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新年おめでとうございます。

昨年は台風被害や災害の多い年でした。災害支援や海外へのボラン
ティア派遣に参加する学生たちから、東日本大震災や熊本地震の時はま
だ小中学生で現地に行くことができなかった、やっとボランティアに参
加できる年になったという声をよく聞きました。
彼らは現地での活動を通してリアルな状況を目の当たりにし、多くの
経験を次の活動につなげています。また、若者の誠実な働きが被災地の
人たちを元気づける大きな力になっています。
フードバンクかながわの活動では、YMCAは子ども食堂やみんなの食
堂をYMCAの専門学校や保育園、ケアプラザなどで、子ども、若者、地
域の方と一緒に開催しており、フードバンクかながわより食品の提供を
受けています。
また、YMCAに来る子どもたちがフードドライブに参加したり、フー
ドバンクかながわを訪問することで、フードロス、貧困、環境などの問
題を、日常の中で身近に感じるきっかけになっています。新しい年を迎
え、子どもも大人もボランティアとして関われるこの活動をさらに広げ
ていきたいと思います。

高村 文子

（公益財団法人横浜YMCA 国際・地域事業担当
チーフディレクター）

【今月の理事メッセージ】

今年もご協力よろしく
お願いします。

県生協連 賀詞交換会
1月7日 ワークピア

イトーヨーカドー
1月11日 桂台店
1月12日 横浜別所店
1月18日 綱島店

たまプラーザ店
イオン

1月25日~31日
金沢八景店
金沢シーサイド店

福祉クラブ 30周年記念レセプション
2月9日 産貿ホール

フードドライブ予定

2019年3月に実施した「フードドライブ実証実験」を経て本格的に取り組んだ
2019年度の取り組みが終了しました。組合員や配送担当（協力会社含む）の協力
もあり年間回収数量11,692点、回収重量3,974㎏と多くの商品を回収しフードバ
ンクかながわへ提供することができました。
初めて取り組んだ8月では夏休み親子企画として、回収した商品の賞味期限の
確認や、商品別の仕分けなど実際の作業に近い内容を体験する企画も行い、参加
した親子からは「食べることの大切さや、フードドライブの仕組み、フードロス
の問題など」勉強になったとの声もいただきました。
2020年度も継続的に取り組みを予定しております。また、様々な場
面にて「フードドライブの取り組み」をひろめていきたいと思います。

事業推進委員 遠藤 健一 （パルシステム神奈川ゆめコープ事業部部長）

フードドライブで
約４トンの食品寄贈

パルシステム
神奈川ゆめ
コープの活動
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基本情報

2019年度の累計
2019/12/27

寄贈された食品
65.5トン 17万点
提供した食品
61.3トン 18万点

食品寄贈締結団体 69団体
食品提供締結団体 144団体

行政・社協 42団体
市民団体（子ども食堂含）

102団体

賛助会員寄付状況
団体会員97団体 406口
404万円

個人会員 189名 626口
626千円

寄付金累計11,594,313円

（2018年度実績 寄贈46トン29万点・提供40トン25万点 寄付金6,078,734円）

当社団も順調に食品の寄贈・提供が進み、12月末現在で寄贈数量・
重量が17万点・65.5ｔ、提供数量・重量18万点61.3ｔとなりまし
た。提供団体は１44団体となりました。

課題となっている仕分けは、生活クラブ組合員が定期的ボランティ
アとして定着しています。餅などの季節品の寄贈が見込まれるため、
引き続きボランティアの参加呼びかけを行っています。

寄贈重量 65トン超へ

全国で3718か所、急増する子ども食堂は、県内には253か所あるといわれて
います。フードバンクかながわには子ども食堂/地域食堂が63団体登録しています。
相模原市8、藤沢市7、横浜市金沢区6（横浜市全体ではで30団体） 川
崎市・綾瀬市各3団体などです。

地域のフードバンク等102団体に提供。
登録 子ども食堂/地域食堂は 63団体

賛助会員（敬称略））

2019年4月から12月で59団体増

団体会員40団体 ⇒ 99団体
マルハニチロ㈱10 味の素㈱10 ㈱あらた首都圏支社10
凸版印刷㈱10 大塚製薬㈱横浜支店10 共栄火災海上保険㈱京浜
支店10 日本ハム㈱ 10 遠州トラック㈱ 5 ＪＡ全農ミートフーズ㈱ 10
㈱ヨネヤマ ㈱ミツハシ10 ㈱カワタキコーポレーション ㈱日立物流南関
東10 富士フイルム生協10 東京海上日動火災保険㈱ 10
川崎医療生協 横浜魚類㈱ 10 全日本海員生協3 ㈱情報システ
ム工学10 福祉クラブ生協 神奈川大学生協 三菱食品㈱ 10
神奈川みなみ医療生協 センター事業団神奈川事業本部
神奈川北央医療生協 ㈱日本アクセス 北海道漁連3
ﾜｰｶｰｽﾞｺﾚｸﾃｨﾌﾞJam やまゆり生協 東都生協10 国分首都圏㈱
加藤産業㈱ 10 安全輸送㈱ 10 医療生協かながわ生協 ㈱山星
屋 生協うらがＣＯ－ＯＰ3 ㈱ダイイチ10 （N)ピッピ・親子サポートネッ
ト3 ㈱タカキベーカリー （N）なんとかなる 神奈川県厚生連5 JA共
済神奈川県本部5 ㈱神奈川県農協情報センター5 横浜農協5 セレ
サ川崎農協5 JA神奈川県信連5 相模原市農協5 日本食研㈱ 5
㈱明治 相鉄ローゼン㈱ 5 ㈱伊藤園オリックス自動車㈱横浜支店10
さがみ農協5 ㈱横浜銀行10 一社神奈川県労働福祉センター（ﾜｰｸﾋﾟ
ｱ）3 日本ロードマーク㈱ ㈱ＮＫトランス5 ㈱ニチレイフーズ5 JP労
組神奈川県連絡協議会2 連合神奈川職員労組2 神奈川県電力
総連2 川崎地域連合2 自動車総連神奈川地協2 フジッコ㈱ 10
ＫＩホールディングス労組2 自治労神奈川県本部4 ＪＡＭオイレス労
組2 日産車体労組2 日産工機労組2 日産ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ労組
2 日産労連神奈川地協2 日産自動車労組2 ミツトヨ労組川崎支部
2 県中央地連合2 Café de FUKUSHIMA 小田原・足柄地域連
合2 小田原・足柄地域労福協2 ＵＡゼンセン神奈川県支部10 基
幹労連神奈川県本部2 三浦半島地域労福協2 三浦半島地域連
合2 神奈川県地方自治研究センター2 川崎市教組2 住重労連横
須賀地方本部2 日興電機労組2 富士通労組プロダクトグループ2
中地区教組2 西湘地域連合2 相模原地域連合2 相模原労福協
2 湘北教組2 相模原市教組2 ㈱三菱ＵＦＪ銀行10 西湘地域
労福協2 湘南教組2 電機連合神奈川県地協2
全印刷局労組小田原支部2 横浜労福協2 ボッシュ労組10

最近は労働各団体からの賛助会員申し込みが急増！
数字は口数 特に記載のない場合は1口

こどもすまいる食堂さんからのありがとうの声

全国子ども食堂

食品倉庫です。1月はお餅の仕分けが始まります。
ボランティアのご協力をお願いします。

提供先の拡大
自立支援相談窓口を中心に、緊急対
応を含めて、提供する行政・社協は42団

体です。
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2019年12月までの実績

グラフの
重量は
11月まで


