
フードドライブ開催 !

ご家庭や会社で余分な食料品をお持ちください !
フードドライブとは、家庭や職場に眠っている、まだ賞味期限の切れていない食料品を寄贈して

いただき、社会で役立てるために、フードバンク団体に寄付する活動のことです。今回イベントに

合わせて開催し、寄付していただいた食料品は「ふうどばんく東北 AGAIN」を通じて食べるもの

に困っている人や、被災者、福祉団体、施設等に無償で届けられます。

※まちづくりスポットでは常設でフード BOXを設置しています。

NPO法人ふうどばんく東北AGAINは、平成20年に設立された東北一古い

フードバンクです。私達はいつも小さなお子さまからご年配の方まで「食」

を通して見守り続けてきました。私達は、貧困や生活困窮に立ち向かう

ために食を支援する活動を続けてきましたが、毎日、日本では国民一

人当たりお茶碗1杯の食糧が廃棄されているのにもかかわらず、今

日食べるものもない多くの人々をみてきました。2020年度は長

期化するコロナ禍の中、今まではなんとか生活してきた方達か

らのSOSの要請が増えました。個人·団体·企業・学校いろ

んな方たちにご協力いただき、昨年度の食糧支援人数

は、34,667名・支援食糧の総量は約96トンにもおよび

ました。食を通して繋がり、そこから見える課題に寄り添

い、ひとりひとりの力が集まり、それが様々な課題解決

の糸口になると考えています。コロナ禍で集まることが

難しい今でも工夫し、地域の方のコミュニティスペースとして、

子供食堂・寺子屋なども開催しています。
 バスでのアクセス方法
◎地下鉄八乙女駅から
　仙台市バス30系統、35系統 「八乙女駅入口」乗車約12分
　「上谷刈山添」降車 徒歩約5分
◎仙台駅から宮城交通
　「仙台駅前」２番乗り場 「宮城大学」「泉アウトレット」行き乗車約25分
　「桜ヶ丘七丁目東」降車 徒歩約3分 
 車でのアクセス方法
◎仙台駅、県庁市役所方面から
　「県道264号線大衡仙台線を泉パークタウン方面へ、「長命ヶ丘東」進行交差点左折すぐ 
◎泉中央、八乙女方面から
　仙台北環状線を中山方面へ、「長命ヶ丘東」信号交差点すぐ お問い合わせ/ふうどばんく東北AGAIN

                     TEL：022-779-7150

当団体では、多くの企業・団体、また個人の方々のご協力を頂いて

活動を行っています。食品を提供頂くことだけではなく、ボランティア

として一緒に活動して頂く、あるいは寄付金の形で支援頂くなど、企

業・団体・個人の方々それぞれのご協力をお願いしています。ご協力

頂ける方はお気軽にお問い合わせください。

仙台北環状線

大
衡
仙
台
線

↑
泉
パ
ー
ク
タ
ウ
ン

北
山
ト
ン
ネ
ル
↓

←中山 泉・八乙女→

宮城学院
女子大

桜ヶ丘
公園

長命ヶ丘東交差点長命ヶ丘東交差点

桜ヶ丘七丁目東
バス停

上谷刈山添
バス停

交
通
案
内

主催：NPO法人ふうどばんく東北AGAIN　共催：BRANCH仙台　協力：NPO法人まちづくりスポット仙台
　　  一般社団法人アート・インクルージョン　みやぎ生協　宮城学院女子大学　学校法人宮城明泉学園
　　　一般社団法人泉青年会議所　仙台北部地区郵便局局長会
後援：仙台市  仙台市教育委員会
※コロナ感染症対策により10 月 31日（日）に開催延期する場合があります。 ※中止の場合は SNS にてお知らせいたします。

場所：BRANCH仙台（WEST）
　　 【2階受付・特設会場】
           時間：11:00-16:00

〒981-0961 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘2-21-1（WEST）・ 仙台市青葉区桜ヶ丘7-40-1（EAST）

