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 全国フードバンク推進協議会に加盟しました 



 年  月  日、フードバンク八王子えがおは「全国フードバンク推進
協議会」への加盟が承認されました。 「全国フードバンク推進協議会」は、



フードバンク活動の推進を通して食品ロス削減、子どもの貧困問題が解決さ
れる社会を目指しています。 わたしたち「えがお」も全国のフードバンク
団体と協力・協同し、上記の目的を実現すべく活動してまいります。



全国フードバンク推進協議会のサイトは KWWSZZZIEN\RXJLNDLQHW



 3/4(日)台町市民センターでフードドライブ開催します！ 






昨年に引き続き、台町市民センターでフードドライブを実施します。
  ご協力よろしくお願いいたします。
市役所生活自立支援課への食品提供や支援を申込まれる世帯が少しずつ
増えてきているなか、食品の安定的確保が重要な課題となっています。
  事務所でも常時食品の受付をしています。なにとぞご協力お願い申し上
  げます。また、職場や学校、いろいろなグループなどでフードドライブ
を開いて食品を集めていただけると、大きな力になります。ご検討よろ
しくお願いいたします。





☆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 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・口数をご連絡ください





謹んで新年の
お慶びを
申し上げます





       【第 4 回】定例会

  1 月 15 日(月) 午後 3 時より 台町市民センターにて

 






今年度は子どもたちや子どものいるご家庭向けの企画を検討中です
食品を提供していただける企業や団体などの情報も募集しています

      どなたでも大歓迎、アイデア、お力を貸してください
           お待ちしています！！！


☆会員数☆（2017 年 12 月末現在）


正会員

71 名

賛助会員

101 名

合 計

172 名

☆ご支援お願いします☆

 2017 年 12 月 聖公会八王子復活教会フードドライブ開催 
 聖公会八王子復活教会ではクリスマス・アドベント（降臨節）の期間に



○時間の寄付
配送・発送の準備、寄贈品の

  フードドライブに取り組んでくださいました。
                    

受取りや仕分管理、事務作業などの

食品総数 73 点、重量にして

ボランティアを募集しています

約 13kg もの食品を寄贈して


いただきました。        
○食品の寄付
心より感謝申し上げます。
★企業の皆さま
聖公会八王子復活教会の皆さ
規格外や包装の汚れ等で、流通不可の
まには、定期的なご寄付、チャ
商品や入れ替えが近づいた非常用備
リティコンサートの収益のご
蓄品など
寄付などでもえがおを支えて
★ご家庭の皆さま
いただいています。
家庭にある食品などで、賞味期限が
いつもありがとうございます。
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

フードドライブ 実績報告 （2017 年後半）



アルコール類・サプリメント類

協力団体の皆様、地域で支えあい、助け合うフードドライブ、

開封したもの・手作り食品・常温

本当にありがどうございました。
実施日

実施団体／場所

参加者

食品重量

（お米 kg）


降臨節（アドベント） 聖公会八王子復活教会



kg
１３kg

2017 年 12 月 4～15

東都生協八王子センター



８８kg

日 年 12 月 3 日
2017

コープみらい高倉店



２２kg

2017 年 11 月 26 日

コープみらい城山手店

７３名

２７３kg



2017 年 10 月 22 日

横山南市民センター

３５名

９０kg

３０kg

2017 年 9 月 18～29

東都生協八王子センター



９５kg



日
2017 年 9 月 16 日

コープみらい北野台店

８３名

３５９kg

２０７kg





 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 のお知らせ
２月４日（日）１０時～１５時 コープみらい北野台店


保存できないもの
＊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 

○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

「えがおのおすそわけ」は、食に困る方々を地域で支えあい、助け合う活動と
してフードドライブをしています。ご家庭にある食品をおすそわけください。
アルコール、サプリメント、手作り品、開封済みのものはお受けできません。
なお当日のお手伝いも募集しています。メール fb8egao@gmail.com まで

【活動予定】
★ 1/15（月) 第４回定例会 午後３時～ 台町市民センター
★ 1/27（土) 八王子食堂ネットワーク活動報告会＆湯浅誠氏講演会
  「おせっかいな居場所の作り方」 時間：13:30 - 16:30
主催: 八王子食堂ネットワーク
場所：八王子市学園都市センター ギャラリーホール
フードバンク八王子えがおも活動報告します。要事前申込み

〒193-0823

★ 2/4（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

 八王子市横川町 108 番地 8－11

★ 3/4（日) フードドライブ 台町市民センター

アクセス

★ 3/19（月）定例会 台町市民センター

八王子駅北口、西八王子駅北口から

★ 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お届け

「松枝住宅」行き、
「横川町住宅」行き

★ 緊急支援・継続支援世帯に食品支援  原則として 1 回/月

バスで「住宅中央」下車、バス停目の前です。

★ 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

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。

