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助け合い 支えあいで 縁結び 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１１年９月３日 (土) 、第１回フードバンクシンポジウムを、中国電力本社ビルにて開催いたし

ました。アメリカをはじめとする世界のフードバンク活動の紹介を大原悦子氏が、東日本大震災でのフ

ードバンクネットワークの活動を河田了氏がお話されました。シンポジウムでは、「フードバンク活動

推進のための地域協働を考える」と題し、パートナーシップ団体、食品企業、ひろしまNPOセンター、

広島県からパネル討論者を招き、今後日本でフードバンクがいかに活動を広げていけるか、それぞれの

立場からお話しくださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あいあいねっと」の活動報告もさせていただきました。食品を企業からパートナーシップ団体へ受

け渡すフードバンク活動だけでなく、高齢者支援の「まごの手サービス」や「まめnanレストラン」、

子育てイベントや地域のお祭りへの参加等、「あいあいねっと」の幅広い活動を知っていただくきっか

けとなり、来場者からボランティアとして活動に参加したいと大変嬉しい声も聞こえてきました。また、

「あいあいねっと」に協力くださっている団体のブース展示も行いました。展示いただいた団体の皆様、

ご協力ありがとうございました。

あいあいねっと通信 

         ２０１２年４月号 
 

 

2008年 5月～2011年 12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５８．４トン 

第１回 フードバンク シンポジウム 

レストラン まめ nan 営業中！！ 

 

＜ 内 容 ＞ 

■講演：大原悦子氏 

■基調報告：セカンド

ハーベスト・ジャパン 

河田了氏 

■活動報告： 

あいあいねっと 

■パネル討論：「フード

バンク活動推進のため

の地域協働を考える」 

ブース出展企業一覧 

●生活協同組合ひろしま      ●ノベルサウンズ 

●株式会社多山文具        ●おおたけ株式会社 

●ミック株式会社         ●有限会社健康宅配ネット 

●有限会社アグリインダストリー  ●キッチンげんき 

●広島市域通所サービス連絡協議会 
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 参加いただいた方にご協力いただきアンケートを実施しました。 

その内容を抜粋してご紹介いたします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q．参加してみていかがでしたか？（自由記載欄） 

 廃棄食品は本当にもったいないと思っていました。フードバンクという形で食料危機を乗

り越えていけたらと思います。命を頂いているという感謝の心を忘れてはいけないと思い

ます。 

 この素晴らしい活動がもっと広がっていけばよいと思います。 

 様々な方々がボランティアとして活動に参加されている実態に感心しました。 

 フードバンク活動を広げるため、行政、地域の元気な人々との連携により、それぞれの強

みを生かせるものになると素晴らしい活動になると思います。 

 若い世代にとってフードバンクとはいかなるものか、どうしたら次の世代への引き継ぎも

含めて長く続く活動となるか。また、ボランティアではなく、ビジネスの一部として成り

立つのかが課題である。 

 大手企業などの社会貢献が今かなり力を入れられているが、その方面へのコマーシャルは

どれぐらいやっているのか知りたかった。大手企業を呼んでそのあたりの具体的な話を聞

いてみたい。 

当日は、台風による悪天候にもかかわらず、67名の来場がありました。誠にありがとうございました。 

アンケートで寄せられた貴重なご意見等、今後の活動の参考にさせて頂きます。

フードバンクシンポジウム アンケート結果 
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フードバンク研修会を「まめnanレストラン」にて3回に亘り開催しました。この研修会

は、フードバンク活動に対する理解を深め、食品ロス削減や環境を守ることを皆さんと一緒

に考え、地球資源の大切さを実感し、みんなが笑顔で生活できることを目的に行いました。 

2011年11月16日（水）「第1回フードバンク研修会」開催 

「あいあいねっと」をはじめとする、日本

のフードバンク活動と東日本大震災支援の

報告、まめ nan レストランの厨房見学の後

に、昼食として“まめnan（フードバンクに

寄せられた食品）”を利用した料理を試食し

ました。午後からは、“まめ nan”で作った

桜餅を頂きながら、「あいあいねっと」の活

動「まごの手サービス」についての説明や広

島市のエコ講座「収納について」、ミック株

式会社様の「食品衛生の講義」を行いました。 

 

 

2012年１月25日（水）「第2回フードバンク研修会」開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＮＰＯ法人Buen（ブエン）！カミー

