
1 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰ 

⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県下、５０ヵ所以上で食品持ち寄り場所を設置します。 

キャラクターマスコット「ふーどん」が目印です。 

新潟県・新潟市・長岡市・燕市・村上市・柏崎市・上越市等

各市町村並びに市町社会福祉協議会様と連携しています。 

フードドライブ期間 

10/1(月)~10/10(水) 

詳しくは、チ

ラシ、ポスタ

ーを見てね。 

去年初めて、県下一斉フードドライ

ブをやってみたけど、おかげで沢山

の寄付食品が集まったね。 

合計で 3164 ㎏も集まったもんね。

でも、大変らったよ。どうする？ 

今年もやる？ 

フードドライブとは、家庭・企業で余っている食品を持ち寄り、食品の確保が困難な方々を

支援するための活動です。常温で保存可能な食品：お米、缶詰、レトルト食品、乾麺類、調味

料等々を 1 合・1 袋・1 個から寄贈して頂ければ大変ありがたいです。 

（食品寄附の受付活動） 

フードバンクにいがた 

県下一斉フードドライブ 

ふーどん通信 No.16 2018 年 9 月秋号 

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 
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JA新潟みらいさんと JA西区「いっぺこーと」に出荷されている農

家さんのご協力で野菜の定期的提供を 8 月から始めました。毎週

金曜日を野菜の日とし

て提供しています。提供

量は「いっぺこーと」の

売れ行きしだいなので、

その都度異なりますが、

今のところ毎週なにが

しかの野菜を提供でき

ています。8月は夏野菜

が中心でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

毎年セッションに参加していますが、今年は 2 ヵ所で開催 

◎「２０１８にいがたワーク＆ライフフォーラム in 上越」  

10 月 13 日（土）上越市 市民交流施設「高田講演オーレンプラザホール」にて 

 参加内容：食品ロス削減とフードバンク活動 第 2グループ 会議室 15:10～16:40 

フードドライブも開催します。 

◎「２０１８にいがたワーク＆ライフフォーラム in 長岡」（11月 3日）も参加予定しています。 

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 

生活困窮者支援に関心のある方 

新潟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 

野菜の定期供給スタート（新潟市本部のみ） 

やさいもたべなきゃね‼  金曜日は野菜の日 

フードバンクにいがたの県央(三条)

センター、柏崎センター開設 

長岡センターに加えて、新たに二つの FBにい

がたのセンター（地域拠点）が出来ます。地域

で集めた食品はその地域で使ってもらうことが

出来るようにセンター機能を充実させて行きた

いと考えています。応援して下さい。 

県央（三条）センター： TEL ０２５６－３４－８９６０ 小林 淳 

柏崎センター： TEL ０９０－３８０８－００６９ 小池勝己 

 

設立を記して 中央が県央（三条）センタ

ー担当の小林さん（NPO 法人三条職員） 
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 にいがたお米プロジェクトとは？ 

 生活の厳しいひとり親家庭などに、毎月お米を届ける事業で

す。その仕組みは、①NPO 法人フードバンクにいがたからお米

を提供してもらう。②新潟市で、児童扶養手当を受給している

ご家庭へ「にいがたお米プロジェクト」を利用するか聞き、登

録してもらう。③ボランティアさんが、利用者さんに精米した

お米を毎月 5㎏自宅へ届ける。というものです。 

 事業は、11 月 18 日からスタートします。当座は、東区在住

の 100 世帯限定です。その後、この仕組みを強化しながら発展

させていくつもりです。 

 配達ボランティアさんは、お米を届けた際日常の困りごとや

将来の不安についても相談にのるそうです。お米や食品をフードバンクにいがたに提供して下さる方々、配

達ボランティアさん、ひとり親家庭との繋がりを大切にして、「お腹いっぱいになった子ども達の笑顔が見

たい」その実現に向けけてこのプロジェクトに取り組んでいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

各地で食品救済の努力 

さいたま市と美園タウンマネジメント協会の協働で「フードシ

ェアマイレージ」という実証事業が 8 月から開始されました。家

庭の食品を「アーバンデザインセンターみその」に持ってくると

内容量に応じて 100gにつき 1ポイントの「たんぽぽポイント」が

もらえます。貯まったポイントは地域の商店で買い物に使えます。

また、集まった食品は NPO 法人フードバンク埼玉に無償提供され

る仕組みになっています。こうしてまた新たな食品ロス対策が試

みられました。注目していきましょう。 

以前にも、会報 6号（2016年）で「つれてってそれフードレス

キュー」という東京葛西イオン店の試みを報告しています。 

 

