
事務局より…
たくさんの方々よりご支援をいただき本当に感謝しております。ご支援者の方によるチャリティーイベントの実施や総会への出席等、多くの
ご協力をいただきＪＥＴＯみやぎ事務局より厚く御礼申し上げます。
今年は「顔の見える支援がしたい」ということで、株式会社乃村工藝社様と扇屋商事株式会社様より東北楽天イーグルス試合観戦にご招
待いただきました。ＪＥＴＯみやぎ事務局としても子供達への訪問ヒアリングを行っています。これからも子供達や保護者の方々としっかり
と向き合い、悩みや相談など個々の状況に合った支援を続けていきたいと思います。
これからのＪＥＴＯみやぎの活動にもどうぞご期待ください。また、ご協力も宜しくお願いいたします。

ご寄附(税法上「特定寄附金」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

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。

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。

※寄附金受領証明書をご郵送いたします。銀行より
お振込みいただいた際は、恐れ入りますがご住所
等のご確認をさせて頂きたく、JETOみやぎへご
連絡いただきますようお願いいたします。
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子どもたちへの訪問ヒアリングを行っています
お子様たちの学校の夏休みに合わせて、訪問ヒアリングを集中して行いました。お子様や保護者の皆様に直接お会いすることで、
夢中になっている事、勉強の事などお子様たちの現状をお聞かせいただきながら、ＪＥＴＯみやぎへの要望なども伺い、今後の様々
な支援企画に繋げていきたいと考えています。

・本人は進路について就職か進学か迷っているようですが、やっぱり大学まではしっかり進学さ
せたいと思っています。

・将来のために、いろいろな選択肢を持ってもらいたいので、高校、大学まで進学するように常々話しています。
本人も「なるほどね」と話に耳を傾けてくれて、素直ないい子です。

・絵をかくのが大好きな子で、修学旅行の旅のしおりにも絵をかいていました。中学に入ったら美術部に入るっ
て言っています。

・部活はバドミントン部です。中総体は初戦からシードにあたり、善戦したけど負けてしまいました。
スマッシュが決まった時がすごくうれしいから、高校でもバドミントンを続けます。

・学校の先生がすごくいい先生です。席替えが月 1 回あって、そのたびに仲良しができて、友達がたく
さんいます。

・子どものころからずっと保育士になるのが夢です。だから、進路は保育士になる勉強ができる
ところを目指しています。

・成績は中くらいだけど、数学と英語が得意です。苦手なのは化学。それから、毎日野菜を育てる実習があっ
て、学校に行くのが楽しいです。

認定特定非営利活動法人ＪＥＴＯみやぎ

理事長　

おかげ様でＪＥＴＯみやぎは２０１５年６月２４日に総会を開催することができました。総会ではＪＥＴＯみやぎ
第４期活動報告及び第５期活動計画の報告と併せて、お子様たちからの感謝のメッセージと近況についてお伝えす
ることができました。ご出席いただきました皆様からも激励の言葉をいただき非常に充実した会となりました。
また、今期は夏休み特別企画として、お子様たちを東北楽天ゴールデンイーグルスのホームゲーム観戦にご招待す
る特別企画を実施いたしました。この企画は、ＪＥＴＯみやぎを支援する企業様２社が偶然にも同時期にご提案い
ただき実現した企画です。お子様ならびに保護者の方にも大好評で、訪問ヒアリングの際には、「また企画してほ
しい」、「ほかのスポーツでも企画してほしい」「コンサートや演劇も企画してほしい」という声も上がりました。
ＪＥＴＯみやぎの新たな支援のカタチが見えました。
今後もＪＥＴＯみやぎは給付金の支給に留まらず、お子様たちに
寄り添いながらコミュニケーションのとれた支援を続けてまいり
ます。今後も温かいご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。
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2015年上期の活動トピックス

