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 第 5回総会（5月 13日）において承認された、NPO法人設立準備委員会が、７月 11日（火）に 14名の運営委

員参加で開かれ、①法人登記までの作業スケジュールと②定款の説明が議題になりました。①については、NPO

法人団体を 11 月頃に新しく造る。現行の団体はしばらく存続させるが、いずれ解散する方向でその時期を検討

する。②については、内容に検討を加えました。 

 

 上述の設立準備委員会を受けて、8 月 8 日（火）、NPO 法人フードバンクにいがた設立総会を、17 名の会員の

出席を得て、市民活動支援センターの会議室にて開きました。ここでは、11 月末頃に県の認証を得て、法人登

記が出来るように 9月中の認証申請を目指すことを再度確認しました。そして、主な審議事項は以下のように承

認されました。 

①設立趣旨：「新潟県における食のセーフティネット（安全網）を支えるフードバンクシステムを構築し、市

民・行政・企業・福祉施設の皆さんと協同して、誰もが食を分かち合い、食べ物が無駄なく消費され、すべての

人が安心して暮らすことのできる心豊かな社会をつくることをめざし、市民生活の安定に寄与することを趣旨と

しています。」（これは、定款の目的と同じ内容） 

②入会金および会費：入会金はとらない。会費は、正会員 個人 3,000円（１口以上）。法人及び団体 10,000

円(1口以上)。賛助会員 個人 3,000円（1口以上）。法人及び団体 5,000円（1 口以上）。 

 ③当初の会員と理事：現行の任意団体フードバンクにいがたの運営委員全員は新たに正会員費 3,000円を払っ

て NPO法人フードバンクにいがたの会員かつ理事候補となる。理事は 10人～20人とする。 

 ④役員：理事長 1人、副理事長 2人、専務理事 1人、監事 2人～3人おく。 

 ⑤事業年度：4月 1日から翌年 3月 31日まで 

 ⑥事業計画（11 月から翌年 3 月まで）及び活動予算：理事の会費約 5 万円程度の予算で、広報・認知活動を

する。 

 NPO 法人設立総会開く 

  NPO法人化へ動き出す  
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発行：フードバンクにいがた事務局 
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E-mail:fbn@roukyou.gr.jp 
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ふーどん通信 

11月、NPO法人 

フードバンクにいがた 発足予定 
県に認証手続

き 

現行任意団体 

フードバンクにいがた 
当面、主たる FBの活動をそのまま担う 
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 現行任意団体フードバンクにいがたの今後 

当面、フードバンクの主たる活動を維持継続します。年度の途中で会員の NPO法人団体への移行は、NPO法人

の会費が現行団体と異なるため、経理処理が難しくなってしまうので、会員の移行は行わないで、しばらく、２

つのフードバンク団体を併存させることにしました。現会員はそのままの身分で平成 29 年度の活動を支えて下

さい。そして、現団体解散後に改めて NPO法人フードバンクにいがたの会員となって支援を継続して頂ければと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

２０１７にいがた ワーク＆ライフフォーラム報告 

9月 2日、長岡で「ワーク＆ライフフォーラム in長岡」が開催されました。「仕事と生活のバランスを

どう捉えていけばよいのか」のテーマの下、毎年フードバンクも参加しています。今回は食品ロスを中心

に映画「Just Eat It」の上映と講演をさせていただきました。フードドライブも併せて開催しました。 

 

（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 

あ り が と う 

新潟県下、２０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。 

新潟県社会福祉協議会の応援を受けています。 

フードドライブ期間 

10/1(日)~10/10(火) 

も っ た い な い 
か 

ら 

講演の様子 
フードドライブの様子 

人事異動  平山清一氏

（ワーカーズコープ北陸

信越事業本部本部長）が異

動により、本団体の副代表

を退任いたしました。あり

がとうございました。 

詳しくは、チ

ラシ、ポスタ

ーを見てね。 
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新潟では、昨年いっきに子ども食堂が増えました。身近にいるかもしれ

ない食に困っている子どもを支援するというのが多くの人の心を掴んだも

のと思われます。そして、数カ月も経たないうちに見えて来たのは、「子ど

も食堂」の活動目的と運営の多様性です。貧困の子どもの食支援をする。

貧困を問わず子どもに豊かな食体験をしてもらう。高齢者も含めて地域の

食の安心を目指す。高齢者から子どもへ地域の食文化の継承を試みる。さ

らに、食を核にして地域の絆を再生、再活性させる。等々と、「子ども食堂」

の役割は広がりを持って来ました。当ＦＢＮは、これからの「子ども食堂」がどうなって行くのか、その多様な進展に注目し、「子

ども食堂」の今とこれからについて「子ども食堂」を紹介したいと思っています。 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども食堂の展望  

