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2012年上期の活動アーカイブ

N E W S

みやぎNPO夢ファンドから30万円を助成いただきました！

昨年度までの
「生活・教育支援金」
の給付事業に加え、今年度より震災孤児のお宅を個別訪問し、一人ひ
とりの就学・生活状況を把握し新たな支援につなげていくための取り組み、
「就学・教育コンサルティン
グ事業」
を実施しています。事業実施に際し、
「みやぎＮＰＯ夢ファンド」
のスタートアップ支援プログラムに
応募をしたところ、書類１次審査、
そして発表での２次審査を経て助成決定団体中２位の採点審査結果で
30万円の助成対象となりました。
詳細はせんだい・みやぎＮＰＯセンターのホームページでも公表されています。
せんだい・みやぎＮＰＯセンター http://www.minmin.org/

子どもたちへの個別ヒアリング・プロジェクト始動
震災孤児84名の個別訪問を通じて、子どもや保護者の生活・就学状況などについて詳しくお話を伺っています。大切な家
族や肉親を亡くし、
当時の大変な苦労と悲しみを乗り越えて一年半が経過した今、新たな困難や課題への提案、
また私た
ち支援者ができることについて検討してまいります。

ご寄付
ご寄付・
・
・
・
・
・
・
・
・１口1,000円より
ＪＥＴＯみやぎ支援グッズを１点差し上げます
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。
賛助会員の特典
１．
ＪＥＴＯみやぎ支援グッズを２点差し上げます
２．
ニュースレターをお届けします
（不定期）
３．
ＪＥＴＯみやぎ主催の特別企画などにご招待致します

上期を終えて

２期目となる事業年度も半年を迎えようとしています。
今期はこれまでの給付金事業に加え、新たにみやぎＮＰＯ夢ファンドからの助成事業として、震災孤
児一人一人のご家庭を訪問して生活・就学のご状況を個別にヒアリングすることで今後の支援のあ
り方を検討させて頂いております。
この事業の模様は、
日本テレビ NEWS ZERO（2012年5月28日放映分）でも取り上げられ、震災孤児へ
の関心と共に全国の方々から多くの反響を頂きました。
後半も皆様からの継続的なご支援を宜しくお願い致します。
特定非営利活動法人ＪＥＴＯみやぎ
理事長

池間哲郎先生の
チャリティ講演会を開催しました

オーストラリアのクイーンズランド州にあるザ・フレンドシップ・フォース・サンシャインコースト様か
らのご招待で、来春3月にＪＥＴＯみやぎの震災孤児を現地ホームステイプログラムに派遣すること
になりました。参加希望者７名の子供たちはそれぞれの夢と希望を胸に、今から来春の参加を心待
ちにしているようです。

すべての皆さまからのご寄付・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皆さまには、
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申し上げます。
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2012年上期の活動トピックス

オーストラリア・ホームステイ プログラム に
震災孤児７名を派遣する予定です

ご支援のお願い

号 ♪

6月5日
（火）18時より市民会館小ホールにて、
カメラマン・一般社団法人アジア支援機構
代表理事の
「池間哲郎」先生による
「ＪＥＴＯみやぎチャリティ講演会」
が開催されました。

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。

お問い合わせ

電話： 022-782-0303
メール： info@jeto-miyagi.org
ホームページ： http://jeto-miyagi.org

3.11東日本大震災の日からあっという間の１年半が過ぎました。
今年度は給付金事業以外の新たな支援の試みとして、震災孤児一人一人の訪問ヒアリングを通じ
て直接子どもたちとコミュニケーションする機会も増え、就学・教育支援も開始致しました。
ほとんどの子どもたちが未来に向けて、
また自身の進路・夢に向けて前向きに、
そして一生懸命に勉
学・部活動等に勤しんでおり、事務局側が励まされることも多くあります。一方で子どもたちの保護
者、里親の中にはご高齢の方も多く、学校行事への参加や長期休暇中の子どもとのかかわりについ
て体力的にも負担となっていることもあるようです。
事務局では、訪問先でのヒアリング内容を元に震災孤児一人一人のカルテを作成し、個別事情に応
じた支援をこれからも検討して参ります。今後のＪＥＴＯみやぎ活動にどうかご期待ください。
JETOみやぎ運営事務局
事務局長 野川 貴之

