
第10号　2021年7月１日

　発行/一般社団法人　親切会関西支部

〒530-0004

　大阪市北区堂島浜1-2-1

　　（親切会関西支部だより） 　新ダイビル　９階

　　・小さな親切・ささやかな福祉貢献 TEL・FAX　06-6341-6770

　　・親切の輪をみんなで広げよう！ 編集兼発行人　事務局長　橋垣房男

会員皆様におかれましては、三回目の緊急事態宣言が５月１２日に発出され、大変なご苦労をされて

おられることと案じております。

さて２０２０年度の親切会活動はコロナ禍の中、無事終了いたしました。

これもひとえに会員皆様のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

とは申しましても、三蜜の回避で予定していた会議が出来ませんでしたが、寄付金贈呈等は予定通り実施

いたしました。

2021年度も当分予断を許さない状況が続くと思いますが、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

関西支部の活動（2020年4月～2021年3月）

１．常任幹事会の開催（6回予定）

・親切会の予算、寄付先選定等について審議を行う会議ですが新型コロナで対面会議を行わず、

　メール・郵便等で連絡を取り合い審議を行った。

２．ＯＢ幹事会の開催（６回予定）

・親切会関西支部の発展のためについて改善策等を議論

開催日 　　　　　　　　　　主　　な　　議　　題

2020/6/4 新型コロナへの対応について、｢2020年７月号　親切の輪」の発行について

2020/11/5 「2021年1月号　親切の輪」掲載記事について

「歳末助け合い募金箱」の配布について

３．「親切の輪」の発行（2020/7、2021/1）

４．社会福祉法人　日本ライトハウス様より、感謝状を頂いた。（2020/9）

　詳細は「親切の輪、2021年1月号」を参照願います。

５．歳末助け合い募金募集活動（2020/10～12）

・個人会員　270名にご協力を依頼した、結果132名　375,500円の募金いただいた。（詳細は2021/4に連絡済）

・法人会員他　58社にご協力を依頼した、結果43社　789,497円の募金いただいた。（詳細は2021/4に連絡済）

６．福祉活動団体等への寄付金の贈呈（2021/3）

・2021/3/1に、各地域社会福祉協議会と協力し、34団体へ1,700Ｋ￥を贈呈した。（詳細は2021/4に連絡済）

　親　切　の　輪



７．使用済み切手を日本聖公会　西宮聖ペテロ協会へ126,000枚を寄付（2021/3）

・使用済み切手は、ネパ－ル　カンボジア等の医療に恵まれない地域に、医師を派遣したり、

　医療器具や薬品を贈ったりして、これらの地域の人々の健康づくりに役立ています。

使用済み切手をお送り頂いた方

㈱アクト石原 認知症をささえる家族の会　にじの会 ㈱日立物流 久保　將        様

あじさいの会 ㈱バインドテクノ ㈱日立物流西日本 地道　和枝　   様

㈱ｵｰ･ｴﾑ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ ㈱バルコエキスプレス ㈱日立保険サービス 中村　哲也   　様

関西日立(株) ㈱日立アーバンサポート ヒューマンリソシア㈱ 橋垣　房男　   様

京滋日冷サービス㈱ 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) ㈱フジワーク 日岡　芳巳　   様

