
 

2 0 1 5 年 5 月 1 日 

ＮＴＴ東日本  山形支店 

 

「NTT東日本山形マッチングギフトプログラム」による 

福祉用品等の贈呈について 

 

NTT 東日本山形グループでは、地域社会の福祉に役立てていただくため、県内 2 ケ所の福祉施設へ福祉用品等

を贈呈いたします。 

この取り組みは、NTT 創立 10 周年を記念し、社会貢献活動として 1995年度からスタートした「NTT 東日本マッチ

ングギフトプログラム」により実施しているもので、社員の有志が実施した募金活動に対して会社も同額の寄附（マッ

チング）を行ない、福祉施設に必要なものを寄贈する制度であり、これまでも公共性・公益性の高い福祉施設に対し

贈呈を行なっております。 

 

実施概要は次のとおりです。 

 

◇ 贈呈先 

1．社会福祉法人天童福祉厚生会「清幸園」（理事長 清野 権悦 様） 

■ 贈呈日時  2015年 5月 11日（月）午後 3時 30分から（20分程度） 

■ 贈呈場所  社会福祉法人天童福祉厚生会「清幸園」 

                    天童市大字大清水 491-1 TEL023-651-3325 

■ 贈 呈 品  リクライニング式車椅子 3台 

 

2．社会福祉法人豊裕会（理事長 稲田 裕俊 様） 

■ 贈呈日時  2015年 5月 12日（火）午後 1時 30分から（20分程度） 

■ 贈呈場所  社会福祉法人豊裕会「六日町あいあい」 

                    山形市六日町 2-7 TEL023-641-8421 

■ 贈 呈 品  介護用電動ベッド 1台、小型吸引器 3台 

 

◇贈呈者 

NTT東日本山形支店 支店長  古川 直子（会社代表） 

NTT東日本－東北山形社会貢献推進会議 代表  設樂 正（社員代表） 

 

◇募金活動結果 

総額 689,280円（社員募金 344,640円、会社寄附 344,640円） 

 

 

 本件に関する報道機関からのお問い合わせ先 

NTT東日本 山形支店 広報担当 

Tel：023-621-9521 



年　度 贈呈品 贈　呈　先 所在地 台数 年度計

庄内あつみ杉積み木 社会福祉法人恵泉会 鶴岡市 1式 1式

車椅子等 社会福祉法人さくら福祉会 酒田市 1式 1式

2012 ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷機 村山市社会福祉協議会 村山市 1台 1台

2011 軽自動車 白鷹町社会福祉協議会 白鷹町 1台 1台

2010 軽自動車 新庄市社会福祉協議会 新庄市 1台 1台

2009 製ﾊﾟﾝ用ﾐｷｻｰ 鶴岡市社会福祉協議会 鶴岡市 1セット 1セット

2008 軽自動車 山形市社会福祉協議会 山形市 1台 1台

2007 ＯＡ機器 米沢市社会福祉協議会 米沢市 4セット 4セット

2006 軽自動車 山形県社会福祉事業団 山形市 1台 1台

2005 軽自動車 山形県社会福祉協議会 山形市 1台 1台

軽自動車 酒田市社会福祉協議会 酒田市 1台 1台

ﾊﾟｿｺﾝ等 日本パートナードッグ協会 上山市 1セット 1セット

軽自動車 鶴岡市社会福祉協議会 鶴岡市 1台 1台

車いす 日本パートナードック協会 上山市 5台 5台

軽自動車 山形市社会福祉協議会 山形市 1台 1台

車いす かみじ荘 羽黒町 3台 3台

中山ひまわり荘 中山町 3台

まごころ荘 戸沢村 2台

福寿荘 真室川町 2台

白水荘 東根市 2台

眺葉荘 河北町 2台

松濤荘 遊佐町 2台

白光荘 白鷹町 2台

蔵王やすらぎの里 山形市 3台

ケアハイツ西川 西川町 2台

なの花荘 三川町 2台

万世園 米沢市 2台

新寿荘 新庄市 2台

仁風荘 大石田町 2台

さくらホーム 大石田町 2台

菅沢荘 山形市 1台

そよ風の森 川西町 1台

かたくり荘 鶴岡市 1台

長寿園 尾花沢市 1台

ひめさゆり荘 飯豊町 1台

新寿荘 新庄市 1台

紅梅荘 最上町 1台

ふもと 村山市 1台

いずみ 寒河江市 1台

寿康園 平田町 1台

山水園 立川町 1台

こぶし荘 南陽市 1台

万世園 米沢市 1台

みこころの園 山形市 1台

明幸園 天童市 1台

ひめゆり荘 鮭川町 1台

仁風荘 大石田町 1台

サンシティ 酒田市 1台

ふじの里 藤島町 1台

ひばりｹ丘ホーム第二 米沢市 1台

県立寿泉荘 長井市 1台

蓬仙園　 上山市 1台

翠明荘 大蔵村 2台

明幸園 天童市 1台

芙蓉荘 酒田市 1台

しおん荘 鶴岡市 1台

成島園 米沢市 1台

慈光園 長井市 1台

県立総合療育訓練センタ 上山市 2台

月光園 遊佐町 2台

なの花荘 羽黒町 2台

2001
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車いす

(15台)

1997 介護用ベット

車いす

(15台)

1995 介護用ベット 6台

8台

8台

8台

5台

15台

15台

これまでの贈呈内容

2013

介護用ベット1996

1999 介護用ベッド

1998 介護用ベット

 