「私の夢は大人になるまで生きることです。」

池間先生からは、途上国で地雷により手足を失ったり、貧しさのためゴミ捨て場で生活す
る子どもたちの懸命に生きようとする写真や映像、
お話を通じて一生懸命に生きることの
大切さや命の尊さを、時にはユーモアを交えながらお話頂きました。
当日来場されたお客
様（チケット500枚完売）
は涙ながらにしみじみと講演に聞き入っておりました。
チケット販売５００枚（１枚２,０００円）
と、
当日募金で68,152円の合計1,068,152円が
ＪＥＴＯみやぎへのチャリティ金額となりました。

サマースクールを開催しました

中３夏の 勉強合宿

8月8日
（水）
から10日
（金）
までの2泊3日間、
ホテルＪＡＬシティ仙台にて来春高
校受験を迎える中学3年生を対象に、夏の勉強合宿を開催しました。秋からの本
格的な受験勉強を前に、基礎力の確認と苦手分野を克服するべく子どもたちは
真剣に取り組みました！！

ボランティアで講師としてご協力頂いた先生方、
３日間本当に有難うございました！！
国語・受験指導 大木 騏一郎
個別指導
千葉 賢也
伊藤 恭子
加藤 真友里

先生（元・東北学院中・高 教諭）
先生（東北大学経済学部３年）
先生（東北大学経済学部４年）
先生（東北大学経済学部４年）

大木 先生から サマースクールに
参加した子どもたち一人ひとりに
お手紙をいただきました
菅原理事長より、
サマースクール参加者
一人ひとりに修了証を進呈

皆さまからのご寄付・ご支援
5月13日
株式会社 AʼZUMA 様

東京都三鷹市の葬儀会社「株式会社
AʼZUMA」様主催の
「感謝祭」
でチャリティ
コーナーを設けていただき、
バザーの売上
と共に寄付をいただきました。

7月1日
サンタピアップみやぎボランティア会 様

誌面の都合上、今年度（５月１日から）上期にご支援いただ
いたチャリティ活動・ご寄付の一部をご紹介しています。
そ
の他にも多数のご支援をいただいています。

9月12日
株式会社アール・フランセ 様

クラブ代表の青木様よりクラブメンバーの
募金をご寄付いただきました。

カンボジアの貧しい境遇の子どもたち
を支援しているサンタピアップみやぎボ
ランティア会（宮城県曹洞宗青年会）
の
総会が仙台市内にある寺院・林香院様
にて開催され、
同会総会後の研修会に
て講演の時間をいただきました。
曹洞宗各寺院のご住職様を中心におよそ30名の方に震災孤
児の生活状況や感謝の手紙などについてお話させていただき、
熱心に聞かれる姿が印象的でした。
講演を通じて
「助けあいの精神を共有できた」
とお言葉をいた
だいています。

昨年の
「絆のクリスマス・プロジ
ェクト」
に続き、絵画とアートフ
ラワー・レンタルの株式会社ア
ール・フランセ様より仙台七夕
のお祭り期間中
「絆の七夕プロ
ジェクト」
が実施されました。仙
台市内の３つのホテル、
ダイワ
ロイネットホテル仙台、
ホテルモントレ仙台、三井ガーデンホテル
の連携したチャリティにより多くの皆さんの震災復興への想いと
願いを短冊に託していただきました。地元新聞の河北新報にも掲
載されました。

6月4日
鹿児島第一ライオンズクラブ 様

7月10日
HAIR SALON オガワ 様

株式会社 黒川葬祭 様

5月27日

スーパーカー オーナーズクラブ

Two Seaterʼs Club 様

左：川田代 様
中央：牧野 様
右：菅原 理事長

幹事の川田代泰和様、会計の牧野啓一郎
様より直接菅原理事長へ寄付金の贈呈を
いただきました。
お二人は被災地の荒浜〜名取市閖上地区
も訪れ、
当時の被災に心を痛め、震災の犠
牲になられた方に追悼されました。

