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満員御礼のシンポジウム 

 

 

 

 

 

 

 

フードバンクにいがた／開設４年目にあたり              副代表 山田 太郎 

米どころ新潟でもご飯が食べられない人が存在することから 2013年 7月、「フードバンクにいがたが」が設立

されました。この活動は、食の分かち合いや食品ロスの削減運動にとどまらず、貧困対策、環境問題にも大きく

貢献できる社会運動として期待もされています。事業規模の拡大に伴うボランティなど人材の育成と確保、会員

拡大及び寄付による財政基盤の確立、食品企業へのアプローチなど課題は山積ですが、持続可能な地域社会づく

りの一環として、今年度も活動を進めます。 
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 ５月 19 日、万代市民会館にて第 4 回総会の後、引き続き「なぜいま、子ども食堂なのか？」をテーマにシン

ポジウムが開催され、主催者の予想を大きく上回る 187人が参加しました。 

 シンポジウムでは、既に子ども食堂を立ち上げた立松有美さん、会田きよみさんの２人と、７月立ち上げ予定の佐野政光さんが

パネラーで報告し、研究者、村山伸子さん、小池由佳さん、篠田浩子さんの３人がコメントと今後への期待を寄せました。 

 とりわけ子ども食堂の役割りついて、新潟ではじめて「ふじみ子ども食堂」を開所した立松さんは、閑古鳥が鳴いていた自治会

の集会所を使用しているが、自治会メンバーの応援が契機となって、自治会活動の活性化を呼び覚ますことになったことを紹介。 

 「ゆうやけ子ども食堂」を立ち上げた会田さんは、「食事を待つ間、近くの集会所で子どもたちが、ボランティアの大人や学生と

遊んでいるのを見ると、孤立と無縁で微笑ましい。また、ある親から『子どもの不登校で神経を病みそう』と相談され、アドバイ

スした」などから、食堂の役割りの幅広さを実感したと言う。 

 これらの報告を受け、新潟県立大学の村山先生は、「大勢で食事

する楽しさを実感することで、家族と食事する楽しさを体現させて

くれる子ども食堂の果たす役割は、とても大きい」と指摘された。 

 小池先生（新潟県立大学）は、「親子の接点が希薄な家族、地域と

の接点が希薄な親といった二重の孤立化が蔓延する中、子ども食堂

の役割りは『一人じゃない』と実感できる地域づくり、食や学習支

援を通じた育ちの場、親子関係に余裕が持てない家族への余裕づく

り。全国的な拡がりは、時宜にかなったこと」とコメント。 

 最後に長岡造形大学の篠田先生は、「子供食堂を体験した子ども

たちが大人になる過程で、得たものを次の地域づくりにつなげてい

くことを期待したい」と述べられた。 

 子ども食堂を開こうと思った動機や経緯、運営のあり方など、それぞれ特徴はありますが、「地域の誰もが関われ、誰もが寄れ

る場としていきたい」という共通の思いが心に残るシンポジウムでした。                （副代表 山田英夫）  
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本総会にて、2015年度活動報告・決算、2016年度活動計画・予算と運営委員及び役員の選出が承認されました。 

以下の表に活動の実績と目標を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝ 活動発展に向けた課題 ＝ 

上の表の通り、個人会員は 14 年度の約２倍に増員できたが、団体会員は若干の伸びに留まった。食品寄贈量

はおよそ 1.7 倍増。フードドライブは、常設・定期だけでもいっきに 17 ヵ所に増えた。活動の規模は年々増大

してきているが、問題は、活動を維持できるボランティアの不足が深刻になりつつあることである。従って、あ

らゆる手立てを講じて会員・ボランティアの拡充を計る事、特に、もう 1名ハーフタイムの専従確保を急ぐ事が

確認された。ボランティア登録をされた方々の積極的な協力を得るための努力が課題となった。 

 

今年度選出された役員・運営委員 任期 1年            

2016年 5月 19日  氏名 五十音順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014年度実績 2015年度実績 2016年度目標 

