
 

平成 26 年 4 月 25 日 

宮  城  支  店 

 

社会福祉協議会への「軽自動車」の贈呈について 

 

 

宮城県内のＮＴＴグループとＮＴＴ東日本宮城社会貢献推進会議（代表：鶴田 一也）では、社会貢献活動の

一環として、宮城県内の社会福祉協議会へ軽自動車を贈呈いたします。 

これは、宮城県内のＮＴＴグループ社員の自発的な募金活動に対し、会社も賛同してそれと同じ金額を拠出

する「ＮＴＴ東日本マッチングギフトプログラム」として実施するものです。 

 「ＮＴＴ東日本マッチングギフトプログラム」は、ＮＴＴ創立 10周年を記念し平成 7年度から毎年実施しており、

今回で 18回目となります。 

平成 25年度活動分の贈呈の概要は以下のとおりです。 

 

 

1. 日時 

平成 26年 4月 30日（水） 11：00～ 

 

2. 場所 

社会福祉法人丸森町社会福祉協議会 (伊具郡丸森町字鳥屋 120） 

 

3. 贈呈先 

 社会福祉法人丸森町社会福祉協議会 

会長            大槻  茂 様 

 

4. 贈呈者 

ＮＴＴ東日本宮城支店   

仙南営業支店長  石川  元喜 

ＮＴＴ東日本宮城社会貢献推進会議 

代表            鶴田  一也 

 



5. 贈呈品 

  軽自動車（約 106万円相当） 

        

                    

＜参考＞ 

■.募金額等 

  （1）募金者数       2,265名 

  （2）社員からの募金分                    534,163円 

  （3）会社の寄附分(マッチング金額)            534,163円 

（合計金額         1,068,326円） 

■過去の贈呈先 

年度 法人名 施      設      名 贈呈台数 

24年度 

社会福祉法人  女川町社会福祉協議会 防災倉庫 他 

社会福祉法人  栗原市社会福祉協議会 
避難所用間仕切り、エンジンオイル、地震

津波警報機、炊き出し用かまど 

23年度 

社会福祉法人  仙台市社会福祉協議会 
携帯型デジタルトランシーバー 8台、イン

バーター発電機 1台  他                                                                                                                                                                                                                      

社会福祉法人  石巻市社会福祉協議会 
イーバッグチェア 1台、ポータブルソーラー

発電機 1台、新ダイワ発電機 7台                                                                                                                                                                                                                                             

社会福祉法人   気仙沼市社会福祉協議会 
イーバッグチェア 1台、ポータブルソーラー

発電機 1台、インバーター発電機 2台など                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

22年度 東日本大震災により中止 

21年度 

社会福祉法人  塩釜市社会福祉協議会 AED 3台                                                                                                                                                          

社会福祉法人  南三陸町会福祉協議会 
災害対策用テント 3台、炊き出し器 2

台、LPガスバーナーセット 2台 



年度 法人名 施      設      名 贈呈台数 

20年度 
社会福祉法人  村田町社会福祉協議会 

災害対策用テント 3台                                                                          

発電機 3台                                                                               

社会福祉法人  仙台市社会福祉協議会 災害対策用ヘルメット 330個 

19年度 

社会福祉法人  色麻町社会福祉協議会 
ハイローテーブル 2台、自動式車椅子 

1台、福祉用椅子 6台   他                                                                                                                                                     

社会福祉法人  しおかぜ福祉会                                                                               
テント 2台、イベント機器用 3台、                                                                                                                                                                    

自走式草刈機・背負式墳霧機 1台 

18年度 

社会福祉法人  
無量壽会                 

特別養護老人ホーム「寳樹苑」       

食器消毒保管庫  1台                    

リクライニング車椅子  2台          

社会福祉法人  
和仁福祉会                  

特別養護老人ホーム「和香園」         

リクライニング車椅子  3台、介護用エ

アーマットレス 7式   他                                                                                                                                                   

17年度 

社会福祉法人  
愛泉会                 

特別養護老人ホーム「愛泉荘」         

多目的昇降ﾃｰﾌﾞﾙ 2台、介護型車椅子

3台、フットバスアルファ 6台                                                                                                                                                                             

社会福祉法人  
不忘会                  

特別養護老人ホーム「八宮荘」         

低床電動介護用ベッドセット 2台                                                                       

リクライニング自走車椅子 7台 

16年度 

社会福祉法人  
聖心会 指定特定身体障害者 

授産施設 「大崎太陽の村」                         
パソコン 2台 食器洗浄器 1台 

社会福祉法人  

仙台市肢体不自由児父母の会      

身体障害者授産施設        

「仙台自立の家」 

製菓材料かくはん機 1台                                                                             

製菓生地発酵機器 1台                                                                               

製菓パイローラー等 1式 

15年度 社会福祉法人  
なのはな会 知的障害児通園施設             

「なのはな園」 

通園児送迎用車両 1台                                                                                 

ＮＩＳＳＡＮ セレナ 

14年度 社会福祉法人  
石巻祥心会 知的障害者通所 

授産施設 「サンネット なごみ」                  

通所者送迎用車両 1台                                                                                  

ＮＩＳＳＡＮ セレナ 

13年度 
特定公益増進法

人 

（財）日本盲導犬協会        

仙台訓練センター 

盲導犬搬送車両 1台                                                                                  

ＮＩＳＳＡＮ セレナ 

12年度 社会福祉法人  
福寿会                

知的障害者更生施設  旭園         

チィアキャブ車 1台                                                                                   

ＮＩＳＳＡＮ セレナ 

11年度 社会福祉法人  
庄慶会特別養護老人ホーム 

洛風苑 

電動介護用ベット 5台、電動車椅子 1

台、電動三輪車１台                                                                                                                                                                         

10年度 

社会福祉法人  
 ありのまま舎            

太白ありのまま舎 
電動介護用ベット 5台 

社会福祉法人  
なかつうみ会            

特別養護老人ホーム 恵風荘         
電動介護用ベット 6台 

 



年度 法人名 施      設      名 贈呈台数 

9年度 

社会福祉法人  
特別養護老人ホーム         

みどり荘             
電動介護用ベット 6台 

社会福祉法人  
陽光福祉会                     

エコー養育園 
電動介護用ベット 6台 

8年度 

社会福祉法人  
清和園                             

重度身体障害者更生援護施設                     
電動介護用ベット 3台 

社会福祉法人  
萩の郷  福 寿 苑                

身体障害者療護施設 
電動介護用ベット 5台 

社会福祉法人  
杏友園                           

身体障害者療護施設  
電動介護用ベット 2台 

7年度 

社会福祉法人  
カトリック児童福祉会         

特別養護老人ホーム 暁 星 園                             
電動介護用ベット 5台 

社会福祉法人  
常盤福祉会                     

特別養護老人ホーム 常盤園            
電動介護用ベット 3台 

社会福祉法人  
 やすらぎ会                    

特別養護老人ホーム 不老園                             
電動介護用ベット 3台 

社会福祉法人  
恵泉会                             

特別養護老人ホーム 光風園                    
電動介護用ベット 3台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


