
第12号　2022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

親切会関西支部に対し、日頃よりご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

　 2022年度に入りましたが、コロナ禍は未だ収束が見通せず、変異株の発生もあり厳しい感染の

状況が続いております。会員の皆様におかれましても自粛を余儀なくされ、対応に苦慮されておられる毎日で

一日も早く以前の生活に戻ることを望んでおられることと拝察いたします。親切会関西支部もコロナ禍で感染

防止のため、活動の制限を余儀なくされている状況です。

　 昨年度の活動実績を以下の通りご報告いたします。

2022年度も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（2021年4月～2022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

2021/11/4 「2022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（2021/7、2022/1）

４．ご寄付をくださった方のご芳名　　寄付金　２２９，９５５円　　（2021/4～2022/3）

　　　　１，１３９円　 大阪市 　ヒュ－マンタッチ㈱　様

　　　１０，９００円　 大阪市 　㈱日立製作所　関西支社　Ｂ１賞特別賞　受賞者の会　様

　　　２０，０００円　 大阪市 　匿名　様

　　　　３，０００円　 東京都小平市 昔の仲間の集い　様

　　１４０，２４２円　 大阪府寝屋川市 匿名　様

　　　３０，０００円　 大阪市 ㈱日立ビルシステム　マッチング・ギフトファンド　様

　　　１６，６１４円　 大阪市　 日新運輸㈱　OB会　様

　　　　８，０６０円 大阪市 ㈱日立物流西日本　まごころ基金　様

５．歳末助け合い募金募集活動（2021/10～12）

・個人会員　260名にご協力を依頼した結果146名から　376,100円募金いただいた。（詳細　添付参照）

・法人会員他　50社にご協力を依頼した結果42社から　786,188円募金いただいた。（詳細は2022/7月号親切だより参照）

６．福祉活動団体等への寄付金の贈呈（2022/3）

・2022/3/1に、各地域社会福祉協議会と協力し、35団体へ1,750Ｋ￥を贈呈した。（詳細は2022/7月号親切だより参照）

　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147,000枚（前年126，000枚）を寄付（2022/3）

・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(法人５１社） 　前年（法人４３社）

㈱アクト石原 日精㈱ ㈱日立ハイテクフィールディング

あじさいの会 日東電工健康保険組合 ㈱日立ビルｼｽﾃﾑ

㈱ｵｰ･ｴﾑ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 日本電気機器㈱ ㈱日立ビルｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ＮＰＯ法人　ガジュマルの船 日本報知機㈱ ㈱日立物流

関西日立(株) 認知症をささえる家族の会　にじの会 ㈱日立物流西日本

京滋日冷サービス㈱ ㈱バインドテクノ ㈱日立保険サービス

昭和電工マテリアルズ㈱ ㈱バルコエキスプレス ㈱ＢＳＣ

城山共同作業所 ヒューマンリソシア㈱ ㈱フジワーク

新明和ハートフル㈱ ㈱日立アーバンサポート ㈱扶洋

新明和工業(株) 日立空調ソリュ－ションズ㈱ マクセル㈱

全国心臓病の子どもを守る会兵庫支部 日立グロ－バルライフソリュ－ションズ㈱ ㈱マコト電気

染木建設㈱ ㈱日立国際電気 ＮＰＯ法人　みち

ソーダニッカ㈱ ㈱日立産機システム 三菱HCキャピタル㈱

大東鋼業㈱ ㈱日立システムズ ㈱ミヤ計算センター

東洋機械金属㈱ 日立システムズフィ－ルドサービス㈱ 税理士法人　宮本事務所

東洋工機㈱ ㈱日立製作所 八洲電機(株)

