
CON T EN T S
活動最前線　緑区社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
想いをつなぐリレートーク /ながら体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
ほっとはあとコーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
　●  旬ボラを行く！
　　  スペシャルオリンピックス日本・愛知
　●  ボランティア・ＮＰＯウォッチング
　●  きらっとボランティア・ＮＰＯらいぶ
　●  地区のオススメのボランティア
からだに優しい・いきいきレシピ /プレゼントつきクイズ・・・・10
インフォメーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
ご寄付・ご寄託・賛助会員のご紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 広報紙

今回の特集は、 
令和2年12月から 

新たに事業を開始した住まい
サポートなごやの方々に 

お話を伺いました。 
関連記事：2・3ページ
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【特集】福祉クローズアップ

住まい探しに困っている人を関係機関と連携して支援する 
「住まいサポートなごや」
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J u l y
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特集ページ

特集 : 福祉クローズアップ

民間賃貸住宅への入居から
安定した居住までをサポート
　「住まいサポートなごや」では3つのサポート
を行っています。
　1つ目は、名古屋市「住ま
いの相談コーナー」（詳細は
p3の右下）で実施している
「民間賃貸住宅入居相談」を
通したサポートです。住宅確
保要配慮者が民間賃貸住宅へ
入居できるように、物件情報を提供したり、継
続した支援の調整を行います。
　2つ目は、福祉等の関係者や関係機関と連携
したサポートです。関係機関から住宅確保要配
慮者の相談を受けると、本人の希望を聞き関係
機関と連携しながら支援を開始。民間賃貸住宅
探しから入居後も安定して居住し続けられるよ
う支援していきます。
　3つ目は、セーフティネット住宅（住宅確保
要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅）の不動
産事業者や大家さんのサポートです。入居トラ
ブル等の困り事に対応します。
　相談には福祉の専門職と住宅の専門職が協働

杉本さん

で当たります。居住支援コーディネーターは福
祉の専門職で、住宅確保要配慮者への直接支援
や関係機関との調整を行います。住宅相談員は
住宅分野の専門職で、住宅や大家等からの法的
な相談にも対応できる体制です。

関係機関からの相談が急増
　「民間賃貸住宅入居相談」は月3回（1回あた
り3人の予約制）ですが、常設の相談窓口「住
まいサポートなごや」ができたことで、相談件

数は飛躍的に増加しました。
本人からの「民間賃貸住宅入
居相談」への直接相談と、関
係機関からの相談を合わせる
と、新規相談は月に約50件。
内訳は、入居者からが9割弱、
大家さん等からが1割弱です。

　関係機関からの相談は、仕事・暮らし自立サ
ポートセンターからが一番多く、居住支援法人、
いきいき支援センター、市・区社協からと続き
ます。
　支援を必要とする人（世帯属性）は、高齢者
と経済的困窮の割合が高く、精神障害、生活保
護、身体障害、外国人など。また、子育て世代、

柳田さん

　名古屋市では、平成30年度から「住宅確保要配慮者（高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得者等
で住宅確保に困っている方）」が民間賃貸住宅へ入居できるようサポートする「民間賃貸住宅入居相談」
を行っています。しかし、相談者は複合的な課題を抱えていることが多く、物件の紹介だけでは安定し
た生活につながらない場合もあるという問題点が浮かび上がってきました。
　そこで、細かな配慮や調整を必要とするニーズがどれくらいあるのかを把握するため、令和2年12月・
から名古屋市の業務委託を受け愛知共同住宅協会と名古屋市社会福祉協議会が関わり、モデル事業・
「住まいサポートなごや」としてリニューアルスタート。発足から4カ月が経過して、同事業の現状と
見えてきた課題等について、住宅相談員と居住支援コーディネーターに話を伺いました。

住まい探しに困っている人を
関係機関と連携して支援する
「住まいサポートなごや」

住まいサポートなごや　（左から）
　 住宅相談員 

公益社団法人愛知共同住宅協会理事 
弁護士　 杉本みさ紀さん

　 所長 
居住支援コーディネーター　 柳田　智美さん

　居住支援コーディネーター　 伊藤　公是さん
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寮からの退寮、離婚やDVなど若い世代からの
相談もあります。
　相談内容は、低家賃の部屋へ住み替えたい、
現在住んでいるアパートが立ち退き・取り壊し
になる、親元等から自立・独立したい、病院か
らの退院、施設からの退所後の住まい確保につ
いてなど多岐にわたります。
　大家さんや不動産事業者からの相談では、入
居者の安否、家賃滞納、近隣トラブル、立ち退
きなどがあります。

