
SUPPORT FOODBANK CHIBA - 30th FOOD DRIVE 

	第30回フードドライブ

	ご家庭に眠っている
食品大募集！

	 企業・個人	等

	 フードバンクちば

	 福祉施設・団体
	 生活困窮者	等

寄付・寄贈

無償で提供

支援者

取次ぎ

受益者

●	食品・食材の流れ

「フードバンクちば」は今年で設立 10 周年を迎え、フードドライブ
＜食品の回収＞は 30 回目となります。会員の皆様をはじめ、多くの
方々からの食品寄贈、お金の寄付や運営へのサポート等のお力添え
と日々の活動に携わってくださっているボランティアの皆様の支え
があってこそ、続けてこられました。これまでご協力いただいた全
ての皆様に感謝し、10 年の節目に気持ちもあらたにこの活動に取り
組んでまいります。引き続き、ご協力よろしくお願いいたします。

フードドライブ＜食品の回収＞に
ご協力ください！
	 5 16（月）〜6 30（木）
平日 9：00〜17：00

寄付いただきたい食品
□	乾麺・防災食	等
□	缶詰・瓶詰	等
□	レトルト食品
□	インスタント食品
□	菓子・飲料
□	乾物・調味料各種
□	ギフトパック（お歳暮・お中元	等）

令和
	4 年

	 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		共催：千葉県社会福祉協議会
協力：	旭市社会福祉協議会・我孫子市社会福祉協議会・いすみ市社会福祉協議会・市川市社会福祉協議会・印西市社会
福祉協議会・浦安市社会福祉協議会・大網白里市社会福祉協議会・香取市社会福祉協議会・鎌ケ谷市社会福祉協議会・
鴨川市社会福祉協議会・木更津市社会福祉協議会・君津市社会福祉協議会・鋸南町社会福祉協議会・九十九里町社会福
祉協議会・神崎町社会福祉協議会・栄町社会福祉協議会・佐倉市社会福祉協議会・山武市社会福祉協議会・酒々井町社
会福祉協議会・芝山町社会福祉協議会・白井市社会福祉協議会・	匝瑳市社会福祉協議会・袖ケ浦市社会福祉協議会・多
古町社会福祉協議会・館山市社会福祉協議会・千葉市社会福祉協議会・	東金市社会福祉協議会・東庄町社会福祉協議会・
富里市社会福祉協議会・流山市社会福祉協議会・習志野市社会福祉協議会・	成田市社会福祉協議会・野田市社会福祉協
議会・富津市社会福祉協議会・船橋市社会福祉協議会・松戸市社会福祉協議会・南房総市社会福祉協議会・	茂原市社会
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・四街道市社会福祉協議会・横芝光町社会福祉協議会

受け取り
窓口

フードバンクちば

受け取り窓口についての詳細は裏面をご覧ください。

おかげさまで
前回のフードドライブでは
約12.8トンの食品を
集めることができました。

いただいた食品は主に、支援機関からの要請に基づき、緊急性の高い個人や世帯へ
それぞれの状況に合わせて食品を箱づめし、宅配便等を使って迅速にお届けしています。

注意いただきたい点

❶	賞味期限が明記され、かつ2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	今回は在庫調整のためお米は受け付けません
❻	アルコール類は受付けておりません

フードバンクとは
フードバンクでは、まだ食べることができるのに、
さまざまな理由で廃棄されてしまういわゆる食品
ロス（年間約600万トン）を、企業や家庭など
から引き取り、食べ物を必要としている施設や人
達へ無償で届ける活動をしています。捨てられて
しまう食べ物がある一方で、食べる物がなくて困っ
ている人達がいるという社会の矛盾を少しでも改
善するために、その橋渡しの役割を担っています。



受け取り窓口のご案内＜北部版＞
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。

栄町

千葉市

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  平日10:00〜17:00											043-301-4026
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。
口座名義	：	フードバンクちば	口座番号	：00150-2-652117

お問い合わせ先／送付先

「赤い羽根共同募金」の助成を受けて発行しました。

市川市社会福祉協議会
市川市東大和田1-2-10
TEL.047（320）4001
●行徳ボランティアセンター
市川市末広1-1-31行徳公民館内2F
TEL.047（356）0007
市川ガンバの会
市川市八幡3-28-23
本八幡イーストビル3F
TEL.047（704）9915

鎌ケ谷市社会福祉協議会
鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
TEL.047（444）2231