昭和電工マテリアルズ㈱ 日立空調ソリュ－ションズ㈱ ㈱扶洋 樋口　昱夫　   様

新明和工業(株) 日立グロ－バルライフソリュ－ションズ㈱ ﾏｸｾﾙ(株) 福井　英司   　様

税理士法人　宮本事務所 ㈱日立国際電気 ㈱ミヤ計算センター 孫崎　冨美子　様

ソーダニッカ㈱ ㈱日立産機システム 八洲電機(株) 宮里　義一　   様

大東鋼業㈱ ㈱日立システムズ 吉田機電㈱ 宮本　正芳　   様

東洋機械金属㈱ 日立システムズフィ－ルドサービス㈱ 朝野　順男      様 村山　晴美　   様

トキコシステムソリュ－ションズ㈱ ㈱日立製作所 赤川　耕一　   様 森下　良實　   様

日精㈱ ㈱日立ハイテク 新井　正美　   様 矢野　精一　   様

日東電工健康保険組合 ㈱日立ハイテクフィールディング 伊谷　登　      様

日本電気機器㈱ ㈱日立ビルｼｽﾃﾑ 井元　裕子   　様

日本報知機㈱ ㈱日立ビルｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 荻野　雅央   　様

 2021年5月末日現在

㈱日立製作所　 ＯＢ 朝野　順男

関西日立㈱ 代表取締役　社長 橋詰　秀彦

      〃 管理本部　経理・総務部部長 村岡　正典

新明和工業㈱ 取締役　常務執行役員人事総務部長 西岡　　彰

      〃 人事総務部担当部長兼総務グループ長 鳥井　久司

日立ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ㈱　 西日本支社長 富岡　照雄

      〃 ホ－ムソリュ－ション人事グル－プ　部長代理 橋本　美代香

㈱日立システムズ 執行役員　関西支社長 山村　陽一

      〃 人事総務本部地域総務部担当部長 下川　盛也

㈱日立製作所　　 関西支社長　執行役員 斎藤　隆

      〃 総務部長 筒井　亮太

㈱日立ハイテク 関西支店長 佐藤　健二

      〃 管理部部長 竹平　純一郎

㈱日立物流　 執行役常務西日本統括本部長 坂口　和久

      〃 総務部長 深澤　啓介

㈱日立保険サ－ビス 理事　西日本支社長　兼　関西営業所長 小林　宏和

      〃 関西営業所部長代理 鈴木　洋行

㈱日立製作所　 ＯＢ 久保　將

㈱日立製作所　 ＯＧ 地道　和枝

㈱日立製作所　 ＯＢ 日岡　芳巳

日立ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ㈱　 ＯＢ 宮本　正芳

㈱日立製作所　 ＯＧ 村山　晴美

㈱日立製作所　 ＯＢ 矢野　精一

㈱日立製作所　 ＯＢ 橋垣　房男

〃
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幹事
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　　法人会員名簿