ご寄付・会員への登録はこちら! イラスト：清水敬太
チラシデザイン：アート・インクルージョン・ファクトリー

当団体の活動理念は
「SDGｓ（持続可能な開発目標）」に合致 します。あがいんを応援してください。

（WEST）



仙台市立
市名坂小学校

【パネル展示】 フードバンクプロジェクトの取り組みを発表！！　
市名坂小学校の子ども達が作成した、オリジナルフードBOX「ピース君」登場！！

あなたの「モッタイナイ」を誰かのありがとうに！ 仙台市では家庭などで余った
食品をフードバンク団体などに寄付する活動「フードドライブ」を実施してい
ます。 皆さまのご協力をお願いいたします。

ゲームを通して地域貢献を学ぼう！ゲームでゲットした賞品の一部はフードバ
ンクに寄付して、みんなで幸せをおすそわけ。売上金の全額をAGAINに寄付
するグッズ販売コーナーもご用意してお待ちしております。

“日々の電気でちょっといいこと始めませんか?”「ミライフでんき」の電気代の一部を
「ふうどばんく東北AGAIN」様に寄付させていただく活動のご紹介ブースです。当日、
電気の検針伝票を持って来て頂き、電気代がどれだけお安くなるのか試してみません
か?もちろんお持ちでない方でも大歓迎です!お試し頂いた方には粗品をプレゼント！

生きるのに必要な1週間分の食料の重さは７～8㎏。１食分では約300ｇにな
ります。お持ちいただいた食糧は何人の命をつないでいるのでしょうか？食糧
をポイントに換算しシールと交換！フードボックスに貼って想いをつなげよう！

オリジナルSDGsトートバッグ作り＆SDGsアクション体験コーナー。
自分だけの写真入りSDGsオリジナルトートバッグを作っちゃおう！
みんなのSDGsアクションをデジタルツリーに投影しよう！

大人も子供も楽しめるイベントを開催します！ また第一生命のSDGsの取組み
をパネルでご紹介します。 ご家族皆さんで第一生命ブースへお越しください！

地域社会の発展と国際目標「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に取り
組む様子をパネル展示します。

環境問題や社会課題がいろいろな場面で取り上げられることが多くなりました。コロナ禍で長い間行動が制限さ
れる中で、今まで見えていなかった自身の暮らしや地域社会の営みに着目する人が増えています。地球や社会、地
域のために何かを始めたい、自分の出来ることは何だろう。そんな疑問や次の一歩を踏み出すヒントを見つける場
として「みんなのマルシェ in BRANCH  仙台~一人ひとりができること～」 を開催いたします。だれ一人取り残され
ることのない社会を作り出していくために地域で活動するふうどんばんく活動の理念に共感する企業、団体、学生、
個人が県内より集まります。どんな大きな社会課題も、解決の第一歩は大それたことでは無い一人ひとりができる
ことの中にあります。各イベントを回っておいしくたのしく、学びや行動のきっかけを得られる場となれば幸いです。   

一人ひとりができること。思ったより、あるみたい！

会場受付【２階・特設ブース】

企業展示ブース

ふうどばんく東北 AGAIN
【フードドライブ】
家庭に眠っているまだ賞味期限の切れ
ていない食料品をお持ちください。
お米、調味料、インスタント食品、レトル
ト食品などが特に必要とされています。
（消費期限が1ヶ月以上のもの）

非日常のろうそく屋さん
物語の中から出てきたような、少
し不思議なキャンドルをお持ちし
ます。ワークショップは好きな色の
プレートを重ねて作るスタッキン
グキャンドルです。

Kichen Lab OLUOLU
ＲＡＷ・ＶＥＧＡＮ食を中心として、身体と心に

優しい食をテーマに、ワークショッ
プや料理教室を主宰。グリーンス
ムージー®、甘酒スイーツ、ロース
イーツ、ローチョコレート、ローフ
レイバーナッツなどを販売予定。

Ai ファクトリー
こんにちは！アートグッズを販売しているAiファ

クトリーです。ポップでクスッと笑
える文房具や人気のカラフルわた
あめなどや、これからの季節に
ぴったりのＴシャツやデザインマ
スクが新登場！ お待ちしています。

SDGsに取り組む企業が大集合！

スタンプラリーのカードは、２階受付でもらえるよ !!