認定ＮＰＯ法人ＪＥＴＯみやぎ総会・活動報告会を開催しました

昨年度の主な決算状況

【平成26年度収入の部】
寄附金・募金収入　20,218千円
会費収入　5,530千円
当期収入合計 　25,754千円
※詳細はホームページをご覧ください

６月２４日（水） 14：00 より江陽グランドホテルを会場に平成２７年度 認定特定 NPO 法人 JETO みやぎ総会・活動報告会を開催いたし
ました。第 4 期 事業報告・決算報告、第５期 事業計画・予算案報告、活動報告と子供たちからのメッセージ報告をさせていただきました。
ご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。

東北楽天ゴールデンイーグルスの試合観戦に行きました
日頃よりＪＥＴＯみやぎにご支援いただいております株式会社乃村工藝社様、扇屋商事株式会社様のご厚意で、東北楽天ゴールデンイーグ
ルスの試合観戦にご招待いただきました。8/14、8/15 の二日間、北海道日本ハムファイターズ戦が楽天Kobo スタジアム宮城で開催され、
お子様だけではなく、ご家族・ご友人にも参加いただき、夏休み特別企画として、お子様の楽しい夏休みの思い出となりました。

★ 進路・夢・将来についての展望 ★

子供たち、保護者の方からの声 ★ 学校のこと・塾のこと ★

子供たち、保護者の方からの声



皆様からのご寄附・ご支援
平成27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ー活動・ご寄附の
一部をご紹介致します。
この他のチャリティー報告詳細はＪＥＴＯみやぎのホームページをご参照下さい。

雪国青年会議所の皆様がＪＥＴＯみ
やぎにお越しくださいました。被災地
の一日も早い復興、そして子供たちが
笑顔溢れ、元気いっぱい過ごせること
を祈り、雪国青年会議所様が窓口とな
り多くの方々から募った義援金をご寄
附いただきました。また、スライドでの
ＪＥＴＯみやぎの活動の説明時には
皆様熱心に耳を傾けておられ、ご質問も多く頂戴いたしました。

5月 1日　雪国青年会議所　様

仙台市青葉区にある仙台環境開発
スポーツパーク宮城広瀬体育館で、元
格闘家の髙田延彦さんと、その奥様で
女優の向井亜紀さんが『東日本大震災
復興支援 ダイヤモンドキッズカレッジ
仙台大会』というイベントを開催されま
した。子どもたちが集まってマット運動
を中心に楽しく体を動かすイベントで
す。宮城県での開催は今年で3年連続
3回目となります。これまでのダイヤモンドキッズカレッジおよび高田道場
やずやキッズクラブなどの子どもたちからＪＥＴＯみやぎが支援している
子どもたちに向けて、今年も多大なご寄附とメッセージカードを頂戴しま
した。このご寄付は子どもたちが中心となって街頭で募った募金になりま
す。そして力強いメッセージには子どもたちばかりだけでなく、私たち
ＪＥＴＯみやぎスタッフにも大変励みになることばであり、感謝しており
ます。ありがとうございました。

5月 2 4日　髙田道場 様

国分町にございます、クラブ『LaLaToo』
の斉藤様にお越しいただき、チャリティー
を頂きました。また、当日は宮城県議会
議員の石川光次郎様にもご同席いただ
きました。

6月 1 2日　LaLaToo　様

創業1961年来の信頼と実績、経験で、仙
台市周辺の不動産情報を提供している
（株）建財社の小山淳社長がＪＥＴＯみ
やぎ事務局を来訪され、ご寄附をいただ
きました。小山社長は震災以降、毎年泉
パークタウンでのゴルフコンペ「サンライ
ズカップ」にて震災孤児支援のためこれ
までチャリティーを続けてきたとのことです。
これからもご支援を続けて下さる旨、また
震災孤児の問題に大変関心をお寄せ頂いております。