習志野市社会福祉協議会
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

ワーカーズコープちば
船橋市高根台6-2-20
TEL.047（467）4920

らいふあっぷ習志野
（習志野市生活相談支援センター）
習志野市津田沼5-12-12
サンロード津田沼ビル6F
TEL.047（453）2090

さーくる
（保健と福祉の総合相談窓口）
船橋市湊町	2-8-11	船橋市役所別館1F
TEL.047（495）7111

白井市社会福祉協議会
白井市復1123
白井市保健福祉センター3F
TEL.047（492）5713
●公民センター ＊日曜休所
白井市中98-17
TEL.047（492）5266
●桜台センター ＊月曜休所
白井市桜台2-14
TEL.047（491）7111
●白井駅前センター ＊月曜休所
白井市堀込1-2-2
TEL.047（497）1511
●白井コミュニティセンター
白井市復1458-1
TEL.047（491）1505
＊火曜休所
●西白井複合センター ＊月曜休所
白井市清水口1-2-1
TEL.047（492）1011
●冨士センター ＊月曜休所
白井市冨士239-2
TEL.047（446）1911
●福祉センター ＊日曜休所
白井市清戸766-1
TEL.047（492）2022

印西市社会福祉協議会
印西市竹袋614-9
印西市総合福祉センター内
TEL.0476（42）0294
栄町社会福祉協議会
印旛郡栄町安食台1-2	栄町役場2F
TEL.0476（95）1100

佐倉市社会福祉協議会
企画経営室：佐倉市海隣寺町87
TEL.043（484）6197
●西部地域福祉センター
佐倉市中志津2-32-4
TEL.043（463）4167
＊月曜休所（祝日の場合は翌日）9：00	〜21：00
●南部地域福祉センター
佐倉市大篠塚1587
TEL.043（483）2811
＊月曜休所（祝日の場合は翌日）9：00	〜21：00
●千代田地区社会福祉協議会
佐倉市生谷1306
佐倉市老人憩の家「千代田荘」
TEL.043（461）5641
＊火木金曜13：00	〜17：00
●うすいセンター
佐倉市王子台1-23レイクピアうすい3F
TEL.043（462）0743
＊月〜土曜9：30	〜16：30

すけっと
（中核地域生活支援センター）
佐倉市王子台4-28-12T第一ビル2階
TEL.043（308）6325

酒々井町社会福祉協議会
印旛郡酒々井町中央台4-11
（酒々井町役場西庁舎１F）
TEL.043（496）6635
富里市社会福祉協議会
富里市七栄653-2 富里市福祉センター内
TEL.0476（92）2451

成田市社会福祉協議会
成田市赤坂1-3-1成田市保健福祉館内
TEL.0476（27）7755
●暮らしサポート成田
成田市花崎町736-62成田市商工会館１F
TEL.0476（20）3399