環境・社会問題の解決を目指す企業・団体が活動を紹介する展示ブースを出展します。

12時～14時（各5～10分程度）

普段から、ふうどばんく東北AGAINを応援していただいている企業や団体さん、
フードバンク活動の他にも取り組んでいるSDGsな活動の紹介をトークショー形式で
PRしてもらいます！！    【１階中央 まちスポ仙台にて】               　　

会場５か所のフードバンククイズをしながらスタンプラリーを回ろう、
スタンプがたまったら素敵なプレゼントがもらえるよ！！

企業PRトークショー&YouTubeライブ配信

Atelier NATURAL COLOR
しゃかしゃか可愛いハンドメイド
チャーム作り （800 円～） 
※シャカチャーは、スクラップド
ブッキングに使用されるチップ
ボードという紙で出来ています。

長命おもちゃ病院【エル】
ご家庭の壊れてしまったおもちゃを修理いたします。※
修理代は無料ですが、部品を取り寄せる場合は部品代
がかかります。※修理ができない物、お取り扱いできな
い物がございます(アンティーク物など)※部品材料を
集めるため不要になったおもちゃの回収もしています。

復興しダルマ
どんなに転んでも起き上がる「七転び八
起き」の縁起物として親しまれているだる
ま。「福興し（福起こし）」＝「復興」への希
望が込められています。自由なデザインで
楽しく制作するオリジナルだるまで特別
な福を願いましょう！（300 円/50 個限定）

かいごはん
地元のオーガニックのお野菜
たっぷりの土鍋炊き玄米がメ
インのわっぱ弁当の販売。心と
体が軽やかになるごはんです。

Bakery and cafe 3110
『天然酵母、低温冷蔵発酵のパンをカ
ジュアルに』をコンセプトにしたカフェ
併設のベーカリー。フランスのブーラ
ンジェリー「メゾンカイザー」でシェフを
10年勤めた店主がハード系を中心に
約40種類のパンを焼き上げています。

33banchi
美味しくなーれ♫と、旬のフルーツ
や、時には野菜を使うことを心がけ
て、皆さんに美味しい♡と言っても
らえるよう、一つ一つ心を込めて、
普段着のおやつを作ってます。

多夢多夢舎 中山工房
誰もが共に生きていくことができる社会の実現を目指し、共
に働く場として、個々に応じた生産活動の創出、社会生活力
を高める環境づくりを行う。メンバーが自由に「まる」[ dot ]
を描く事から始まったデザインブランド[ tam tam dot ]は、

フライヤーやテキスタイルのデザ
インを手がけるほか、全国のセレ
クトショップにグッズを展開中。

多夢多夢舎中山工房寄せ植 Rötter
アレンジメントのような寄せ植
えを作っています。
素敵な花苗をお持ちします。

& TOMIYA GELATO
「あなたとこの町とともに」この町の子供た
ちが当たり前に食べていたジェラートを。
地元の食材や、それを育む環境への感謝
の思いを、ジェラートに乗せて届けます。
子供達の自慢の故郷になるために。私た
ちはそんなジェラート店を作っていきます。

SUNNY SITE COFFEE
仙台市・宮城県内を中心に
COFFEE VAN にて活動して
おります。自家焙煎の新鮮な
コーヒー豆を是非どうぞ。

私たちの「SDGｓ」はあたり前にやっていることも意外と多いもの。
一人ひとりができる取り組みを一緒に考えてみよう！ できること、楽しいことが
もっと見つかるはず。BRANCH仙台店では食品と一緒に想いを届けるフー
ドドライブも開催中。

YouTubeライブ同時配信▶

NPO法人 NPO法人まちづくりスポット仙台
【小学校体操着おさがり会】
対象小学校：加茂・長命ヶ丘・中山
対象幼稚園：明泉幼稚園
※参加校が変更になる場合があります。
対象幼稚園・小学校の方は、BRANCH仙台（WEST）まち
スポまでお持ちください。 回収期間：5/17（月）～6/13（日）

※汚れ破損が
激しい場合は
ご遠慮ください。

みんなのマルシェ×ブランチ仙台 トークショー

【丘の商店＆まちスポ仙台】ワークショップ マルシェ


