
施設スタッフの声

フードバンクさんの活動を知って、日
本の食品ロスの量と食べられない家庭
との矛盾を痛感します。また、子供た
ちの支援は本当にありがたいと感じま
す。当団体は、フードバンクさんのお
かげで活動の幅を広げることができま
した（イベントや合宿等）ので、感謝
しかありません。いつもありがとうご
ざいます。

（日野市・子ども無料塾）

皆さんの活動は、とても貴重な活動で
あると、職員一同考えております。当
施設は生活を困窮されている世帯が多
いです。また、退所してもギリギリの
生活をしています。無料塾にきている
子供たちには、毎回おにぎりを提供し
ています。「無料塾のおにぎりが今回
はじめてのご飯です」と言っていた子
もいました。

（八王子市・児童養護施設）

いつもありがとうございます。必ず事
前にお電話をくださり、提供品の内容、
量等を伝えて頂いているため、受け取
る側としても負担も少なく、こちらの
要望を聞いて頂けるため、とてもやり
やすく感じております。いつも調整し
ていただき、感謝しております。今後
もこのような形でお付き合い頂けたら
と思っております。　　

（八王子市・児童養護施設）

資金 � からスタートしましたのでお菓
子、お米、塩、インスタントみそ汁な
どの食品を提供していただけるからこ
の活動ができています。無料での配布
ありがとうございます。これからもよ
ろしくお願いします。お菓子があるこ
とも子供たちは大変喜んでいます。

（日野市子ども食堂）

野菜をいただくと、その週の昼食のメ
ニューがバラエティ豊かになりまし
た。おかげさまで野菜嫌いの子どもも
少しずつ野菜が食べられるようになり
ました。日々の子どもたちの食育につ
ながっています。また、貧困の子ども
さんへの昼食、おやつなど役だってい
ます。

（日野市子ども食堂）

いつもお世話になっています。子ども
たちの居場所も兼ねて食事を提供して
います。学校の宿題をしたりするので
長時間います。食事以外の飲み物やお
菓子は大変助かります。ご支援のおか
げで子どもたちもゆったりとした時間
を過ごしています。大変なご支援を賜
り感謝しきれません。

　（多摩市子ども食堂）
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　　　　　   子どもたちにとって、楽しいはずの夏･冬休みですが、その時期にな
　　　　　　ると、給食を食べることができず、普段より体重が減ってしまう子
　　　　　 どもたちがいます。

一部の家庭では、食費や光熱費が増加することで、普段以上に苦しい生活を余儀
なくされてしまう現状がある、といいます。フードバンクＴＡＭＡの「こども支
援プロジェクト」は、そのような子どもたちが夏･冬休みを少しでも楽しく過ごせ
るよう、フードバンクから子どもたちに食品をお届けする取り組みを実施してい
ます。

平成 �� 年・�� 年・令和元年の 夏休み期間中、立川市と日野市のご家庭約 �� 箇
所に 様々な食品を詰めたダンボールを送る支援を行うことができました。また、
いくつかの施設や子ども食堂、日野市のおむすびキッチンに集まる子どもたちの
ための食料支援を行いました。

更に、日野市社会福祉協議会がひとり親家庭の子どもたちを対象に行ったイベン
トに、可愛らしい袋に詰めたお菓子類のセットをお届けしました。冬休みも、ご
家庭に食品を詰めたダンボールをお送りすると共に、立川市や日野市の子どもた
ちにはクリスマスプレゼントとクリスマスケーキをお届けしました。

子ども支援プロジェクト

こども支援プロ
ジ
ェク

ト
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ＩＶＵＳＡの学生さんと箱詰め作業ＩＶＵＳＡの学生さんと箱詰め作業
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子ども支援プロジェクト報告

フードバンク TAMA は、子どもに焦点を置いた活動を行う目的に基づき、主にひ
とり親世帯の子どもたちへの食料支援を行うために、平成 �� 年・�� 年・令和元
年に「夏・冬休みフードバンク子ども支援プロジエクト」を実施しました。
食品のご提供や寄付金をいただきました企業の皆様、また、個人的支援をしてい
ただいた皆様に篤く御礼申し上げます。来年度も引き続き子ども支援プロジェク
トを展開していきますので、ご支援をなにとぞよろしくお願いいたします。

