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2011 年 3 月 11 日の東日本大震災を受けて「あいあいねっと」では、食品や医薬

品類、衣類等の支援物資や募金を集め、被災地に発送しております。 

今までの活動の報告を致します。 

 

◎支援物資の募集 

2011 年 4 月 4 日（月）～4 月 30 日（土）までの期間、「あいあいねっと」の事

務所にて、支援物資の募集を行いました。 

この間、皆さまから賞味期限が 3 ヶ月以上の食品や米、医薬品類、下着、おむつ、

靴下など、たくさんの物資が届きました。 

被災した仙台には、「特定非営利活動法人ふうどばんく東北 AGAIN」というフードバ

ンク団体が活動しており、支援物資としてどんなものが必要かを教えて下さり、被災

者が必要とする物を募集することができました。こうして集まった支援物資は、約

750Kg、タンボール６３箱分にもなり、 前年度「フードバンクガイドライン」を結

んだ「セカンドハーベスト・ジャパン」を通じて、2011 年 5 月 2 日（月）皆様の温

かい思いと共に被災地に届けられました。 

また、「あいあいねっと」を始め、全国にあるフードバンクガイドラインを結んだフ

ードバンク団体のネットワークにより、被災者への速やかな支援が可能となり、改め

てフードバンクの存在が重要視されるようになってきました。 

 

 

あいあいねっと通信 
          2011 年 9 月号  

 

2008年 5月～2011年 7月 31日までに要支援生活支援団体に提供した食品の量 

約 48.0 トン 

東日本大震災への支援活動 
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◎チャリティーバザーの開催 

第 1 回 広島市安佐北総合福祉センター1 階 2011 年 4 月 23 日（土）～24 日（日） 

第 2 回 フレスタ宇品店          2011 年７月 17 日（日）10 時～17 時 

第 3 回 フジグラン高陽店前「ふれあい広場」2011 年 7 月 24 日（日）10 時～17 時 

以上の３ヶ所で、チャリティーバザーを開催しました。  

 

 

 
風呂哲州さんによるチャリティーライブも同時開催しました。 

天候による延期もありましたが、多くの方々のご協力により、３ヶ所合わせて４５組の

出店があり、大盛況となりました。 

この度、集まりました出店ブース代と募金２１９，８１０円は、支援物資発送代金とし

て使用させていただきました。 

多数のご来場と温かいご支援を賜りまして誠にありがとうございました。 

  
今般の大地震と津波により、お亡くなりになられました方々のご冥福をお祈り 

いたしますと共に、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。 

一日も早い復興のため今後も「あいあいねっと」は様々な支援活動を続けて参りますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

＜チャリティーマーケットにご協力いただいた皆さん＞ 

NPO 法人オレンジハウス、NPO 法人かべ工房村縁が和、NPO 法人つくし工房、 

NPO 法人コミュニティキッチンおおぞら、コミュニティサロン可笑屋、ひとは観光農園、 

文教女子大学、キャロママ、山水風土の会、雑貨 mitten、ハンドメイド shop mituba、 

次世代プロジェクト、やまのおみやげや、広島市安佐北総合福祉センター、 

フレスタ宇品店、フジグラン高陽店、kanetaka さん、中森さん、まつをえいじさん、

三ヶ本さん、山口さん、天羽さん、小野さん、黒永さん、杉野さん、下條さん谷口さん、

中森さん、中村さん、山本さん、山根さんら 

ご支援ご協力に感謝いたします。 
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活動報告 
 

「あいあいねっと」では、フードバンク事業を基盤にいろいろな活動を行っています。

「まめ nan レストラン」では、月に一度、演奏会や劇などのイベントも開催していす。

皆さんも一緒に楽しいひと時を過ごしませんか? 
 

●２０１１年 1 月１４日（金） 「あいあいねっと」鏡開き 

今年も「あいあいねっと」で、鏡開きを開催しました。 

今年も皆さんと一緒に楽しい時間が過ごせますように☆ 

●２０１１年２月１９日（土）「あしたのまち、くらしづくり活動賞」表彰式出席 

公益財団法人明日の日本を創る協会が行う、平成 22 年度「あしたのまち、くらしづくり

活動賞」の「振興奨励賞」に選ばれ、東京で行われた表彰式に出席しました。

●２０１１年3 月１日（火） ひなまつり 

かわいいひな人形をたくさん飾りつけ、散

らし寿司や甘酒、お吸い物やフルーツケーキ

など手作りの美味しい料理を食べながら楽

しいひと時を過ごしました。また、「美鈴舞

踊劇団」による劇もあり、より一層楽しい会

になりました。 

●２０１１年３月１２日（土） 生協ひろしま「食べるたいせつフェスタ」参加 

「生協ひろしま」が主宰する「食べるたいせつフェスタ」に出店し、活動紹介やリサイク

ル品、寒天ソースの販売をしました。たくさんの人で会場は大賑わいでした。

●２０１１年４月４日（火） ひな祭り寿司づくり教室

 

