
食品等の寄附にご協力いただいた方の紹介 

敬称略、順不同でご紹介させていただいています。 

 

奈良市では、地域や職場で自主的に実施されているフードドライブの活動内容について

周知を行っています。 

 また、奈良市フードバンクセンターでは、フードドライブ実施についてのノウハウの提供、

のぼりや備品等の貸し出しも行っております。フードドライブにご興味がある方はお気軽

に奈良市フードバンクセンター（0742-81-3666）までお問い合わせください。 

 

令和 3 年度に地域でフードドライブを実施された方 

佐保川フードドライブ 

佐保川地区民生児童委員協議会が主催となり、佐保川地域ふれあい会館にて 3 回(計 6 日

間)実施されました。 

佐保川フードドライブまとめ 

  開催日 食品提供者数 提供品目 

1 回目 
6 月 14 日(月曜日) 

6 月 17 日(水曜日) 

15 名 

7 名 

米、ラーメン、カレー、スープ、水、

お茶、缶詰、海苔、醤油、味噌汁、

酢、塩、出汁、お菓子など 

2 回目 
11 月 22 日(月曜日) 

11 月 24 日(水曜日) 

12 名 

7 名 

米、ラーメン、パスタ、スープ、油、

お茶、素麺、砂糖、お餅、シチュー、

醤油、海苔、お菓子など 

3 回目 
2 月 21 日(月曜日) 

2 月 23 日(水曜日) 

7 名 

8 名 

米、ラーメン、レトルト食品、スー

プ、調味料、紅茶、幼児食、粉ミル

ク、醤油、お菓子、洗剤など 



活動の案内方法 

各自治会長にも案内され、「佐保川フードドライブ」を知ってもらうため自治会でのチ

ラシ [PDF ファイル／160KB]の回覧や、ポスター [PDF ファイル／150KB]を自治会掲示

板に貼っていただくよう依頼するなどして周知を行われました。 

写真 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.nara.lg.jp/uploaded/attachment/145785.pdf
https://www.city.nara.lg.jp/uploaded/attachment/145785.pdf
https://www.city.nara.lg.jp/uploaded/attachment/145786.pdf


伏見公民館（あやめ池分館）フードドライブ 

令和 4 年 2 月に、伏見公民館(あやめ池分館)が主催となり、あやめ池地区自治連合会、

あやめ池地区民生児童委員協議会、あやめ池地区社会福祉協議会が共催で 6 日間実施され

ました。 

伏見公民館(あやめ池分館)フードドライブまとめ 

開催日 個人提供者数 団体提供者数 重量（6 日間合計） 

2 月 21 日(月曜日) 2 名 1 団体 

食品 673.95kg 

日用品 5.35kg 

2 月 22 日(火曜日) 5 名 0 団体 

2 月 24 日(木曜日) 5 名 0 団体 

2 月 25 日(金曜日) 6 名 1 団体 

2 月 26 日(土曜日) 3 名 1 団体 

2 月 27 日(日曜日) 32 名 1 団体 

活動の案内方法 

チラシ [PDF ファイル／786KB]の回覧などして周知を行われました。 

写真 

 

 

 

 