トキコシステムソリュ－ションズ㈱ ㈱日立ハイテク 吉田機電㈱

個人２５人　　　　（前年１９名）

赤川　耕一　様 荻野　雅央　様 染木　知夫　様 樋口　昱夫　様 宮里　義一　様

朝野　順男　様 久保　將 様 中村　哲也　様 福井　英司　様 宮本　正芳　様

新井　正美　様 古河　拓　様 西野　勝比古　様 福島　渉　様 村山　晴美　様

伊谷　登　様 斎藤　利夫　様 橋垣　房男　様 松岡　正親　様 森下　良實　様

井元　裕子　様 地道　和枝　様 日岡　芳巳　様 三木　雅明　様 矢野　精一　様

８．広報活動（2022/3）

・関西いのちの電話の広報誌に、朝野支部長が「人は一人で生きられない」の記事を投稿しました。（添付参照）

 2022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

      〃 総務本部　ビジネスパ－トナ－部　部長代理 橋本　美代香

㈱日立システムズ 業務役員　関西支社長 大村　勉

      〃 人事総務本部地域総務部担当部長 渥美　貴彦

㈱日立製作所　　 関西支社長　執行役員 堀内　浩祐

      〃 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　 執行役常務西日本営業本部長 坂口　和久

      〃 理事　西日本統括本部担当本部長　兼　総務部長 大弥　則行

㈱日立保険サ－ビス 理事　西日本支社長　兼　関西営業所長 岡田　明

      〃 関西営業所部長代理 池田　俊郎

㈱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 福島　渉

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

〃

幹事

幹事代理

幹事

幹事代理

事務局長

関西支部長代理

OB幹事

〃

〃

〃

幹事代理

幹事

幹事代理

幹事

幹事

幹事代理

〃

関西支部の組織

幹事代理

関西支部長

幹事

幹事代理

幹事

幹事代理

幹事



　　法人会員名簿

（五十音順）

1 ALSOK昇日セキュリティサービス㈱ 26 ㈱日立システムズ　関西支社

2 ㈱ＢＳＣ　 27 ㈱日立システムズフィ－ルドサービス　関西支店

3 Ｈｉｔｚ保険サ－ビス㈱(旧　大昌産業 ㈱）　 28 ㈱日立製作所　関西支社　

4 ㈱TACバリュ－クリエイション 29 ㈱日立ソリューションズ　関西総務部　

5 尼崎信用金庫　　 30 ㈱日立ソリュ－ションズ・クリエ－ト　　関西支店

6 大阪クロード ㈱ 31 ㈱日立ドキュメントソリュ－ションズ　関西営業所

7 関西日立㈱　　 32 ㈱日立ハイテク　関西支店

8 共栄電器工業 ㈱　 33 ㈱日立ハイテクフィールディング　関西支店　

9 京滋日冷サービス ㈱ 34 ㈱日立パワーソリューションズ　関西支店　

10 ㈱建築設備検査センター 35 ㈱日立ビルシステム　関西支社　

11 新明和工業 ㈱　　 36 ㈱日立ビルシステムエンジニアリング関西支店

12 新明和ソフトテクノロジ ㈱　　 37 ㈱日立物流　西日本営業本部　　　

13 ㈱田井鉄工　 38 日立物流ソフトウエア㈱　西日本事業本部

14 東洋機械金属㈱ 39 ㈱日立物流西日本　　

15 常盤電機 ㈱ 40 ㈱日立プラントサ－ビス　関西支店　

16 日電技術サービス ㈱ 41 ㈱日立保険サービス　関西支社　

17 日精㈱　大阪支店　 42

18 ㈱ニッセイコム　関西支社　 43 ㈱冨士商会

19 日本電気機器 ㈱　 44 ㈱フジワーク

20 ㈱バルコエキスプレス　　 45 ㈱扶洋　　

21 ㈱日立アーバンサポート　関西支店　 46 株式会社　マコト電気　

22 ㈱日立医薬情報ソリュ－ションズ（旧日立インスファ－マ）　 47 三菱HCキャピタル㈱（旧　日立キャピタル）

23 日立空調ソリュ－ションズ㈱（旧　日立空調関西） 48 山実運送㈱

24 日立グロ－バルライフソリュ－ションズ㈱ 49 吉田機電㈱

25 ㈱日立産機システム　関西支社

　個人会員数

2022年5月末現在407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

１.一般社団法人　災害復興支援協議会　ダッシュ隊大阪（吹田市） 　　　　（被災地での災害復旧支援の様子）

　災害発生後の被災者の方々への復旧支援を主に

活動されています。

東日本大震災ではボラティアバス運行他、大阪北部地震・

台風２１号被害の時は技術的な支援をされています。

　（当会よりの寄付金で、派遣メンバ－の事前検査用に

　PCR検査費用・抗原検査キット・パルスオキシメ－タ－を購入）

2.社会福祉法人　伏見ふれあい福祉会就労継続支援B型事業所　 　　　　（働くメンバ－のモチベ－ションもアップ）

　　京都ふれあい工房（京都市）

　　主に精神に障がいのある方々の就労の場として

「京都ふれあい工房」で、職員支援のもと調理や接客をこなし、

工賃を得ることで自己肯定感を高める活動をされています。

　　（当会よりの寄付金で、オーディオシステムを購入）

３.「ブレイクスル－」（姫路市） 　　　　（居場所を作るため、家の修理）

　不登校・ひきこもりの子ども・生き辛さを抱える当事者や親の

勉強の場づくりをされています。

空き家を修理され、「みんなの家」でオセロやカードゲ－ム大会

、ランチの会、マルシェ等の活動をされています。

　（当会よりの寄付金で、雨漏り、家具の修理代に使用）

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.マジッククラブ　カナリア会（神戸市） （高齢者・子どもたちにマジックショを開催）