6月 2 1日　サンライズカップ　様

石巻にございます、金蔵寺様にて
「寺×フェス」が開催されました。
ステージでは歌やダンス、各種ブース
では手作りお菓子や雑貨などたくさん
の催し物がございました。延べ700名の
方にお越し頂き、大盛況にて終えること
が出来ました。また、募金とバザーも行
われ、集まったご浄財をご寄附いただ
きました。

9月 2 7日　寺×フェス　様

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お気軽に来
て頂くために開催されたのが始まりでし
た。今年で、第11回目を迎え、200名を超
えるお客様が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。参加費
の全額と、当日の募金箱で集まった
チャリティーをご寄附いただきました。

10月 2 3日　林泉寺　様

華咲山教恩寺（浄土真宗本願寺派）ご住職で
シンガーソングライターの「やなせなな」さんよ
り、チャリティーをいただきました。やなせななさ
んはDate fmにて毎週月曜日11:30～11:50放送の
「やなせなな はじまりの日」のパーソナリティもさ
れています。また、以前も募金やCD、グッズといた
だいており、今回コンサート会場にて集まった募金
をご寄附いただきました。写真は、やなせななさん
のお寺コンサートの様子です。

10月 2 6日　やなせなな　様

千葉県より松戸北ロータリークラブ
の皆様がお越しになりました。
松戸北ロータリークラブ様は
ＪＥＴＯみやぎの正会員として
サポートいただいております。
今回はＪＥＴＯみやぎの活動内容
について、メンバーの皆様にお話を
させていただく機会を頂戴いただ
き、副理事長の斎藤よりお話させて
いただきました。
松戸北ロータリークラブ様からは、「経済的な支援だけではなく、お子様や
保護者の精神的なサポート役として頑張ってください。正会員としてサポ
ートしていきます」と温かいお言葉をいただきました。また、松戸北ロータ
リークラブ様より100,000円のご浄財を賜り、メンバーの皆さんと贈呈式を
行いました。

11月 1 1日　松戸北ロータリークラブ　様

アミティエクラブ様より、秋のお食事会
の際に集まったチャリティーをご寄附頂
きました。

10月 2 9日　アミティエクラブ　様

おおひら万葉パークゴルフ場にて
第5回清月記杯パークゴルフ大会
が開催されました。今大会は参加
者が324名と、昨年の307名よりも
大幅に増え、大変風が強く雨模様と
なる時間帯もありましたが、参加さ
れた皆様が元気はつらつとプレー
をされており、怪我もなく無事に終
えることができました。
また今回参加者の最年長は87歳
最年少は27歳という、非常に幅広い年代の方々にご参加いただくことがで
きました。閉会式の中で、ＪＥＴＯみやぎへの贈呈式の場を設けていただ
き、参加費全額をＪＥＴＯみやぎにご寄附いただきました。

10月 3 0日　清月記杯パークゴルフ大会　様

８月７日（金）、北海道札幌市にございま
す、タケトイズ(hair&face TAKETO.is)様
にて、チャリティーカットが行われました。
小学校６年生以下の子供たちをシャン
プー＆ブロー込みで500円でカットする
というイベントになります。昨年も１８７
名のお子様をカットしチャリティー金をご
寄附頂いておりましたが、第５回目とな
る今回は２７７名とたくさんのお子様の
髪をカットし、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。
当日、お店の前にはたこ焼き屋さん、マニキュア＆ボディーアート、ソフト
クリーム＆クレープ屋さんも来て大盛況ということでした。また、「札幌市
西区発寒の子供たちの思いをお届けさせて頂きます」と温かいお言葉も
いただきました。スタイリストの皆様大変お疲れ様でした。

10月 2 2日　タケトイズ（Taketo.is）　様

株式会社ミヤックス様にて、山桜会チャリ
ティーゴルフコンペが開催され、集まった
チャリティーをご寄附いただきました。
また、ミヤックス様協力会「山桜会」様か
らも併せてご寄附いただきました。株式
会社ミヤックス様は、ＪＥＴＯみやぎの
髙橋文蔵 監事が代表をされている会社
になります。