https://www.city.nara.lg.jp/uploaded/attachment/145787.pdf


【令和 4年 3月】 

奈良市フードバンクセンターにご提供いただいた方 

総量 2788.2kg 

個人からの寄附（19 人より）175.0kg 

企業・団体からの寄附 2214.7kg 

株式会社ローソン、丸文、株式会社ダイエー（ダイエー富雄南店）、日本生命保険相互会

社、大和中央製薬株式会社、大安寺地区社会福祉協議会、ミワケンコー株式会社、参天製

薬株式会社、近畿牛乳販売農業協同組合連合会 

奈良市以外のフードドライブ 398.5kg 

株式会社カーブスジャパン（カーブス西大寺）、西部公民館（公民館講座）、天理教奈良

教区婦人会、天理教旭日大教会、明治安田生命保険相互会社、奈良市民生児童委員協議会

連合会北部ブロック、株式会社ミライトリンク（甚八）、株式会社光洋（KOHYO JR 奈良

店、東生駒店）、株式会社ダイエー（ダイエー富雄南店） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



【令和 4年 2月開催】 

フードドライブにご協力いただいた団体 

富雄南地区民生児童委員協議会、佐保川地区民生児童委員協議会、地域文化交流会・桜ク

ラブ、福祉政策課、済美地区民生児童委員協議会、済美地区自治連合会 

※氏名の公表はしませんが、個人の皆様からも多くの寄附をいただきました。ご協力あり

がとうございました。 

【令和 4年 2月】 

奈良市フードバンクセンターにご提供いただいた方 

総量 2754.9kg 

 個人からの寄附（12 人より）269.5kg 

 企業・団体からの寄附 1202.5kg 

富雄地区社会福祉協議会、市民生活協同組合ならコープ、オンワード商事株式会社、奈良

市 4H クラブ、フードバンク愛知、西日本電信電話株式会社（NTT 西日本）、立野寺、奈

良市社会福祉協議会 

 奈良市以外のフードドライブ 1282.9kg 

奈良ロータリークラブ、天理教奈良教区婦人会、介護老人保健施設 奈良ベテルホーム、

株式会社ミライトリンク（甚八）、株式会社カーブスジャパン（生駒店、押熊店）、天理

教旭日大教会、伏見公民館あやめ池分館 

  

 

 

 

 

 



【令和 4年 1月】 

奈良市フードバンクセンターにご提供いただいた方 

総量 641kg 

 個人からの寄附（17 人より）189kg 

 企業・団体からの寄附 389kg 

 ・CKD 株式会社奈良営業所 

 ・フードバンク愛知 

 ・日本生命保険相互会社 

 奈良市以外のフードドライブ 63kg 

 ・株式会社ミライトリンク（甚八） 

 ・株式会社ダイエー（ダイエー富雄南店） 

 ・株式会社光洋（KOHYO JR 奈良店、東生駒店） 

 

 

 

 



【令和 3年 12 月】 

奈良市フードバンクセンターにご提供いただいた方 

総量 3001kg 

 個人からの寄附（25 人より）342kg 

 企業・団体からの寄附 2198kg 

日清食品株式会社、明治グループ、NPO 法人フードバンク愛知、一般社団法人中央酪農

会議、生活協同組合コープ自然派、公益財団法人 森田記念福祉財団、Angie 株式会社、大

和高原地湧の里、梅乃宿酒造株式会社、立野寺、医療法人 康仁会 西の京病院、介護老人

保健施設奈良ベテルホーム、大正製薬株式会社、株式会社ダイエー（ダイエー富雄南店） 

 奈良市以外のフードドライブ 461kg 

天理教奈良教区婦人会、積水ハウス株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社、東阪婦人

会、都跡小学校 PTA、株式会社ミライトリンク（甚八）、株式会社ダイエー（ダイエー富

雄南店）、株式会社光洋（KOHYO JR 奈良店、東生駒店） 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