 

少し時期が遅れましたが、ひな祭り寿司づ

くり教室を開催しました。菜の花と桜の形に

切ったソーセージやかまぼこがかわいい手

まり寿司です。かわいいので食べるのがもっ

たいないですね。お弁当に入れても色どりが

美しくていいですね。 

●２０１１年４月８日（金） 「可部小町の会」演芸披露会 

元気な女性たちで活動している「可部小町の会」による、箱太鼓・オカリナ・唄・手品・ 

南京玉すだれが催されました。とても楽しく元気いっぱいの会となりました。 

●２０１１年４月１６日（土） 「生活羅針盤セミナー」開催 

「食から考える経済と生活者の自立」というテーマで、（財）セゾン文化財団理事中野晴

啓氏、（財）渋沢栄一記念財団執行理事渋沢健氏氏、「あいあいねっと」理事長原田佳子氏に

よる公開講座を行いました。日頃疎遠な経済の話題も、身近な例を挙げながらわかりやすく

説明され、私達が顔を洗って朝食を食べ歯を磨くことも経済を循環させるのに欠かせないこ
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とだと教えて下さいました。また、内部に貯めこまず循環させるという意味では、食べるこ

とも経済も同じであると学びました。 

  

その後、スタッフの手作り料理を食べながらの懇親会も行われ、より議論が深まりました。 

●２０１１年５月２０日（金） 「河戸ふれあい劇団」寸劇と詩吟の会 

寸劇「河戸さんちの大事件」が公演されました。火災警報機を売る悪徳商人が訪問販売に

やって来て、お母さんが応待している間に、てんぷら油に引火して大火事になりかけるとこ

ろから話が発展していきます。とても楽しく笑い声の絶えない寸劇となりました。また、詩

吟も行われ、独特な旋律に酔いしれました。 

●２０１１年５月２８日（土） 第４回「あいあいねっと」定期総会 

●２０１１年６月５日（日） 「ちゅうごく未来塾２０２０」 参加 

●２０１１年６月５日（日） 「二宮グループ地域感謝祭」 

活動紹介と寒天ソース販売を行いました。地域の方々に「あいあいねっと」の活動をもっ

とよく知っていただく良い機会となりました。 

●２０１１年６月１７日（金） 「三入篠笛の会」篠笛演奏会 

  

「三入篠笛の会」による篠笛のアンサン

ブルが行われました。「おぼろ月よ」「ふる

さと」「また君に恋してる」など童謡や子守

唄、歌謡曲を披露して下さいました。篠笛

の柔らかく暖かい音色に合わせて歌を口ず

さむ方もおられ和やかな雰囲気の演奏会と

なりました。 

●２０１１年７月２６日（火） 「オカリナ 樫の木」オカリナ演奏会 

 

 

 

 

 

「オカリナ 樫の木」によるオカリナ

演奏会が開催されました。夏の日の思い

出、ハイホー、荒城の月など数曲披露し

て下さいました。オカリナの音色が心に

響く演奏会となりました。
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イベント   

2011 年 ９月 日程は未定 尺八、三味線による民謡（まめnan レストラン） 

 10 月 7 日（金） ベリーダンス公演会（まめnan レストラン） 

 10 月15 日（土） 第9 回 安佐北区ボランティアフェスタ 

 10 月23 日（日） 第8 回 可部の町めぐり 

 10 月29 日（土） やさしさのまちづくり屋台村 

 11 月１6 日（水） 第1 回 フードバンク料理研修会 

  １１月日程は未定 ひょっとこの歌と踊り（まめnan レストラン） 

 12 月16 日（金） クリスマス会（まめnan レストラン） 

2012 年 1 月17 日（火） 鏡開き（まめnan レストラン） 

 1 月25 日（水） 第2 回 フードバンク料理研修会 

 2 月22 日（水） 第3 回 フードバンク料理研修会 

※「フードバンク料理研修会」とは、「あいあいねっと」に寄贈された「まめnan」を使っ

た料理教室、エコ講座や食品衛生についての講義、風呂敷のエコバック作りなどを通して、

食・環境について学ぶ会です。ぜひ、ご参加ください。参加希望の方は、「あいあいねっと」

事務局までご連絡ください。（連絡先は、最後のページに掲載しています。） 

お知らせ 
１、「あいあいBOX」の設置 

家庭での「まめnan」を集める「あいあいBOX」を可部の拠点に設置する予定です。 

○集める「まめ nan」 

未開封の乾物、レトルト食品、缶詰、飲料、

パスタ、お菓子など（賞味期限が 1 ヶ月以

上あり未開封の食品に限る） 

買いすぎて使う予定のないもの、お中元な

どでたくさんもらったものがありましたら、

「あいあい BOX」に入れて下さいね。 

○設置場所・開始日 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在未定ですが、決まり次第インターネット、 