以下の会社からご支援を頂いている。2021年5月末日現在　50社。 （五十音順）

1 ALSOK昇日セキュリティサービス㈱ 26 ㈱日立産機システム　関西支社

2 ㈱ＢＳＣ　 27 ㈱日立システムズ　関西支社

3 Ｈｉｔｚ保険サ－ビス㈱(旧　大昌産業 ㈱）　 28 ㈱日立システムズフィ－ルドサービス　関西支店

4 尼崎信用金庫　　 29 ㈱日立製作所　関西支社　

5 一冨士フードサ－ビス㈱（旧　日京クリエイト）　　 30 ㈱日立ソリューションズ　関西総務部　

6 大阪クロード ㈱ 31 ㈱日立ソリュ－ションズ・クリエ－ト　　関西支店

7 関西日立㈱　　 32 ㈱日立ドキュメントソリュ－ションズ　関西営業所

8 共栄電器工業 ㈱　 33 ㈱日立ハイテク　関西支店

9 京滋日冷サービス ㈱ 34 ㈱日立ハイテクフィールディング　関西支店　

10 ㈱建築設備検査センター 35 ㈱日立パワーソリューションズ　関西支店　

11 新明和工業 ㈱　　 36 ㈱日立ビルシステム　関西支社　

12 新明和ソフトテクノロジ ㈱　　 37 ㈱日立ビルシステムエンジニアリング関西支店

13 ㈱田井鉄工　 38 ㈱日立物流　西日本営業本部　　　

14 ㈱ティ－エ－シ－ 39 日立物流ソフトウエア㈱　西日本事業本部

15 東洋機械金属 ㈱　 40 ㈱日立物流西日本　　

16 常盤電機 ㈱ 41 ㈱日立プラントサ－ビス　関西支店　

17 日電技術サービス ㈱ 42 ㈱日立保険サービス　関西支社　

18 日精㈱　大阪支店　 43

19 ㈱ニッセイコム　関西支社　 44 ㈱冨士商会

20 日本電気機器 ㈱　 45 ㈱フジワーク

21 ㈱バルコエキスプレス　　 46 ㈱扶洋　　

22 ㈱日立アーバンサポート　関西支店　 47 株式会社　マコト電気　

23 ㈱日立医薬情報ソリュ－ションズ（旧日立インスファ－マ）　 48 三菱HCキャピタル㈱（旧　日立キャピタル）

24 日立空調ソリュ－ションズ㈱（旧　日立空調関西） 49 山実運送㈱

25 日立グロ－バルライフソリュ－ションズ㈱ 50 吉田機電㈱

　個人会員数

2021年5月末現在414名の方から、ご支援頂いております。

　寄付金贈呈先の活動紹介

１.社会福祉法人　関西いのちの電話（大阪市） 　　　　（深夜帯の相談員用、簡易ベッド・スリッパ）

　孤独感、絶望感、喪失感でいっぱいの人たちの声に

耳を傾け、寄り添うことによって、その人のこころが少し

でも和らぎ、希望と勇気をもって再び生きていかれること

を願いながら365日24時間体制で活動されておられます。

　　（当会よりの寄付金で、簡易ベッドとスリッパを購入）

2.一般社団法人　よりそいネットおおさか（大阪市） 　　　　（作業療法士による講演会）

　　福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した人々、

障がい者や高齢者等の地域生活支援と排除のない社会

づくりを目的に掲げ活動されています。

　　（当会よりの寄付金で、会場費・講師費等に使用）

３.「夢楽らいぶ」一座（大阪府大東市） 　　　　（ボランティア・ライブの風景）

　病院や老人ホ－ムで、慰問音楽ライブをされています。

お年寄りも参加し一緒に歌うスタイルで、大きな心の和と

なり、大きな笑顔の和となり、大きな希望の和になってい

ます。

　（当会よりの寄付金で、音楽ｲﾍﾞﾝﾄ開催費・楽器を購入）

会　　　　　社　　　　　名 会　　　　　社　　　　　名

㈱日立リアルエステ－トパ－トナ－ズ　関西グル－プ

（旧日立ｱ-ﾊﾞﾝｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ）



４.特定非営利活動法人就労ネットうじ　ゆめハウス（京都府宇治市） （芝刈機で清掃作業中）

　障害のある人やその親たちが、自分たちが生まれ

育った地域で当たり前に暮らすことを支えるべく、就

労継続支援事業、清掃作業・喫茶事業・出店販売等  

を展開されておられます。

　　（当会よりの寄付金で、芝刈機・充電器を購入）

５.特定非営利活動法人　むつみの家（京都市） （お弁当作り等に電子レンジを利用）

　　高齢者へのお弁当作り、配食サ－ビスおよびお届

け時の見守り（安否確認）をされています。

専属の調理師と栄養士を配置し、昼食・夕食で週５日

配食。

　　（当会よりの寄付金で、電子レンジを購入）

６.おてんとさん　八日市おかえり食堂（滋賀県東近江市） （ゲームで楽しい時間）

　食堂では、食事だけでなく、勉強やあそびも自由に

安心して過ごせるような居場所づくりをされています。

こどもだけでなく、年配の方の参加も増え、仲間づくり

の場にもなっています。

　（当会よりの寄付金で、ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞ-ﾑ・ｶｰﾄﾞｹﾞ-ﾑを購入）

７.非営利任意団体わたぼうしくらぶ（和歌山県海南市） （海南駅　花いっぱい活動）

　世代間交流（高齢者と園児による花の寄せ植え）、

　園芸福祉活動（パブリックスペ－スでの花の植栽）

　子育て支援（小学校での土曜日授業の開催）を中

心に活動されています。

　（当会よりの寄付金で、活動費に使用）

　ＯＢ幹事紹介

　下記メンバ-で、関西支部での活動をしています。

　後列左より：（橋垣）（久保）（地道）（日岡）

　前列左より：（宮本）（朝野支部長）（矢野）

　他に、（村山）が活動しています。

  会員募集　親切会の活動にご賛同頂ける方々を、募集しています。

 　   会費は次の通りです。ご協力宜しくお願い申し上げます。

  個人会費　２,０００円／年　　　　　　　　 法人会員　３６,０００円／年

　問合せ　一般社団法人　親切会　関西支部　事務局　橋垣房男　　TEL/FAX　０６－６３４１－６７７０