～お母さん方からの声～～お母さん方からの声～
菓子類や調味料が嬉しいです。お菓子
は家の経済状況によって買えない時も
あるので、宅配で送られてきた時には
親子で喜びました。そして食べたこと
のない高級品も入っていることもあ
り、そんな時は親も食べたりしていま
す。

いつも節約でおもいきり買物をするこ
とがないので、私も子供もフードバン
クからの食品提供はとても嬉しいで
す。家計の負担の軽減はとても大きい
ですし、何より、このような取り組み
で、助けてくれる方々がいるという事
を感じ、孤立感が薄らぐ気がします。

ダンボールを開封する時、いつもワク
ワクしています。寄付してくださる
方々、フードバンク TAMA さんのボ
ランティアの方々、たくさんの方々の
気持ちを感じながら、食べさせていた
だきます。素敵なプロジェクトに感謝
の気持ちでいっぱいです。

いただいた食品が、まるで宝箱を開け
るように、子どもたちも大喜びです。
本当に感謝しきれません。パスタも丁
度無くなって買おうとしていた時でし
た。していただいたことを胸に、いつ
か他の為に力になれたら！という思い
で一杯です。

食品が届くと子供たちは喜んでダン
ボールを開けています。届いたものに
対してコメントを言い合う等会話も増
えました。簡単に作れる物は、中学生
の子供が帰宅後、夕飯前までの間に
作ってもらえ、私の家事軽減につなが
り助かります。

お金がなくて子どもに食べさせられな
いというのは辛いです。自分が朝・昼
食を食べないのが日常です。時々イラ
イラしてしまい「ママがご飯も食べず
頑張っているのに･･･」と子どもに怒っ
てしまう事もあります。フードバンク
さんの支援、本当に感謝しています。
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初の八王子市のシンポジウム開催にもかかわらず、寒い中、�� 名の方にご参加い
ただきました。八王子市役所の一杉昇子様によるご挨拶、共同通信社生活報道部
の山本大樹様の基調講演、更に自立支援ホームトリノス代表の渡辺剛史様による
現場報告など、とても貴重なお話をお聴きすることができました。様々な角度か
らのお話に共感の声が上がりました。参加された皆さまにとっても実り多い会合
になったとの声が寄せられております。アンケートを取らさせていただきました
が、賛同する声が多数をしめました。

シンポジウム

NPO法人フードバンクTAMA　第5回シンポジウムNPO法人フードバンクTAMA　第5回シンポジウム

ひとり親家庭の貧困ひとり親家庭の貧困
そこで暮らす子どもたち･･･そこで暮らす子どもたち･･･
主催 ： 特定非営利活動法人フードバンクTAMA
後援： 日野市・日野市教育委員会・日野市社会福祉協議会

日時 ： 令和元年5月18日（土） 14：00－16：00
会場 ： イオン多摩平の森 3階ホール

主催 ： 特定非営利活動法人フードバンクTAMA
後援： 日野市・日野市教育委員会・日野市社会福祉協議会

日時 ： 令和元年5月18日（土） 14：00－16：00
会場 ： イオン多摩平の森 3階ホール

第 � 回目のシンポジウムをイオン多摩平の森イオンホールにて開催いたしました。
約 �� 名の方にご参加いただきました。日野市社会福祉協議会常務の佐野栄一様に
よるご挨拶、朝日新聞社文化くらし報道部記者・山内深紗子様による基調講演、
更に立川市ひとり親家庭福祉会立川みらい会長・篠原輝美様による報告、その後
の質疑応答といった内容で、とても充実した時間を過ごすことができました。お
二方とも体験を元にしたお話でしたので、うなずかれたり、涙をながしたり、メ
モを熱心にとる参加者もいらっしゃいました。アンケートを取らさせていただき
ましたが、賛同する声が多数をしめました。