個々のケースに応じた
きめ細かい居住支援
　相談への対応は、相談者の希望や意向を尊重
しながら進めていきます。相談者の抱える問題
に応じて、転居先の検討、
転居後に安定した生活を
送るための見通しなど、
必要な場合は関係機関が
集まってケース会議を開
くこともあります。継続
的に支援を行っている
ケースは、3月時点で通算200件に上ります。
　経済的困窮者の場合、転居より働く場を確保
する方が先決だと判断すれば、関係機関と連携
し、仕事探しの手伝いも行います。外国籍で日
本語能力等に不安がある方には、さまざまな手
続きの代行もします。最近は新型コロナウイル
ス感染拡大による影響で困窮している方からの
相談も増えています。
　実際に入居に結び付いたケースでは、階段で
転倒して危険だった高齢で障害のある方に、福
祉サービス等の調整をしながら、エレベーター
付きの物件へ転居を支援。また、離職し住み込
み寮を出された相談者に、住まいを確保した上
で仕事探しを支援したり、虐待や精神疾患等に
より転居が必要なケースを、関係機関と連携し
入居支援したこともありました。

新たにつながったネットワークで
さらに重層的なサポートを
　住まいは生活を支える大切な土台です。「住
まいサポートなごや」へ4月から加わった伊藤
さんは、「住まいに困っている方に、転居後も
含めた生活全体を一緒に考えながら、住まい探
しのお手伝いをしたい」と抱負を話していただ
きました。

伊藤さん

　杉本さんは「民間賃貸住宅入居相談」の開設
当初からの相談員で、「社協が加わり『住まい
サポートなごや』になったことで、広く知られ
るようになった。住まい探しで困っている人は
以前と変わりなく多いため、より相談しやすく
なったと思う。住宅と福祉という複数の専門職
の目が入ることで安全装置が働くことになった
のはいいこと」と、以前からの変化を聞かせて
いただきました。
　この4カ月間、相談者と関係機関をコーディ
ネートしてきた柳田さんは、「社協が以前から
行っている地域支援や個別支援を生かして居住
支援に取り組んだことで、支援メニューやノウ
ハウが広がるとともに、新たなネットワーク構
築にもつながった」と手応えを感じている一方、
「入居者が地域で安定した生活が継続できるよ
うに、行政、福祉関係者、地域住民も含めた重
層的な支援のネットワークが必要。不動産事業
者や大家さん支援と入居者支援を一体的に展開
することにより、不動産事業者や大家さんの不
安を解消し、物件提供に理解のある家主・不動
産店を増やし、住宅確保要配慮者の入居促進に
つなげることが必要。」と、新たに浮かび上がっ
てきた課題を挙げていただきました。

名古屋市「住まいの相談コーナー」
「民間賃貸住宅入居相談」
相談無料
相 談 日　�月3回（原則第1月曜日、第3金

曜日、第4土曜日）午後1〜4時
場　　所　�栄市民サービスコーナー
　　　　　「住まいの窓口」
　　　　　（栄・森の地下街南四番街 南側）
予約受付　事前に電話で予約
　　　　　電話�052-242-4555
　　　　　�相談希望日の前月1日（定休

日の場合は1日以降の営業日）
から、1日3名まで予約受付。

対　　象　�市内に在住、在勤又は在学（予
定者を含む）の方
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ほっとはあとコーナー

本号のテーマ スペシャルオリンピックス日本・愛知

●スペシャルオリンピックスとは
　スペシャルオリンピックスは、1962年にアメリカ人のユ
ニス・ケネディ・シュライバー夫人（J・F・ケネディ大統領
の妹）が設立しました。ユニスの姉には知的障害があり、庭
で体を動かす時表情が柔らかくなる姉の様子を見たことをきっ
かけに、スペシャルオリンピックスを立ち上げたのでした。
その活動は現在世界170か国に広がり、日本ではスペシャル
オリンピックス日本（理事長は有森裕子氏）を中心に、47都
道府県に地区組織がありアスリート（知的障害のある人）が
7,690人、ボランティアが5,098人います。

