ＪＥＴＯみやぎへの応援をご紹介します
仙台市青葉区一番町の “ぶらんど〜む一番町” にあるご相談サロン「ライフスタイル・コンシェルジュ」では、お客様のくらしを

より豊かにするための様々な情報が提供されています。例えば「新しい趣味を始めたい」「オーダーメイドの旅行を楽しみたい」

「会食できる場所を探してほしい」などのご相談にも専任のコンシェルジュが対応。2012 年のオープン以来、毎週水曜日を基本に
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エグゼクティブ・ラウンジで開催されているラウンジセミナーでは、参加費全額を「ＪＥＴＯみやぎ」にご寄付いただいております。

そうした社会貢献活動に賛同してくださるお客様も多く、年間 1,000 名を超える方々がラウンジセミナーに参加されているそうです。
また、講師陣にも支援の輪は広がり、セミナー時にＪＥＴＯみやぎのバッジを付けてくださる講師もいらっしゃるとのこと。
ぜひ皆様も、ＪＥＴＯみやぎの支援につながるセミナーに参加されてみてはいかがでしょうか？

ラウンジセミナーでは、毎回、
ＪＥＴＯみやぎの支援について

参加者に説明され、リーフレッ
トやニュースレターも配布いた
だいています。

「スマートフォンのための撮影
入門」の講師の写真家 茅原

田哲郎氏も JETO みやぎを支
援されているおひとりです。
襟元にバッジが。

ご支援のお願い
ＪＥＴＯみやぎの活動は、
すべて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。
ご寄付(税法上「特定寄付金」扱い)
ご寄付・
・
・
・
・
・
・
・
・１口1,000円より
ＪＥＴＯみやぎよりニュースレターを郵送いたします。
※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みやぎにご寄付をいただいた場合、寄付金控
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みやぎ発行の寄付金受領証明書が必要です。
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。

※賛助会員について
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（年2回発行）
や総会のご案内をしています。

JETOみやぎ事務局より

毎週月曜日定休 12/31,1/1 休み

2016年上期の活動トピックス
認定ＮＰＯ法人ＪＥＴＯみやぎ総会、決算・活動報告会を開催しました

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。

【寄付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
JETOみやぎへお電話でご住所をお知らせいただき
ますようお願いいたします。

《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
※ 寄付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 ＦＡＸ：022-783-6116
メール： info@jeto-miyagi.org
ホームページ： http://jeto-miyagi.org

震災から５年が経過し、これからは社会的関心の薄れといった “震災の風化” との闘いになり

ます。保護者の高齢化も進み、ＪＥＴＯみやぎとしても支援の内容も時代に合わせたものにして

いかなければなりません。その中でも顔の見えるサポートと、コミュニケーションについては特
に大切にしていきたいと考えております。今後とも皆様からの末永いご支援と、ご指導・ご鞭
撻をよろしくお願いいたします。

ＪＥＴＯみやぎは２０１６年６月１７日に総会、決算・活動報告会を開催いたしました。認定ＮＰＯ法人取得から
２年が経過し、国が認めた団体ということで、寄付者の皆様にも安心してご寄付いただける団体としての認知度も
高まりました。結果、前期を大きく超えるご寄付をいただくことができました。支援をしている子供たちについても
本来ＪＥＴＯみやぎは１９才までの支援となっておりますが、要望があれば大学卒業まで支援を続けていくこと、
また海外留学を目指している方についてもＪＥＴＯみやぎとしての支援、また応援をしていきたいと考えております。
震災から５年という節目の時期となりましたが、今なおＪＥＴＯみやぎへの支援、関心は高まりを見せています。
これもひとえにご支援いただいている皆様方のお力添えがあってのことと存じます。これからもＪＥＴＯみやぎは
皆さまが安心して支援いただける団体、またそのように広めてい
認定特定非営利活動法人ＪＥＴＯみやぎ
ただける団体、そして安心してお子様・保護者から頼っていただ
ける団体として活動してまいります。皆様からのより一層のご支
理事長
援、ご協力を宜しくお願いいたします。