主催 ： 特定非営利活動法人フードバンクTAMA
後援 ： 八王子市・八王子市教育委員会
日時 ： 平成31年1月19日（土） 14：00－16：10
会場 ： 八王子クリエイトホール5Fホール

主催 ： 特定非営利活動法人フードバンクTAMA
後援 ： 八王子市・八王子市教育委員会
日時 ： 平成31年1月19日（土） 14：00－16：10
会場 ： 八王子クリエイトホール5Fホール
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特定非営利活動法人フードバンクＴＡＭＡ
〒191-0062 日野市多摩平 5-3-2 

プレジャーガーデン豊田弐番館 101
TEL:080-6814-3657

Email: foodbank.tama@gmail.com

フードバンクＴＡＭＡ会報フードバンクＴＡＭＡ会報
2019.5.18
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子どもに安全で美味しい食を：賞味期限は必ず点検！子どもに安全で美味しい食を：賞味期限は必ず点検！

今は食べられん人も一杯いはるのに , あななたちはぜいたくすぎる今は食べられん人も一杯いはるのに , あななたちはぜいたくすぎる

   私がフードバンクTAMA の活動に参加するようになっ
たのは、一昨年、日野市ごみゼロ推進課の講演会にサ
ポーターとして参加していた時、友人からフードバンク
TAMAの活動のお手伝いをしてみたら、と言われたのが
キッカケです。

　どのようなお手伝いができるかも全く分からないまま、
他のボランティア活動の時間を調整しながら、食品倉庫
への搬入や仕分け作業、シンポジウムのお手伝い等に参
加してきました。

　昭和３０年代の始め、小学校の給食で好き嫌いの
多かった私は食べるのがとても苦痛でした。ある日の夕
食でそのことを母に伝えたら、「今は食べられん人も一杯
いはるのに、あなた達はぜいたくすぎる！」と姉妹で叱
られました。

   私がフードバンクTAMA の活動に参加するようになっ
たのは、一昨年、日野市ごみゼロ推進課の講演会にサ
ポーターとして参加していた時、友人からフードバンク
TAMAの活動のお手伝いをしてみたら、と言われたのが
キッカケです。

　どのようなお手伝いができるかも全く分からないまま、
他のボランティア活動の時間を調整しながら、食品倉庫
への搬入や仕分け作業、シンポジウムのお手伝い等に参
加してきました。

　昭和３０年代の始め、小学校の給食で好き嫌いの
多かった私は食べるのがとても苦痛でした。ある日の夕
食でそのことを母に伝えたら、「今は食べられん人も一杯
いはるのに、あなた達はぜいたくすぎる！」と姉妹で叱
られました。

　60 年経った今も、子どもの貧困問題がある意味深刻
なことを活動に参加し、様々な情報で知りました。また、
大量に食品が廃棄処分される食品ロスにも心が痛みます。

　私一人では何の力もありませんが、１人でも多くの友
人・知人に声をかけ、実情を語り、フードバンクTAMA
の活動に協力していただける方を増やしていきたいとの思い
で、地道に行動しています。

　子ども支援プロジェクトの報告でお母さん方からの「いた
だいた食品がまるで宝箱を開ける様に皆で楽しみながらい
ただきました」とのお声に接し、微力ながらボランティアの
活動に参加させていただいている私こそ感謝です。この楽
しい活動が健康で長く続けられるように今後も頑張ってい
きたいと思う今日この頃です。
 

市川 之恵（ボランティア：日野市在住）

　60 年経った今も、子どもの貧困問題がある意味深刻
なことを活動に参加し、様々な情報で知りました。また、
大量に食品が廃棄処分される食品ロスにも心が痛みます。

　私一人では何の力もありませんが、１人でも多くの友
人・知人に声をかけ、実情を語り、フードバンクTAMA
の活動に協力していただける方を増やしていきたいとの思い
で、地道に行動しています。

　子ども支援プロジェクトの報告でお母さん方からの「いた
だいた食品がまるで宝箱を開ける様に皆で楽しみながらい
ただきました」とのお声に接し、微力ながらボランティアの
活動に参加させていただいている私こそ感謝です。この楽
しい活動が健康で長く続けられるように今後も頑張ってい
きたいと思う今日この頃です。
 