【令和 3年 11 月】 

奈良市フードバンクセンターにご提供いただいた方 

総量 2609.05kg 

 個人からの寄附（27 人より）1131.7kg 

 企業・団体からの寄附 652.9kg（食品） 120kg（日用品） 

 （食品） 

 ・株式会社ジェイ・ロジコム  

 ・株式会社天塩  

 ・株式会社ダイエー（ダイエー富雄南店） 

 （日用品） 

 ・日本生命保険相互会社  

 ・奈良第一食糧株式会社 

 奈良市以外のフードドライブ 704.45kg 

 ・株式会社光洋（KOHYO JR 奈良店、東生駒店） 

 ・株式会社ダイエー（ダイエー富雄南店） 

 ・天理教奈良教区 

 ・介護老人保健施設奈良ベテルホーム 

 ・天理教旭日大教会 

 ・株式会社ミライトリンク（甚八） 

【令和 3年 11 月開催】 

フードドライブにご協力いただいた団体 

奈良市民生児童委員協議会連合会北部ブロック、富雄南地区民生児童委員協議会、二名地

区民生児童委員協議会、佐保川地区民生児童委員協議会、狭川地区民生児童委員協議会、

大安寺西地区民生児童委員協議会、青和こども園、国際ソロプチミスト奈良 済美地区民

生児童委員協議会 済美地区自治連合会 

※氏名の公表はしませんが、個人の皆様からも多くの寄附をいただきました。ご協力あり

がとうございました。 



【令和 3年 10 月】 

奈良市フードバンクセンターにご提供いただいた方 

総量 1140.9kg 

 個人からの寄附（16 人より）526.9kg 

 企業・団体からの寄附 468.4kg 

 ・南紀寺町 2 丁目第 4 自治会 

 ・奈良県立医科大学 

 ・総本舗増田屋 

 ・株式会社ダイエー（ダイエー富雄南店） 

 奈良市以外のフードドライブ 145.6kg 

 ・株式会社光洋（KOHYO JR 奈良店、東生駒店） 

 ・株式会社ダイエー（ダイエー富雄南店） 

 ・株式会社ミライトリンク（甚八） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【令和 3年 9月】 

奈良市フードバンクセンターにご提供いただいた方 

総量 3179.6kg 

 個人からの寄附（20 人より）281.6kg 

 企業・団体からの寄附 2795.8kg  

 ・株式会社ダイエー（ダイエー富雄南店） 

 ・奈良第一食糧株式会社  

 ・砂糖傳増尾商店 

 ・光洋サーモシステム株式会社 

 奈良市以外のフードドライブ 102.2kg 

 ・株式会社光洋（KOHYO JR 奈良店、東生駒店） 

 ・株式会社ダイエー（ダイエー富雄南店） 

 ・株式会社ミライトリンク（甚八） 

 ・第一生命保険株式会社（奈良支店西大寺オフィス） 

 ・天理教旭日大教会 

 

 

 

 

 

 

 

 



【令和 3年 8月】 

奈良市フードバンクセンターにご提供いただいた方 

総量 511.2kg 

 個人からの寄附（15 人より）365.4kg 

 企業・団体からの寄附 65.4kg 

 ・株式会社ダイエー（ダイエー富雄南店） 

 ・株式会社ブレーメン 

 奈良市以外のフードドライブ 80.4kg 

 ・株式会社光洋（KOHYO JR 奈良店、東生駒店） 

 ・株式会社ダイエー（ダイエー富雄南店） 

 ・株式会社ミライトリンク（甚八） 

【令和 3年 7月】 

奈良市フードバンクセンターにご提供いただいた方 

総量 1335kg 

 個人からの寄附（11 人より）128kg（食品） 

 企業・団体からの寄附 551kg（食品）56kg（日用品） 

（食品） 

精華地区社会福祉協議会、萩町自治会、第一生命保険株式会社（奈良支社、奈良営業オ

フィス、高の原営業オフィス）、積水ハウス株式会社、奈良育英西中学・高等学校、株

式会社光洋（KOHYO JR 奈良店、東生駒店）、株式会社ダイエー（ダイエー富雄南

店）、森田記念福祉財団 

（日用品） 

株式会社エコノレッグ 

奈良市以外のフードドライブ 600kg 

天理教奈良教区、株式会社ミライトリンク（甚八）、総本舗増田屋、明治グループ 



【令和 3年 6月】 

奈良市フードバンクセンターにご提供いただいた方 

総量 2019.85kg 

個人からの寄附（23 人より）183.85kg（食品）3kg（日用品） 

企業・団体からの寄附 649.3kg（食品）1,100kg（日用品） 

・光洋サーモシステム株式会社（缶入りパン） 

・NTT 株式会社（災害備蓄品） 

・天理教旭日大教会（食品） 

奈良市以外のフードドライブ 83.7kg 

・奈良育英西中学・高等学校 

・株式会社ミライトリンク（甚八） 

・株式会社ダイエー（ダイエー富雄南店） 

・株式会社光洋(KOHYO JR 奈良店) 

【令和 3年 6月開催】 

フードドライブにご協力いただいた団体 

精華地区民生児童委員協議会 佐保川地区民生児童委員協議会 青和地区民生児童委員協

議会 地域文化交流会 桜クラブ 椿井地区民生児童委員協議会 東市地区民生児童委員

協議会 富雄南地区民生委員児童委員協議会 あやめ池地区民生児童委員協議会 市役所

西部出張所 富雄南地区自治協議会 国際ソロプミスト奈良 済美地区民生児童委員協議

会 済美地区自治連合会 

※氏名の公表はしませんが、個人の皆様からも多くの寄附をいただきました。ご協力あり

がとうございました。 

 

 



【令和 3年 5月】 

奈良市フードバンクセンターにご提供いただいた方 

総量 43.8kg 

 個人からの寄附 43.8kg（5 人より） 

【令和 3年 4月】 

奈良市フードバンクセンターにご提供いただいた方 

総量 152.9kg 

個人からの寄附 116.3kg （17 人より） 

企業・団体からの寄附 36.6kg 

・積水ハウス株式会社（お菓子等） 

 