会  員 団体 21団体 33口 

個人 55名 73口 

団体 29団体 48口 

個人 102名 132口 

団体 ６０口 

個人 180口 

食品寄贈量 ９，６７８ｋｇ １６，９１１ｋｇ ２５，０００ｋｇ 

寄 贈 先 7団体（企業など） 9団体（企業など） １５団体（企業など） 

提 供 先 ４３団体（施設など） ６２団体（施設など） ８０団体（施設など） 

フードドライブ 常設・定期  ２ヵ所 常設・定期 １７ヵ所 常設・定期３０ヵ所 

2015年度広報活動のまとめ 

会報発行回数 ３ 

他誌・新聞等の掲載回数 ２２ 

ＦＢの講演回数 １１ 

出張 PR回数 １８ 

ラジオ・テレビ放送回数 ３ 

氏 名 所    属 役職 

石井 隆 ささえあいコミュニティ生協  

稲村稲代美 個 人 新任 

大縫一秀 オフィスサポートきずな 社会保険労務士 監事 

齋藤信夫 県高度情報社会生活支援センター理事長  

坂野健一郎 個 人 新任 

白倉京子 女のスペース・にいがた  

高見 優 ささえあいコミュニティ生協 理事長 代表 

趙 晤 衍
おーえん

 敬和大学 人文学部共生社会学科教授 新任 

日比野光男 個 人  

真柄 渉 ささえあいコミュニティ生協  

山崎一雄 個 人  

山田太郎 新潟県労働者福祉協議会 専務理事 副代表 

山田英夫 ワーカーズコープ北陸信越事業本部本部長 副代表 

第４回総会の報告 

関連団体との交流会（4月 27日）報告 

フードバンクにいがたと食品受入団体/

施設様（11 名参加）との交流会が新潟

市万代市民会館で開催されました。 

つながれない、孤立している、自立困難

な困窮者への支援が、難しいけど出来れ

ばいい。副食や菓子のニーズが高い。と

いった意見を頂きました。 

熊本地震 フードバンクが連携支援 

4 月 米４５ｋｇ、お茶・水２２０ｋｇ

その他 8.3ｋｇ。5 月 米９０ｋｇ、非常

食８ｋｇを発送しました。 

又、今年度の評議員に入れ替わりがありました。 

退任：行部勝明氏。 

新任：川本健太郎氏。 山田 宏氏。 
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年越しのボトルイルミネーション 

「酒瓶タワー」 

 

私ども菊水酒造は、清酒製造を生業として 1881 年に創業し 135 年、『より良い酒を追求し、豊かなくらしを創造す

る』を経営理念に社員一同、現在同じベクトルに向かって取り組んでおります。 

『良い酒』とは何でしょうか。飲んでくださるお客様にとって、売ってくださる方にとって、社会にとって、そし

て私たち社員にとって。目線を変えると『良い酒』も変わってきます。 

『社会にとって』を例に挙げてみると「公明正大である･･嘘のない商品」

「低環境負荷･･自然にやさしい」等々。他の食品に比べると食品ロスが起

こりにくい清酒ですが、目指すところは、まだまだ私たちにはあります。 

 有機清酒の製造やワイン瓶を中心にリユースした商品によるカーボンオ

フセットの取り組み等、フードバンク活動には直接的ではありませんが、

自然にやさしい安全・安心な活動を続けております。 

また現在、新発田の一企業として成り立っていられるのは、周りの皆様

のご協力があってこそと考えます。地域の皆様と寄り添いたい･･そんな気持ちから当社では、新発田近郊の皆様や福

祉団体の皆様とお花を一緒に育てていただくコンテストや夜間真っ暗な国道を少しでも明るく温かくとイルミネーシ

ョンの点灯などを行っております。 

そんな当社は、フードバンクにいがた様の活動にまだまだご支援しきれておりませんが、これからも長く応援して

まいります。（菊水酒造 担当者記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども食堂に関心のある方 

子ども食堂ネットワーク 事務局 

電話：03-5365-2296 FAX：03-5365-2298 

メール：info@kodomoshokudou-network.com 

生活困窮者支援に関心のある方 

新潟パーソナルサポートセンター 

電話：025-385-6851 FAX：025-385-6852 

メール：niigata-pscenter@bz04.plala.or.jp 

フランスで「賞味期限切れ食品」の廃棄を禁止する法律 

仏全土の大型スーパーに売れ残りの食料の廃棄を禁じ、慈善団体やフードバンクへ寄付するか、飼料や

肥料にかえることを義務付ける法律が 2016年 2月に成立。罰金最高で約 975万円、または 2年の禁錮刑の

ムチ付き。日本でもこんな法律が出来たらと話題に。  

しかし、日本のメーカーは、寄付した食品で事故が起きたり、不正転売されたりして、それらの事でマスコミに叩かれた

ら終わりだと大きな心配をする。実は米国には、「善意で寄附した食品が原因で万一なんらかのトラブルが起きたとしても、

故意や重大な過失によるトラブルでない限り、寄附した人は民事・刑事責任に問われない」という法律が 1996年からある。

しかも、課税所得の 10％、現物寄附の原価の 2倍を上限に税控除を受けられるというアメまで含まれている。 

一方、日本には、「食品ロス」対策としてブタの飼料か、畑の肥料へのリサイクルを促す法律（2000年制定）があるだけ。

アメの法律とムチの法律を両方検討してほしいところだ。 

菊水酒造(株)さまの社会貢献について  ≪支援企業・団体の紹介≫ 

 

日本では災害時の避難所としてお寺が使

われる機会が増えてます。お寺が食糧支援の

機能を持つことはこれから益々期待される

のではないでしょうか。 

お経にも「食即是食（しょくそくぜくう）」

とあるし、托鉢だって、あれこそフードドラ

イブのさきがけじゃないのかな？ 

禅宗の住職さんにＦＢの講演 (4月 8日) 