　身近な物を使ってマジックをマスタ－する講習会や

高齢者や子どもたちを対象にマジックショ－を開催。

昭和５０年団体発足以来、毎年８０回程度神戸市内  

５か所の会場で講習会やマジックショ-を開催。

　　（当会よりの寄付金で、マジック用具を購入）

５.特定非営利活動法人　やんちゃ寺（草津市） （活動内容が伝わるパンフレット）

　　生きづらさを抱える中高生の個性（価値観）を

肯定し、ありのままの自分でいられる居場所づくりを、

お寺でされています。　ゲーム・食事等を通じて、

お互いの個性を尊重しあえる空間となっています。

　　（当会よりの寄付金で、パンフレット200部を作成）

６.鹿ノ台校区バンビカフェ（生駒市） （バンビカフェの皆様）

　高齢化が進む地区において認知症の方、その家族、

地域住民、医療介護の専門職など誰もが集まり安心

して交流を楽しむ場所づくりをされています。

　

　（当会よりの寄付金で、ｴﾌﾟﾛﾝとｺｰﾋ-ｶｯﾌﾟｾｯﾄを購入）

７.Luce　～ル－チェ～（西宮市） （笑顔いっぱい、親子で遊ぶ風景）

　子育て支援ボランティアグル－プで、保育士・幼稚園教

論の資格を有する方が、未就園のお子様を中心に、絵具

遊び、室内でのブロック、ままごとあそび、絵本の読み聞か

せ等、月２回開催されています。

（当会よりの寄付金で、施設利用料、遊び道具購入）

　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：（日岡）（橋垣）（宮本）（地道）（福島）

　前列左より：（久保）（朝野支部長）（矢野）

　他に、（村山）が活動しています。

会員募集中　親切会の活動にご賛同頂ける皆様、随時会員募集をしています。 

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

問合せ　（一社）　親切会　関西支部　事務局　橋垣房男　　TEL/FAX　０６－６３４１－６７７０

  メ－ルアドレス　shinsetsukansai@cyber.ocn.ne.jp



会員各位 一般社団法人　親切会　関西支部

平素は当親切会の運営にご理解とご協力をいただき厚く御礼申しあげます。

2021年度の実績を報告させていただきます。募金人数１４６名　および　金額　３７６,１００円共に最高となりました。

有難うございました。

　2021年12月　個人会員歳末助け合い募金集計表　2022年1月19日現在(確定） 五十音順

1 ｱﾝﾀﾞ-ｾﾝ公子 31 小田　　明 61 杉本　重和 91 難波　秀行 121 松井　孝郎

2 藍郷　心太朗 32 梶浦　恭生 62 杉山　栄洛 92 西垣　一郎 122 松岡　治夫

3 浅沼　利光 33 樫村　秀治 63 相馬　弘明 93 西久保弘之 123 松岡　正親

4 朝野　順男 34 金谷　幾次 64 染木　知夫 94 西田　浅行 124 松元　弘敞

5 朝野千香子 35 家弓　正孝 65 高岡　由花        95 西野　勝比古 125 的場波津男

6 新井　正美 36 川人　圭一 66 高橋　誠一郎 96 橋垣　房男 126 三木　正治

7 荒木　博之 37 北野　友子 67 高原　和弘 97 橋詰　秀彦 127 三木　雅明

8 井澤　義満 38 木下　幸一 68 瀧川　志朗 98 橋本千年夫 128 水谷　信治

9 石川　洋一 39 桐谷　靖男 69 竹中　武信 99 八軒　孝允 129 都石　　章

10 石田　美郎 40 日下　善博 70 竹原　賢 100 花田　隆志 130 宮崎　繁夫

11 石塚　國光 41 久保　將 71 田嶋　輝男 101 濱邊　豊文 131 宮瀬　豊成

12 磯貝　孝子 42 香西　順治 72 田中　　治 102 早川　勉 132 宮本　正芳

13 伊谷　登 43 河野　廣次 73 田中　　俊 103 林　　泰男 133 村山　晴美

14 市間敏太郎 44 小倉　貴次 74 田中　國雄 104 林　勢津子 134 森　　彩子

15 井上　利勝 45 後藤　昌彦 75 田中　富三 105 春野　哲朗 135 森　　弘育

16 井上　博喬 46 小林　秀行 76 田中　博明 106 日岡　芳己 136 森下　良實

17 井上　正子 47 小藤　和行 77 智原　東剛 107 東尾　尚之 137 森田　雅典

18 今井　正太 48 小松　直幹 78 対馬　俊治 108 樋口　昱夫 138 八杉　則明

19 岩田　卓美 49 小松崎　勇 79 寺田　桂三 109 人見　梨奈 139 安田　信夫