●スペシャルオリンピックスの活動
　スペシャルオリンピックスは、知的障害のある人たちに年
間を通じて、様々なスポーツトレーニングと競技の場を提供
しています。また、そのほとんどがボランティアによって支
えられています。スポーツトレーニングでは、アスリートを
指導するコーチもボランティアです。他にも、事務局や大会
運営、各種イベントの企画や競技補助、事務作業などもボラ
ンティアが行っています。みんな「できることをできる範囲で」
ライフスタイルに合わせて活動しています。

●共生社会を目指して
　スペシャルオリンピックスは、トレーニングと競技会を通じて障害のある人にスポーツの機会を提
供するだけでなく、障害のある人とない人が一緒にスポーツを楽しみ、感動を分かち合い、共に生き
る社会の実現のため、この活動を継続しています。

●今後
　スペシャルオリンピックスは日本ではパラリンピックほど知名度が高くなく新規に参加する人が増
えていないのが現状だそうです。（アメリカではパラリンピックよりスペシャルオリンピックスの知
名度が高いそうです）ボランティアが増えることで受け入れるキャパを大きくし、たくさんのアスリー
トに参加してもらうことが今後の目標
です。この記事を読んでボランティア
に関心を持ってくれた方はぜひ活動へ
ご参加ください。また、知的障害のあ
る人やその家族のみなさんも興味のあ
る方は気軽にお問い合わせください。

スペシャルオリンピックスは、知的障害のある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発
表の場である競技会を、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織です。今回は愛知県で活動す
る鈴木さんと窪田さんにスペシャルオリンピックスの活動や今後の展望を取材させていただきました。

住所：名古屋市瑞穂区下坂町2-9　丸美タウンマンション堀田1階
TEL：052-882-5150　FAX：052-882-5160
事務所稼働日：月・水・木（祝日休み）13:00-17:00
E-mail：soaichi@sage.ocn.ne.jp
ホームページ：http://son-aichi.jp/

【お問い合わせ】
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ボランティア・
NPOウォッチング
団体の活動内容等を紹介するコーナーです。

あきらとマドンナ

【団体概要・活動紹介】
　性的マイノリティへの理解不足が原因で起こ
る差別やいじめ、自己否定などの問題の改善を
目的として活動しています。主に学校を中心に
行政や企業など年間約80回の「LGBTQ 出張
授業」を行っています。

【活動者の思い】
　「悪気なんて全くなかった自分の発言で、誰か
を傷つけてしまっていたのかもしれない。」「他
人事だと思っていたが、もっと身近な話だった。」

「知らないまま大人にならずにすんでよかった。」
「制服の対応をすればいいという考え方そのもの
が間違いだった。」
　LGBTQ 授業後にはそんな感想が多く寄せら

れます。カミングアウトをした
人、受けた人、両方の話を聞い
てみてください。

NPO法人ASTA

「LGBTQ 出張授業」風景

NPO 法人 ASTA　
E-mail：asta.ally@gmail.com

【お問い合わせ】

ほっとはあと
コーナー

ふれあい名古屋では、地域の人、ボランティア

や企業、学校関係者などが読みたいと思う

ボランティア情報発信を目的に、ほっとはあと

クラブ（ボランティアの方々）と本会ボラ

ンティアセンターの協働編集（取材・執筆）

による「ほっとはあとコーナー」を掲載

しています。

【団体概要・活動紹介】
　「老いては妻に従え」…妻に勧められて始めた
ハーモニカ演奏を活かし夫婦2人で活動してい
ます。主に高齢者施設・サロンに訪問し懐かし
い歌、主に昭和歌謡を中心に演奏、時には演奏
の合間に、今迄に世界を旅し入手した民族衣装
や民族楽器もご紹介することもあります。施設
の職員の皆様のご負担を極力減らそうと、自作
の歌詞用紙も作成し今では500枚（曲）を超え
るまでになりました。

【活動者の思い】
　今では想像も出来ないくらい激動の時代を生
き抜いた皆様に敬意を払いつつ、歌を通じて苦
しかったことや、楽しかったこと、昔を偲んで
頂ければ幸いだと思っています。又、人生の大
先輩からお聞きする色々な体験談等、貴重な昔
話は私たちの宝物です。
　福祉にご尽力されている社会福祉協議会の担
当者の皆様をはじめ、ボランティアを通じ多く
の方々との出会いにも感謝するばかりです。

