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事務所開設！ 住所・電話＆FAX、振込口座、変更になりました

で発信中

＊この事業は八王子市の市民企画事業補助金を受けています

◇2017 年度定期総会報告◇
6 月 11 日(日)アミダステーションにて
定期総会を開催しました。出席者 42 名、事
業報告、決算、事業計画案、予算案、基本指
針案いずれも賛成多数で可決されました。
総会後、学習無料塾『八王子つばめ塾』
小宮位之（こみやたかゆき）氏に「ひとり親世
帯の心の叫びに耳を傾けて」と題して講演し
ていただきました。生い立ち、つばめ塾を立ち
上げるまで、塾を利用する生徒の世帯の事情
などユーモアを交えてわかりやすく語ってく
ださり、ひとり親世帯はもちろんのこと、共働
きの世帯であっても子どもの数が多ければ、塾にかかる経費までは捻出が難し
いことなどがわかりました。

☆ご支援お願いします☆
○会員になる
（１年＝４月～翌３月末）
※正会員 一口 ３０００円/年
会の活動に賛同し、日々の
活動に協力してくださる方
※賛助会員 一口 ３０００円/年
会の活動に賛同し、経済的
に支えてくださる方
※ご寄付も受け付けております
お振り込みは下記口座へ
【払込口座】
◎郵便振替
００１１０－０－３６３２９９
口座名 NPO 法人
フードバンク八王子えがお
◎ゆうちょ銀行からゆうちょ銀行へ
記号１０１４０

6 月 4 日(日) 実施しました!
当日は、晴天に恵まれ、76 名の方が食品
を持ち寄ってくださり、食品の総重量
250 ㎏、寄付金 16152 円が集まりました。
また新規に会員になってくださる方も
ありました。
当日ご協力くださった皆さま、
ありがとうございました。
地域の皆さまの「おすそわけ」
のお気持ちを大切にして、支援を
求める方々、団体に届けて
いきます。

◎他の金融機関からのお振込
店名 〇一八（ゼロイチハチ）
店番 ０１８
（普） ９７９３１４４
口座名

トクヒ）フードバンクハチオウジエガオ

※お振込後、お名前・ご住所・電話番号
会員種別・口数をご連絡ください
☆会員数☆
（2017 年６月 2６日現在）
正 会 員

５５

名

賛助会員

８７

名

１４２

名

合

第 11 回定例会 フォーラムはちおうじ（追分町）にて
7 月 24 日(月) 午後 5 時 30 分～
一緒に活動しませんか？一度定例会にお越しください。
＊駐車場が少ないので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

番号９７９３１４４１

計

☆ご支援お願いします☆

【活動報告】(2017 年 4 月～6 月)
★４/９(日) 「えがおのおすそわけフードドライブ」 コープみらい北野台店
★４/17(月) 第 10 回定例会

於:台町市民センター

配送・発送の準備、寄贈品の

★４/19(水) 理事会
★５/ 7(日) 聖公会八王子復活教会主催でフードドライブ、食品を提供して
いただきました
★５/９～12 自治研究センター主催フードドライブ

集まった食品を市内

３つのフードバンクに提供していただきました。
★５/27(土) 「市⾧と語る会」にてえがお事務局メンバーが市役所や南口総合
事務所でのフードドライブ実施を提言しました
★５/28(日) 「子ども支援協議会」第１回会合:「ワークス」
＊その後「子どもの未来応援コミッション」と改名
★６/ 1(木) 都住宅供給公社横川町住宅８号棟１階に事務所開設
★６/ 4(日) 「えがおのおすそわけフードドライブ」コープみらい城山手店
★毎週木曜日

2017 年度定期総会

於:アミダステーション

無料学習塾八王子つばめ塾へファリーヌ様のパンをお届け

★緊急支援・継続支援世帯に食品お届け

現在 10 世帯

原則として１回/月

★児童養護施設や子ども食堂などの施設・団体へ食品提供
★市役所生活自立支援課へ食品提供

などのボランティアを募集して

〇食品の寄付
★企業の皆さま
規格外や包装の汚れ等で、流通不可の
商品や入れ替えが近づいた非常用備
蓄品など
★ご家庭の皆さま
家庭にある食品などで、賞味期限が
2 か月以上あり、常温保存できるもの
＊食品は常時受け付けています
＊お受けできないもの
アルコール類・サプリメント類
開封したもの・手作り食品・常温

＊今後、必要に応じて「フードバンク八王子えがお」＝「えがお」、
「フードバンク八王子ワークス」＝
「ワークス」、
「フードバンク TAMA」＝「TAMA」、
「子どもの未来応援コミッション」＝「子ども応援
コミッション」と略記させていただきます。ご了承ください。

【活動予定】
★7/ 8(土) 戸吹クリーンフェスタ
★7/17(月) 八王子灯篭流し（八王子仏教会主催） 市役所裏鶴巻橋下にて
★7/21(金) 東都生協学習会
「みえない子どもの貧困～広がるフードバンクの活動から考える～」
講師:「フードバンク山梨」 米山けい子氏
「えがお」佐野理事⾧も実践報告します
場所:東都生協さんぼんすぎセンター（杉並区下高井戸）
★7/23(日) 「子どもの未来応援コミッション」会合
於:
「ワークス」
★7/23(日) フードバンク狛江講演会「もっと知って!“フードバンク”」
講師:NPO 法人 POPOLO 鈴木和樹氏 於:エコルマホール（狛江市）
★7/24(月) 第 11 回定例会 於:フォーラムはちおうじ
★7/29(土) コープみらい助成金活動交流会 於:コープみらい都本部
★9/16(日) 「えがおのおすそわけフードドライブ」コープみらい北野台店
★毎週木曜日 無料学習塾八王子つばめ塾へファリーヌ様のパンをお届け
★緊急支援・継続支援世帯に食品お届け

受取りや仕分管理、事務作業
います

★５/10(水) 自治研究センター 学習会

★６/11(日)

〇時間の寄付

保存できないもの
＊野菜・果物については原則として受け
付けていませんが、場合により可能な
こともありますのでお問合せください
〇広報の協力
チラシ・パンフレット、Web 製作
写真撮影など、広報に携わる作業に
ついてご協力いただける方を広く
募集しています
お電話・FAX またはメールで
お問い合わせください。
事務所案内図

原則として１回/月

★児童養護施設や子ども食堂などの施設・団体へ食品提供
★市役所生活自立支援課へ食品提供

事務所開設しました！
活動をはじめて 1 年、拠点となる事務所も倉庫もなく、会員の方のご好意
により空き室をお借りしたり、事務局メンバー自宅で保管したりと、食品管理
が難しい状況でした。ボランティアをお願いしたくても、集まって作業する場
所もありませんでした。
このたび横川町住宅 8 号棟 1 階に倉庫兼事務所を借りることができました。
保管していた食品を運び込むとちょっと狭いのですが、とにもかくにも皆さま
にお越しいただける場所が確保できました。
当面は毎週火曜日・金曜日・第 4 土曜日、10 時～15 時 開所します。
不在のときは FAX かメールでご連絡ください。のちほど折り返しご連絡
いたします。電話番号はこちら 電話＆FAX 042－649-7125

〒193-0823
八王子市横川町 108 番地 8－11
アクセス
八王子駅北口、西八王子駅北口から
「松枝住宅」行 き、
「横川町 住宅」行 き
バスで「住宅中 央」下車、バス停目の前です。
駐車場が少ないので、なる べく公共交通
機関を ご利用ください。