ノ」様からの農家・産直市で起こっている

もったいないの問題提起について、参加者

同志で話し合いや意見交換などを行い、フ

ードバンクや消費者の立場から問題解決の

糸口を探りました。また、“まめnan”を

使った調理の見学と試食、広島市のエコ講

座「ごみ減量と地球温暖化について」、ミッ

ク株式会社様の「食中毒について」等、盛

りだくさんの内容となりました。 

 

2012年2月22日（水）「第3回フードバンク研修会」開催 

 今回は、“まめnan”の活用方法をテー

マに、「まめnanレストラン」での活用方

法やレシピの紹介、家庭での食品ロスを減

らすための意見交換を行いました。また、

「あいあいねっと」に届いた“まめnan”

を組み合わせての献立作り体験、広島市の

エコ講座「風呂敷包み」、ミック株式会社様

の「食品添加物の講義」を行いました。ベ

テラン主婦からのちょっとした工夫を教え

ていただき、すぐに実践できる活用的な研

修会となりました。 

 

 

 

 

 

フードバンク 研修会 開催 

ミック様のお話

は、家庭を守る主

婦には欠かせない

情報ばかりです。

中毒について」 

農家・産直市の

もったいない

では、大変活発

な意見交換が

できました。 

まめnanの 

活用法をご紹介。

おいしい料理に変

身して、元気を与

えてくれます。 

広島市エコ講座

「風呂敷包み」か

わいく包んで楽

しい講座となり

ました。 

お年寄りの困り

ごとを解決する

「まごの手サー

ビス」の現状を

報告しました。 
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「あいあいねっと」では、フードバンク事業のほかにも、いろいろな活動を行っています。 

２０１１年10月 7日（金） まめ nanレストラン2周年記念 

２０１１年10月15日（土） 「第9回安佐北区ボランティアフェスタ」への参加 

２０１１年１０月16日（日） イオン「幸せの黄色いレシートキャンペーン」贈呈式 

毎月 11 日の「イオン・デー」に投函された黄色いレシートの合計金額の１％をイオンギ

フトカードで頂きました。調味料や事務用品などを購入させていただきました。ご協力あり

がとうございます。今後ともご協力お願いいたします。 

 

201１年10月２３日（日）「可部の町めぐり」参加 

安佐北区可部町のイベント「可部のまちめぐり」に参加し、まめnanレストランでおにぎ

り、おはぎ、豚汁などを販売しました。約170名の方に来て頂き、大盛況となりました。 

201１年10月2９日（土）「やさしさのまちづくり屋台村」への参加 

可部のＮＰＯ法人ウイングかべの「可笑屋」で行われたイベント「やさしさのまちづくり

屋台村」で、パネル展示と寒天ソースの販売等を行いました。 

２０１１年11月23日（水祝）「子育て応援イベント」への参加 

広島経済大学興動館で行われた「子育て応援イベント」に参加しました。広島文教女子大

学の学生さんにもお手伝い頂き、“まめnan”を使った「もったいない焼き」の販売や資料配

布などを行いました。「もったいない焼き」はカット野菜の残りのカボチャと重量過不足のう

どんなどを使用したお好み焼きのようなアイデア料理。小さい子供も食べられるようにひき

肉を使いかぼちゃの甘味がおいしいやさしい味付けです。お母さん方から「子供がよく食べ

ました。レシピを教えてください。」とうれしい声も。レシピは、ホームページで公開中！！

ぜひ、お試しください。 

  

活動報告 
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2011年12月16日（金）クリスマス会 

毎年恒例のクリスマス会を開きました。手話コーラスやフルートの演奏など、みんなで 

楽しく過ごしました。 

【特別メニュー】…ハヤシライス、カボチャのスープ、黒豆、カブのなます、タルト等 

 
2012年3月2日（金）「ひなまつり」 

可部小町の会によるひょっとこ踊りや歌などが行われました。 

【特別メニュー】…ちらし寿司、そうめん澄まし汁、桜餅、甘酒など 

 