氏名：本多　侃（あきら）
TEL・FAX：052-804-1004
E-mail：kuniyoshi4141@yahoo.co.jp

【お問い合わせ】

高齢者施設での演奏風景

ASTA ロゴ
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●ご住職の青春時代と就いた職業とは？
　お寺の子どもとして生まれた伊藤さんは、5歳の時にお父
様を亡くされ、お坊さんになることを期待される環境で育ち、
京都の大谷大学で仏教史を学ばれたそうです。
　時代は、1960年代。アメリカでは公民権運動がまっさ
かりの時代で伊藤さんは高校や大学でもバンド活動をされ
ていたようです。伊藤さんがお好きだったのは、ボブ・ディ
ランやウッディ・ガスリーだったそうです。
　振り返ると、キング牧師の活動やベトナム反戦運動など
の時代の息吹が抵抗感なく自分の中に入ってきたとおっ
しゃられていましたし、「橋の下フォーク」なども行われて
おおらかな時代でもあったようです。
　そして、大学卒業後、伊藤さんは22歳で住職とともに養
護学校の先生になったのです。それから、58歳まで教員を
続けました。

●坊さんバンド「G. ぷんだりーか」の結
成と東日本大震災

　2010年3月に名古
屋市のお坊さんたちと
結成したのが「G. ぷ
んだりーか」でした。
仏様の教えや心を音楽
にのせて伝える活動を
定期的に行い、活動の
場も県内だけでなく京
都本山やデイサービス

などへ広げていかれました。
　「G. ぷんだりーか」の「G」は「Group」（グループ）
の略で、「ぷんだりーか」はサンスクリット語で「白蓮華」、
濁った泥の水の中にも美しい白い花を咲かせる蓮（はす）
から取った仏教にちなんだバンド名をメンバーで選びまし
た。
　結成の翌年2011年に東日本大震災が起こり、メンバー
の方々も被災地を訪れました。仮設住宅地の被災された方
たちは炊き出しの時間になると集まってくるのですが、元々
見知らぬ人たちであり、食事を受け取ってもすぐに住宅に
帰ってしまいコミュニティーが作られる可能性が難しい状
態でした。
　人と出会ってもつながりができないのです。しかし、そ
こにバンドの音楽が介在すると変化が生じました。音楽を
共有することで足をとめ、場がなごみ会話へ発展していき
座談会まで行われるようになっていったそうです。

●仏教の教えとは何？：
　仏教にはたくさんの慈悲にみちた深い教えがありますが、
中でも次の二つのことが大切とお話をいただきました。
・ ひとつひとつの命が尊いのであり、天にも地にも我ひとり、

世界にひとつだけの人生の主は自分自身である
・ すべての人が取り残されることなく救われる社会でなけ

ればならない
　そんな思いもあって伊藤さんは新しいバンド「我聞」（が
もん）も立ち上げました。文字通り「私は聞きます」とい
う意味ですが、ひとりひとりの命から声を聞いて、そんな
思いを伝えたいことから名付けたバンドですが、マンドリ
ンやバンジョーなどの音も魅力的なバンドです。

●現在の世の中をどう生きていくべきな
のか？

　コロナ禍の現在、様々な規制を強いられ息苦しさを感じ
る時もありますよね。伊藤さんは視点を変え、現在を「蓄
積のとき」と考えてはどうかとアドバイスしてくださいま
した。コロナ後の社会を思い描きながら自分の心から好き
なことをじっくりやってみてはどうかという提案です。
　この蓄積の時、準備をしてそれが結実しなかったとしても、
それはそれでいいじゃないかとも言われました。
　インタビュー前は、「お坊さん」と「バンド」は、なにか
ミスマッチに感じていましたがお話をうかがって、非常に
ピッタリとつながりました。
　伊藤さんもお好きだというボブ・ディランの曲で「風に
吹かれて」（Blowin’ in the Wind）という曲があります。
その歌の歌詞は、友人から「人としての十分な経験とは？」

「自然の節理とは？」「人権や自由とは？」「戦争や平和と
は？」など生きる上で感じられる問題について問われて、
歌の中でこう答えるのです。
　「友よ、答えは風のなかにある」（The answer, my 
friend is blowin’ the wind. The answer is blowin’ 
the wind.)
　生きるなかで、誰しもが様々な問題を抱えますがお話を
聞いて、ボブ・ディラン
の「風に吹かれて」を
思い出して聞いてみま
した。そして、自分の
心に正直にとにかくやっ
てみようという少し前
向きな気持ちになれま
した。伊藤さん、あり
がとうございました。

