささえあいコミニテイ生協新潟内 

業務時間内  新潟市秋葉区新津地域交流センター内社会福祉協議会２F  

業務時間内 新潟市東区区役所１階社会福祉協議会カウンター 

業務時間内 新潟市江南区横越「えんでばよこごし」 

業務時間内 新潟市西区上新栄町「けやき福祉会」 

業務時間内 新潟市中央区社会福祉協議会（古町コシジ会館 3階）内 

業務時間内 新潟市中央区西堀地下 よろっ toローサさま内 

業務時間内 新潟市西蒲区社会福祉協議会１F入口 

業務時間内 新潟市南区「白根健康福祉センター」内 

業務時間内 新潟市中央区鳥屋野ナマラエンターテイメント本社内２F 

 

業務時間内 三条市民活動支援センター内 

ふーどんの活動日誌 

・12月 24日、藤井みなみさんをＦＢ大使に任命 

・1月、月刊誌「東京人」1月号掲載 

・1月 19日、毎日新聞掲載「JAキラキラマーケ

ット、藤井みなみ大使一日店長」 

・1 月 23 日、上越大手町小学校 5 年生の授業に

参加（真木、小池） 

・1 月 26 日、敬和学園大学、ジョブトレ体験発

表会（真木） 

・2月 2日、県民フォーラム３Ｒ推進キャンペー

ンに参加（藤井、事務局） 

・2月 2日、新潟日報「上越大手町小学校米寄贈」 

・2月 19日、読売新聞「只今活動中」で紹介 

・3 月 2 日、長岡西本願寺にて、「貧困とＦＢ活

動」講演（真木、山崎） 

・3月 7日、ＦＭ新潟「３Ｒ活動県広報番組」出

演（真木） 

・3月 9日、百姓塾研修会参加＋ＦＤ（高見、真

木） 

30 年度 団体・個人会員（敬称略・順不同）  （団体会員 54、個人会員 109 名、賛助会員 9） 

・阿賀野市社協 ・自立援助ホームたいむ ・県労働金庫 ・燕市福祉事務所 ・連合新潟・女のスペースにいがた ・丸栄製粉㈱・

（一社）県労福協 ・県総合生協 ・連合中越地協・全農林労組新潟支部 ・石山味噌醤油(株)・ 菊水酒造(株)・ ㈲大島鉄工所 ・

ＵＡゼンセン原信労組・（一財）ろうきん福祉財団 ・情報労連新潟県協 ・日本郵政労組新潟連絡協議会・(株)原信・常禅寺・

スマイルサポート新潟 ・（一社）パラシュート・モイスティーヌ燕三条・県高度情報社会生活支援センター・（一社）ノブレス・

オブリージュ・㈱アートグラフィック新潟・新潟市議会新市民クラブ・日本共産党新潟市議団 ・新潟市議会民主にいがた ・

新潟市議会新潟市政クラブ・新潟市議会公明党・県平和運動センター・基幹労連県本部・UAゼンセン県支部・連合中越地協・

市職員労組・日本農民組合下越連合会・県生協連・県高教組・社会福祉法人中越福祉会・あさひの家・西内野食堂・連合佐渡

地協・新潟ときめき生協・東北電力労組県本部・全港湾新潟支部・電機連合県本部・自治労県本部・労働金庫労組・連合新潟

地協・新潟ライフサポートセンター・ささえあいコミュニティ生協・ワーカーズコープ北陸信越事業本部 他多数 

 

 

この他、寄贈いただいた一般家庭の皆様、生産農家の皆様、フードドライブを開催してくださった皆様、支援

をいただいた会員の皆様に改めまして、感謝申し上げます。ありがとうございました。 

現在までに食品寄贈を頂いた団体・企業様（敬称略・順不同） 

・阿賀野市社会福祉協議会・新潟県労働金庫・石山味噌醤油(株)・

大和ハウス工業(株)・福田組(株)・新潟日報・JP 労組ユースネッ

トワーク・五泉市役所・粋虎卯会・新潟県・丸栄製粉(株)・亀田

製菓(株)・角利産業（株）・新潟市・マルコメ㈱・YM フーズ・㈱

あいだ・一正蒲鉾㈱・にいがた綜合警備・カーブスジャパン・コ

カ・コーラボトラーズ・NTT 東日本・㈱本間組・カルビ-㈱・他 

３０年度 寄付金・募金を戴いた団体・企

業・個人（敬称略・順不同）・県労福協・ 

JU 新潟・ライオンズクラブ各支部・福田

組・㈱原信・延命寺・正覚寺・長永寺・イ

オン青山店・池淳一・倉島一・伊藤和子・

齋藤敏明・藤由栄子・大西和子・小泉直子・

丸力也・博栄自動車㈱・佐藤義尚・他多数 

田代知・アソウユウコ・下村ナミイ・中川

亨・その他多数 

♡ご協力 ありがとうございます♡ 

 