市川 之恵（ボランティア：日野市在住）

  フードバンク活動に参加して１年。私自身、この間、
何が変わったかと言えば、以前は気にも留めなかった食
品の「賞味期限」に関心が強まったことだ。スーパーに買
い物へ行っても、買いもしないのに容器や包装をひっくり
返し、賞味期限をチェックするのが習性となってしまった。

　フードバンクは食品を扱う奉仕活動。食品製造、販売、
流通業者とまともに比較はできないものの、当然ながら
共通部分が多い。

　食の安全管理、特に「賞味期限」には神経をつかう。
フードドライブ、個人や企業から寄贈を受ける食品は「賞
味期限が２か月以上先のもの」とお願いしている。

　でも、さまざまな事情から期限切れのものが時には混
在する。集まった食品をひとつひとつ調べ、期限切れのも
の、開封されたもの、劣化しているものを取り除くのもメ
ンバーの大事な仕事だ。
　

  フードバンク活動に参加して１年。私自身、この間、
何が変わったかと言えば、以前は気にも留めなかった食
品の「賞味期限」に関心が強まったことだ。スーパーに買
い物へ行っても、買いもしないのに容器や包装をひっくり
返し、賞味期限をチェックするのが習性となってしまった。

　フードバンクは食品を扱う奉仕活動。食品製造、販売、
流通業者とまともに比較はできないものの、当然ながら
共通部分が多い。

　食の安全管理、特に「賞味期限」には神経をつかう。
フードドライブ、個人や企業から寄贈を受ける食品は「賞
味期限が２か月以上先のもの」とお願いしている。

　でも、さまざまな事情から期限切れのものが時には混
在する。集まった食品をひとつひとつ調べ、期限切れのも
の、開封されたもの、劣化しているものを取り除くのもメ
ンバーの大事な仕事だ。
　

  「賞味期限」「消費期限」のあり方については論議があ
り、最近は食品ロス解消の目的から「賞味期限切れ」の
商品を扱う専門店も登場している。
　　しかし、フードバンクが支援する食品で子供たちが万が一、
食中毒を起こしでもしたら一大事である。賞味期限に余
裕があっても、夏場の暑い季節には、お米などの食品は
鮮度が落ちないよう冷温管理設備も必要となる。
　　フードバンクは決して簡単な活動ではない。それでも、安
全で、できるだけ美味しい食品を届け、子供たちが少しで
も喜んでほしい－ 。この気持ちを大切にしてフードバンク
TAMA は活動を続けている。

  「賞味期限」「消費期限」のあり方については論議があ
り、最近は食品ロス解消の目的から「賞味期限切れ」の
商品を扱う専門店も登場している。
　　しかし、フードバンクが支援する食品で子供たちが万が一、
食中毒を起こしでもしたら一大事である。賞味期限に余
裕があっても、夏場の暑い季節には、お米などの食品は
鮮度が落ちないよう冷温管理設備も必要となる。
　　フードバンクは決して簡単な活動ではない。それでも、安
全で、できるだけ美味しい食品を届け、子供たちが少しで
も喜んでほしい－ 。この気持ちを大切にしてフードバンク
TAMA は活動を続けている。

食を必要とする食を必要とする
”１人”のために”１人”のために

昨年の日野高校文化祭で提供
していただいたフードドライブ食品
昨年の日野高校文化祭で提供
していただいたフードドライブ食品
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令和元年 �� 月～ � 年 � 月の間、経済的困窮により食料支援を必要としている個人・
家族に直接、食品を提供するパントリー活動を、日野市や日野市社会福祉協議会
などと連携し、実施しています。 その目的は、日野市在住のひとり親家庭や失業
などの何らかの理由で十分な食事を取ることができない状況の方々を支援します。
この活動は、単に食料支援だけではなく、各食品受取施設に来られた方々を、よ
り適切な対応のため日野市の福祉行政の生活相談窓口へ繋ぐ目的があります。

