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４３号Kanagawa
Food Bank 

フードバンクかながわ 通信

公益社団フードバンクかながわinfo@fb-kanagawa.com 236‐0051横浜市金沢区富岡東2-4-45 ℡045-349-5803

.
合意書締結団体

寄贈締結団体 228団体
提供締結団体 288団体

行政・社協 59団体
市民団体 229団体

（子ども食堂・居場所・
施設・福祉関係）

食品回収拠点約307か所

賛助会員寄付状況
団体会員206団体 655口

655万円
個人会員 291人1,467口

1,467千円
寄付
2022年度 1,089,400円
累計 64,024,263円

寄贈食品計 20.5㌧
企業・生協等 14.4㌧
フードドライブ 4.7㌧
寄付金購入 1.4㌧

提供食品計 305回 30.2㌧
行政・社協 63回 4.3㌧
地域フードバンク 78回 12.6㌧
こども食堂等 134回 10.1㌧
施設・福祉・外国関連 30回 3.2㌧

5月

基本情報 （2021年度寄贈287㌧提供270㌧）

寄贈 40.3㌧ 提供 52.8㌧

提供数、団体、回数ともに増加。
コロナの落ちつきとともに活動
再開の兆し。
地域FB4.4㌧増。子ども食堂等
4.4㌧増、施設等1.4㌧増。

パルシステム神奈川のお米でつな
がる未来アクション開始。メー
デーのフードドライブ、コカコー
ラやクラダシの大量寄贈、山﨑製
パンのトライアル。不足するレト
ルトカレー等を寄付金で購入。

〇行政・社協・委託 35団体
ぱくサポ（横浜市ひとり親支援）
1.1㌧、相模原市学生支援0.9㌧、FB
えびな(海老名市役所）0.35㌧、横
須賀市窓口0.33㌧、相模原市自立支
援窓口0.15㌧他
〇地域のフードバンク 34団体
くろーばーマーケット1.2㌧、お
福分けの会1.1㌧、さろんどて1
㌧、川崎医療生協0.8㌧、FBふ
じさわ0.7㌧、FB湘南0.6㌧、FB
浜っ子南0.4㌧など
〇こども食堂居場所等 79団体
アフリカヘリティッジコミュニ
ティ0.95㌧、ひまわり0.84㌧、
となりのれすとらん0.5㌧、フ
リースペースたまりば0.5㌧､お
だわら児童館連合0.35㌧、キッ
ズカフェ杉田0.26㌧ほか
〇福祉・病院・外国関係 18団体
ブラジルSoridario1.4㌧、いの
ちを守る人道支援NW0.4㌧、カ
ラー0.3㌧、アルペなんみんセン
ター0.2㌧ほか

提 供（出庫）

紙幅に限りがあり、
敬称略で報告します。

寄 贈（入庫）

○事業者寄贈
抹茶ラテ・ファンタ(コカ・
コーラ)、カロリーメイト(クラ
ダシ)、お好み焼き粉（お好み
フーズ)、山崎製パンほか
○防災備蓄品
炊き出し用アルファ米(オリエ
ンタルランド)、水（横浜市、
富士通コワーレ)、アルファ米
(安全輸送・神奈川トヨタ商事)、
ビスケット(池田機工)、缶詰(東
陶)、加熱できるレスキュー
セット（東電）
○フードドライブ 177回
30団体55回、個人122回
イトーヨーカドー、無印良品、
そうてつローゼン、イオン、マ
イクロンメモリジャパン、メー
デー会場、横浜市立大、栄区役
所、横須賀市、UAゼンセン、
JP労組、クイーンズ伊勢丹他
○米一合運動/プロジェクト
メーデー相模原労福協、ユー
コープ横浜南1エリア会、浜教
組、川崎労福協、JP労組さがみ
支部・神奈川連協・女性フォー
ラム、パナソニック労組、横浜
戸塚地区連合・労福協戸塚支部

メッセージ

私たちセカンドリーグ
神奈川は生協パルシステ
ム神奈川が設立したNPO
法人で、地域で活躍する
人や団体を支援する中間
支援がミッションです。
2017年から子ども食堂やフードバンクの支援に着手し、そ
れ以来、両団体は協力しながら課題に向き合ってきました。
2019年から私たちはパルシステムグループの青果など地