2012年3月3日（土）「たりないピース！！広島」への参加 

祇園カトリック教会清心幼稚園ホールで行われた「第 2 回たりないピース」（ＮＰＯ法人

Buen!カミーノ様主催）に参加し、あいあいねっとの活動紹介及び“まめnan”で作った 

カレーうどんを交流会にて振舞いました。パネルトーク「社会参加に困難を抱える現代の 

若者たちへ」、基調講演に佐藤慧氏「魂のかけら」が行われ、感慨深い会となりました。 

2012年３月1７日（土）18日（日）「日本ＮＰＯ学会第14回年次大会」参加 

 
総合研究所の氷川珠恵氏をパネリストに、モデ

レーターとしてNPO法人あいあいねっとの

原田佳子理事長が参加し企画パネルを開催し

ました。東日本大震災のフードバンク支援活動

を総括し、そこから浮かび上がった課題を受

け、今後の防災対策のため日本のフードバンク

はどうあるべきか議論され、全国のフードバン

ク団体の一つ一つがしっかりと地域の情報を

蓄え共有できるようにするなど、内容の濃い 

議論となりました。 

「非常時におけるフードバンクネットワーク」というテーマで、NPO法人セカンドハーベ

スト名古屋の本岡俊郎氏、NPO法人ふうどばんく東北AGAINの高橋陽佑氏、株式会社三菱 
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春のお弁当（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あいあいねっと」に届く“まめnan”を利用したお

弁当を家に届けるサービスを始める予定です。2012年

4月からの介護制度の見直しにより、在宅介護の支援時

間数が短縮され、在宅で介護を必要とする方の支援が困

難になる中、宅配弁当サービスを利用することで少しで

も充実した支援が受けられるのではと、現在準備を進め

ています。それに伴い、“まめnanレストラン”では、

家庭に眠っている“まめnan”を回収するBOXを設置

しています。詳しくは、ホームページまたは事務局まで

お問い合わせください。 

広島共同募金会が主催する赤い羽根共同募金「社会課題解決プロ

ジェクト」の実施に当たり、「あいあいねっと」も２０１２年１月

１日～３月３１日までの期間、募金活動を行いました。この募金は、

喫緊の社会課題を解決するための活動をしているNPO団体等を、

寄付者が選んで募金できる使途選択募金です。「あいあいねっと」

は、命を繋ぐフードバンク活動の活動資金を集めるために募金活動

に参加しました。 

 地域での募金のお願いのほか、街頭募金も行いました。街頭募金

は、２月２８日フジグラン高陽店様にて７,３６０円、３月１４日

イオンモール広島府中様にて９,５５６円集まりました。 

たくさんの募金が集まりましたこと、心より感謝申し上げます。

今後ともフードバンク活動にご理解ご協力お願いいたします。 

２、宅配弁当サービス始めます！！ 

今後の活動予定 

赤い羽根共同募金 

１、フードバンク人形劇を上映します！！ 

２０１２年６月頃から月に１度、園児、小学生を対象に

フードバンク人形劇を上演します。人形劇には、「あいあい

ねっと」の新しいパンフレットと絵本に登場する動物たち

が出てきます。余った野菜を、年老いたきつねや困ってい

る仲間たちと分け合うストーリーです。人形劇で、フード

バンク活動を紹介し、食品廃棄の現状を知るきっかけを作

り、未来を支える子供たちに、食べ物を大切にすることや

もったいないの精神を伝えられるよう、活動を展開してい

きたいと思います。 
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■『まめｎａｎレストラン』■ 

“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。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。また、心を込めて調理した美味

しいお惣菜やおむすびなどお持帰りも出来ますので、ご利用下さい。  

【営業時間】毎週火曜・金曜日の１１時～１４時 （祝日；休み） 

【メニュー】あんかけうどん、おむすび、日替わり小鉢、コーヒーなど  

＜地図＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

＜食物繊維たっぷりの「寒天」を使ったゼリーソース＞ 

 

 

 

 

寒天のトロミで「飲み込み」をお手伝い! 

天然酵母エキスと国産ゆず果汁使用！ 

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＞ 

まめ nanレストランにて好評発売中！ 

・・・・・ 添加物なし・さっぱり風味 ・・・・ 

 

ラ・ムー 

 

※ＪＲ：可部線可部駅下車 徒歩２０分 

※バス：「可部上市」バス停下車 徒歩３分 

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。
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■ 私たちの活動をご支援くださっている事業者様・団体様をご紹介します 

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  池田自動車 

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 

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  山崎製パン株式会社 

 

ボランティア募集 

企業募集 

 

 

「あいあいねっと」では私達の活動を 

お手伝いしてくださるボランティア様

を募集しています。レストランやイベン

トのお手伝い、寄贈された食材の仕分け

作業など。興味のある方は、是非「あい

あいねっと」まで！！ 

「あいあいねっと」では、食品や物品、

助成金、支援金などで、私達の活動を 

応援してくださる企業様を募集してい

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様は下記の方 

まで、ご連絡お願いいたします。 

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.aiainet.org/ 

  

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

してくださる個人様・団体様を随時募集しております。 

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 

下記までご連絡ください。 