10月 7日　株式会社ミヤックス　様

ＪＥＴＯみやぎに、森幹彦様（東京都東
久留米市）がご来訪されました。これまで
もＪＥＴＯみやぎにご寄附をいただいて
おり、奥様が生前にお子様の未来に役立
つ寄附をということで、ご夫婦でＪＥＴＯ
みやぎへ寄附をされました。そして今回
非常に大きなご寄附を事務局まで直接お
持ちくださいました。理事長と談話を交わ
し、子供たちの未来に大切に役立ててく
ださいとお言葉をいただきました。贈呈式は奥様のお写真と一緒に撮影
をさせていただきました。

6月 2 2日　森幹彦　様

一般社団法人 仙台仏教会様よりご寄附を
いただきました。賛助会員様として継続的
にＪＥＴＯみやぎをご支援いただいてお
ります。

6月 2 5日　仙台仏教会　様

情報労連 宮城県協議会様がお越しにな
りました。先日のメーデーで石巻産の
ワカメを仕入れ、販売を行ったということ
で、その売上金をご寄附いただきました。
情報労連様は、情報通信関連の労働組合
を中心に組織されている団体で、昨年も
メーデーで集まった募金をご寄附いただ
いております。

7月 1 7日　情報労連　様

7月25日、26日の二日間、広瀬文化セン
ターを会場に、エトワールバレエ館様
の創立25周年イベントが開催されまし
た。7月25日（土）は「第20回表彰式＆第
7回発表会」、翌7月2 6日（日）は
「20th ガラ・コンサート」と、たくさんの
お客様がご来場されておりました。
ＪＥＴＯみやぎスタッフも観せていた
だきましたが、観客席は満員の状況で
とても盛り上がってました。会場にはＪＥＴＯみやぎのブースも設けていた
だき、皆様よりたくさんのご寄附をいただくことができました。また、両日の
プログラムの売り上げと合わせてＪＥＴＯみやぎにご寄附をいただきました。

8月 1 0日　エトワールバレエ館　様

6月7日、オレゴン州ポートランド市にて
第5回 ZUMBA for JAPAN チャリティー
イベントが開催されました。2011年に発
生した東日本大震災直後に被災者の為
に出来る事をサポートしたいという願
いから、ポートランドで活動する日本人
ズンバ・インストラクターの皆さんによ
り発足、イベントの開催に至っておりま
す。毎年多くの参加者が、被災者の方々
への惜しみない支援と被災地復興の願
いを込めて、ズンバ・インストラクターと共に踊り、汗を流し、沢山の笑顔と
ポジティブなエネルギーが交錯し合う90分間のイベントは感動の連続で
す。ZUMBA for JAPANチャリティーイベントにて集まった義援金を全額ご
寄附いただきました。また、「どうか一人でも多くの被災者の方々のために
活用し、生かして頂ければ幸いです」と温かいお言葉もいただきました。

8月 2 1日　ZUMBA for JAPAN　様

東京タクシー女性経営者の会様が研修の
ためお見えになり、皆様からご寄附を頂戴
いたしました。

11月 6日　東京タクシー女性経営者の会　様

奈良県奈良市の東大寺、興福寺、薬師寺、唐招提寺、西大寺と斑鳩町の
法隆寺でつくる「南都隣山会」様より、参拝者の方々から集まった東日本大
震災の義援金の贈呈式が執り行われました。当日は、ＪＥＴＯみやぎ
一般社団法人「ふくしま原発避難 子供・若者支援機構」、日本赤十字社の
三団体が出席。東大寺大仏殿で贈呈式を行い、「般若心経」が唱えられる
なか各団体代表が焼香し、その後、東大寺の筒井寛昭別当が各団体に対
し目録を読み上げ、贈呈いただきました。また、「被災者のために有意義に
使っていただきたい」との貴重なお言葉もいただきました。

11月 9日　南都隣山会　様
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