チラシなどでお知らせします。 

２、ホームページリニューアル！！ 

「あいあいねっと」のホームページがリニューアルしました。各カテゴリー別に 

「あいあいねっと」の活動を検索閲覧することができ、以前よりも見やすくボリュームも

UP しました。今後の予定や活動状況をUP していきますので、是非ご覧ください。 

ウェブサイト：http://www.enjoy.ne.jp/~aiainet/ 

３、姓名鑑定始めました！！ 

「あいあいねっと」事務所にて姓名鑑定を始めました。 

お子さんやお孫さんの命名や悩み相談など、鑑定してみてください。 

料金：１回１０００円  時間：毎週火・金曜日１０時～１５時 

あいあいＢＯＸ 

「あいあいＢＯＸ」で

集められた食品は、 

要支援生活者へ 

「あいあいねっと」が

お届けします。 

イメージ図 

今後の活動予定 
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跡地 

■『まめｎａｎレストラン』■ 

大好評！！「まめ nanレストラン」のメニューをテイクアウトしよう！！ 

「まめｎａｎレストラン」で大好評の日

替わり小鉢や炊きたてのおむすびなどをテ

イクアウトすることができるようになりま

した。「まめｎａｎレストラン」の美味しい

お惣菜をお家の人にも食べてもらいたいと

テイクアウトする方もおられ、料理を作る

スタッフ一同、心をこめて調理しておりま

す。お手数ですが、エコの観点からも、タ

ッパーを持参いただければ幸いです。 

 

「まめｎａｎレストラン」とは・・・ 

余剰食品である「まめｎａｎ」を食材として提供するだけでなく、お食事も提供したい！

そして、「食」を真ん中に、地域のふれあいの場所として、あいあいねっとを活用していた

だきたいと願い、レストランを営業しています。 

スタッフが心をこめて料理を作っております。 

ご家族･お友達をお誘い合わせの上、是非お越し下さいませ。 

営業時間：毎週火曜・金曜日の１１時～１４時        

あいあいねっと ＜地図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＪＲ： 可部線可部駅下車 徒歩２０分 

※バス： 可部方面行きバスに乗車  

「可部上市」バス停で下車徒歩３分 
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☆まめ nanレストランで販売中☆ 

 発売中！  

食物繊維たっぷりの「寒天」を使ったゼリーソースです。 

お年寄りの「飲み込み」をお手伝い！ 

低カロリーでダイエットにも最適！ 

 

マヨネーズ風（ゆず味）    ドレッシング風（しょうゆ味） 

＜１本 ４２０円＞ 

・・・・・添加物なし。どちらも国産ゆず果汁使用でサッパリ風味・・・・・ 
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NPO法人 あいあいねっと 

〒731-0221  広島県広島市安佐北区可部３丁目９－２２ 

TEL＆FAX  ０８２－８１９－３０２３ 

E-mail     aiainet@hi.enjoy.ne.jp  

ウェブサイト http://www.enjoy.ne.jp/~aiainet/ 

  

 

 

有限会社アトラス・コーポレーション  株式会社マルバヤシ  おおたけ株式会社 

株式会社エコールドフルール  株式会社 M&Cコラボレーション  株式会社 M&K 

株式会社沖野建築設計  株式会社 SKYコーポレーション  医療法人 恵正会 

社会福祉法人 正仁会  株式会社ナリコマエンタープライズ  株式会社フォーリーフ 

株式会社メンテナンス広島  有限会社佐藤運送  池田自動車 

名古屋デリカフーズ株式会社  カーブス  株式会社九食  株式会社六味会 

生活共同組合ひろしま  広島海苔株式会社  株式会社亀井堂総本店 ミック株式会社 

加藤産業株式会社  株式会社多山文具  中国電力株式会社 株式会社エムズホーム 

有限会社アグリインダストリー  有限会社ユニペック 有限会社健康宅配ネット 

ノベルサウンズ 

ボランティア募集 

「あいあいねっと」では活動をお手伝

いしてくださるボランティアを募集し

ています。イベントのお手伝いや寄贈さ

れた食材の仕分け、「まめｎａｎレスト

ラン」スタッフなどなど、いろいろな分

野で募集中です。興味のある方は、是非

「あいあいねっと」まで！！ 

企業募集 

 「あいあいねっと」では、食品や物品、

助成金、支援金などで、この活動を応援

してくださる企業を募集しています。 

地域の健康づくり、まちづくりに協力し

てくださる企業の方は下記まで、ご連絡

お願いします。 

会員募集 

 「あいあいねっと」では、会員となってこの活動を応援

してくださる個人・団体を募集しています。会員様には、

「あいあいねっと」からのお知らせが届いたり、イベント

への参加やマッサージ、姓名鑑定などを会員割引で受ける

ことも出来ます。皆様の入会をお待ちしております。 

会員の種類 年会費 

法人賛助会員 10000円 

非営利法人賛助会員 5000円 

正会員 5000円（入会金2000円別途） 

個人会員 2500円 

シニア会員（65歳以上） 1500円 

学生会員 1500円 

 


