SUPPORT FOODBANK CHIBA - 5th FOOD DRIVE

第 5 回フードドライブ

ご家庭に眠っている
食品大募集！
日本では、年間約 2,000 万トンの食品が廃棄され、その中にはま
だ食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」が 500 〜 800 万
トンもあるといわれています。
『フードバンクちば』では県内諸
団体のご協力のもとフードドライブ（食品の回収）を開催します。

フードバンクとは
包装の破損や印字ミス、賞味期限に近づい
た等といった理由から、品質には問題がな

ご家庭で不要な食品があればぜひご寄贈ください。いただいた食

いにもかかわらず廃棄されてしまう食品・食

品は責任を持って福祉施設・支援団体などを通じて生活に困窮

材を、企業や個人等から引き取り、必要と

している方にお配りします。皆さまのご協力をお願いいたします。

している福祉施設・団体等や生活困窮者へ

フードドライブにご協力ください！

し、企業や個人の社会貢献を推進すること

9 17（火）〜 10 31（木）

無償で提供する活動です。食品ロスを削減
で、食品確保が困難な方々の役に立つとい
う新しい食のリサイクルの形でもあります。

平日 9：00 〜17：00
受け取り
窓口

支援者

企業・個人 等

フードバンクちば 他県内各所
※ 詳しくは裏面でご確認ください。

主催 ：フードバンクちば

寄付・寄贈
取次ぎ

共催：千葉市社会福祉協議会

協力：印西市社会福祉協議会・佐倉市社会福祉協議会・白井市社会福祉協議会
習志野市社会福祉協議会・成田市社会福祉協議会・八街市社会福祉協議会
八千代市社会福祉協議会

寄付いただきたい食品
□
□
□
□
□
□
□

● 食品・食材の流れ

穀類（お米、麺類、小麦等）
保存食品（缶詰、瓶詰等）
乾物（のり・豆など）
調味料各種、食用油
インスタント食品・レトルト食品
飲料（ジュース・コーヒー・お茶等）
ギフトパック（お歳暮・お中元等）

フードバンクちば
フードバンクちば

無償で提供
受益者

前回のフードドライブ
では約 1.4 トンの食品
が集まりました。

福祉施設・団体
生活困窮者 等

注意いただきたい点
❶ 賞味期限が明記され、かつ 1ヶ月以上あるもの
❷ 常温で保存が可能なもの
❸ 未開封であるもの
❹ 破損で中身が出ていないもの
❺ お米は常識の範囲内で古くないもの

受け取り窓口についての詳細は裏面をご覧ください。

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。
受け取り窓口のご案内

平日 9:00〜17:00（それ以外は個別の＊記載をご確認ください。
）

社会福祉法人  千葉市社会福祉協議会 http://www.chiba-shakyo.com/
推進係 : 千葉市中央区千葉寺町 1208-2 千葉市ハーモニープラザ B 棟３階

● 中央区事務所 TEL. 043（221）2177
● 稲毛区事務所 TEL. 043（284）6160
● 緑区事務所 TEL. 043（292）8185

TEL. 043（209）8869

● 花見川区事務所 TEL. 043（275）6438
● 若葉区事務所 TEL. 043（233）8181
● 美浜区事務所 TEL. 043（278）3252

社会福祉法人  印西市社会福祉協議会 http://www. inzaishakyo.jp/
印西市竹袋 614-9 印西市総合福祉センター内

TEL. 0476（42）0294

社会福祉法人  佐倉市社会福祉協議会 http://www. sakurashakyo.or.jp/
生活支援班：佐倉市海隣寺町 87 番地

●
●
●
●

TEL. 043（484）6200

西部地域福祉センター TEL. 043（463）4167 ＊火～日曜（月曜休所）
南部地域福祉センター TEL. 043（483）2811 ＊火～日曜（月曜休所）
千代田地区社会福祉協議会 TEL. 043（461）5641 ＊火木金曜 13 : 00～17 : 00
うすいセンター TEL. 043（462）0743 ＊月～土曜 9:30～16:00

社会福祉法人  白井市社会福祉協議会 http://www.shiroisyakyo.jp/
白井市復 1123

白井市保健福祉センター 3 階

TEL. 047
（492）5713

社会福祉法人  習志野市社会福祉協議会 http://www. nashakyo.jp/
習志野市秋津 3-4-1 総合福祉センター内

TEL. 047
（452）4161

＊平日 9 : 00～16 : 30

社会福祉法人  成田市社会福祉協議会 http://www. naritashakyo.or.jp/
成田市赤坂 1-3-1 成田市保健福祉館内

TEL. 0476（27）7755

フードバンク活動は皆様の善
意で支えられています。食品
の寄付と合わせてご寄付や協
賛金のご協力もよろしくお願
いいたします。食品を届ける
ための配送料等に使わせてい
ただきます。
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
00150-2-652117

口座名義 ：
口座番号 ：

社会福祉法人  八街市社会福祉協議会 http://http://www.yachimata-shakyo.or.jp/
八街市八街ほ 35-29 八街市総合保健福祉センター 3F

TEL. 043（443）0748

社会福祉法人  八千代市社会福祉協議会 http://www. fukushi.yachiyo.chiba.jp/
八千代市大和田新田 312-5 八千代市福祉センター内

TEL. 047
（483）3021

● 八千代市ふれあいプラザ TEL. 047（487）1511 ＊火～日曜（月曜休所）
（社）千葉県労働者福祉協議会 http://www. rfk-chiba. net/
千葉市中央区中央港 1-24-14 シースケープ千葉みなと 3 階

障害者福祉サービス事業所
千葉市花見川区長作町 2499-6

TEL. 043（241）6681

明日の種 http://www.ashitane.jp/

TEL. 043（215）5120

NPO 法人カフェ・バルコニーの家 http://www.cafe-balcony.jp/
千葉市美浜区磯辺 3- 5-7

TEL. 043（377）3502

NPO 法人いずみ 地域活動支援センターすまいる

我孫子市泉 13- 3 TEL. 04（7182）9901 ＊火～土曜 8：00～16：30（日・月曜休所）

中核地域生活支援センター  いちはら福祉ネット http://park22.wakwak.com/~ichihara_f.net/
市原市東国分寺台 3-10-15

TEL.0436（23）5300

中核地域生活支援センター  香取ネットワーク
香取市北 1-11-18 TEL.0478（50）2800

中核地域生活支援センター  海匝ネットワーク http://www.rosario.jp/sawayaka-n/
旭市イ 1775

TEL.0479（60）2578

中核地域生活支援センター  君津ふくしネット http://www.nozominomon.or.jp/hukusinet/
富津市青木 2-16-14

アーバンスモール秋山 101

TEL.0439（27）
1482

中核地域生活支援センター  さんぶエリアネット http://www.wanahome.or.jp/sanbuareanet/
山武市成東 189-3

TEL.0475(53)5208

ワーカーズコープちば http://jigyoudan.com/
船橋市高根台 6-1-12

TEL. 047
（467）4920

白井地域福祉事業所しいの木

白井市根 1 9 7 1 - 1 TEL. 047
（498）1266

お問い合わせ先／送付先

フードバンクちば

ワーカーズコープちば 企業組合労協船橋事業団 サポートセンターオアシス内

〒 263 - 0023 千葉市稲毛区緑町1-25 -11コーポ立花101

% 043-375-6804

平日 9:00〜17:00

) fbchiba@jigyoudan.com : http:// fbchiba.ko-me.com

043-242-8900

※スタッフ不在の場合は、留守番電話にお名前とご連絡先電話番号をお話しください。折り返しこちらからご連絡いたします。