6 月 17 日（金）江陽グランドホテルを会場に平成２８年度 認定特定ＮＰＯ法人ＪＥＴＯみやぎ総会、決算・活動報告会を開催いた
しました。第５期 事業報告・決算報告、第６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。また、ＪＥＴＯみやぎの啓蒙活動としての基調講演・チャリティイベントへの参加・県内のＮＰＯ法人が集まるイベントへ
の参加等の様子をスライドにて見ていただきました。
活動報告会では、第１期から第５期までの間で、より多くのご支援いただきました方々へ、これまでのご支援・ご協力に感謝し、記
念楯の授与式を執り行わ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。

昨年度の主な決算状況
【平成 27 年度収入の部】
寄附金・募金収入 29,953 千円
会費収入 7,450 千円
当期収入合計 37,410 千円
※詳細はホームページをご覧ください

「まけない！タオルプロジェクト」様からの贈り物
2016 年 2 月に大きなご支援をいただいた「まけない！タオルプ
ロジェクト」様からのご寄付を子供たちにお渡しさせていただき
ました。その際、子供たちから「まけない！タオルプロジェクト」
様へメッセージを書いてもらい、お渡しさせていただいたところ、
「まけない！タオルプロジェクト」様より贈り物が届きました。
中には、「まけない！タオルプロジェクト」代表の三部義道様か
らのお手紙と、東日本大震災復興支援歌「まけないタオル」を作
詞された早坂文明様からのお手紙、そしてシンガーソングライ
ターの「やなせなな」さんより、メッセージとサイン入り「まけ
ない！」タオル、「まけない！」ＣＤが入っておりました。頂いた
お手紙と「まけない！」タオル、ＣＤはＪＥＴＯみやぎの子供たちにお届けさせていただきました。

皆様からのご寄付・ご支援
平成28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・ご寄付の
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。

5月 1 5 日

アール・フランセ 様

アール・フランセ様では、ダイワロイ
ネットホテル仙台様・三井ガーデン
ホテル仙台様・仙台ワシントンホテ
ル様と連携し、震災復興の支援企画
として「絆・春のプロジェクト」を開催
いたしました。東日本大震災から5年
を迎え、内外からの宿泊者に震災の
記憶を伝え、併せて孤児となった子
供達を支援することを目的に開催さ
れました。ご賛同していただいたホテルのカラーに合わせ、1つ1つ
のオーナメントに想いを込めて作品を仕上げました。株式会社アー
ル・フランセ 代表取締役 菅原 芳則様にお越しいただき「絆のツリ
ー・プロジェクト」で集まった募金の全額をＪＥＴＯみやぎへご寄付
いただきました。

5月 2 9 日

寺 フェス 様

石巻にございます、金蔵寺様にて第
二回「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
1,500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、
ＪＥＴＯみやぎブースでは募金とバ
ザーを行い、集まったご浄財をご寄
付いただきました。

5月 3 0 日

鹿児島第一ライオンズクラブ 様

鹿児島第一ライオンズクラブの田中
会長、牧野前会長、川田代様にＪＥＴＯ
みやぎにお越しいただきました。
3月18日（金）に、
「宝山ホール」で行
われました、東日本大震災孤児支援
チャリティーコンサートにて鹿児島の
皆様からいただきましたご寄付をお
持ちいただきました。5年という年月
が経過していますが、子供たちの本当
の笑顔が見られる未来を共に創っていきましょうという力強いメッ
セージをいただきました。また、荒浜・閖上地区を視察いただき、慰
霊碑に手を合わせ、祈りをささげておりました。九州地方でも熊本を
中心に大変大きな地震がありましたが、その中でＪＥＴＯみやぎへ
の来訪は本当にありがたく、誠に感謝申し上げます。