域の団体にお渡しする食支援「ビーバーリンク」活動を始
動、フードバンク団体としても活動しています。私たちだ
けで対応しきれない量の食品をいただいた時や、フードバ
ンクかながわから食品を提供いただくなど、日々連携を取
り合っています。
そのような関係性がいかんなく発揮されたのが今年3月の

お米の提供10トンの事例です。大量のお米の提供を受けた
私たちはフードバンクかながわと連携して荷受け、倉庫へ

の一時保管、搬出をス
ピーディーに実行、全て
のお米を有効に使い切り
ました。
これからもだれもが暮ら

しやすい地域をめざして、
お互い力を合わせていきま
しょう。

特定非営利活動法人 セカンドリーグ神奈川

ともに地域を支える仲間として

ユーコープ組合員
フードバンク募金で600万円寄付

ユーコープは毎年フードバイク募金を実施。
2021年度分600万円が寄付され、ユーコープ
の今井理事に吉坂共同代表より感謝状をお
渡しした。

山崎製パン㈱様より菓子パンの提供を受けた
キッズカフェ杉田さんからのご報告

ひと月120名くらい応援しています。7割が子ども。まだ一緒に食べることははばから
れるので、持って帰ってもらうことが多い。事情があり持ち帰れないときは、別室で食
べてもらうこともあります。一日に1回しか食べられない、土日に作ってもらえない子
どももいます。菓子パンは１個100円以上して、食パンに比べ高いので、なかなか買っ
てもらえない。菓子パンをもらえると子どもたちはとても喜ぶと思います。
応援のパンを、子ども達は本当に嬉しそうに選んで持ち帰りました！！お菓子と同じ
くらいのテンションで皆喜んでおりました。利用者は120人いましたので、１人１個の
パンはあっという間になくなりました。とても人気でした。（久保田顕）



フードバンクかな
がわホームぺージ

仙台市の中学生が修学旅行でフードバンク訪問。
SDGｓ学習、仕分けと米の小分け作業を体験。

神奈川トヨタ商事㈱様

横浜労福協戸塚支部、横浜戸塚地域連合加盟団体より
米一合運動と寄付金による米304㎏を寄贈

日本食研㈱様お好み焼き粉
＋山芋パウダー 情報労連研修

トヨタモビリティ神奈川逗子店でトヨタ店
舗初のフードドライブが行われている
CoCoLoの会吉原さんの呼びかけによる。

4月に引き続き、コカ・コーラ様より抹茶ラ
テ・ファンタヨーグルラシュ3,408本

浜教組の 米一合運動 日生協より 大豆ドライパックとチキンブイヨン
クラダシ様よりカロリーメイト88,080個

海老名市主催フードバンクえ・び・な

5月のフードバンク

連合神奈川は4月～５月
メーデーに合わせてフードドラ
イブを実施。HP会場ごとの
サイトに状況を掲載。
写真：川崎地域連合・川
崎労福協のメーデーでの
フードドライブ品。

メーデー会場で
フードドライブ

「横浜市SDGｓ探求学習ガイド」は旅行会社・学校関係者向け
のSDGｓを学べる企業・施設を紹介ガイド。フードバンクかながわも
掲載されており、コロナ安定化の兆しを受けて、北海道、東北、九
州などの学校・旅行会社から問い合わせがくる。おおぜいの生徒さん
にどう対応するか、うれしい悲鳴である。

「お米でつながるみらいアクション」 米1.5㌧の寄付

パルシステム神奈川は組合員が利用
する米の１％分をフードバンクに寄付。
3か月分の1.5㌧が入荷。

ユーコープ横浜南１エリア会
米一合プロジェクト

寄付金で100万
円分1.4㌧の食
品購入
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４4号
Kanagawa

Food Bank 
フードバンクかながわ 通信

公益社団フードバンクかながわinfo@fb-kanagawa.com 236‐0051横浜市金沢区富岡東2-4-45 ℡045-349-5803

.
合意書締結団体

寄贈締結団体 231団体
提供締結団体 293団体

行政・社協 59団体
市民団体 234団体

（子ども食堂・居場所・
施設・福祉関係）

食品回収拠点約307か所

賛助会員寄付状況
団体会員207団体 657口

657万円
個人会員 291人1,467口

1,467千円
寄付
2022年 10,187,450円
累計 64,122,313円

寄贈食品計 30.4㌧
企業・生協等 23.6㌧
フードドライブ 5.0㌧
寄付金購入 1.8㌧

提供食品計 301回 28.1㌧
行政・社協 71回 5.0㌧
地域フードバンク 74回 8.4㌧
こども食堂等 127回 13.0㌧
施設・福祉・外国関連 29回 1.7㌧

