
認定特定非営利活動法人ＪＥＴＯみやぎ

理事長　

事務局より…

6 月 10日（火） 14:00 よりハーネル仙台を会場に 2014年度 特定NPO法人 JETOみやぎ総会・活動報告会を開催いたしました。
2013年度活動報告・認定NPO法人取得 進捗状況・子供たちからのメッセージ報告など、たくさんの方にご出席いただく中、
無事執り行わせていただきました。

昨年度の主な決算状況
【平成25年度収入の部】
寄附金・募金収入　23,127千円
会費収入　6,020千円
助成金収入　300千円
当期収入合計 　29,451千円
※詳細はホームページをご覧ください。

「認定 特定非営利活動法人」を取得しました
平成 26年 8月 26日に、ＮＰＯ法人のうち、一定の要件を満たす法人として、所轄庁（仙台市）から「認定 特定非営利活動法人」として
認定を頂きました。【認定通知書の番号：仙台市（H26 市市市） 指令第 29号】認定を受けた事により、JETOみやぎへの寄附者
（平成 26年 8月 26日以降の寄附者）におきましては、以下の税制上の優遇措置を受けることができます。

個人が認定ＮＰＯ法人等に対し、その認定ＮＰＯ法人等の行う特定
非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、 所得控除又は
税額控除のいずれかを選択適用できます。また、都道府県又は
市区町村が条例で指定した認定ＮＰＯ法人等に個人が寄附した場合、
個人住民税(地方税)の計算において寄附金税額控除が適用されます。

法人が認定ＮＰＯ法人等に対し、その認定ＮＰＯ法人等の行う特定
非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、 一般寄附金の
損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と
合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、
その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の
損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

1. 個人が寄附した場合 2. 法人が寄附した場合

3. 相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の
申告期限までに認定ＮＰＯ法人に対し、 その認定ＮＰＯ法人が行う
特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした
財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
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ＮＰＯ法人ＪＥＴＯみやぎ総会・活動報告会を開催しました

吉本先生をはじめ、東工大・一橋大
のAGL有志の皆様がJETOみやぎに
ご来訪いただきました。JETOみや
ぎへの今後の支援についていろいろ
とご検討いただいており、理事長と
ディスカッションを交わしました。

会長の崎谷様をはじめ、皆様にご来訪
いただきました。JETOみやぎ設立の目
的から、活動内容、震災孤児への支援
活動、認定の取得まで、ご説明させて
いただきました。皆様熱心に耳を傾け
ておられました。

今回の認定取得において、書類の編集に大変難航いたしました。これまで事務局としてまとめていた書類などを見直し、表現の統一化や
認定を取得するにあたり過不足事項の確認など、NPO 法人としての書類の認識の浅かった部分を知る機会となり、それらをまず理解しながら
改善編集、そして所轄庁への確認という一連の行程に思った以上の時間を費やしました。東日本大震災の風化は否めませんが、今回「認定」を
取得したことで、国が認めた団体としての信頼性と寄附者への税制優遇のメリットから、風化の影響を最小限にとどめ、将来にわたって
安定した支援をできる土台ができました。今後は「認定」のメリットを寄附者の方々に存分に活用していただけるよう配慮してまいります。
また、スピーディできめ細やかな対応を心掛け、信頼性の高い事務局運営に徹してまいります。

「内閣府ＮＰＯホームページ」より抜粋

今回は私たちにとっても、またご支援いただいております皆様にとっても嬉しいお知らせがございます。
この度 JETO みやぎは、仙台市より認定 NPO 法人を取得いたしました。現在、NPO 法人は全国に約 5 万
団体あり、この中で「認定 NPO 法人」として認められている法人はわずか 385 団体です。それだけ
「認定」をいただくという事は難しいことでございました。震災孤児たちに、あの震災が起きなければ
歩むことができたであろう夢や希望にみちた未来を失うことなく何としてでも歩んでもらいたい、
その思いをもって任意団体として発足したわけですが、あれから 3 年が経過し、これまで多くの皆様より
多大なるご支援をいただき、また様々な場所で皆さまから
JETO みやぎへの支援の声を上げていただき、今回この大変
価値のある「認定」に結びつくことができました。JETOみやぎは、
今後も長期にわたり震災孤児を支援してまいります。皆さまから
のお力添えを何卒よろしくお願いいたします。
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ご寄附(税法上「一般寄附金」扱い)

賛助会員
個人・・・・・・・・・・年・１口10,000円より
法人・・・・・・・・・・年・１口10,000円より　　１口よりご賛助頂けます。
● 賛助会員について

お振込先
七十七銀行　卸町支店
普通口座　5786851
NPO法人 JETOみやぎ
（エヌピーオーホウジンジェットミヤギ）
※お振込手数料はご負担ください

《郵便振替口座》
特定非営利活動法人ジェットみやぎ

02250-8-135678
※寄附金受領証明書をご郵送いたします。

お問い合わせ
電話： 022-782-0303

メール： info@jeto-miyagi.org
http://jeto-miyagi.org

2013年上期の活動トピックス

たくさんの方にご来訪いただきました
国立大学法人東京工業大学
グローバルリーダー教育院様 松戸北ロータリークラブ様

（ほんの一部をご紹介いたします）

ピンバッジが新しくなりました

JETOみやぎピンバッジが
リニューアルしました！
内側に湾曲した、やや丸み
を帯びたホワイトゴールド
リボンになりました。また、
留め具も蝶タックからタイ
タックに変更。いままでよ
りも留め具が外れにくくな
りました。