八街市社会福祉協議会
八街市八街ほ35-29
総合保健福祉センター3F
TEL.043（443）0748

四街道市社会福祉協議会
四街道市鹿渡無番地総合福祉センター1F
TEL.043（422）2945

神崎町社会福祉協議会
香取郡神崎町神崎本宿96
神崎ふれあいプラザ	保健福祉館内
TEL.0478（72）4031

旭市社会福祉協議会
旭市横根3520 飯岡福祉センター内
TEL.0479（57）3133

匝瑳市社会福祉協議会
匝瑳市今泉6491-1野栄福祉センター1F
TEL.0479（67）5200

海匝ネットワーク
（中核地域生活支援センター）
旭市ロの838
TEL.0479（60）2578

ちょうしサポートセンター
（NPO法人エス・エス・エス 銚子市自立支援相談センター）
銚子市双葉町2-29 喜多川ビル1F
TEL.0120（240）737

ユーネット
（流山市くらしサポートセンター）
流山市西初石3-101-21鈴木ビル1F
TEL.04（7197）5690

NPO法人アビィーズ
我孫子市寿1-19-6
TEL.090（6120）7250

我孫子市社会福祉協議会
ボランティア市民活動相談窓口	
「て・と・り・あ」
我孫子市寿2-27-41
TEL.04（7185）5233

あいネット 就労準備支援室
（柏市地域生活支援センター）
柏市柏5-8-12 教育福祉会館1F
TEL.04（7162）5933
＊平日10：00	〜17：00

就労継続支援B型 すまいる
我孫子市下ケ戸	1826-1
TEL.04（7182）9922
＊平日9：00	〜16：00

松戸市社会福祉協議会
松戸市上矢切299-1総合福祉会館内
TEL.047（368）0503

野田市社会福祉協議会
野田市鶴奉5-1総合福祉会館2F
TEL.04（7124）3939

野田地区労働者福祉協議会
野田市上花輪869
キッコーマン労働組合会館内
TEL.04（7122）3589

よつかいどう市民ネットワーク
四街道市鹿渡815-10
TEL.043（304）3823
＊平日10：00	〜16：00

東庄町社会福祉協議会
香取郡東庄町石出2692-4
オーシャンプラザ内
TEL.0478（86）4714

香取市社会福祉協議会
香取市佐原ロ2116-1
TEL.0478（54）4410

香取CCC
（中核地域生活支援センター）
香取市北3-2-13	小林ビル右室
TEL.0478（50）1919船橋市社会福祉協議会

船橋市本町2-7-8 船橋市福祉ビル3F
TEL.047（431）2653

多古町社会福祉協議会
香取郡多古町多古777-1	
TEL.0479（76）5940	

富里ジョブサポート
（富里市自立生活支援）
富里市七栄646-1040	SKビル1F
TEL.080（6728）2674

八千代市社会福祉協議会
八千代市大和田新田312-5
TEL.047（483）3021
八千代市ふれあいプラザ
八千代市上高野640-2
TEL.047（487）1511
＊月曜休所

浦安市社会福祉協議会
浦安市東野1-7-1 総合福祉センター内
TEL.047（355）5271

さくら・市民ネットワーク
佐倉市王子台3-5-13
TEL.043（462）0618
＊月〜金曜10：00	〜17：00

流山市社会福祉協議会
流山市平和台2-1-2流山市ケアセンター内
TEL.04（7159）4735

通年
開設

通年
開設

通年
開設

通年
開設

通年
開設

通年
開設

通年
開設

通年
開設

通年
開設

通年
開設

通年
開設

通年
開設



『もったいない』から
『ありがとう』へ

フードバンクのながれ

個⼈や団体、企業などから

いただきます
富⾥市社会福祉協議会で

お預かりします

寄付・寄贈

ご家庭や団体に

お渡しします

提供

�
社会福祉法⼈富⾥市社会福祉協議会
富⾥市七栄６５３−２ 富⾥市福祉センター内

ＴＥＬ ０４７６−９２−２４５１

ＦＡＸ ０４７６−９２−２４９５

E-mail tomi2451＠bz01.plala.or.jp
�

 様々な理由により満⾜に⾷料品や⽇⽤品も⼿に⼊れられない⽅が増加している⼀⽅で、  
賞味・消費期限が残っているにも関わらず捨てられてしまう⾷品が、全国で年間646万トン 
あると⾔われています。
 この⾷品ロスを減らすとともに、まだ⾷べられる⾷品を困っている⽅へ無償で提供する  
しくみが「フードバンク」です。フードバンクちばと連携し、⽣活に困り緊急的に⾷べ物を 
必要とする世帯などに、市⺠や団体、企業のみなさまから寄付でいただいたものを活⽤して 
⾷料⽀援をしています。

 ご寄付のお願い
■�穀類(麺類・⼩⻨粉等)��■�保存⾷品(⽸詰・瓶詰等)��■�乾物(のり・⾖など)�■�調味料各種、
⾷⽤油�■�レトルト⾷品・インスタント⾷品�■�飲料(ジュース・コーヒー・お茶等)�����������
■菓⼦類■ギフトパック(お歳暮・お中元等) など
注意いただきたい点…賞味期限が明記され、２か⽉以上あるもの・常温で保存が可能なもの・未開封である
もの・破損で中⾝が出ていないもの・�お⽶は前年度産まで（⽞⽶可）

 富⾥市福祉センターおよび富⾥市役所⽣活⽀援課に設置している回収箱で受付しています

⾷べ物に困っている⽅は、富⾥市社会福祉協議会
または富⾥市役所⽣活⽀援課にご相談ください。

協⼒団体・企業
富⾥市農業協同組合・富⾥市商⼯会・明治安⽥⽣命�成⽥⽀社�成⽥花崎営業所
和歌⼭ノーキョー⾷品⼯業株式会社

この事業は、⾚い⽻根共同募⾦が活⽤されています
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