さいたま市ホーム

ページから引用 

プロジェクトへのご協力をお願いします 

にいがたお米プロジェクト事務局 TEL 025-250-6785 
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♡ご協力 ありがとうございます♡ 

 

・・◇今後のフードドライブの予定 ◇・・ 

10・12月 月 10～20日 長岡市社協（原則偶数月の 10～20） 

9・11月 月 10～20日 ながおか医療生協（原則奇数月の 10～20） 

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 20日   10:00―12:00 南区臼井デイサービス「うすい」内          

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 新潟市東区山ノ下「就労準備支援施設 晴れる屋」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 

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。 

30 年３月現在 受入施設・団体（敬称略・順不同） 

・地域活動Ｃ石山 ・ライフデザイン・ NPO 子どもセンターぽ

ると・新潟天使園 ・スペースひなた ・たいむ ・SCLLC   

・新潟県、新潟市、長岡市パーソナルサポートＣ・NPO ピュア

はーと ・FLIP・女のスペースにいがた 等の 111 団体 

 

30 年３月現在 食品寄贈団体・企業（敬称略・順不同） 

・ささえあい農場・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) 

・JP 労組ユースネットワーク・五泉市役所 ・粋虎卯会 

・丸栄製粉(株)・亀田製菓(株)・角利産業（株）・新潟市他 

30 年 3 月 1 日現在 団体・個人会員（敬称略・順不同）  （団体会員４７、個人会員 11８名、賛助会員１） 

・阿賀野市社会福祉協議会 ・オフィスサポートきずな ・自立援助ホームたいむ ・新潟県労働金庫 ・燕市 ・連合新潟・

NPO 法人女のスペースにいがた ・（一社）新潟県労働者福祉協議会 ・新潟県総合生活協同組合 ・連合中越地域協議会・全

農林労働組合新潟分会 ・石山味噌醤油(株)・ 菊水酒造(株)・ 有限会社大島鉄工所 ・ＵＡゼンセン原信労働組合・（一財）

新潟県ろうきん福祉財団 ・情報労連新潟県協議会 ・日本郵政グループ労働組合新潟連絡協議会 ・原信(株)・ＮＰＯ法人

スマイルサポート新潟 ・一般社団法人パラシュート ・ワーカーズコープ北陸信越事業本部・新潟県高度情報社会生活支援

センター ・一般社団法人ノブレス・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

新潟市議会議員団 ・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 ・ささえあいコミュニ

ティ生活協同組合新潟 他   

30 年 3 月 1 日現在 寄付金（敬称略・順不同）  （２８年 4.1～30 年 3.31）       JU新潟、 県内各ライオンズクラブ 

小泉直子、粋虎卯会、原信、大西和子、藤由栄子、イオンリテール、日本基督教団新潟教会、敬和学園高校 他多数 

本庁舎コンコースで FD 

6 月、大阪府北部地震。7 月、西日本豪雨災害。9 月、台風 21 号風水害。その 2 日後の北海道厚真

町震度７地震。それに冬の極寒、夏の猛暑。もうあれだね。今までと同じじゃないね。 

ふーどんの活動日誌 

・7 月 23～30 日、明鏡高校/小針中 6 人体

験学習 

・7、8月第 2日曜日、鳥屋野潟「潟マルシ

ェ」にて FD。 

・8月 9日、3人の中学生とそのお母さん 2

人が夏休みボランティア体験。 

・9月 5日から 毎月第 1・3 水曜日、市本

庁舎中央コンコースで定期的 FD 開始。 


