
     特定非営利活動法人 

     フードバンクとくしまニュース ～2016年 12月号～ 

 

●1日（木） 徳島吉野川ライオンズクラブ 第 603回 12月第 1例会「卓話例会」出席 

●3日（土） 里芋収穫祭＆ほうれん草種まき 

●第 4回越年支援    205名の方々に支援ができました。 

◆支援物資をご提供いただく期間 

   2016年 12月 10日（土）～12月 24日（土） 

◆開催日時  2016年 12月 29日（木）、30日（金） 10：00～15：00 

◆開催場所  徳島市昭和町 3丁目 35-2ヒューマンわーくぴあ徳島 3階 

 ≪ 運営協力団体 ≫ 10団体 

・特定非営利活動法人ワーカーズコープ  ・公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク 

・公益社団法人徳島県労働者福祉協議会 ・社会福祉法人徳島県社会福祉協議会 

・社会福祉法人徳島市社会福祉協議会  ・一般社団法人徳島県社会福祉士会 

・徳島健康生活協同組合徳島健生病院  ・徳島市 

・一般社団法人徳島県労働福祉会館  ・特定非営利活動法人壮生 

・女性グループ・すいーぷ 

 ≪ 支援物資をご提供くださった団体 ≫ 29団体 ※順不動 協力団体除く 

・株式会社キョーエイ すきとく市  ・ゲットプラザ 

・セカンドハーベスト・ジャパン   ・株式会社四国日立システムズ 

・株式会社マルハ物産    ・日本郵政グループ労働組合 

・徳島県職員労働組合    ・徳島県 県民環境部 環境首都課 

・日本労働組合連合会徳島県連合会  ・ヒューマンボランティア協会 

・石井町社会福祉協議会   ・板野町社会福祉協議会 

・吉野川市地域福祉活動計画 鴨島地区実行委員会 

・総務省 徳島行政評価事務所   ・阿波老人ホーム 御所園 

・徳島福祉サービスセンター   ・福島公民館 

・NPO法人クレエール    ・生活協同組合コープ自然派 

・池田生活学校     ・山川生活学校 

・川島楓生活学校    ・三加茂生活学校 

・福）十字会 みのり乳児園   ・有限会社井上書房 

・JA全農とくしま 管理部 総務課  ・有限会社松前電機 

・NPO法人ゼロウェストアカデミー  ・コユメヤ 

≪ 支援物資を提供してくださった個人の方々 ≫ 83名 

≪ 27日からボランティアに参加してくださった方々 ≫ 28名 

 

 皆様のご協力のおかげで、第 4回越年支援を無事に終えることができました。 

誠にありがとうございました。今後ともフードバンクとくしまの活動にご理解とご協力を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 



【第 61回フードバンクとくしまの日 第 2土曜日 12月 10日】 

●この日までに食材を提供してくださった皆さまです。いつもありがとうございます。 

 ◆徳島県職員労働組合 ◆石井町社会福祉協議会（フードドライブの箱） 

 ◆八万地区民生委員児童委員協議会 会長 秋田さん ◆徳島市 大畠さん 

 ◆徳島県県民環境部環境首都課と県民の皆さま ◆鳴門市 後藤さん 

 ◆国府町 志磨さん  ◆山川生活学校 ◆川島楓生活学校 ◆三加茂生活学校 

 ◆徳島市 中西さん  ◆徳島市 山本さん ◆社会福祉士会 上地さん 

 ◆キョーエイすきとく市さん ◆とくしま生協 細川さん 

【食材提供先】 合計 248㎏ 

受取団体 渡した食材 受取団体 渡した食材 受取団体 渡した食材 

れもんワークス 野菜 18㎏ 自立会 野菜 18㎏ クレエール 野菜 18㎏ 

いのちのさと 野菜 18㎏ 藍の会 野菜 18㎏ 徳島市社協 野菜 18㎏ 

あぷろーち 野菜 18㎏ フレンドハウス 野菜 18㎏ 徳島県社会福祉士会 野菜 25㎏ 

わーくわく 他 野菜 18㎏ 春日苑 野菜 18㎏ 上勝町社協 野菜 25㎏ 

大きなエプロン 野菜 18㎏  

 

【第 62回フードバンクとくしまの日 第 4土曜日 12月 24日】 

●この日までに食材を提供してくださった皆さまです。いつもありがとうございます。 

 ◆キョーエイすきとく市さん 野菜 60㎏  ◆ゲットプラザさん お菓子 42㎏ 

 ◆石井町社会福祉協議会（フードドライブの箱） 里芋 20㎏ 

 ◆徳島市 藤本さん みかん 50㎏ 大根 2本 

  ※その他たくさんの方々からいただいた食品は、越年支援で配らせて頂きました。 

【食材提供先】 合計 171㎏ 

受取団体 渡した食材 受取団体 渡した食材 受取団体 渡した食材 

里親会 野菜・お菓子 17㎏ 鳴門子ども学園 野菜・お菓子 15㎏ せんば作業所 野菜・お菓子 15㎏ 

ファミリーホーム高橋 野菜・お菓子 17㎏ あせび 野菜・お菓子 15㎏ 常楽園 野菜・お菓子 15㎏ 

ストップ DV 野菜・お菓子 17㎏ あいの里 野菜・お菓子 15㎏ ほっとハウス 野菜・お菓子 15㎏ 

トモニ発達支援所 野菜・お菓子 15㎏ あおばの杜 野菜・お菓子 15㎏  

 

≪支援物資をご提供くださった方々≫ ありがとうございました！ 

・徳島市 小泉さん ・吉野川市 大久保さん ・石井町 野田さん ・徳島市 近森さん ・北島町 福谷さん ・徳島市 水口さん 

・石井町 吉田さん ・徳島市 竹内さん ・鳴門市 土居さん ・徳島市 松瀬さん ・阿波市 井内さん ・小松島市 寺田さん 

・那賀町 樫森さん ・徳島市 川添さん ・徳島市 井内さん ・徳島市 前田さん ・藍住町 原さん ・吉野川市 浅野さん 

・上板町 森本さん ・北島町 近藤さん ・阿南市 黒川さん ・美馬市 八木さん ・阿南市 前田さん ・徳島市 納田さん 

・徳島市 多田さん ・徳島市 松井さん ・徳島市 奥村さん ・徳島市 吉田さん ・小松島市 植田さん ・阿南市 上野さん 

・小松島市 斉藤さん ・徳島市 杉山さん ・藍住町 大畠さん ・徳島市 山田さん ・徳島市 西田さん ・徳島市 山田さん 

・徳島市 兼松さん ・石井町 吉田さん ・徳島市 秋月さん ・香川県木田郡 土居さん ・小松島市 朝田さん ・徳島市 井戸さん 

・徳島市 桐原さん ・徳島市 青木さん ・徳島市 犬伏さん ・徳島市 酒井さん ・神山町 廣岡さん ・徳島市 吉田さん 

・徳島市 山下さん ・北島町 澤山さん ・徳島市 形山さん ・小松島市 森さん ・勝浦町 坪内さん ・徳島市 林さん 

・鳴門市 鍋島さん ・徳島市 西岡さん ・徳島市 祖川さん ・松茂町 港さん ・徳島市 兼松さん ・徳島市 柳原さん 

・徳島市 佐々木さん ・徳島市 村永さん ・徳島市 佐伯さん ・香川県綾歌郡 三好さん ・徳島市 川原さん  

・徳島市 都築さん ・北島町 前川さん ・徳島市 篠原さん ・阿南市 藤井さん     他 数多くの匿名の方々 