日野市フードパントリー活動

以下の社会福祉施設等へ行く
日野市社会福祉協議会２箇所、市内社会福祉施設２箇所、
フードバンク TAMA 事務所
※事前申請は不要。

社会福祉施設等での手続き
① アンケートに回答する。
② 「受取条件承諾」欄にサインする。

食品ダンボールを受け取る

日野市在住のひとり親家庭や失業中の方は、誰でも以下の方法で、食品を
詰めたダンボールを受け取ることができます。

手 順

❶

❷

❸
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2019.1～12の受贈・提供実績
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39 件　1,515 キロ

44 件　2,122 キロ
41 件　1,793 キロ

39 件　3,307 キロ
42 件　2,270 キロ

41 件　1,971 キロ

55 件　3,427 キロ

55 件　2,144 キロ
45 件　1,650 キロ

59 件　3,209 キロ

45 件　1,706 キロ

38 施設　2,032 キロ

38 施設　2,275 キロ

60 施設　1,982 キロ

49 施設　2,074 キロ
81 施設　1,892 キロ

51 施設　1,713 キロ

64 施設　2,845 キロ
72 施設　2,764 キロ

69 施設　1,692 キロ
70 施設　2,038 キロ

66 施設　2,261 キロ

83 施設　3,306 キロ

受贈件数と重量
合計件数＝575 件
合計重量＝28,145 キロ

提供件数と重量

合計件数＝741 施設
合計重量＝26,874 キロ

70 件　3,031 キロ



・H��.�.�� 「特定非営利活動法人フード
バン ク TAMA」として東京都から法人
認証

・ H��.�.��   日野市社会福祉協議会とフ
ードンク TAMA が連携協定を締結

・ H��.�.��   第 � 回シンポジウムを
「共に考える子どもの貧困」をテーマと
 して日野市立中央福祉センターで開催

・ H��.�.��   「夏休みフードバンク子ども
支援プロジェクト」を開催

・ H��.��.��　第 � 回シンポジウムを

フードバンク TAMA の歩み

賛助会員を募集しています

ご寄付のお願い

振込先

　年会費　　　　
　　　個人会員     �,��� 円（１口 ) 以上　 法人会員   ��,��� 円（１口 ) 以上

フードバンクＴＡＭＡの活動は、配送用車両の手配も含め、基本的にすべてスタッ
フの無償奉仕に支えられています。しかし一方で、食品メーカーや生産者、個人
など寄贈くださる方々からの食品運搬費のほか、事務所、倉庫の維持管理費、梱
包資材などの諸経費が必要です。これらの資金は皆様の会費、寄付金、諸団体の
助成金で賄っています。ぜひとも、ご支援をよろしくお願いします。

① ゆうちょ銀行　記号：�����　番号：��������
② 三井住友銀行　多摩支店 ( 店番号 ���)　普通　口座番号：�������
③ 多摩信用金庫　八王子中央支店 ( 店番号 ���)　普通　口座番号：�������
※上記３金融機関の口座名は、いずれも「特定非営利活動法人フードバンクＴＡＭＡ」

   「子どもの貧困と未来」をテーマとし
 て日野市立中央福祉センターで開催

・ H��.�.�　第 � 回シンポジウムを「何
とかしたい子どもの貧困」をテーマ
としてイオン多摩平の森で開催。

・ H��.�.��　第 � 回シンポジウムを 　　
　「ジャーナリストの目線」をテーマと

して八王子クリエイトホールで開催。
・ H��.�.��　第 � 回シンポジウムを
「ひとり親家庭の貧困」をテーマとして
イオン多摩平の森で開催。

各種助成金・補助金

これまで以下の助成金・補助金の交付を受けました。
平成 �� 年度村内ファニチャーアクセス助成金、真如苑平成 ��・�� 年度多摩地域市
民活動公募助成金、日野市社会福祉協議会平成 �� 年度歳末たすけあい地域福祉活動
助成金、ＷＡＭ第 � 回未来応援ネットワーク事業助成金、パルシステム東京市民活動
助成基金（令和元年度）、令和元年度東京都フードパントリー設置事業助成金

－��－