 阿賀野市の渕
えん

龍寺
りゅうじ

において、近在の若き住職 15

人の前でフードバンクの話をした。フードドライ

ブを予告したため、軽自動車一杯の食料を寄贈し

て頂けた。また、二人の住職が自分のお寺でもフ

ードドライブに取り組みたいと申し出てくれた。 

つながれ 

少しのお金と少しの勇気 
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ワーク＆ライフフォーラムのご案内 

今秋 9 月は、新発田市、敬和大学で、ワーク＆ライフフォ

ーラムを開催します。その中の１セッションとしてフード

バンク主催のイベント行う予定です。詳細は次回会報で。 

・・◇今後のフードドライブの予定 ◇・・ 

８月 10～20日  長岡市社協（期間常設） 

７月 10～20日  ながおか医療生協（期間常設） 

毎月第二火曜日 10:00―12:00 江南区役所脇社協福祉センター 

毎月第二土曜日 10:00－12:00 中央区万代シネ・ウインド 

毎月第二土曜日 10:00―12:00 北区豊栄さわやか老人福祉センター 

毎月 20日 10:00―12:00 南区臼井デイサービス「うすい」          

毎月第三土曜 10～12時 JA新潟市きらきらマーケットいくとぴあ食花 

毎月月末金曜日 10：00～12：00 東区役所内社会福祉協議会 

7月 1日～常設 新潟市南区「白根健康福祉センター」業務時間内 

7月 1日～月・木常設西区小針ささえあいコミニテイ生協新潟 

7月 1日～常設 中央区社会福祉協議会（コシジ 3階）業務時間内 

7月 1日～常設 中央区西堀地下よろっ toローサさま業務時間内 

☆上記の場所は毎月開催してるフードドライブです！☆ 

フードバンクという挑戦：  

貧困と飽食のあいだで 大原悦子 著 

岩波現代文庫 税込 ９２９円 

 最近「フードバンク」という事を良く

見聞きするようなったけど、フードバン

クて何？ と思っている人に。フードバ

ンクの活動に関わっているけど、少し行

き詰まりを感じている人に。解決のヒン

トてんこ盛りです。2008年出版ですが、今春、

文庫化出版に際して、2016 年までの事を補充し

てあるので内容は古くなっていない。 

新潟、6 月、総選挙と言

えばあれ!! CD を買うと

投票権が付いているら

しいけど。その CD の売

り上げの一部が FB に寄

附って言うのも付いて

いたらいいなぁ。 

この他、寄贈いただいた一般家庭の皆様、生産農家の皆様、フードドライブを開催してくださった皆様、支

援をいただいた会員の皆様に改めまして、感謝申し上げます。ありがとうございました。 

26 年度 4 月～ 食品寄贈団体・企業（敬称略・順不同） 

・ささえあい農場・阿賀野市社会福祉協議会・新潟県労働

金庫・石山味噌醤油株式会社・大和ハウス工業株式会社 

・JP 労組ユースネットワーク・五泉市役所 ・粋虎卯会 

・ワーカーズコープ新潟事業所・角利産業（株）・新潟市他 

♡ご協力 ありがとうございます♡ 
 28 年度 4 月現在 会員団体・個人（敬称略・順不同）  

 ・阿賀野市社会福祉協議会 ・オフィスサポートきずな ・自立援助ホームたいむ ・新潟県労働金庫 ・燕市 

・ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 ・NPO 法人女のスペースにいがた ・（一社）新潟県労働者福祉協議会  

・新潟県総合生活協同組合 ・全農林労働組合新潟分会 ・石山味噌醤油（株） ・菊水酒造（株） 

・（一財）新潟県ろうきん福祉財団 ・情報労連新潟県協議会 ・日本郵政グループ労働組合新潟連絡協議会  

・ＵＡゼンセン原信労働組合 ・連合新潟 ・ＮＰＯ法人スマイルサポート新潟 ・日本労働組合総連合会新潟県連合会 

・ワーカーズコープ北陸信越事業本部 ・新潟県高度情報社会生活支援センター ・新潟市公明党  

・自由民主党新潟県第一選挙区支部 ・㈱アートグラフィック新潟 ・連合中越地域協議会 他  ・個人会員 102 名 

万代シネ・ウインドでフードドライブ開催 農家の方からお米・人参・サツマイモ・たまねぎ寄贈も 

28 年度 3 月現在 受入施設・団体（敬称略・順不同） 

・地域活動Ｃ石山 ・ライフデザイン ・女のスペースにいがた  

・新潟天使園 ・スペースひなた ・たいむ ・SCLLC   

・ささえあいコミュニティ生協新潟 ・NPO ピュアはーと  

・FLIP ・ NPO 子どもセンターぽると 等の 6２団体 

 


