おかげさまで
前回のフードドライブでは

SUPPORT FOODBANK CHIBA - 26th FOOD DRIVE

第 2 6 回フードドライブ

約

13.5

トンの食品を

集めることができました。

ご家庭に眠っている
食品大募集！
日本では年間約 1,700 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が 500〜800 万トンも

フードバンクとは

あると言われています。ご家庭で不要な食品があればぜひご寄
贈ください。いただいた食品は「フードバンクちば」が責任を
持って福祉関連施設へ、支援団体などを通じて生活に困窮して
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。

フードドライブ＜食品の回収＞に
ご協力ください！
令和
3年

1 18（月）〜 2 26（金）

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食品・食
材を、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。食べられるのに捨てられてしまう
食べ物と食べる物が
なくて困っている人
達の間の矛盾を少し
でも改善するために、
両者の間の橋渡しの
役割を担っています。

平日 9：00 〜17：00
受け取り
窓口

フードバンクちば 他県内各所

● 食品・食材の流れ
支援者

企業・個人 等

※ 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・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

寄付・寄贈
取次ぎ

フードバンクちば

フードバンクちば

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

無償で提供

市社会福祉協議会・ 成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

寄付いただきたい食品

注意いただきたい点

□  穀類（麺類・小麦粉等）
❶ 賞味期限が明記され、かつ 2ヶ月以上あるもの
□  保存食品（缶詰・瓶詰等）
❷ 常温で保存が可能なもの
□  インスタント・レトルト食品
❸ 未開封であるもの
□  乾物（のり・豆など）
❹ 破損で中身が出ていないもの
□  菓子類
❺ 今回は在庫調整のためお米は受け付けません
□  飲料（ジュース・お茶等） ❻ アルコール類は受付けておりません
□  調味料各種、食用油
□  ギフトパック（お歳暮・お中元等）
現在、お米の寄贈が多く、保管が難しくなっているため今回はお米の寄贈をご遠慮
させていただきます。何卒、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

受益者

福祉施設・団体
生活困窮者 等

クラウドファンディング実施中
コロナ感染拡大前から、「フードバンクちば」は、千葉県
内で今日明日食べるものに事欠く方々への食品支援を続
けてきました。更に増え続ける困窮者に対応できるよう
しっかりとした基盤を築
き、体 制と実 働を整え
ていきたいと考えてい
ます。コロナ禍の今、活
動維持は大変厳しい状
況ですが、だからこそ、
一歩前へ踏み出します。

受け取り窓口についての詳細は裏面をご覧ください。

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
山武市社会福祉協議会
山武市白幡 1627
成東老人福祉センター内

● 山武連絡所

山武市埴谷 1868 -14
山武福祉センター内

TEL.0475
（89）2121
● 蓮沼連絡所

さんネット

● 中央区事務所

千葉市中央区中央 4-5-1 きぼーる内

● 花見川区事務所

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

南房総市社会福祉協議会

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

南房総市千倉町瀬戸 2705-6

TEL.043
（275）6438

市民ネットワークわかば

TEL.0475
（50）4251

市原市東国分寺台 3 -10 -15

● 若葉区事務所

TEL.0436
（37）3400

千葉市若葉区貝塚 2-19 -1
若葉保健福祉センター内

TEL.043
（233）8181
● 緑区事務所

千葉市緑区鎌取町 226 -1
緑保健福祉センター内

千葉市美浜区真砂 5 -15 -2
美浜保健福祉センター内

茂原市町保 13 -20
茂原市総合市民センター内

TEL.0475
（23）
1969
長生ひなた
（中核地域生活支援センター）
茂原市長尾 2694

TEL.0475
（22）7859
袖ケ浦市社会福祉協議会
袖ケ浦市飯富1604 社会福祉センター内

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.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

TEL.0470（36）2276

● 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

● 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.0438
（63）3888

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

茂原市社会福祉協議会

いすみ市岬町東中滝 720 -1
岬ふれあい会館内

夷隅ひなた

● 美浜区事務所

大網白里市富田 2130-7

いすみ市社会福祉協議会
TEL.0470（87）8857

TEL.043
（292）8185

大網白里市生活相談センターリンクサポート

TEL.0475
（72）5439

いちはら生活相談サポートセンター

TEL.043
（284）6160

お問い合わせ先／送付先

東金市田間 3 -9 -1ふれあいセンター 2 階

TEL.043
（307）8855

千葉市稲毛区穴川 4 -12- 4
稲毛保健福祉センター内

東金市田間 3 -9 -1ふれあいセンター 2 階

＊平日 10：00 ～16：00

千葉市美浜区磯辺 3 - 5 -7

● 稲毛区事務所

東金市社会福祉協議会

こころん

カフェ・バルコニーの家

鴨川市社会福祉協議会
TEL.04
（7093）0606

TEL.043
（278）5005

＊平日 10：00 ～16：00

TEL.0470（50）1174

TEL.0475
（77）7531

TEL.0475
（52）5198

TEL.043
（284）2339

TEL.043
（221）2177

鋸南町ボランティアセンター内

鴨川市八色 887-1 ふれあいセンター 2F

千葉市美浜区高洲 3-20-45
細矢ビル 403

千葉市若葉区都賀の台 4 - 5 -15

安房郡鋸南町保田 560

山武市富田ト748

TEL.0475
（70）3163

TEL.043
（209）8867

富津市下飯野 2443 富津市役所内

鋸南町社会福祉協議会

（中核地域生活支援センター）

支援係 : 千葉市中央区千葉寺町 1208-2
千葉市ハーモニープラザ内

富津市社会福祉協議会

● 松尾連絡所

TEL.0479（86）5898

千葉市社会福祉協議会

TEL.0439（27）
1482

TEL.0439（87）9611

山武市松尾町五反田 3012
松尾 IT 保健福祉センター内

市民ネットワークみはま

富津市青木 2-16 -14
アーバンスモール秋山 101

山武市蓮沼八 233 蓮沼出張所内

TEL.0475
（86）3126

千葉市

君津ふくしネット
（中核地域生活支援センター）

TEL.0475
（82）7102
栄町

TEL.0439（57）2250

TEL.0470（24）0294

フードバンクちば        ※ 2020年12月に移転しました。
〒 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 9:00〜17:00

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。

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。