６月

基本情報 （2021年度寄贈287㌧提供270㌧）

寄贈 70.7㌧前年同月比160％ 提供 80.9㌧前年同月比153％

提供数、団体、回数ともに増加。
活動団体増。京都府寄贈の5.5㌧
の米は1週間で配布しきった。米
やレトルトのニーズが高い。

今月から山崎製パン㈱より毎日
100個のパン寄贈開始。小田急電
鉄㈱、湘南ユニテッド㈱等防災
備蓄寄贈。米一合の寄贈は多様
な団体で継続。赤い羽根助成と
寄付金から不足する調味料、缶
詰類、菓子類を購入。

〇行政・社協・委託 32団体
横浜市ぱくサポ2.1㌧、相模原市
0.7㌧、川崎市・社協0.36㌧、海
老名市0.26㌧
〇地域のフードバンク 35団体
くろーばー0.85㌧、浜っ子南0.7㌧、
お福分け0.64㌧、川崎医療生協
0.5㌧、さろんどて0.5㌧、さくらの森
0.4㌧、FＢふじさわ0.4㌧、カナン教
会0.4㌧
〇こども食堂居場所等 83団体
ひまわり0.5㌧、アフリカヘリティッジ
0.5㌧、アスリード03㌧
〇福祉・病院・外国関係 16団体
ブラジルsoridario横浜0.55㌧、リラ
の家0.2㌧、カラー就労B型0.2㌧

提 供（出庫）

紙幅に限りがあり、
敬称略で報告します。

寄 贈（入庫）

○事業者寄贈
京都府より酒米5.5㌧、日本食研よ
り鍋スープ、東京アライドコーヒー0.6
㌧、山崎製パン0.4㌧、ユーコープ
1.3㌧、ミツハシ0.6㌧、サンフーズ
○防災備蓄品
小田急電鉄6.5㌧、湘南ユニテック
2.6㌧、横浜市2.2㌧、日本精工1．
3㌧、JA厚生連0.15㌧、西湘労福
協（スタンレー電気労組）0.13㌧
○フードドライブ 77回 5㌧
パルシステムセンター0.2㌧
○米一合運動/プロジェクト
戸塚地区連合・戸塚支部労福協
0.3㌧、かながわボランティア連合0.2
㌧、三浦半島労福協0.12㌧、湘南
労福協0.14㌧

第 回 通常総会を開催し、 年度決算および
理事 名監事 名選任が決議された。 〇印新任

◇代表理事
當具 伸一（神奈川県生活協同組合連合会代表理事会長,生活協同組合ユー

コープ代表理事理事長）
吉坂 義正（日本労働組合総連合会神奈川県連合会会長、神奈川県労働者福

祉協議会会長）
◇常務理事（業務執行理事）
半澤 彰浩（生活クラブ生活協同組合専務理事）
渡邊たかし（生活協同組合パルシステム神奈川専務理事）
◇理 事
○石川 晴美（公益財団法人横浜YMCA本部事務局開発チーフディレクター）
市川 敏行（神奈川県労働者福祉協議会事務局長）
大石 高久（公益財団法人かながわ生き活き市民基金専務理事）
○櫻井 展子（生活協同組合ユーコープ執行役員・かながわ県本部長）
○四條 信仁（神奈川県農業協同組合中央会専務理事）
篠崎みさ子 (生活クラブ生活協同組合理事長)
鈴木 紀子 （生活協同組合パルシステム神奈川常任理事）
高橋 英樹 (中央労働金庫神奈川県本部営業担当部長)
田中 知巳 （生活協同組合ユーコープ執行役員･参加と連携推進本部長）
庭野 文雄 （神奈川県生活協同組合連合会代表理事専務）
○萩原 周子（日本労働組合総連合会神奈川県連合会副事務局長）
◇監 事
○数寄 真人（特定非営利活動法人参加型システム研究所理事・所長）
塩崎 輝幸（こくみん共済COOP神奈川推進本部事業推進部部長）

