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T O P I C S
「小さな親切｣ 運動岩手県本部

車いす寄贈式

（左）伊藤社長（右）根子専務理事

11月28日、「小さな親切」運動岩手県
本部（代表・田口幸雄㈱岩手銀行代表取
締役頭取）から、車いす３台を寄贈いた
だきました。

県内ケーブルテレビ５社

寄付金贈呈式

左 砂金本部長

中 長山会長

左 伊藤会長

東北労働金庫岩手県本部

寄付金伝達式

ふれあいランド岩手で行われた寄贈式
で、同本部 三浦茂樹副代表は ｢“できる
親切はみんなでしよう。それが社会の習
慣に。”をスローガンに、これまで高齢者
や障がい者などに役立ててもらおうと運
動してきた。運動がよりいっそう広がり、
あたたかく思いやりのある社会になるよ
う願う｣ と挨拶し、岩手県社会福祉協議
会 長山洋会長に目録を贈呈しました。
長山会長は ｢『 小さな親切』運動は岩
手銀行の長年にわたる活動であり、大変
ありがたく思っている。今回、３つの社
会福祉協議会に寄贈させていただくが、
各々の社会福祉協議会は、高齢者、障が
い者だけでなく、未来を担う子どもたち
に福祉教育などの支援も行っており、寄
贈は我々の励みにもなっている｣ と挨拶
しました。
車いすは、岩手県社会福祉協議会を通
じ、県内３か所の市社会福祉協議会に寄
贈されました。
同本部からは、平成11年から毎年車
いすを寄贈いただいており、今回の３台
を含めてこれまでの寄贈台数は96台と
なりました。

24

｣商品ＰＲ

掲載した、平成29年度全国社会福祉大会長表
彰被表彰者 社会福祉法人三陸福祉会 山田
林理事長の職歴に誤りがありましたので、お詫
びして訂正いたします。掲載ページ 10 ページ
訂正内容
（誤）岩手県高齢者福祉協議会会長及び副会長
を務め
（正）岩手県高齢者福祉協議会副会長を務め
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も｢しもの備え

〔訂正〕いわて福祉だよりパートナー619号に
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非常食

東日本大震災・台風10号災害復興支援、い
わて子どもあそび隊活動などのため、ご支援い
［11 月1日～ 12 月15日］
ただき、
感謝申し上げます。
・株式会社ブリッジ
（2件）135,080円
・株式会社わしの尾
（1件） 10,000円
・群馬県曹洞宗青年会
（1件）750,000円
・北日本経友会連合会
（1件）206,000円
・東北労働金庫岩手県本部 （1件）550,000円

東日本大震災避難所での被災者の体験から生まれた商品
非常食 も
｢ しもの備え ︵｣企画 非営利型一般社団法人か
た つ む り︑ デ ザ イ ン 社: 会 福 祉 法 人 自 立 更 生 会 北 上 ア ビ リ
ティセンター︑販売 社:会福祉法人岩手県社会福祉協議会︶
の商品ＰＲが︑ 月 日テレビ岩手で放映されました︒
アルファ米 ｇ︑ミネラルウォーター５００ミリリット
ル︑塩２ｇ︑スプーン１本︑熱源パック１個がセットされ
たキット型で︑加熱機器等なしで調理可能︒重さ２７０ｇ
余と持ち運びにも便利です︵ラージタイプは数量×２︶︒
２ ０ １ ７ 年 グ ッ ド デ ザ イ ン 賞 を 受 賞 し︑ 審 査 委 員 か ら
〝｢あたたかい食べ物〟これがあるだけで被災者はほんの短
い間かもしれないが︑安心を感じとることができるであろ
う︒東日本大震災の実際の被害者が生んだ本製品は実体験
から 生 まれたリアリティーを 感 じ
ることができる ｣という講評をい
ただきました︒
避難所・被災者の思いを伝えて
いくことの必要性を再認識し︑こ
れからも製造・販売に努めていき
ま す の で ど う ぞ よ ろ し く お願 い し
ます︒
お問合せ 社
: 会福祉法人岩手県社
会福祉協議会 共同受注センター
☎
０１９ー６０１ー７０２７