今年もフューネラル・ビジネスフェア2012に出展

6月28（木）
・29日
（金）
の２日間、昨年に引き続きパシフィコ横
浜にて
『フューネラル・ビジネスフェア2012』
にチャリティ・ブ
ースを出展しました。
今回は出展社数が129社、来場者が１万人を超える昨年を上
回る規模となり、
ＪＥＴＯみやぎ出展ブースでは、清月記の新入
社員を中心に有志が積極的な支援の呼びかけをお手伝いいた
だき、
チャリティ額は25４,２４2円となりました。
また、本フェアでは理事長でもある清月記の菅原裕典、代表取
締役社長がシンポジウムで講演を行い、講演謝礼をＪＥＴＯみ
やぎに寄付させていただきました。
この場をお借りして、会場を
ご提供をくださいました主催者の綜合ユニコム株式会社、関
係者の皆様に御礼申し上げます。

少しでも被災された方への支援になれ
ばとサロンにて募金活動を続けてこら
れたそうです。募金いただくお客様から
も活動や顔が見える支援に使って欲しいとリクエストもあった
ことから、
ＪＥＴＯみやぎに寄付を決められたそうです。
ＪＥＴＯみやぎの支援期間と同じ20年間の募金活動を継続し
て一緒に震災孤児を支援したいとお言葉もいただきました。

明日に向かう希望の会 様
ボランティアの大学生を中心に募金活動
を実施している千葉県の
「明日に向かう
希望の会」様より、
これまで７回ご寄付を
頂いております。

7月26日
名取ロータリークラブ 様

定期会合にて講演をさせていただきま
した。
クラブ奉仕委員長の庄司様からは
「名
取の子どもたちのためにも活動していただいて有難うございま
す。
これからも応援致しますので頑張ってください。」
と温かいお
言葉をいただきました。
※ＪＥＴＯみやぎの法人賛助会員でもある名取の秀麓禅斎（お寺）
のご住職様が名取ロー
タリークラブの前会長だったこともあり講演の機会をいただきました。

6月29日
ECCジュニア 様 （静岡県浜松市）

静岡県浜松市で英語教室（ECCジュニア）
を開いている中野徳子様より、市内12教
室の英語発表とお楽しみイベントでＪＥＴ
Ｏみやぎチャリティ会を開催いただき、
ご
寄付をいただきました。

7月29日
ＪＡ全農みやぎ・
株式会社ＪＡ仙南サービス 様

ＪＡ葬祭サマーフェスタにてブース出展
とチャリティバザーが行われました。
当
日は炎天下の中、多くの近隣の方にお
越しになり、屋台や仏壇販売、各種催し
物を楽しまれたようでした。
また、抽選
会ではＪＥＴＯみやぎをご紹介する時間もいただき、
バザーの
売上全額をご寄付いただきました。

ファミリーホール新鹿沼のオープン記念イ
ベントではＪＥＴＯみやぎについて来場者に
告知いただき、売上の一部をチャリティとし
てご寄付いただきました。

9月16・17日
エトワールバレエ館 様

バレエ発表会「17th GALA concert」
が広瀬文
化センターで開催され、来場者の方々にＪＥＴＯみ
やぎのチャリティの呼びかけを行いました。
昨年は東日本大震災の影響もあり、開催を中止し
たそうですが今回は満員に近い来場者があり、子
どもたちが華麗な踊りを披露したとのことです。

富士ゼロックス宮城 株式会社 様
富士ゼロックス宮城 株式会社様、社員の
皆様より今年度も３回のご寄付をいただい
ています。富士ゼロックス宮城 株式会社様
では、企業ＣＳＲ活動として、地域貢献や社
会貢献にも力を入れられており、昨年度に 左：支店長 江川様
中央：取締役 齊藤様
引続きご支援をいただいています。
右：菅原 理事長
経済的な支援だけではなく、就学支援の一
つにパソコンの研修についてもご提案もいただきました。子どもた
ちへの支援にもドンドン幅が広がっていきます！