ご寄附・・・・・・・・・１口 1,000 円より
JETOみやぎより資料（支援グッズ等）を郵送いたします。
※JETOみやぎは、仙台市より「認定NPO法人」としての認定を受けています。
これにより、JETOみやぎにご寄附をいただいた場合、寄附金控除等の税の
優遇措置を受けることができます。なお、税制上の優遇措置を受けるには、
JETOみやぎ発行の寄附金受領証明書が必要です。

協賛商品シールも好評です！
シール 1枚につき 1円が寄附される「JETOみやぎ協賛商品
シール」が好評です。清月記の協力会社様を中心に会葬礼品
や香典返しへ貼付頂いてご協力いただいております。

協賛商品シールは、1枚あたり
1円が寄附されます。購入は
1ロールから（500枚・価格
1,000 円）。使い方は自由です。

原寸大

たくさんの方にご来訪いただきました

2013年上期の活動トピックス

JETOみやぎの活動は、すべて皆さまからのご寄附・賛助によって成り立って
います。活動の推進を円滑に行い、目的を達成するためにも、JETOみやぎの
活動にご理解とご賛同をいただき、活動への末永いご支援をお願いします。

JETOみやぎの趣旨にご賛同いただき、震災孤児への継続的な長期支援を
頂ける個人や法人の方が対象です。賛助会員様には事務局が発行する
ニュースレターの郵送や総会のご案内を予定しています。



皆様からのご寄附・ご支援
今年度上期（5月１日～ 1 0月31日）にご支援頂いたチャリティ活動・ご寄附の
一部をご紹介致します。
この他のチャリティ報告詳細はＪＥＴＯみやぎのホームページをご参照下さい。

石巻市河北総合センター「ビッグバン」を
会場に～高田道場 東日本大震災復興支援
募金贈呈式～が執り行われました。高田道場
様では、東日本大震災復興支援として全国
各地で募金活動をされており、今回集まった
募金をご寄附いただきました。また、当日は
『東日本大震災復興支援 ダイヤモンドキッズ
カレッジ』の会場にて贈呈式を設けていた
だき、JETOみやぎより、理事長 菅原裕典が
出席させていただきました。高田道場 主宰 
高田延彦様、向井亜紀様、参加者の方々か
らの温かいお言葉、そしてたくさんの子供
たちからの笑顔、元気をいただきました。

5月 1 8日　高田道場　様

5月2日から5月8日の一週間にわたり丸善
・仙台アエル店にて開催されました「雄勝
石によるコラボレーション 三石展」主催
の齋藤 玄昌實様、保科 毅様、深野 稔生様
のチャリティ贈呈式をライフスタイル・コ
ンシェルジュにて行いました。
主催の3名様はそれぞれ雄勝石をキャンバ
スに、石絵、石描、石写の手法で素晴らし
い作品を発表されています、仙台在住のア
ーティストです。同展覧会では、ワンコイン
・チャリティコーナーとしてJETOみやぎへ
の支援ブースをご用意いただき、津波に負
けず奇跡的に耐え抜いた雄勝石をワンコ
インにてお譲りされ、その収益をJETOみ
やぎにご寄附いただきました。

5月 1 9日　三石展　様

JETOみやぎ総会閉会後に一般社団法人 
仙台仏教会 様よりご支援金をいただきま
した。代表して、鉤取寺(こうしゅじ)ご住職
様にお越しいただき贈呈式を行いました。

6月 1 0日　仙台仏教会　様

鹿児島第一ライオンズ クラブの皆様が、
JETOみやぎ事務局に来訪され、3月14日
に宝山ホール（鹿児島県）にて開催されま
した「第27回 鹿児島第一ライオンズ チャ
リティコンサート」にて、ご来場いただいた
方からお寄せいただいた募金をご寄附い
ただきました。コンサートでは、お子様に
も大人気のヒーローが出演したりと、多く
の方に来場いただきました。

6月 1 6日　鹿児島第一ライオンズクラブ　様

情報労連宮城県協議会様がJETOみやぎ事
務局に来訪され、先日のメーデーで集まっ
た募金をご寄附いただきました。情報労連
宮城県協議会様は、他にも県内の小学校
や保育園などにも様々なかたちで支援を
されており、子供達が充実した日々を送っ
ていくことについて真剣に考えておられる
姿が印象的でした。

6月 1 7日　情報労連宮城県協議会　様

仙台市青葉区一番町にございます、
ブティック S-TWO様より、15周年の
第10回チャリティパーティーにて集
まった募金をご寄附いただきました。

6月 2 2日　
ブティック S-TWO 様

仙台在住の画家で”虹色の絵描き”こと、
ニィーナ阿部様より、7月に仙台南町通り
ギャラリー「くろすろーど」で開催されました
ニィーナ阿部 作品展 Rainbow Connec-
tion～ハワイの虹とマナの力～での、収益金の
一部をご寄附いただきました。ニィーナ
阿部様はハワイをテーマとしたパステル画
を描いており、フラダンス専門誌『Hula lea』
に挿絵も掲載しておられます。

