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日頃より「親切会東北支部」の活動につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
２０１８年度を迎え「東北支部だより」第 5 号を発行するにあたり、改めまして会員皆様の変わらないご支援をお願
い申し上げます。 

昨年度は、法人及び個人会員皆様の会費はじめ、歳末募金など皆さんから頂きましたご協力のお陰で、期初に計画
しておりました福島県を対象とした社会福祉事業を、滞りなく実施出来ましたことをご報告申し上げます。 
家電品等を寄贈された福島県内の児童養護施設や母子生活支援施設から心よりの謝意を頂戴致しました。 
今年度（２０１８年度）につきましては、第一回理事会にて承認された内容に基づき、社会福祉事業を着実に実施し
て参りますので引き続き宜しくお願い申し上げます。 
尚、新会員の推薦・寄附事業・善行表彰等についても情報提供やご意見ご要望を頂きますようお願い申し上げます。 

２０１７年度の事業活動報告 

１．社会福祉事業 
２０１７年度の事業計画に基き下記の通り実施致しました。合計１、６０５、３５２円（予算比 78％） 
 

＊福島県内の児童養護関係施設へ家電品等を寄贈致しました。 
  
・福島県社会福祉協議会のご指導を頂き、県内の児童養護施設 

８ヶ所（アイリス学園、福島愛育園、青葉学園、白河学園、 
堀川愛生園、会津児童園、いわき育英会、ゆめみの里） 
母子生活支援施設1ヶ所（福島敬香ハイム）へ家電品等を 
寄贈致しました。 

・３月１９日、社会福祉協議会に於いて鈴木副会長ご同席の下、 
施設を代表し出席した福島愛育園の長谷川園長へ目録を贈呈 
致しました。 

・同日、贈呈式終了後、地元「福島民友新聞」の記者から取材を 
受け、３月２１日の朝刊に贈呈式の記事が掲載されました。 
 

＊社会貢献活動している２ヶ所へ寄付致しました。       福島愛育園の長谷川園長へ目録贈呈 

 
・東日本大震災遺児への支援活動しいる「あしなが育英会東北事務所」と目の不自由な人の生活の支えと 
なる盲導犬を訓練している「日本盲導犬協会仙台訓練センター」へ寄付金を贈呈致しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 
あしなが育英会にて目録贈呈             盲導犬協会にて目録贈呈 

      
≪寄附・寄贈の累計（１９８５年～２０１７年度）金額は概ね６，５６０万円となりました。≫ 
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２． 善行表彰を実施 
 
対象は伊藤義宣氏;元(株)奥羽日立（現(株)東北日立） 
ＯＢ伊藤さんは秋田市外旭川地区で青少年育成防犯連 
絡会会長、交通安全協会副会長として長年地域に貢献 
し、福祉施設への音楽慰問活動もされてきました。 
以上のようなご活躍とご尽力に敬意を表し、善行表彰 
致しました。 
今後の更なるご活躍をご祈念申し上げます。 
 
 
 

３．募金活動を実施 
 

昨年末、例年通り「歳末募金運動」を実施致しました。 
募金運動の結果は、法人会員からのご協力・・・３７社   計６６４，２７６円 

法人会員以外から・・・５社他１団体  計 ５３，１２９円 
合計７１７，４０５円 

ご協力頂いた皆様や関係の方々には改めて感謝申し上げます。 
 
４．使用済み切手収集活動 
 
東北支部では創設以来３０年余に亘り多くの皆様のご協力のもと使用済み切手の収集活動を行っており、 
本部経由で福祉団体への寄贈を継続し海外の医療支援等に活かされています。 
・２０１７年度は約２２万枚（重さ換算で２０Kg以上）となりました。（昨年度比微増） 
・日立仙台ＯＢ会の皆様には、収集切手のサイズ調整で継続的にご協力頂いております。 

 

５．新規会員の継続募集 

２０１７年度末の会員数は法人４４社(４６口)前年度より1社増 個人２２９名（前年より微減） 

２０１８年度の事業活動概要 

１．２０１８年度の第１回理事会（４月１８日開催）において昨年度の事業・収支報告並びに本年度の事業・収支

計画が審議承認されました。 ＊寄附・寄贈予算額 ２，５００，０００円(前年度実績比159％) 