10月4日
サンタピアップみやぎボランティア会 様

7月に引き続き、
サンタピアップみやぎボラ
ンティア会主催の
「第18回カンボジア教育
支援・チャリティバザー」
が根白石市民セン
ターで開催され、
ＪＥＴＯみやぎスタッフも
チャリティの呼びかけをしました。
販売開始時間の２時間前より多数のお客様がお待ちになり、212
名のお客様をお迎えして4,013点のバザー品が1時間で完売した
そうです。

ご支援を頂いている法人様
法人・団体ご賛助
（株）
アール・フランセ
（株）
あい
（株）A'ZUMA
（株）
アップルファーム
アドバンストオートモービル（株）
（株）eプランニング
井ヶ田製茶（株）
（株）一条工務店宮城
（株）
イメージパーク
（株）医療救急サービス
魚や（株）
（株）
エーブイテック
（株）SRA東北
ＮＫ東日本
（株）
エル・コスモ
（有）大野屋葬儀社
（株）岡村製作所
オフィスリンテアライン
（株）オブオールカヤバ
（株）オレンジライフ
（株）かとう
（株）神奈川こすもす
（有）亀屋葬儀社
（株）川上葬祭
（有）紀南開発
木ノ下町内会
木本生花（株）
（有）京都屋葬儀社
金蔵寺 [宮城県石巻市]
愚鈍院 [宮城県仙台市]
（株）
クリエイトワン
クリニプロ（株）
（株）黒川葬祭
見松寺 [宮城県仙台市]
（株）建築工房零
（株）孔栄社
（株）公益社 [滋賀県]
（株）構創企画ABE建築設計事務所
国際経営（株）
コクヨ東北販売（株）

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いただいている法人様

（株）五葉商事
（有）
コラソンイーエム
（株）サクセス・アンリミテッド仙台
（有）三誠
（株）サンライズモータース
（株）三和鋲螺製作所
三和物産（株）
シブヤ食品（株）
（医社）恒心会歯科春採クリニック
秀麓齋 [宮城県名取市]
常念寺 [宮城県仙台市]
松和産業（株）
スズキ花材 [新潟県]
全玖院 [宮城県仙台市]
（株）第一エージェンシー
大栄（株）[福井県]
（有）大永商店
（株）ダックス
（株）ダルトン
通研電気興業（株）
（株）
ティ・ピィ・エスサービス
（株）東京クラウン
（株）東京テント
東泉寺 [宮城県仙台市]
東北経済懇話会
日本ハイウェイ・サービス
（株）
仙台支店
日本ハウスコンサルタント
（株）
認定NPOサポート
（株）
ヌマザワ
（株）濃飛葬祭
（株）BAU建築設計室
（株）博愛社
（有）博善社
（株）はせがわ
（株）八弁
（株）
ビーアイ運送
（株）
ビーマック会計事務所
（株）弘前公益社
藤井産業（株）

（株）藤商事
富士ゼロックス宮城（株）
（株）富士の華
（株）ブレイン
フローラル共済（株）
ベーシック
（株）
（有）ベストプロデュース
（株）保志
ホシヤマインターナショナル（株）
（株）ホットマン
（有）前澤葬儀社
（株）
まつだ
松本事務機（株）
丸喜（株）
（有）丸竹園
マルホン
（株）
満興寺 [宮城県仙台市]
（有）瑞江セレモ
（株）三森コーポレーション
ミツワ商事
宮城整備（株）
（株）宮城総合給食センター
（株）
ミヤックス
（株）
ミヤックス互助会
ミューアンドキュービック
（株）
（株）ムッシュ太田
（有）やない製麺
（株）矢部園茶舗
（株）山一地所
（株）ヤマトコフイン
（株）山中葬儀社
ユウアイ電子工業（株）
（株）
ヨコタ
ラボ・ジャパン
（株）
リップカンパニー（株）
林香院 [宮城県仙台市]
林泉寺 [宮城県仙台市]
蓮香院 [宮城県仙台市]
ワールド警備保障（株）
（有）
ワシオ金物店

