
地 域 地 域連携

横浜市 金沢区社協と子ども食堂支援で連携。生活困窮者への
食支援の実施に向け、連携協議を開始。

川崎市 健康福祉局生活保護課が対応。窓口はだいJOBセン
ター。必要食品を一括受け取り対応。

相模原市 生活困窮者自立支援窓口での緊急対応食料を支援。
子ども食堂は市が窓口となり、この秋連携がスタート予
定。

藤沢市 藤沢市･藤沢社協が行う生活困窮者自立支援相談窓
口に食料を提供。

横須賀市 生活福祉課。フードバンク神奈川プラスを通じて連携

逗子市 行政･社協と連携。生活困窮者自立支援相談窓口に食
料を提供。

座間市 地域フードバンクのワンエイドとともに連携。秋以降座
間市社協に食料支援を予定。

綾瀬市 社協と連携。生活困窮者へ食支援で使う食料を提供。

伊勢原市 生活福祉課と連携。相談窓口で支援する食料を提供。

区 分 連携団体

施設、支
援団体

（社福）中心会 相模原南児童ホーム、NPO法人なんと
かなる 、自立援助ホーム 湘南つばさの家、セカンド
リーグ神奈川、川崎市母子寡婦福祉協議会

児童相談
所

県 中央児童相談所、平塚児童相談所、厚木児童相談
所

地域フー
ドバンク

お福分けの会、神奈川フードバンク・プラス、フードバンク
かわさき、フードコミュニティ、さくらの森・親子サポート
ネット

子ども食
堂等

よこすか なかながや、湘南地域デザイン、みんなの居
場所ちゃお、サンタ子ども食堂、駒岡 丘の上こども食堂，
金沢子ども食堂すくすく、ひよこカフェ、みんなの食堂、
パノラマ、キッチンうめちゃん、フリースペースたまりば、
こどもスマイル食堂、ひばり食堂他
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フードバンクかながわ 事務局通信
「もったいない」を 「分かち合い」・ 「ありがとう」へ

Kanagawa
Food Bank 

地域連携の拡がり

スタッフからメッセージ 土山事務局次長

（一社）フードバンクかながわ
236‐0051 横浜市金沢区富岡東2-4-45 045-349-5803
info@fb-kanagawa.com
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助会員募集中

賛助会員はフードバンクの運営を支えます。

団体 34 団体 個人76名 計209万千円
(8/30現在)
【賛助会員入会申込状況】 公表可能な団体のみ掲載

(1) 団体会員
株式会社あらた首都圏支社 凸版印刷株式会社
共栄火災海上保険 株式会社京浜支店
日本ハム株式会社 遠州トラック株式会社
ＪＡ全農ミートフーズ株式会社 株式会社ヨネヤマ
株式会社カワタキコーポレーション 株式会社ミツハシ
富士フイルム生活協同組合
東京海上日動火災保険株式会社 川崎医療生活協同組合
横浜魚類株式会社 全日本海員生活協同組合
福祉クラブ生活協同組合 三菱食品株式会社
神奈川大学生活協同組合 神奈川みなみ医療生活協同組合
センター事業団神奈川事業本部 安全輸送株式会社
NPO法人なんとかなる 株式会社日本アクセス
ﾜｰｶｰｽﾞｺﾚｸﾃｨﾌﾞJam やまゆり生活協同組合
東都生活協同組合 国分首都圏株式会社
加藤産業株式会社

（合計34団体199口：199万円）
(2) 個人会員（敬称略）

（合計76名101口101000円）

8月ユーコープの20店舗でフードドライブを行い
ました。私たちはフードドライブと、フードドラ
イブで集まった食品の検品や仕分け等のボランテ
ィア参加に力を入れて行きます。なぜなら、個人
の食品の寄贈やボランティア参加によって、「食品ロス」「貧困・
格差」の問題を身近に感じ、貧困・格差解決に向けた活動に参加
（アウトリーチ）する人たちを増やしたいと考えているからです。
秋には、各構成団体でフードドライブの実施とボランティア参加の
募集が行われます。ぜひフードライブの活動に参加されませんか。

ご寄贈団体

企業 （株）ミツハシライス、マルハニチロ（株）、三菱食品（株）
（株）日本アクセス、横浜魚類（株）、加藤産業（株）、
（株）Eファクトリー

日生協、ユーコープ、神奈川中央メーデー、横浜水道労
組、オムロンレーザーフロント労組、ﾒﾝﾀﾙｻﾎﾟｰﾄ青葉

防災備蓄
品

凸版印刷（株）、東急建設（株）、（株）味の素コミュニケー
ションズ

市民寄贈
活動

ユーコープ、パルシステム神奈川ゆめコープ、WE21、労
福協

賛助会員の拡がり

★8/24 相模原市との食料提供に関する合意書を締結。(写
真は裏面に）
★WE21ジャパンでは、10月の貧困撲滅月間でコミュニティ
配送の企業組合キャリー、地域のショップとともに≪フード
ドライブー配送ー配送費の拠出≫の連携モデル構築にチャレ
ンジします。