8月 5日　ニィーナ阿部　様

滋賀県より公益社の公友会様が、
来訪され、JETOみやぎへご寄附を
いただきました。会報誌にも載せ
ていただいております。

7月 2日　
公益社 公友会　様

熊本県葬祭事業協同組合様より、組合
加盟各社様に募金箱を設置していた
だいて集めた募金と、前期総会で開催
のチャリティーでの募金を合わせてご
寄附いただきました。　

7月 2日　熊本県葬祭事業協同組合 様

ウエノイチロー様が来訪されJETOみやぎに
ご寄附いただきました。ウエノイチロー様は
「人の感性に合わせ富士山と龍を描く」仙台
在住の画家で、大胆な色使いと筆使いで描
く「富士山」と「龍」は、見る人に強烈なイメージ
とインパクトを与えます。

8月8日、札幌市の理容・美容室、タケトイズ
”Taketo.is”様にて、チャリティカットが行わ
れました。小学校6年生以下のお子様男女
問わずに500円でカットをするというイベ
ントになります。年々人数が増え、4回目と
なる今年は187名の方のカットをされ、イ
ベントで集まったカット料全額をご寄附い
ただきました。ブログ『株式会社 タケトイズ 
hair&face TAKETO.is』でも大盛況ぶりがう
かがえます。

9月 9日　タケトイズ（Taketo.is）　様

アール・フランセ様では「絆の七夕プロジェ
クト」として、震災後に市内のホテルにご賛
同いただき、「七夕」に宿泊者・来館者参加
型のイベントを行っております。今回はそ
の際の募金とイベントの収益の一部を
JETOみやぎへご寄附いただきました。また
アール・フランセ様では、「１枚の絵、１つ
のお花が果たす大きな社会貢献」として、
ボランティア・アートも行っております。

9月 1 6日　アール・フランセ　様

8月17日に仙台ハイランドにて「ロードスタ
ー魂in仙台ハイランドファイナル」が開催
されました。イベントでは、デモカー体験
同乗走行やチャリティージャンケン大会が
行われ、集まった収益金をご寄附いただき
ました。当日は日本全国のロードスターの
オーナーの方々が集まり、とても盛り上が
ったイベントになりました。

9月 2 2日　ロードスター魂事務局　様

9月28日、太白区山田市民センター様にて、
地域ボランティア「絆プロジェクト ほほえみ」
様の主催する「続・絆カフェ交流会」にお
いて、JETOみやぎ理事長 菅原裕典が講演
をさせていただきました。「JETOみやぎ」
を発足した経緯や、今後の支援の在り方、
震災で生かされた私たちに与えられた役割
についてお話しさせていただきました。
参加者の皆様は頷きながら熱心に耳を傾
けておられました。 

9月 2 8日　続・絆カフェ交流会　様

10月 3日　NPO法人在宅緩和ケア支援センター虹　様

10月 3日　株式会社ミヤックス 　様9月 9日　ウエノイチロー　様
JETOみやぎの髙橋文蔵監事が代表をされ
ております、株式会社ミヤックス様にて、
山桜会チャリティゴルフコンペが開催され、
その中でJETOみやぎへの寄附金贈呈式を
開催していただきました。
株式会社ミヤックス様及び「第２回山桜杯
チャリティゴルフコンペ」からの贈呈分と、
ミヤックス様協力会「山桜会」様からの贈呈
分をご寄附いただきました。
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11月 3日　林泉寺 　様
11月3日 文化の日、仙台市泉区実沢にござ
います「林泉寺」様にて「伽藍DEコンサート」
が開催されました。地域の皆様に日頃の感
謝を込め、お寺様へ憩いの場所として気軽
に来て頂くために開催されたのが始まりで、
今年で、第10回目を迎え、約300名のお客
様が仙台フィルメンバーの奏でる素晴らし
い音色に聞き入っておりました。JETOみや
ぎ贈呈式のお時間も設けていただき、林泉寺 
三宅俊幸 ご住職より今回の参加費を全額
JETOみやぎにご寄附いただきました。最
後に全員で、復興支援ソング「花は咲く」を
合唱し、アンコールの拍手の中、コンサート
は盛大に幕を閉じました。

ＮＰＯ法人在宅緩和ケア支援センター
虹様は、地域におけるがんと難病療養
者とその家族のケアの質の向上を目指
して、療養者自身、家族、ケアに携わ
る医療職等への教育を含めた支援を行
い、治癒を目指すことが困難な病状に
なっても住みなれた地域で暮らすこと
が選択できるコミュニティ創りに寄与
することを目的とし活動を行っており
ましたが、一定の役割を終えたという
ことで、6月8日を以て解散されました。その清算後に残った活動資金を
今回JETOみやぎにご寄附いただきました。当日は事務を担当されており
ました日野様にお越しいただき贈呈式を執り行いました。