皆様のご支援ありがとうございました

ＦＡＸ ０１９ー６３７ー４２５５

◦寄付◦

12月４日、東北労働金庫岩手県本部
から55万円の寄付をいただきました。
同金庫は、地域の社会福祉施設等の支
援を目的とした、社会貢献目的預金『ろ
うきんふれあい定期預金』店頭表示金利
の30％相当額に、東北ろうきんからの
拠出金を加えた額を寄付しています。
ふれあいランド岩手で行われた伝達式
では、東北労働金庫岩手県本部の砂金良
昭本部長が ｢多くのお客様にお力添えい
ただき、寄付することができた。今後と
も『ふれあい定期預金』の良さを理解い
ただき、この活動を発信していきたい｣
と挨拶し、岩手県社会福祉協議会の長山
洋会長と、岩手県障害者作業所連絡協議
会の伊藤昇会長に目録を伝達しました。
伊藤会長は ｢継続して支援いただき感謝
している。障がい者が勇気をもって活動
に取り組めるよう指導していきたい｣ と
挨拶。その後、長山会長から砂金本部長
に感謝状が伝達されました。
東北労働金庫岩手県本部からは、平成
9年度から毎年、岩手県社会福祉協議会
を通じ、県内の障がい者福祉作業所など
を支援するため寄付いただき、その累計
額は1,400万円を超えています。
寄付金は、県内５か所の障がい者就労
支援施設と岩手県障害者作業所連絡協議
会の活動資金として活用されます。

岩手県内ケーブルテレビ５社 [岩手
ケーブルテレビジョン㈱、ニューデジタ
ルケーブル㈱、北上ケーブルテレビ㈱、
㈱一関ケーブルネットワーク、水沢テレ
ビ㈱]から、公益財団法人岩手県福祉基
金に120,000円の寄付が寄せられ、11
月16日、贈呈式が行われました。
岩手県内ケーブルテレビ５社は、毎年
チャリティーゴルフ大会(銀河カップ)
[協力：ゴルフネットワーク(ゴルフ専門
チャンネル)]を開催し、チャリティー
募金を同財団に寄付しています。今回
は10月13日に栗駒ゴルフ倶楽部（金ケ
崎町）で開催し、128人が参加。前半の
ショートホール１か所において、ワンオ
ンしなかったプレーヤーに、1,000円以
上の寄付を依頼しました。寄付額は今回
を含め、1,898,742円に達しています。
ふれあいランド岩手で行われた贈呈式
では、5社を代表して、水沢テレビ㈱の
伊藤泰司代表取締役社長が、｢銀河カッ
プは、岩手県の福祉に少しでも役立てた
い。と始めた大会。これまでどおり、県
内の福祉に役立てて欲しい。銀河カップ
による寄付はできる限り続けていきたい
｣ と挨拶。岩手県福祉基金の根子忠美専
務理事に目録を贈呈しました。根子専務
理事は ｢岩手県福祉基金は、財政基盤の
弱い福祉団体を支援している。銀河カッ
プの寄付金はこうした団体の貴重な支援
になっている。改めてお礼を申し上げた
い｣ と挨拶しました。
岩手県福祉基金では、寄付金を基本財
産として積み立て、その運用益を県内の
福祉活動への助成金に当てることにして
います。
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ちば心療内科クリニック
花巻農業協同組合
㈱伊藤組
㈱中央コーポレーション
㈱理水興業
和同産業㈱
岩手基礎工業㈱
千田工業㈱
花巻温泉㈱
(合同)ベストライフ
(医)梟栄会 ゆかわ脳外科
胆江地区
(医)創生会胆江病院
(一社)奥州医師会
岩手江刺農業協同組合
㈱フロンティア企画
両磐地区
㈲共輪自動車
天台宗 中尊寺
いわて平泉農業協同組合
朝田建設㈱
気仙地区
(医)勝久会
大船渡市農業協同組合
㈱マイヤ
㈱明和土木
㈱佐武建設
カーライフケイズけせん保険サービス
東北汽船港運㈱
㈱東海新報社
釜石地区
(医)正清会 六角牛病院
㈱クライン岩手事業所
釜石瓦斯㈱
(宗)石応禅寺
宮古地区
(医財)正清会 三陸病院
小山田電業㈱
片倉コープアグリ㈱宮古工場
宮古信用金庫
宮古山口病院
船越湾漁業協同組合
㈱エフビー
リアス環境管理㈱
㈲小原総合サービス
金沢内科医院
久慈地区
(社医)祐和会 介護老人保健施設 欅の里
高畑電気㈱
久慈恵愛病院
㈱ヤマイチ
二戸地区
(医)青松会 二戸クリニック
㈱小松製菓
㈱中舘建設
県 外
(公財)日本社会福祉弘済会
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(税)秋山会計事務所
全標協岩手県協会
日産チェリー岩手販売㈱
ネッツトヨタ岩手㈱
富士水工業㈱
ブリヂストンタイヤ岩手販売㈱
モトモチ商事㈱
盛岡水産㈱
盛岡青果商業協同組合
菱和建設㈱
㈱ＩＢＣ岩手放送
㈱NIPPO北東北統括事業所
㈱石田商会
㈱エフエム岩手
㈱高光建設
㈱テレビ岩手
㈱杜陵印刷
㈱北星
㈱ホンダ四輪販売北・東北
㈱宮田燃料
㈱山清商店
㈱吉田印刷
駒木葬祭㈱
天理教岩手教務支庁
日本レジャービジネス㈱マッハランド
名鉄観光サービス㈱盛岡支店
㈲ほろいわ
岩手西北医師会
東八幡平病院
藤根建設㈱
(医)真彰会 ひめかみ病院
(医)日新堂 八角病院
ときめきファーム㈱
岩手県農業協同組合中央会
岩手中央農業協同組合
金子新聞販売㈱
(医)社団帰厚堂 南昌病院
岩手繊維㈱
岩手トラックターミナル㈱
㈱サンクス・エクスプレス
(公財)いわて産業振興センター
(医)仁医会（財団） 都南病院
(医)さとう胃腸科内科
オーシーエス岩手㈱
中亀建設㈱
㈱山與
㈱吉田産業盛岡支店
㈱純情米いわて
新興電気㈱
新日東鋼管㈱
杜陵高速印刷㈱
いわて生活協同組合
㈱愛真館
鈴木内科神経内科
岩手美装㈱
岩手中部地区
(公財)総合花巻病院
旭エンジニアリング㈱