     ～地域が違えば、かたちも違う～ 

「第 4回にいがた食の映画祭」開催 

今年もやるぞ、映画祭！＋作って食べる食育ランチ 

場所：東区プラザ２階（東区役所 東区下木戸 1-4-1） 

10月 28日（土）①10時～映画「０円キッチン」上映 入場料 500円  

  ②12時半 食育マスターの「食育ランチ」要予約。募集人数 30名。 

参加費 500円（映画とは別料金）。ランチの試食あります。 

10月 29日（日）①14時 映画「０円キッチン」上映 入場料 500円  

  ③15時～「味噌づくり体験」要予約。募集人数 20名。参加無料 

  ②③は親子でも参加可能。エプロン・三角巾持参のこと。 

  ①②両方参加の場合は両方で 500円で参加可能です。 

食育ランチとは、食育マスター（新潟市の食育推進制度の 1 つ）による

料理教室です。作った料理を一緒にいただきながら、食のことについて

マスターの話が聴けるイベントです。 

子ども食堂秋葉かけはし 

秋葉区では初めての食堂開設になります。「何かしたい」というボランティア希望も多く寄せられ、町

の方々からは食器の寄贈がありました。フードバンクさんを始めコープにいがたさん、地元農園からの

食材支援も始まりした。新津福音キリスト教会さんと共催で厨房つきホールを会場に提供してもらうこ

とになり、2017年 8月 18日にプレオープンしました。「にいがた子育ちステイション」の立松さん応援の

立ち上げ学習会から半年準備し、9月 8日より定期開催します。毎月第二金曜日午後 4時～7時 30

分までの開催です。 

運営委員会では地域の子どもたちを中心に 1人で食事する高齢者、親ごさん、町内の方々などから

広く参加してもらい、地域丸ごとで子どもを支える取り組みの起点になりたい。と考えています。学習支

援や料理教室などの食育も視野においた企画も検討中です。先輩「子ども食堂」のみなさん、よろしく

お願いします。 

******************************************** 

子ども食堂秋葉かけはし代表  五十嵐 幸子 

TEL： 080-6552-3670   ファックス： 025-024-6545   メール： cocoa113.cocoa113@gmail.com 

にいがた食の映画祭は、「フードバン

クにいがた」の有志によって４前から始

まりました。食品廃棄の問題と向き合うう

ちに「食の問題は多岐にわたり、１つの

問題に目を向けても何も解決しない」と

言う現実を目の当たりにし１人では何も

解決しないけど、食の問題を多くの人

達が知る事で何かが変わるはず・・・。

という想いから毎年国内外の食のドキ

ュメンタリー映画を集めて食の問題を考

えてもらう映画祭を行っています。 

mailto:cocoa113.cocoa113@gmail.com
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♡ご協力 ありがとうございます♡ 
 

農家の方からお米・人参・サツマイモ・たまねぎ寄贈も 万代シネ・ウインドでフードドライブ開催 

「米どころ」にできること 

9 月 7 日（木）付けの新潟日報コラム「座標軸」で当フードバンクの事を取り上げて頂きました。

当日から、県下いろんな所から食品寄贈の反響が沢山ありました。じゃがいも、油などの他にお

米の寄贈が多くありましたことに、米どころの気概が感じられ、感謝に堪えません。それでも、

主食である米の需要は高く、お米の寄贈は常に歓迎の状態です。引き続きご支援お願いします。 

・・◇今後のフードドライブの予定 ◇・・ 

10月 10～20日  長岡市社協（原則偶数月の 10～20） 

9月 10～20日  ながおか医療生協（原則奇数月の 10～20） 

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 

毎月月末金曜日 10：00～12：00 新潟市東区区役所社会福祉協議会内 

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「けやき食堂」 

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 新潟市中央区新光町勤労福祉会館４階フードバンク事務局 

業務時間内 新潟市南区「白根健康福祉センター」内 

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。 

28 年度 12 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 85 団体 

 

29 年度 3 月 1 日現在 団体・個人会員（敬称略・順不同）  （個人会員 117 名） 

・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  ・日本共産党新潟市議会議員団 

・㈱アートグラフィック新潟 ・新潟市議会議員公明党 ・ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 他   

28 年度 3 月 1 日現在 寄付金（敬称略・順不同）  （2016 年 4.1～2017 年 3.31） 

南美佐子、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、日本基督教団新潟協会、敬和学園高校 

26 年度 4 月～ 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 

ふーどんの活動日誌 

・7 月 15 日、村上教育情報 C にて、「食

品廃棄ロス削減と FB」（真木、成田） 

・7月 18日、十日町ライオンズ C例会講

習会にて FB 活動説明（齋藤、山崎） 

・7月 22日、横越公民館、サルベージパ

ーティ参加・見学(真木) 

・8 月 18 日、新潟市 15 か所目の子ども

食堂立ち上げ支援（真木） 

・9月 2日、W & Lフォーラム in長岡、

セッション参加と FD 

・9月 4日、長岡中越高校にて、「フード

バンクの活動」講演(山崎) 

・9月 9日、市民活動フェスタにて FD 

・9 月吉日、県に NPO 法人設立申請書提

出（齋藤） 


