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いまのフードバンク事 業 と未 来 について
将来を担う子どもの未来をサポートし、子どもたちが心のこもった食卓を囲め
るもう一つの家族を地域の中に創造し、食べ物を安定的に提供できる基盤を作
って笑顔の連鎖を生み出します。

ライフアゲイン代表
原田昌樹氏
◇ニュースレターを受け取ってくださり

響灘菜園

心より感謝申し上げます。
私たちは前年度からフードバンク事業に加
え、子どもの未来を応援するファミリサポー
ト事業を始めています。私の今まで活動して
きた里親や自立支援活動の中で、幼少期の家
庭を守ることがどれほど重要かを実感してき
たからです。
《地域が創るもう一つの家庭》が
必要だと旗を上げ、子ども食堂を市内2カ所で

協力企業を増やす

「食べ物のいのちは、ひとのいのちにつながっている」

運営しております。１ヶ所は市の委託事業と

ーム”です。子ども食堂は継続して地域の多世
代が交流できる良い機会となっています。そ
れで私たちが皿倉八幡校区においてしっかり
とした地域主体の継続モデルを創って市内全

食品の寄贈

2ヶ所目は八幡中央町商店街内に“もがるかホ

企業状況

して“尾倉っ子ホーム”（尾倉市民センター）、
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・
②市民参加・寄付で支える事業としてご支援を！

体への広がりに貢献できればと願っていま
す。また小倉南区の蒲生において、
《子どもの

●個人の寄付：５００円で２０食分の食料

■食 料 支 援 先

支援ができます。ホームページよりクレジット

里》も動き始めました。

にて寄付ができます。

◇ライフアゲインは子どもたちがどのような

活動を一日支えることができます。

境遇におかれようとも大切にされ、生きる力

●募金箱の設置を協力してくださっている

と安定した家庭が築ける力を備えた大人とし
て成長できる社会の創造に貢献します。

（2017 年４月現在）

●３,０００円で

◆二鶴堂さん（10 か所）
◆うさぎプロジェクトさん（7 か所）
◆おてらおやつクラブさん（５か所）

●施
●お金の支援
QR コード

設：北九州周辺
６８施設
●個人配送：５９世帯
●緊急食糧支援対応件数
１４２件

交流・地域の

調理や後片付け

だんらん

挨拶の指導

尾倉っ子ホーム ・ もがるかホーム の今
私たちの 尾倉っ子・もがるか ホームって？
塾ではありません。子どもの健やかな成長を
目指して、勉強のお手伝いや、食事の提供を
行いながら「生きる力」を育む場所です。
食事を一緒に作りながら、地域で子どもを育
てるもう一つの家族です。
尾倉っ子 ／子ども 25 名・大人 15 名。
もがるか ／子ども 9 名・大人 6 名です。

●

もがるか の
マークの由来
あたたかい家庭を
イメージする
カルガモの親子
です。私たちは
子どもの自主性を
重んじ、後ろから
見守る、ヒナが前で
親ガモが後に。カルガモを「もがるか」に。

学習支援
遊び・イベント

イベント報告２０１７.３月迄

子 どもの里 （小 倉 南 区 蒲 生 の場 所 で）プロジェクト進 行 中

●３月１５日 市政だより のトップページに
掲載されました。
●３月１１日小倉ムーブで「子育て支援の いま を
知る「201７」開催。
●3 月 7 日フードバンク推進シンポジウム開催。
●2 月 11 日代表の原田が【夢追い塾公開講座】で
パネリストとして参加。
●2 月１日代表の原田が「食品ロスについて
今私達にできる事！ について講演しました。
●2016・12 月 3 日子どもの未来を考える
シンポジウム開催。ウエル戸畑にて７２名参加。

様々な事情で「お帰りなさい」と迎えてくれる故郷を失った子ど

生きる力を育む保育事業展開している≪ＮＰＯ法人光楽園≫と

も達がいます。18 歳を超え社会に出てからドロップアウトした

農業の担い手を育てる≪ＮＰＯ法人ご当地林業の会≫と

時 彼らが戻って来られ、再出発ができる故郷としての子どもの

子どもの未来をサポートする私たち３団体が中心となって

里が必要と感じています。

小さくスタートしました。

◆◇◆支援のお願い◆◇◆

＜振込先＞

●正会員：年会費 1 口；個人 5,000 円/団体 20,000

（振込手数料は大変恐縮ではございますが、ご負

円

担ください）

◆◇◆ボランティア募集◆◇◆
●食品の配送を手伝える方
●仕分けなどの食品管理
●イベントや講演会のお手伝い
●子どもの居場所での調理、学習、遊びのお手伝い
●事務所でデーター入力・電話の受付
●いずれも時間、内容などご相談いたします。

●フードバンク北九州ライフアゲインで 検 索
http//www.fbkitaq.net

お問い合せ
事 務 局

＊年会費とともに運営にも関わり,総会にお

ける議決権を持っていますので、ご意志のあるか

◆ゆうちよ銀行

たは事務局にご連絡ください。

０１７１０−６−７３１６９

●賛助会員：年会費によって支えて下さる方で

NPO 法人フードバンク北九州ライフアゲイン

す。年会費 1 口；個人 3,000 円/団体 10,000 円

◆福岡銀行

●草の根サポーター：年会費１口；3 人以上のグ

普通２３１２２９７

ループで合計 3,000 円以上の会費をもって支援

トクヒ）フードバンクキタキュウシュウライフア

して下さる会員で賛助会員とみなします。

ゲイン

【２０１７年４月現在の支援者状況】

フードバンク北 九 州 ライフアゲイン
■電話受付日/月・水・金曜日
■電話受付時間/１０：００〜１６：００
営業日／月〜金曜日迄（土・日・祝日はお休みです）

八幡支店
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🏣🏣805-0019 福岡県北九州市八幡東区中央 2 丁目 14‑17

個人会員 65 名 法人会員 5 社
個人賛助会員２０７名
法人賛助会員３２社
草の根サポーター１０グループ

正会員総数
７０名
賛助会員総数
２４９名

☎０９３−６７２−５３４７（ゴミにしない）
FAX：093‑671‑2395 mail：fbkitaq@iga.bbiq.jp