20 上田　正昭 50 小山　孝男 80 内藤　次郎 110 平島　伸恭 140 矢野　精一

21 上村　一之 51 是沢　知恵子 81 中務　浩 111 廣政　正 141 山根　敏彦

22 大西　志朗 52 才川　至孝 82 中野　　剛 112 福井　英司 142 山本智恵子

23 大西　正彦 53 坂倉　孝 83 中野　和彦 113 降簱　達男 143 吉崎　義英

24 大西　泰寛 54 櫻井　幸男 84 中村　衣加 114 古川　忠夫 144 和田　守生

25 大山　典子 55 桜井康二郎 85 中村　佐紀枝 115 古山　陽一 145 匿名

26 岡　　時壽 56 佐藤　博一 86 中村　志郎 116 別所　みちよ 146 匿名

27 小笠原　成典 57 佐藤　良平 87 中村　哲也 117 星加　輝夫

28 尾形　善屯 58 柴田　晴弘 88 中村由貴枝 118 星賀　康史

29 岡本勢津子 59 地道　和枝 89 梛　大祐 119 前野　邦男

30 荻野　雅央 60 杉村　義夫 90 七野　啓子 120 牧　尚輝

　　　時系列  千円 人 千円

年度 募金総額 募金人数 一人当たり

2010年度 202 89 2.3

2011年度 251 100 2.5

2012年度 264 98 2.7

2013年度 256 101 2.5

2014年度 263 112 2.3

2015年度 287 127 2.3

2016年度 308 137 2.2

2017年度 340 141 2.4

2018年度 356 143 2.5

2019年度 372 140 2.7

2020年度 376 132 2.8

2021年度 376 146 2.6





　　２０２１年度(2022年3月に贈呈）寄付先一覧表 　　　（単位円）

各社協 推 薦 先 寄付額

1 大阪府 ハッピ－食堂　あいのわ摂津 ¥50,000

2 コ－ラス“アモ－レ・マンマ” ¥50,000

3 河内長野市ボランティア連絡会 ¥50,000

4 大阪市 こもりす（親の会） ¥50,000

5 お母さん大学大阪支局 ¥50,000

6 一般社団法人　ジェネシスオブエンタ－テイメント ¥50,000

7 京都府 特定非営利活動法人　城山共同作業所（南丹市） ¥50,000

8 Roots　ピースフルリンク（京都市） ¥50,000

9
社会福祉法人　伏見ふれあい福祉会就労継続支援B型事業所
京都ふれあい工房　（京都市） ¥50,000

10 社会福祉法人　鳩ケ峰福祉会　やわた作業所（八幡市） ¥50,000

11 京都市 全国ギャンブル依存症家族の会　京都 ¥50,000

12 未遂者・家族を支える会　くいしんぼカフェ ¥50,000

13 京都こどもきょうだい会　えるも ¥50,000

14 兵庫県 関西ほっとサロン ¥50,000

15 一般社団法人　西宮市手をつなぐ育成会 ¥50,000

16 全国心臓病の子どもを守る会　兵庫県支部 ¥50,000

17 神戸市 エンゼルス ¥50,000

18 おだかの会 ¥50,000

19 点訳ボランティアグル－プ　楽点一家 ¥50,000

20 滋賀県 NPO法人CASN ¥50,000

21 北郷里子どもの居場所つくろうの会 ¥50,000

22 特定非営利活動法人　Links ¥50,000

23 奈良県 歌声広場「クロ－バの会」（奈良市） ¥50,000

24 特定非営利活動法人　大宮地区社会福祉協議会（奈良市） ¥50,000

25 はりねずみのおうち（奈良市） ¥50,000

26 傾聴ボランティア　よりそい（桜井市） ¥50,000

27 三宅こども食堂（磯城郡三宅町） ¥50,000

- 和歌山県 　

28 （海南市） 日方郷土パークの愛～共助と絆～ ¥50,000

29 （紀の川市） 赤い夕陽グル－プ ¥50,000

30 西宮市 ダイヤ門戸 ¥50,000

小　　計（社協　推薦） ¥1,500,000

31 社会福祉法人　関西いのちの電話 ¥50,000

32 社会福祉法人　日本ライトハウス ¥50,000

33 特定非営利活動法人　みち ¥50,000

34 社会福祉法人　コスモス　ふれあいの里かたくら ¥50,000

35 稀少難病患者・家族の会「あじさいの会」 ¥50,000

小　　計 (継続） ¥250,000

合　　計 ¥1,750,000

2020年度 ¥1,700,000


