受け取り窓口のご案内＜南部版＞

平日 9:00〜17:00

右記以外は個別の＊記載をご確認ください。

ご協力いただける場合は、下記の窓口まで回収期間内に
食品を直接お持ちいただくか、
「フードバンクちば」まで
お送りください。※送料は自己負担でお願いいたします。

芝山町社会福祉協議会

君津市社会福祉協議会

山武郡芝山町飯櫃 126 -1
芝山町福祉センター「やすらぎの里」内

君津市久保 3-1-1
君津市保健福祉センター「ふれあい館」3 階

TEL.0479（78）0850

TEL.0439（57）2250

横芝光町社会福祉協議会
山武郡横芝光町宮川 11902

TEL.0479（80）3611

君津ふくしネット
（中核地域生活支援センター）

山武市社会福祉協議会

栄町

TEL.0439（27）
1482

山武市白幡 1627
成東老人福祉センター内

TEL.0475
（82）7102

富津市下飯野 2443 富津市役所内

TEL.0475
（89）2121

鋸南町社会福祉協議会

TEL.0439（87）9611

● 蓮沼連絡所

安房郡鋸南町保田 560

山武市蓮沼八 233 蓮沼出張所内

TEL.0475
（86）3126
● 松尾連絡所

山武市松尾町五反田 3012
松尾 IT 保健福祉センター内

さんネット

千葉市美浜区高洲 3-20-45
細矢ビル 403

TEL.043
（278）5005
＊平日 10：00 ～16：00

市民ネットワークわかば

千葉市社会福祉協議会
民生・貸付係 :
千葉市中央区千葉寺町 1208-2
千葉市ハーモニープラザ内

TEL.043
（209）8867

● 花見川区事務所

茂原市町保 13 -20
茂原市総合市民センター内

TEL.043
（275）6438

TEL.0475
（23）
1969

● 稲毛区事務所

千葉市稲毛区穴川 4 -12- 4
稲毛保健福祉センター内

（中核地域生活支援センター）
茂原市長尾 2694

● 若葉区事務所

TEL.0475
（22）7859

千葉市若葉区貝塚 2-19 -1
若葉保健福祉センター内

いすみ市社会福祉協議会

TEL.043
（233）8181
千葉市緑区鎌取町 226 -1
緑保健福祉センター内

TEL.0470（87）8857

TEL.043
（292）8185
千葉市美浜区真砂 5 -15 -2
美浜保健福祉センター内

鴨川市八色 887-1 ふれあいセンター 2F

TEL.04
（7093）0606
南房総市社会福祉協議会
南房総市千倉町瀬戸 2705-6

TEL.0470（44）3577

● とみうら福祉サポートセンター
南房総市富浦町原岡 88 -2
とみうら元気倶楽部内

TEL.0470（33）4565

● とみやま福祉サポートセンター
南房総市久枝 327
富山ふれあいコミュニティセンター内

TEL.0475
（52）5198
こころん

TEL.0470（57）2926

● みよし福祉サポートセンター
南房総市谷向109 -1
南房総市三芳農村環境改善センター内

（36）2276
（東金ひと・しごと・くらし・サポートセンター） TEL.0470
東金市田間 3 -9 -1ふれあいセンター 2 階 ● しらはま福祉サポートセンター
南房総市白浜町白浜 14955
白浜コミュニティセンター内

TEL.0470（30）5122

C るーと
（大網白里市生活相談センター）

大網白里市大網 33-8（サンモア 5 号室）

TEL.0475
（77）8770
いちはら生活相談サポートセンター

通年
開設

市原市東国分寺台 3 -10 -15

TEL.0436
（37）3400
袖ケ浦市飯富1604 社会福祉センター内

● ちくら福祉サポートセンター

南房総市千倉町瀬戸 2705 - 6
ちくら介護予防センターゆらり内

TEL.0470（44）3541

● まるやま福祉サポートセンター
南房総市岩糸 2489
南房総市役所丸山地域センター内

TEL.0470（46）2200
● わだ福祉サポートセンター
南房総市和田町松田 828
和田地域福祉センターやすらぎ内

TEL.0470（47）3390

（中核地域生活支援センター）

木更津市社会福祉協議会

館山市社会福祉協議会

TEL.0470（60）9123

木更津市潮見 2-9 市民総合福祉会館内

TEL.0438
（25）2089

館山市北条 402 館山市役所 4 号館 1F

いすみ市大原 8927-2

TEL.043
（278）3252

TEL.0470（50）1174

TEL.0438
（63）3888

夷隅ひなた

● 美浜区事務所

TEL.0475
（70）3163

袖ケ浦市社会福祉協議会

いすみ市岬町東中滝 720 -1
岬ふれあい会館内

● 緑区事務所

お問い合わせ先／送付先

通年
開設

長生ひなた

TEL.043
（284）6160

山武郡九十九里町片貝 2910
九十九里町保健福祉センター内

TEL.0475
（50）4251

茂原市社会福祉協議会

千葉市花見川区瑞穂 1-1
花見川保健福祉センター内

九十九里町社会福祉協議会

東金市田間 3 -9 -1ふれあいセンター 2 階

TEL.043
（307）8855

TEL.043
（221）2177

TEL.0475
（77）7531

＊平日 10：00 ～16：00

千葉市美浜区磯辺 3 - 5 -7

千葉市中央区中央 4-5-1 きぼーる内

山武市津辺 171-1

東金市社会福祉協議会

カフェ・バルコニーの家

● 中央区事務所

（中核地域生活支援センター）

千葉市若葉区都賀の台 4 - 5 -15

TEL.043
（284）2339

鋸南町ボランティアセンター内

鴨川市社会福祉協議会

TEL.0479（86）5898

市民ネットワークみはま

富津市社会福祉協議会

● 山武連絡所

山武市埴谷 1868 -14
山武福祉センター内

千葉市

富津市青木 2-16 -14
アーバンスモール秋山 101

TEL.0470（24）0294

フードバンクちば      

〒 260 - 0835 千葉市中央区川崎町60（花の駅そが内）) fbchiba@jigyoudan.com : http://foodbank-chiba.com

% 043-301-4025

043-301-4026

平日 10:00〜17:00           

食品の寄付と合わせてご寄付や協賛金のご協力もお願いしております。ご協力には下記 郵便振替口座もご利用下さい。

フードバンクちば

口座名義 ：

00150-2-652117

口座番号 ：

「赤い羽根共同募金」の助成を受けて発行しました。