ボランティア・NPOらいぶきらっと

ほっとはあとコーナー

音楽を通して仏の心を伝え、心をつなぐお坊さんのバンド！！
リレートーク、第3回目となる今回は熱田区にある真宗大谷派のお寺、淳
徳寺の前ご住職、伊藤修さんにお話を伺いました。
伊藤さんや伊藤さんが所属する坊さんバンドの活動は、テレビ等で紹介さ
れご存知の方も多いと思いますが、今回は伊藤さんの青春時代や東北での
活動を通して感じたことをお伝えします。また、仏教とはどんな教えであ
るのかについても語っていただきましたのでご紹介します。

次回の取材先は、今回取材した伊藤さんから推薦していただいた水谷さんです！
水谷さんは、東日本大震災の被災地で支援活動を行ったり、チャリティーイベ
ントに携わっています。お楽しみに！リレートーク

ボランティア・NPOらいぶきらっと

< インタビュー：シャオムー > 伊藤修さん
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ふれあい名古屋No.133

〈インタビュアー：旅する食いしん坊 YM〉

地区地区ののオススメオススメののボランティアボランティア

●人が好き
　“ 初対面の人とすぐつながれる方 ” というのが、
お会いした日の第一印象でした。
　「地元のキーパーソンである民生委員さんや西区
社会福祉協議会の皆さんの支えがあっての活動で
す。」と語る高木さんは、もともと人と会ったり話
したりするのが大好き。いろんなご縁がつながって、
仲間と共に福祉施設などへ出かけて手遊びや手芸
を指導するようになったそうです。また、ご高齢
の方だけでなく、小学校のトワイライトスクール
の子どもたちに工作を教えることもあるそうです。

●未来を映すかがみ
　生け花の心得のある高木さんは、福祉施設で生
け花の指導もなさっています。かわいらしいミニ
生け花は、日々身近に置いて楽しむのにぴったり
の優しいサイズ、相手に対する高木さんの温かい
思いやりの心が伝わります。また、ご高齢の方に
「かんたん工作」を教える時にそっと添えられた手
からは、「あなたは私の未来を映す鏡です。」とい
う高木さんのメッセージが伝わってきます。

●「見過ごせない」
　お話をうかがっているうちに、義を見てせざる
は勇なきなりという論語の一節を思い出しました。
　必要とする人の声に気づき、自分に求められて
いることを自覚して行動するのは地域ボランティ
アに求められる大切な資質でしょう。高木さんは
アイリス会の活動をとおして、そんな資質を自然
に育んできた「勇あり」の方に違いありません。

●アイリス
　『アイリス会』のアイリスは、高木さんが大好き
な花だそうです。取材でお邪魔したご自宅の庭に
も草花が咲きみだれていました。コロナ禍で思う
ような活動ができないのが残念とおっしゃる高木
さんですが、そのお元気パワーは地域の方々から
大変期待されているとお見受けしました。高木さ
んを待っている大勢の方々のためにこれからもど
うぞご活躍ください。

第２回 アイリス会

ほっとはあとクラブメンバーのつぶやき

　取材で市内をめぐると、いろんな「まちづくりの達人」と出会うことができます。コロナ禍の今、
地域の人たちから委ねられたお金（自治会費や町内会費）を学区史や町内会史つくりの費用に充てて
地元を見直そうと奮闘する地区もあると聞いています。
　このまがまがしい日々が終わったとき、『わたしたちのまちはコロナ時代をこう生かしきった』と
言えるまちがたくさんありますように。そして、そんなまちの活動報告でほっとはあとの誌面が埋め
尽くされるよう期待しています。 旅する食いしん坊 YM

西区社会福祉協議会
TEL：052-532-9076

【お問い合わせ】

トワイライト活動中の高木さん かんたん工作例 生け花とカード遊び

各区社協の
職員に聞いた

『アイリス会』代表・高木由紀子さん（西区在住）にお話をうかがいました。

 ※コロナ禍以前の写真も使わせていただいています。
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じむきょくちょうのつぶやき