協賛企業
団体等の皆様へ
岩手県社会福祉協議会では、企業・
団体等の皆様からの協賛をいただき、
東日本大震災津波の被災者への支援を
はじめ、生活困窮者自立支援制度や新
たな社会福祉の取組みへも積極的に関
わり、豊かな福祉社会の実現に向けて
全力で活動を展開しています。
今年度も、たくさんの皆様から協賛
金を頂戴いたしました。
ご協力いただいた皆様に深く感謝申
し上げますとともに、今後一層のご指
導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し
上げます。
盛岡地区
(一社)岩手県食品衛生協会
(一社)岩手県私立幼稚園・認定こども園連合会
(一社)岩手県薬剤師会
(医)佐藤耳鼻咽喉科医院
(医)佐藤皮膚科医院
(医)緑明会 吉田消化器科内科医院
(社医)みやま会 盛岡観山荘病院
(医)禄三堂 臼井循環器呼吸器内科
(一財)岩手済生医会
(一社)岩手県農林漁業団体役職員連盟
(一社)岩手県労働者福祉協議会
(一社)生命保険協会岩手県協会
(一社)岩手県治山林道協会
(学)岩手医科大学
(公財)岩手県予防医学協会
(一財)岩手教育会館
(社医)智徳会 未来の風せいわ病院
(社医)久仁会 内丸病院
(特医)盛岡つなぎ温泉病院
(社医)赤坂病院
(社医)巖心会 栃内病院
㈲岩手架設工業
㈲タケダ うな竹
(一財)ハピネス共済会
(医)天音会 おいかわ内科クリニック
岩手県火災共済協同組合
岩手県教職員組合
岩手県国民健康保険団体連合会
岩手県司法書士会
岩手県酒造組合
岩手県中小企業団体中央会
岩手スバル自動車㈱
岩手トヨタ自動車㈱
岩手弁護士会
川口印刷工業㈱
川久保病院
協同組合日専連盛岡
自由民主党岩手県支部連合会