6月 1 日

Lei La（レイラ） 様

千葉県印西市よりHula Studio "Lei La"
を経営されている平山様がＪＥＴＯ
みやぎへご来訪されました。東日本
大震災の際に「仲間と共に何か出来
ることってあるかな？」という思いか
ら『チーム'ano'ano』を結成。フラダ
ンスの衣装を作る際の余った布やボ
タンなどを持ち寄り、髪飾りやポーチ、
眼鏡ケース、大きいものではバック
に至るまで手作りし、フラダンスの
イベント時に販売しております。今回、チーム'ano'anoの想いの
こもった作品を販売した際の売上をご寄付いただけることになりま
した。また、6月26日（日）に、白井市文化会館を会場にLei La 10周
年記念ホイケが開催され 、お越し頂いた皆さんにＪＥＴＯみやぎ
を支援していることを来場の皆さんへお伝えいただきました。

6月 8 日

国分町街づくりプロジェクト 様

3月11日（金）国分町にございます、
元鍛冶丁公園を会場に、国分町街づ
くりプロジェクト様主催による、
『キャ
ンドルin国分町』が開催されました。
当時を忘れないために「炊き出し」を
再現、またキャンドルが入ったコップ
にメッセージを記し、一人ひとりの想
いをキャンドルに込めて火を灯しま
した。元鍛冶丁公園ステージはたく
さんのキャンドルで埋め尽くされました。イベントでの収益金と、皆
様からの募金を併せてＪＥＴＯみやぎにご寄付いただきました。

6月 3 0 日 国際ロータリー第2760地区/2520地区 様
国際ロータリー第2760地区／2520
地区様では、被災高校生支援事業を
行っており、ＪＥＴＯみやぎからも
5名の高校生が対象となり、ご支援を
頂いておりました。今回、被災高校生
支援事業が終了するということで、寄
付金の剰余金をＪＥＴＯみやぎにご
寄付いただきました。長い間の活動、
またご支援に感謝いたします。ありが
とうございました。

6月 2 7 日

ZUMBA for JAPAN 様

オレゴン州ポートランド市より、
ZUMBA for JAPAN様からご支援を
いただきました。昨年もご支援をい
ただいておりますが、今年は熊本、エ
クアドールの大震災支援も兼ねて、
"Dance-A-Thone" というタイトルで
東日本大震災支援のご寄付をいただ
きました。

8月 8 日

橘企画 様

7月4日（月）太白文化センターを会場
に「2016中村文昭 講演会」が開催さ
れました。昨年は10年連続10回目の
節目となり、新たな10年を目指して
今年の開催となりました。会場は600
人を超える観客の皆さんで満員とな
り、大盛況の講演会となりました。当
日の収益の一部を、主催である「橘企
画」エバンジェリストの橘雅昭様より
ご寄付いただきました。橘企画様か
らは昨年も同講演会での収益をご寄付を頂いており、継続的に
ＪＥＴＯみやぎを支援していただいております。

8月 9 日

タケトイズ（Taketo.is） 様

8月8日（月）、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
ティカットが行われました。今回は『Taketo is』、
『みかん』、
『ヘアサロン ミスト(MIST )』の3店
での共同開催となり、小学校6年生までの子供
たちを対象に、1人500円でカット・シャンプー・
ブローまでを行います。第6回目となる今回は
昨年の記録を伸ばし、304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
全額をご寄付いただきました。なお、一昨年は
187名、昨年は277名の子供たちをカットした
チャリティ金をご寄付頂いております。

9月 6 日 サンタピアップみやぎボランティア会 様
登米総合体育館「とよま蔵ジアム」を
会場に、サンタピアップみやぎボラ
ンティア会主催、第22回カンボジア
教育支援チャリティーバザーが開催
されました。当日は、開場前からたく
さんの方にお越しいただき、整理券
を配っての入場となりました。サンタ
ピアップみやぎボランティア会様は
カンボジアに小学校の贈呈などを行って
おり、今回の集まったお金もカンボ
ジアの教育支援に使われます。ＪＥＴＯみやぎのブースも出展させ
ていただき募金箱を設置させていただきました。