東日本大震災に始まり、異常気象やコロナウイルスのまん延
など、この数年で周りを取り巻く環境は大きく変化しました。
そんな中でスーパーマーケットとして何ができるかと考えると、
一番身近なライフラインとして地域に貢献する事が大切だと思
いました。
SGDsを掲げ、フェアトレードや脱プラスチック、環境保護

などが叫ばれる中、スズキヤは子供食堂などに寄付をしたり、
様々なボランティア活動に取り組んできました。
今年は、社会福祉協議会様と手を取り合いフードバンクなど

を計画している中で、今回のかながわ学生ボランティア連合と
の『お米一合運動』のお話をいただきました。
店頭でポスターでの告知や店内放送で盛り上げ、当日を迎え

ました。ご自宅からお買物のついでに、お米を持って来て下さ
るお客様やその場でお米を買って、寄付して下さるお客様もい
ました。まさに、スーパーマーケットというスポットならでは
だと感じました。
一人一人では大きな事は出来ませんが、力を集めて今後も定

期的に『お米一合運動』を開催し、地域に少しでも役立ててい
きたいと思います。

6月5日(日)に、スズキヤ逗子駅前店さんでお米一合運動を行
いました。約160kgのお米のご寄付を頂きました。スーパーで
実施することは、初めての試みでしたが、沢山のお米が集まり
このボランティアの需要性がまだまだあるなと思いました。
6/11（土）・12（日）にずしグリーンライフフェスというイ

ベントでもお米一合運動を行い約60㎏のお米が集まりました。
これを踏まえ、様々な場所でお米一合運動を行える可能性を感
じました。
このような機会を与えて下さったスズキヤの皆様、ご協力し

てくださった地域住民の皆様、改めましてありがとうございま
した。

メッセージ

まさに地域密着のスーパーマーケットならでは
スズキヤ逗子駅前店店長 久保 稔 様

かながわ学生ボランティア連合代表 菅原瑞菜 様

初のスーパーとのコラボが成功



フードバンクかな
がわホームぺージ

６月のフードバンク
6月23日第5回通常総会が無事終了。2021年度は寄

贈量287㌧(前年比137％）提供量270㌧（同139％)。
2022年4月からは限定的ながら、冷凍食品や日配のパン
も取り扱っています。22年の第一4半期、入出庫とも前年
同月比150％超。食品棚は隙間が見えることもあります。コ
ロナ禍に、物価上昇も加わり、生活が苦い世帯が確実に増
加ししてることを、食支援の現場からも感じる日々です。

ブラジルsoridario横浜へ提供

東京アライドコーヒー㈱の寄贈

栄区役所のフードドライブ

ユーコープ川崎２エリア会米一合プロジェクト 旭化成労組川崎支部寄贈と体験研修

JA横浜たすけ愛チームボランティア京都府より酒米5.5㌧寄贈

サンフーズ㈱より冷凍ライチ寄贈

コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 2400本飲料

小田急電鉄㈱防災備蓄品6㌧寄贈

西湘労福協災害備蓄品

赤い羽根共同募金助成で
不足食品を購入相模原労福協・厚木愛甲地域連

合・東芝労組

三浦半島労福協メーデーと米一合運動

冷凍庫寄贈のフクシマガリレイ
㈱社員の体験研修

スマイルオブキッズ（リラの家）
山﨑製パン㈱よりのパンで笑顔

【総会後の活動報告②】

2022年6月23日 第5回通常総会
【総会後の活動報告】

ブラジルsoridario横浜齋藤理事長

横須賀市福祉専門官北見万幸さん
（パルシステム藤田理事長・

鈴木常任理事）

當具共同代表、吉坂共同代表

かながわ労働プラザ

2021年
年次報告
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4５号「もったいない」を「わかちあい」・「ありがとう」へ
Kanagawa

Food Bank 
フードバンクかながわ 通信

公益社団フードバンクかながわinfo@fb-kanagawa.com 236‐0051横浜市金沢区富岡東2-4-45 ℡045-349-5803 発行責任：藤田 誠

ただ今、フードドライブ食品の点検・仕分けのボランティアを募集しています。
.