（１）福祉施設への家電品等の寄贈活動 

   ・本年度は対象地域を青森県内と決定。実施に当たって青森県や社会福祉協議会のご指導を頂く予定です。 

（２）寄附事業 

・「日本盲導犬協会仙台訓練センター」及び「あしなが育英会」の２件を継続予定としています。 

（３）使用済み切手収集による社会貢献 

  ・皆様からの継続的なご支援ご協力をお願い申し上げます。 
２． 理事会・月例会の継続実施 
（１）理事会は4回/年度実施しています。 
・メンバーは理事会社の代表（理事）、支部長、日立ＯＢ理事及び事務局関係者 
・予算・実算及び事業計画の審議と承認、事業の進捗管理、本部・支部との連携、課題解決策等の協議 

  （２）月例会(毎月最終火曜日、必要に応じ随時開催) 
・東北支部事務局とＯＢ理事との連携によって理事会で承認、決議された各事業の推進を図っております。 

①社会福祉事業の推進と進捗管理 寄附・寄贈先案の選定と実行 

②本部及び支部会員との連携・連絡、事業予算管理、寄付金・会費の管理、募金活動等の浄財確保 

③広報活動「親切だより」や会報の定期発送及び使用済み切手の収集と実績取り纏め 

     ＊月例会はオープンで運営しております。会員の皆様や会員推薦の入会希望者のご参加お待ちしています。 

３．諸活動 

◇法人及び個人会員の維持・拡大を目指し、継続して会員への働き掛けを致します。、一般の新規会員拡大にも

努力して参ります。皆様の会員維持・拡大に対する一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

                          
 

 
 
                                                 【問合せ・会員入会申込】 

親切会東北支部事務局 
（株）日立製作所東北支社総務部総務グループ内                            

（TEL）022-223-0005 （FAX)022-223-7617 

会員募集中！  親切会の活動にご賛同頂ける皆様 随時会員募集しています。 
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5ｍｍ 

◆使用済み切手◆ 

2017 年度にご協力頂いた皆様ありがとうございました。今後とも宜しくお願い申し上げます。  

                                                                                         (敬称略 順不同) 

  

 

 

 

 

 

 
 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
上記のようにご協力お願いいたします。 

(株)アイシーエス 

昱機電(株) 

昱機電(株)向洋電機事業所盛岡営業所  

社会福祉法人あしたば福祉会 生活介護事業あすなろ  

エーワメディック(株) 

国際ソロプチミスト米沢  

(株)五洋電子本社・鶴沼台工場  

仙台市泉区役所 

総務課 保険年金課  

街並み形成課管理課  

戸籍住民課まちづくり推進課 

仙台市子供未来局 保育部保険課  

仙台市太白区役所  

   保険年金課  税務会計課 

仙台つどいの家  

(株)東北日立  

    青森支店  弘前支店  八戸支店  大館支店 

   横手支店  奥州支店  山形支店  原町支店 

東北電機製造（株） 

(株)ニッセイコム東日本支社東北支店  

日東通信(株) 

日立オートモティブシステムズメジャメント(株)  

日立キャピタル(株)営業統括本部  

日立キャピタル(株)東北法人支店  

日立金属(株)北日本支店  

(株)日立建機カミーノ  

(株)日立建機教習センタ宮城教習所  

日立建機日本(株) 東北支社 

仙台営業所  郡山営業所 十和田営業所 秋田営業所 

岩手南営業所 会津営業所 北上営業所 庄内営業所 

いわき営業所 石巻営業所 喜多方営業所 原町営業所 

八戸営業所 青森営業所 宮古営業所  

日立コンシューマ・マーケティング(株)北日本支社  

日立国際電気(株)東日本支社  

(株)日立産機システム東北支社 

(株)日立システムズ 東北支社  

(株)日立ソリューションズ東日本 

 (株)日立製作所 東北支社 

   企画部営業企画グループ 

電力システム営業部 

社会・産業システム部交通システムグループ 

   福島支店 

総務部総務グループ  

 (株)日立パワーソリューションズ東北支店  

 (株)日立ビルシステム東北支社  

 (株)日立物流東北営業所  

 (株)日立プラントサービス東北支店  

 (株)法華倶楽部仙台店  

 マクセルシステムテック(株)  

 三和電機商事(株)  

 南光禄寿会（佐藤吉男様）  

 (株)山一地所  

 山田修三様仙台市若林区新寺内町内会  

 