事業運営を開始してから6か月が過ぎました。
事業進捗状況や今後の計画・イベント等の新着
情報をフードバンクかながわの役員各位に共有
していただくために「事務局通信」を届けします。団体・企業か
ら協力表明（合意書締結）は、予定どおり進んでいるものの、お
米以外の食品寄贈が遅れています。フードドライブを積極的にす
すめる必要があると考えています。ご支援・ご協力をお願いしま
す。また、各団体での取組報告や企画等の情報をお寄せ頂けると
掲載させていただきます。

スタッフからメッセージ 藤田事務局長



基本情報

各団体の学習会計画

.

使える学習会資料・ﾌｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌグッズ

団体 時期 場 所

WE21みなみ運営委員会 9/3 WEショップ井土ヶ谷店

生活クラブ共済たすけあい委員会 9/7 ﾌｰﾄﾞバンクかながわ事務所

神奈川県協同組合連絡協議会
2018 協同組合のつどい

9/7 平塚プレジール

神奈川県母子支援連絡会 9/7 県社協

神奈川県連合横浜北部地区連
合

9/14 中央労金 新横浜支店

川崎労福協 中央地区ブロック合
同研修会

9/14 川崎競馬場内会議室

ユーコープ 新入職員対象 9/18 フードバンクかながわ事務所

JA 専務会議 9/20 JA会館

横浜みなみ生活クラブ 9/21 生活クラブ港南センター

湘南生活クラブ 9/25 生活クラブ茅ヶ崎センター

川崎労福協セミナー 9/25 川崎労働会館

横浜北生活クラブ 9/27 生活クラブ くらしてらす

かわさき生活クラブ 9/27 生活クラブ高津センター

うらがCO-OP 10/24 フードバンクかながわ事務所

福祉クラブ生協 11/30 きらり港北

団体名 実施予定日 備 考

パルｼｽﾃﾑ神奈川ゆめコープ 9/7 おだわら市民交流
センターUMECO

地域まつり

パルｼｽﾃﾑ神奈川ゆめコープ 9/22 横須賀センター センターまつり

WE21 各ショップ 10月中

ユーコープ 相模原5店舗 10/1～10/31

横浜市資源循環局金澤事務所 10/20 区民まつり

保土ヶ谷区社協 10/20 区民まつり

横浜労福協 10/20 日本大通り ワイワイフェスタ

綾瀬市社協 10/21 福祉ふれあいまつり

パルｼｽﾃﾑ神奈川ゆめコープ 10/27 宮前センター センターまつり

パルｼｽﾃﾑ神奈川ゆめコープ 11/24 パルゆめつなごう展 パシフィコ横浜

Kanagawa
Food Bank 

事務局のパブリシティ活動

活動名 開催予定日 場 所

企業・NPO・大学パートナー
シップミーティング

9/20 県立保健福祉大学

川崎市ごみゼロカフェ「事業
系」食品ロス対策セミナー

10/23 ミューザ川崎

関東農政局フードバンク活動
促進情報交換会

1０/31 さいたま新都心合同庁
舎2号館

労福協研修では食
品の仕分けにチャ
レンジ。高校生記者
参加。

ユーコープフードドラ
イブ・写真は當具代
表 計７１５kg

新しく精米機
導入。30ｋｇ
精米可能。

WE21研修、全員が賛助会員
になっていただきました。

パネル

提供団体登録 46団体
（行政・社協18・NPO・市民団体28）
食品寄贈 7482ｋｇ受けとりました。
食品提供 6634ｋｇ提供しました
ユーコープ・フードドライブ 715.1kg

市民基金で
もフードドラ
イブ実施。．
3日間で、
22個4.8ｋg

小さくてもで
きる！

韓国労働団体（京畿道労総）
幹部の来訪

各団体のフードドライブ計画

9月28日

相模原市との食料提供に関す
る合意書締結式。加山市長と
當具代表

出来事あれこれ

ポスター

ﾊﾟﾈﾙ回収ボックス

新横浜リサイクルショップであい、レストランWe、川崎市の
W.Cｷｬﾝﾃﾞｨの保育園、ワーコレ協会でもフードドライブ予定。