合意書締結団体

寄贈締結団体 236団体
提供締結団体 296団体
行政・社協 60団体
市民団体 236団体

（子ども食堂・居場所・
施設・福祉関係）

食品回収拠点約300か所

賛助会員寄付状況

団体会員 210団体 671口
671万円

個人会員 293人 1,478口
1,478千円

寄付
2022年度 10,514,550円
累計
64,499,413円

寄贈食品計 23.0㌧

企業・生協等 9.7㌧

フードドライブ 5.7㌧

寄付金購入 7.6㌧

提供食品計 289回 26.1㌧

行政・社協 66回 4.0㌧

地域フードバンク 81回 12.2㌧

こども食堂等 115回 8.4㌧

施設・福祉・外国関連 27回 1.5㌧

7月

メッセージ

神奈川県政策局
いのち・未来戦略本部室
SDGs推進担当課長

湊 治子 様
（写真右側）

基本情報 2022年度の累計（2021年度寄贈287㌧提供270㌧）

寄贈 93.7㌧ 前年同月比131％ 提供 107.1㌧ 前年同月比138％

出庫は26.1㌧。20年19.０㌧。
フードパントリー活動の継続に
よる。冷凍食品やパンの受け取
りも広がっている。

7月は23㌧の入庫。20年17.5㌧
企業での常設のフードドライブ実
施店舗が増えている。イトーヨー
カ堂では８店舗増えて26店舗に。

〇行政・社協・委託
横浜市・区社協、横浜市ひと
り親支援（母子寡婦福祉会）、
相模原市、横須賀市、茅ケ崎
市、海老名市、鎌倉市他

〇地域のフードバンク
浜っ子南、くろーばーﾏｰｹｯﾄ、
お福分けの会、報徳食品支援ｾ
ﾝﾀｰ、神奈川ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸﾌﾟﾗｽ、報
徳食品支援ｾﾝﾀｰ、お福分けの
会、くろーばーﾏｰｹｯﾄ、浜っ子
南、ビーバーリンク、ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝ
ｸふじさわ、ｶﾅﾝｷﾘｽﾄ教会、コ
コロにたねまき、さろんどて、
さくらの森他
〇こども食堂居場所等
横浜市立大学、キッズカフェ
杉田、アフリカヘリティッジ
コミュニティ、ひまわり、思
いやりカンパニー、子ども食
堂がじゅまる、しんばし子ど
も食堂他
〇福祉・病院・外国関係
スマイルオブキッズ（リラの
家）、ブラジルSolidario、リン
クトゥミャンマー、なんとか
なる、ＤＶ対策センター、
Ｋ２インターナショナルグ
ループ、小山高齢者支援セン
ター他

提 供（出庫）

紙幅に限りがあり敬
称略で報告します。

寄 贈（入庫）

○事業者寄贈
コカ・コーラより飲料1.2㌧、山
崎製パンよりパン0.4㌧､アレフよ
り冷凍野菜0.6㌧、日本食研より
鍋スープ等、ファンケルより発芽
玄米、ミツハシより米，相鉄ロー
ゼンより米、フードバンク横浜、
ユーコープ、日生協、ナチュラル
コープヨコハマ、生活クラブ

○防災備蓄品
日新、ハイマックス、JVCケン
ウッド、トヨタモビリティパーツ、
横浜商科大学
○フードドライブ
イトーヨーカ堂26店舗、無印良品
38店舗、そうてつローゼン17店
舗、イオン、中栄信金、住友重機
労組、日立労組・神奈川県西支部、
小田原・足柄労福協、川崎労福協、
西湘労福協、JA横浜・磯子支店、
JA横浜女性部、綾瀬市社協、栄区
役所、本田技研、金泉寺、かなが
わ学生ボランティア連合、フード
バンク横浜、ユーコープ、パルシ
ステム、フードバンクかわさき

○米一合運動/プロジェクト
県中央労福協、川崎労福協、西湘
労福協、横浜労福協、三浦半島労
福協・三浦半島地域連合、かなが
わ学生ボランティア連合（葉山）、
日立労組かながわ県西支部ﾟ

「フードバンクふじさわの設立と地域連携力」

相鉄ローゼン(株)様は創立60周年を迎え、
SDGｓ一環として、2021年度の有料レジ
袋収益金を活用してミツハシ様から米を購
入し、7月より毎月2回270㎏、年間6.6㌧
をご寄付いただきます