 ◆個人の方  々

青木 盛  高坂 賢一 

浅野 隆 櫻庭 勤 

浅利 勝志 鳥崎 壽史 

伊藤 敏晴 菅原 義晃 

稲田 久生 二瓶 智 

梅田 正二 平野 喜代志 

菊地 義彦  

 

  ＊社名等の記載は 2018年4月1日時点としました。 

 

 

＊日立仙台OB会の皆様には毎月使用済み切手の整理 

調整に協力頂き厚く御礼申し上げます。 

１．切り取る場合、周囲に５mm ぐらいの台紙を残すよう、ま

た切手は剥がさず台紙のままお送りくださるようお願い

いたします。 

２．切手をお送りいただいた方のご芳名を掲載させていた

だいていますが、法人は略号だけでなく、正規の社名、

部署名もお知らせください。 
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親切会東北支部役員及び法人会員 (敬称略) 

 
２０１８年４月１日現在 

 

東北支部役員 
 

法人会員(44社) 
（五十音順） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

支部長 

櫻庭 勤   （日立OB） 

理 事                                (五十音順) 

相澤 義弘（日立コンシューマ・マーケティング（株）北日本支社 支社長） 

青木 盛   （日立ＯＢ） 

浅利 勝志 （日立OB） 

伊藤 敏晴 （日立ＯＢ） 

稲田 久生 （日立OB） 

大築 成規 （日立アプライアンス（株）北日本支店 支店長） 

岡田 郁夫  (日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ（株)営業統括本部 営業統括本部担当本部長 ） 

加藤 正美 （（株）日立国際電気東日本支社 支社長） 

沢田 敦   （（株）日立ハイテクノロジーズ東北支店 支店長） 

柴崎 仁   （（株）日立産機システム東北支社 支社長） 

中尾 秀藏  （（株）東北日立 代表取締役） 

成田 新    （（株）日立製作所東北支社 支社長） 

八田 直久  （（株）日立ソリューションズ東日本 取締役社長） 

備前 秀一  （（株）日立ビルシステム東北支社 支社長） 

堀谷 敦    （（株）日立システムズ東北支社 支社長） 

監 事 

尾崎 真一郎 （（株）日立製作所東北支社企画部 部長代理） 

事務局 

凪 邦健  （（株）日立製作所東北支社総務部 部長） 

 

 

 

 

１．（株)アイシーエス 

２．昱機電（株） 

３．昱機電(株)向洋電機事業所 

４．朝日工業（株） 

５．(株)エーシーエス 

６．(株)エービッツ 

７．(株)エヌエスシー 

８．コスモシステム（株） 

９．(株)五洋電子 

１０．サイタ工業（株）東北支社 

１１．作田電機（株） 

１２．三光テクノ（株） 

１３．Knot GmbH 東京事務所 

１４．東北機電工業（株） 

１５．東北電機製造（株） 

１６．(株)東北日立 

１７．(株)日情システムソリューションズ 

１８．(株)日京クリエイト東北営業所 

１９．(株)ニッセイコム東日本支社東北支店 

２０．(株)日立アーバンサポート東北支店 

２１．日立アプライアンス（株）北日本支店 

２２．日立化成（株）北日本支店 

２３．日立キャピタル（株）営業統括本部 

２４．日立キャピタルオートリース（株）東北支店 

２５．日立金属（株）北日本支店 

２６．（株）日立建機カミーノ 

２７．日立建機日本（株）東北支社 

２８．（株）日立建設設計北日本支店 

２９．（株）日立国際電気東日本支社 

３０．（株）日立産機システム東北支社 

３１．（株）日立産業制御ソリューションズ東日本営業部東北営業所 

３２．日立コンシューマ・マーケティング（株）北日本支社      

３３．（株）日立システムズ東北支社 

３４．（株）日立システムズフィールドサービス東北支店 

３５．（株）日立製作所東北支社 

３６．（株）日立ソリューションズ東日本 

３７．（株）日立ドキュメントソリューションズ東北営業所 

３８．（株）日立ハイテクノロジーズ東北支店 

３９．（株）日立ハイテクフィールディング東北支店 

４０．（株）日立パワーソリューションズ東北支店 

４１．（株）日立ビルシステム東北支社 

４２．（株）日立物流東北営業所 

４３．（株）日立保険サービス東北営業所 

４４．三和電機商事（株） 