法人・団体ご寄付
（株）
アール・フランセ
相原雅行事務所
アイビー（株）
（有）
アクティブサウンド
明日に向かう希望の会
（株）A'ZUMA
アミティエクラブ
井ヶ田製茶（株）
石巻震災供養祭
石巻南境地区夏祭り
（有）石松
一燈明 みぶな（株）正大
（株）
インタープレイス
（株）
エーブイテック
EXOTIC TWO SEATER'S CLUB
エトワールバレエ館
ＮＫ東日本（株）
evangelische Kirchgeminde Mitlodi
（株）
エル・コスモ
鹿児島第一ライオンズクラブ
（株）菓匠三全
（有）片岡保険センター
（医社）片平外科脳神経外科
（株）
カトーマロニエ
（株）
カネサ藤原屋
（株）河北アドセンター
（株）喜友
きらやか天童ＮＥＸＴＣＬＵＢ
金蔵寺 [宮城県石巻市]
金蔵寺コンサート募金
栗駒中学校第二期生学年集会
（株）黒川葬祭
慶雲院 [宮城県名取市]
（株）公善社
（株）構創企画ABE建築設計事務所
（株）
コープ葬祭
国際経営（株）
国際経営（株）仙台営業所

（一社）国分町街づくりプロジェクト
（有）
コラソンイーエム
（株）齋藤石材
（株）サクセス・アンリミテッド仙台
（社）茶道裏千家淡交会
高岡支部 いみずの青年部
（株）沢本自動車
（株）三株園茶舗
サンタピアップみやぎボランティア会
（株）ジェイエイ仙南サービス
ジェクス
（株）
実践桜会 英国支部
松和産業（株）仙台営業所
（株）菅原園
（株）清月記
（株）セイホウドウ
（有）石伸
仙台JAZZ FAN CLUB
仙台トーホー事務機（株）
綜合ユニコム
（株）
ソーショー
大久自動車販売（株）
ダスキン細川
（有）
ティ・アイ
（株）
ティ・ピィ・エス サービス
てきに〜じ〜じっこういんかい
東京学芸大学
（有）東京テント
洞昌寺 [宮城県柴田郡]
（株）東北ロイヤルパークホテル
（有）みやがわ内 ともびき塾
（株）
ナカジマ装建
（株）
ナカノ
（有）中野機械
中村トマト園
名取ロータリークラブ
薬師寺 [奈良県奈良市]
（一社）日本儀礼協会

日本健青会尼崎支部
日本葬送文化学会
（株）
ヌマザワ
（株）のむら葬祭
ハイブリッド・クラリネット
チャリティライブ北海道
（株）博愛社
（有）芭蕉園茶舗
（株）はせがわ
服部コーヒーフーズ（株）
Hello English会
兵庫県経営者協会
（株）藤崎
（株）藤商事
富士ゼロックス宮城（株）
プルデンシャル生命保険（株）
HAIR SALON オガワ
ホシヤマインターナショナル（株）
Bond-BBT Program同窓会・豪研会
（株）
マコセエージェンシー
松島産業（株）
（有）丸竹園
（有）瑞江セレモ
三菱鉛筆東北販売（株）
ミツワ商事
（株）
ミヤックス
（株）武蔵屋
杜乃都天満屋
（有）やない製麺
（株）矢部園茶舗
洋服のショウジ
横浜フューネラルビジネスフェア
（株）吉田酒店
（有）
ラ・ドゥースヴィインターナショナル
（株）
リサイクルジャパン
（有）緑香園茶舗
ワールド警備保障（株）
（有）
ワシオ金物店

五十音順／敬称略
※ 個人ご協力
（賛助・寄付）
については、掲載を控えさせていただきます。
※ 法人ご寄付については、2012年度上期分を掲載しています。