第1回フードバンク活動政策研究会

ウクライナの子どもたちに
お菓子と軽食の支援

横浜市と姉妹都市にあるウクラ
イナのオデーサ市から短期的に
避難している子どもたち12名と
引率者2名に横浜YMCAを通じて
食品をお届けしました

2020年に世界を襲った新型コロナウイルスの感染拡大は、
ＳＤＧｓ達成を後退させ、特に女性や子供などに大きな影響
をもたらしたと言われています。コロナ禍でアルバイトが無
くなり、生活困窮に陥った方々の状況はマスコミでも大きく
取り上げられました。
そこで神奈川県では、2021年秋に生活困窮者対策本部を

立上げ、全庁一丸となってその対策に取り組むとともに、Ｓ
ＤＧｓを道しるべに「共助」の輪を拡大する取り組みを開始
しました。

その一つが10月に市町村や「かながわＳＤＧｓパート
ナー」を中心に呼びかけた「フードドライブ活動」です。従
来環境部門が実施していたフードドライブを、福祉部門とも
連携して実施した反響は大きく、大変多くの企業等の参加を
得て、多くの御寄附を頂くとともに、社員の意識向上につな
がった、今後も続けたい等の御意見を頂いたところです。
22年度も引き続き、フードバンクかながわ様に御指導頂き、
フードドライブ活動を通じた共助のパートナーシップの拡大
に取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。

SDGsを合言葉に共助の輪を拡大！

5月29日で設立1周年を迎えたフードバン

クふじさわ副代表の鷲尾公子さんをお迎え
してお話を伺いました。
ふじさわNPO法人連絡会、藤沢市ちいき

ささえあいセンターでの活動をもとに始
まったフードバンク活動は、地域福祉の拠
点6か所で、ひとり親世帯、一人暮らしの
大学生等、支援を必要としているへの活動
として地域に広がっています。。食支援の
ボランティア活動を通して社会的に孤立を
深めた人の社会参加にもつながっています。
行政、社協と市民団体ががそれぞれの力

を発揮して人、モノ、情報など、それぞれ
が持っているありとあらゆる社会資源を結
集させて取り組むフードバンクふじさわの
取り組みは、より良い福祉のまちづくりの
実現のためのモデルとなっています。

有料レジ袋収益金を地域支援に

mailto:info@fb-kanagawa.com


７月のフードバンク

日立労組様フードドライブ品無印良品様フードドライブ品

企業、団体、個人のみなさまから合計５．７トンの
フードドライブ品をお届けいただきました

冷凍品はすぐ食べられる、子どもでも作れると利用した団体からたいへん喜ば
れています。食品企業の皆様、冷凍食品のご提供をお願いいたします。
米の需要は高く、入庫してもすぐに出庫する状況が続いています。引き続きお
米の寄付も歓迎しております。

ユーコープ 夏休み
親子フードバンク体験

ボランティア急募！
8月、9月に生協からのフード
ドライブ品が大量入荷します

神奈川大学法学部自治行政学科での講義開成南小学校 4年生の授業

ナチュラルコープヨコハマ様より賛助会費と
組合員に呼びかけたフードドライブ品を寄贈いただ
きました。

横浜商工会議所小売部会にて

日本インジェクタ・
ミクニ労組様
「体験を通して得た
ことを今後のフード
バンク活動で発揮し
たい」とのメッセー
ジをお寄せ頂きまし
た

フードバンクの取り組みを紹介しました
これをきっかけにフードドライブやボランティアの問い合わせにもつながっています

アレフ様より冷凍野菜

JA横浜女性部様
より寄贈食品と
ともに募金活動
で寄せられた寄
付金を届けてい
ただきました

第一生命様

ボランティア月～金
①10時～12時
②13時～15時
お電話ください

フードバンクかながわ
ホームぺージ

学習と仕分け体験に 5組の親子が参加
しました

ハイマックス様より
保存食セットの寄贈と
ボランティア体験

三浦半島労福協様 かながわ学生ボランティア連合様

トヨタモビリティパーツ様

フードバンクかわさき
様よりフードドライブ
品の食用油をお届けい
ただきました

中区消費生活推進委員の皆様


