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常設フードドライブを実施してくださる団体が増えています♪ ご協力ありがとうございます！

で発信中

『八王子管理栄養士の会ダイエタリーフレンズ』様にレシピ提供のご協力をいただいています♪

夏に続いて冬も子ども応援プロジェクトを実施しました。「八王子つばめ塾」の生徒達の
家族 39 世帯へ食品を郵送。主食・副食の他に、『ファリーヌ』店主松尾さんにシュトーレン
を作っていただきました。子ども達が少しでもクリスマス気分を味わえるようにと。

そして今回は、12 月 27 日にファリーヌ工房でお菓子づくりも実施し、４人の子ども達
と小宮つばめ塾理事長でマドレーヌとピザ作り。作業中は笑い声が絶えず、時には
真剣な眼差しで作業に没頭し、松尾さんの的確な指導でみるみる工程がすすみ 30
個のマドレーヌと大きなピザ 1 枚が出来上がりました。ピザは皆で試食し、マドレーヌ
は子ども達が持ち帰りました。講師の松尾さんは「子ども達の笑い声が絶えず、賑や
かで私も嬉しかった」と語っておられました。

（『ファリーヌ』は八王子つばめ塾に毎週パンを提供してくださっているめじろ台の
お店です。 HP https://farineshop.com/）

食べ方やレシピがついていてとてもよかったです。
仕事に疲れた時援助して下さる方を思い出してまた頑張ろうと思います。
普段買うことのない食品類、ありがたい。ママ
への気遣いにもすごく感動しました。

内容がとてもよく利用さ
せて頂きます。

※このプロジェクトは「オラクル有志の会 ボランティア基金」の助成を受けています。

１月 20 日(日) フードドライブ開催!!!横山南市民センター
10～15 時 １階調理室

賞味期限２ヶ月以上、常温温保存可能な食品を募集しています。 お米、麺類、レト
ルト食品、缶詰、調味料、お菓子など ご協力よろしくお願いします♪
フードドライブの活動をもっと知ってもらおうという目的で、全国フードバンク推進
協議会として取り組み、女優の石田ひかりさんが応援メッセージを寄せています。
えがおも賛同しています。 フードドライブの場所は下記
えがお横川事務所・CUORE 堀之内・ハカルワカル広場・おうち Cafe 樹と葉っぱ
聖公会八王子復活教会（2018/12/25 まで実施） ※詳細はえがお HP で

えがおも四年目を迎えました
食に困る方々が少しでも明るく
生活し お互いに支えあって
暮らしていける地域づ くり に
貢献できるよう頑張っていき
たいと思います
本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます
理事長

佐野

英司

☆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
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
（一口以上何口でも可）
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います
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 番号９７９３１４４１
◎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 のご連 絡 をお願 い
します

☆ご支援お願いします☆
この度、えがおは『平成 30 年度株式会社村内ファニチャーアクセス助成金』の交付
を受けました。この助成金は、毎年 9 月に開催される
「チャリティバーゲンセール」の売上金の一部を助成金に
充ててくださっているものです。
えがおは、パソコンとモバイルプリンター費用の寄贈を
受けました。これにより各地で実施するフードドライブの
現場で直接入庫処理をすることが可能になります。
地元の企業として、長年にわたり地域の活動を支えてくださる(株)村内ファニチャー
アクセス様に心から感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

〇時間の寄付
配送・発送の準備、寄贈品の受取りや
仕分管理、事務作業などのボランティア
を募集しています
※特に企業・店舗への食品回収を
担当してくださる方（自己所有車
使用）を募集しています
〇食品の寄付

１０月にクラウドファンディングで広く市民の皆さまに支援の協力をお願いしてスター
トしたこのプロジェクトは、「八王子食堂ネットワーク」が呼びかけ「フードバンク八王
子」「フードバンク八王子えがお」が主となって実施しました。目標 40 万円、50 世帯の
ご家庭に食品を郵送する企画でしたが、87 名もの個人・団体の皆さまから 65 万 8 千
円もの金額が集まりました。子育て中のご家庭 204 世帯から申込みがありました。
残念ながら申し込まれた全てのご家庭に送ることはかないませんでしたが、77 世帯
に手作りのクリスマスカードを添えて送らせていただきました。

★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
保存できないもの

【活動報告】
フードドライブ
★
★
★
★
★
★

母親大会（9/9）、聖パウロ学園（11/19～11/25）
パルシステム東京八王子センター（9/21,22）
東都生協フードドライブ （9/17～28、12/3～14）
えがおのおすそわけ主催 コープみらい高倉店（10/7）
コープみらい城山手店（11/18）、コープみらい北野台店（12/2）
自然派くらぶ生協フードドライブ（10/22～11/2）
ダイエーフードドライブ（毎月第３月曜日から１週間）

イベント他
★
★

★

10/21 「わたしは、ダニエル・ブレイク」上映会 クリエイトホール 入場者 150 人
10～12 月 「はちおうじっ子の冬休み応援プロジェクト」実施
12 月 「えがお冬の子ども応援プロジェクト」実施

＊野菜・果物や冷凍品などについては
事前にお問合せください
〇広報の協力
チラシ・パンフレット、Web 製作
写真撮影、イベント実施などに
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

【活動予定】
フードドライブ
★ 横山南市民センター（1/20） えがお主催
★ 台町市民センター（3/10） えがお主催
★ 自然派くらぶフードドライブ（2/4～2/15）

イベント他
★
★
★
★

1/19(土)「なぜ貧困？子どもたちの今」フードバンク TAMA 14 時クリエイトホール
1/27(日) えがおのおすそわけ学習会「貧困問題 八王子の現状は？」
10～12 時 クリエイトホール
3/17(日) 八王子食堂ネットワーク講演会＆活動報告会
3/20(水) 自然派くらぶ生協学習会（組合員向け） 10 時 学園都市センター

年間を通じての活動






毎週木曜日 無料学習塾八王子つばめ塾にファリーヌ様のパンお届け
緊急支援・継続支援世帯に食品提供 原則として 1 回/月
児童養護施設や子ども食堂その他施設・団体へ食品提供
市役所生活自立支援課へ食品提供
八王子食堂ネットワーク、八王子フードバンク協議会、全国フードバンク推進
協議会への 参加・連携
公共交通

企業・団体へフードバンクへの協力依頼、フードドライブ実施呼びかけ

〒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。