ご寄託ありがとうございました

ご寄付ありがとうございました 市社協サポーター（賛助会員）のご紹介

ご寄付・ご寄託・賛助会員のご紹介

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会
〒462-8558 名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館内
TEL 052-911-3192　FAX 052-913-8553
http://www.nagoya-shakyo.jp/
Facebook https://www.facebook.com/nagoya.shakyo
E-mail nagoyaVC@nagoya-shakyo.or.jp
※ この広報紙は共同募金配分金及び福祉基金を活用して作成しています。
※ この広報紙は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
※ 市内社会福祉施設、民生委員・児童委員、大学などへの配布及び公共施設に配架しています。
　広報紙「ふれあい名古屋 No.133」　発行日： 令和3年7月1日
　発行部数： 12,000部
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名古屋市社会福祉協議会
名古屋市総合社会福祉会館

（北区総合庁舎5～7F）

　4月から事務局長に就任しました。前職では主に児童福祉行政に関わってきましたが、この職に就
いて、従来の福祉の範疇では収まらない多様化する地域のニーズにどのように対応していくのか、社
協や行政に突き付けられている課題の重さを思い知る毎日です。まだ短い期間ですが、地域福祉に関
わる様々な方々や社協の職員がそうした課題に日々取り組んでいる姿に間近で接し、皆さんと共に役
割を果たしていきたいという思いを強くしています。
� 名古屋市社会福祉協議会事務局長　柄澤�克彦

使用済切手・書き損じはがき・使用済テレホンカードなど 令和3年3月1日～令和3年5月31日受付分（敬称略）

暮らしと行政に憲法を生かす運輸の会 / 天白まちづくりサポータークラブ / 蔦井株式会社 / 名古屋市療養サービス事業団 
まちかど保健室 / プチサロンふくちゃんきたちゃん / 平針南民生委員児童委員協議会 / 奇鷺会 / 林 正子 / 日栄 厳 /  
原田 幸恵 / 株式会社光文堂 / 横山 吉子 / 永井 晴之 / 北区消費者クラブ / ハリキッテ友の会（世話人 毛利 碵） /  
川井 孝司 / 昭和区社会福祉協議会　高齢者はつらつ長寿推進事業 / 千種・昭和・瑞穂・守山・緑・名東・天白区社会
福祉協議会受付分 / 匿名15件

令和3年3月1日～令和3年5月31日受付分（敬称略、順不同）

福祉基金への寄付
名古屋市一般廃棄物事業協同組合 / 岐阜信用金庫 / 新美 晳也 /  
有限会社三洋サービス / 中部交通共済協同組合 / 一般社団法人 
中部シニア活性化機構 / 住友 誠 / 和野 恵一 / 海野 稔博・道代 /  
名古屋市健康福祉局ワンコイン運動 / 名古屋市子ども青少年局 
ワンコイン運動 / 名古屋市社会福祉協議会窓口募金 / 匿名15件

市社会福祉協議会への寄付
株式会社中京銀行 / 株式会社ハウスドゥ・株式会社愛知銀行 / 一般
社団法人食品ロス・リボーンセンター / 海野 稔博・道代 / 匿名8件

なごや・よりどころサポート基金への寄付
星野 良重 / 海野 稔博・道代 / 匿名5件

令和2年度・令和3年度会員（令和3年5月31日現在） 
（敬称略、順不同）

仁木 雅子 / 中央法規出版株式会社岐阜営業所 /  
小池 博美 / 渡辺 賢次 / 株式会社マルワ /  
古田 芳子 / 株式会社プラス / 鷲見 修 / 木村 剛 /  
株式会社せがわ住機 / タック株式会社 /  
冨田 哲生 / 三谷 洋一 / 北村 泰幸 / 株式会社サン 
エネック / 上村 成良 / 永井 瑛資 / K のキンパ /  
越仮 加絵 / 水谷 巍 / 東洋羽毛東海販売株式会社 /  
株式会社ウイングス / 石田 栄美子 / 立松 博 /  
株式会社ラングローバル / 船木 陽子 / 匿名6件

団体名 活用方法
（認定）特定非営利活動法人シェア 毎月1回乳幼児健診の開催など
公益財団法人緑の地球防衛基金 中国楡林市東陽山、タンザニア・キリマンジャロでの植林活動

ご寄託いただいた使用済切手等は、次の団体に送付しました。
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