9月 1 3 日

清月記杯パークゴルフ石巻大会 様

石巻市かなんパークゴルフ場にて、
清月記杯パークゴルフ石巻大会を開
催いたしました。雨模様の中、参加者
160名の皆様は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。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
ご寄付いただきました。

10月 5 日

全国浄土宗青年会全国大会 様

8月31日（水）江陽グランドホテルを
会場に、第12回 全国浄土宗青年会
全国大会 in SENDAIが開催され 、
チャリティをいただきました。また、
ＪＥＴＯみやぎ理事長 菅原裕典に
よる講演をさせていただき、400名
を超える参加者の皆様が熱心に耳
を傾けておりました。

10月 1 4 日

株式会社ミヤックス 様

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 、
集まったチャリティをご寄付いただ
きました。ミヤックス様では毎年ゴル
フコンペを開催されており、継続的
にご支援をいただいております。また、
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 1 6 日

髙田道場 様

将監中央小学校を会場に
『第79回ダイヤモンドキッ
ズカレッジ』が開催されま
した。小学校1年生〜小学
校6年生までの男女約160
名が参加し、今夏リオオリ
ンピックで盛り上がった
「アマチュアレスリング」を
取り入れた「髙田式体育」
にチャレンジしました。
髙田道場様では、東日本
大震災復興支援として子
供たちが中心となって募
金活動をされております。
当日は、会場にて贈呈式
の場を設けていただき、
今年も大きなご寄付と子
供たちからのメッセージ
カードをいただきました。
髙田道場 主宰 髙田延彦様、
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。

10月 1 7 日

林泉寺 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12
回目を迎え、300名を超えるお客様が
演奏家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をご寄付いただきました。

10月 1 8 日

アミティエクラブ 様

アミティエクラブ様にて、四季の集い
「十三夜のお月見会」が松島で開催
されました。その中でＪＥＴＯみや
ぎへの贈呈式も執り行われ 、チャリ
ティをいただきました。アミティエク
ラブ様からは継続的にＪＥＴＯみや
ぎをご支援いただいております。

10月 1 8 日

清月記杯パークゴルフ仙台大会 様

おおひら万葉パークゴルフ場にて、
清月記杯パークゴルフ仙台大会が開
催されました。今年から、石巻大会と
仙台大会に分けての開催となり、仙
台大会には286名の方々にご参加い
ただきました。当日は、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
にご寄付いただきました。

10月 2 3 日

S≒WINDLE 様

氷室京介さんのコピー・カバーバン
ドで、ライブを中心に仙台で活動さ
れている「S≒WINDLE」の皆さんが
ＪＥＴＯみやぎ事務局にお越しくだ
さいました。10月14日（金）に”仙台
FLYING SON”にて開催されたチャリ
ティイベント「For the next generation
SAVE THE CHILDREN vol,2」での
収益と皆様から募った募金をお持ち
いただき、ＪＥＴＯみやぎにご寄付
いただきました。LIVEを通して東日本大震災により被害を受けた震
災孤児を支援したい・・・自分たちも震災の記憶を忘れないように・・・
そんな想いではじめたチャリティイベントも第2回目の開催となりま
した。昨年もご支援をいただいており、今後も継続して支援していき
たいという温かいお言葉をいただきました。

ＪＥＴＯみやぎチャリティ自販機の
設置にご協力いただける方を探しています
ＪＥＴＯみやぎでは大手飲料メーカー３社と共同で『ＪＥＴＯみやぎ
支援自販機』の展開を進めております。清涼飲料水自動販売機の売上の
一部がＪＥＴＯみやぎに寄付され、東日本大震災の震災孤児の心のケ
ア、就学支援など
「震災孤児の健全な育成支援」に活かされます。
「ＪＥＴＯみやぎチャリティ自販機」によるご支援を宜しくお願い致します。
【ご連絡・お問合せ先】
ＪＥＴＯみやぎ事務局
電話：022-782-0303
【協力先飲料メーカー様】
仙台キリンビバレッジサービス㈱
コカ･コーライーストジャパン㈱
サントリーフーズ㈱
※仕様・デザインは各社により
若干異なります。

