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東北労働金庫岩手県本部「地域
福祉の推進のために」県内障が
い者施設・団体に寄付

東北労働金庫岩手県本部（八幡博文本部長）
から岩手県社協（長山洋会長）に、社会貢献
目的定期預金「ろうきんふれ愛預金」の利息
等による寄付金 54 万円が贈呈されました。
本寄付金は、同金庫が社会貢献活動の一環と
して実施するもので、岩手県社協を通じて岩
手県障害者作業所連絡協議会及び県内６か所
の障害者就労施設等に配分され、それぞれの
活動資金として役立てられます。

12 月 10 日に行われた贈呈式では、八幡
本部長から、「コロナ禍で福祉施設は非常に
困難な状況と聞いている。寄付金を役立てて
いただければ嬉しい」と挨拶があり、目録を
受け取った長山会長は、「温かいご支援は何
よりもの励みとなる。十分に活用させていた
だきたい」と
感謝を述べま
した。

この取組は
平成９年度に
開始され、今
回 で 24 回 目
となります。

厚生労働省、全国社会福祉協議
会、中央共同募金会による表彰
が行われました

令和２年厚生労働大臣表彰、全国社会福祉
協議会会長表彰及び中央共同募金会会長表彰
の受賞者が決定し、多年にわたり社会福祉の
推進や発展に貢献し、その功績が顕著である
本県の 44 名３団体が表彰されました。

なお、受賞者への表彰は、令和２年度全国
社会福祉大会の席上にて行われる予定でした
が、今回、新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により、大会は中止となりました。

表彰内訳
厚生労働大臣表彰 15 名１団体

全国社会福祉協議会会長表彰 27 名１団体

中央共同募金会会長表彰 ２名１団体

協賛企業・団体等の皆様へ

岩手県社会福祉協議会では、企業・団体等の皆様から協賛・寄付を
いただき、東日本大震災津波による被災者への支援をはじめ、生活困
窮者自立支援制度や新たな社会福祉の取組に積極的に関わり、地域で
暮らす全ての方々が生きがいを共に創り、高め合うことができる「地
域共生社会」の実現に向け、全力で活動を展開しています。

令和２年 12 月 23 日現在、次のとおり、皆様から協賛・寄付を頂
戴いたしました。

ご協力いただいた皆様に深く感謝を申し上げますとともに、今後一
層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

東北労働金庫岩手県本部・八幡
博文本部長（左）

東野建設工業（株）
（医）正康会　平舘クリニック
（医）恵仁会　三愛病院
（株）遠忠
北日本石油（株）盛岡販売支店

（株）岩手広告社
（株）双葉設備アンドサービス
（一社）岩手県不動産鑑定士協会
岩手県交通労働組合

（医）あすなろ会　小林小児科クリニック
（医）ハレルヤ会　森田小児科医院
金井耳鼻咽喉科クリニック

（医）北点舎　ゆとりが丘クリニック
（医）慶正会　小豆嶋眼科クリニック
（医）明恵会　北上脳神経外科クリニック
たかだ歯科クリニック
ダイワロイヤル（株）　ダイワロイネット
ホテル盛岡
逢坂医院
せいの眼科クリニック

（医）守敬会
盛岡ガス燃料(株)
(医)松誠会　滝沢中央病院
東八幡平病院
(株)トヨタレンタリース岩手
(有)タイガースポーツ
(株)アウトレジャー
小泉 幸子
千葉 晃揮
小原 賢一
高橋 俊明
池田 健

岩手中部地区

旭エンジニアリング（株）
小田島商事（株）

（株）アシスト
（株）中央コーポレーション
（株）理水興業
和同産業（株）
岩手基礎工業（株）
北上済生会病院
東北ポール（株）北上工場

（株）湯田牛乳公社
岩手標識（株）
花巻市石鳥谷医療センター

（医）徳心会　花城循環器クリニック
いしかわ内科クリニック

（医）アンビシャス　坂の上野田村太志ク
リニック

（医）新輝会　循環器科･内科大平医院
とみつか脳神経外科クリニック
小野寺こども医院

（医）室岡整形外科医院
藤巻 英二
水川 敦裕

胆江地区

岩手江刺農業協同組合
岩手ふるさと農業協同組合

（医）創生会おとめがわ病院
千葉耳鼻咽喉科医院
鈴木 教敬
亀井 俊也

両磐地区

（有）共輪自動車
天台宗　毛越寺
朝田建設（株）

（厳美）阿部医院
（医）三秋会
畠山歯科医院
(株)ひらの商事
菊池 宰

気仙地区

大船渡商工会議所
橋爪商事（株）

（株）佐武建設
カーライフケイズけせん保険サービス
東北汽船港運（株）
けせんプレカット事業協同組合
大和商事（株）

（株）長谷川建設
大船渡市農業協同組合
(医)勝久会
吉田 正紀

釜石地区

（株）クライン岩手事業所
釜石ガス（株）
小泉医院

（医）正清会　六角牛病院
明峰山石応禅寺

岩手アパレル（株）
千葉医院
川上医院
遠野歯科クリニック
宮守歯科診療所
釜石ファミリークリニック
あいずみ内科医院
(株)テラ
(有)遠野葬祭
菊池俊彦内科クリニック

宮古地区

（医）正清会　三陸病院
宮古信用金庫

（医）新和会　宮古山口病院
船越湾漁業協同組合
リアス環境管理（株）

（有）小原総合サービス
協同組合宮古市魚菜市場
後藤泌尿器科皮膚科医院
おおうち消化器内科クリニック
片倉コープアグリ(株)宮古工場

久慈地区

兼田建設（株）
（株）ヤマイチ
（医）健生会　竹下医院

二戸地区

（医）青松会　二戸クリニック
（有）Ｉ．Ｓ．Ｎ．
（株）菅文
小野寺内科医院

県 外

(公財)日本社会福祉弘済会

（順不同・敬称略）

盛岡地区

（一社）岩手県食品衛生協会
（一社）岩手県私立幼稚園・認定こど
も園連合会

（一社）岩手県薬剤師会
（一社）岩手県歯科医師会
（医）佐藤皮膚科医院
（医）緑明会 吉田消化器科内科医院
（医）禄三堂　臼井循環器呼吸器内科
（一財）岩手済生医会
（一社）岩手県農林漁業団体役職員連盟
（一社）岩手県労働者福祉協議会
（学）岩手医科大学
（医）啓愛会　孝仁病院
（医）智徳会
（医）久仁会　内丸病院
（医）巖心会　栃内病院
（有）青山経営経理研究所
（一社）岩手県医師会
（医）天音会　おいかわ内科クリニック
岩手県火災共済協同組合
岩手県教職員組合
岩手県国民健康保険団体連合会
岩手県酒造組合
岩手スバル自動車（株）
岩手弁護士会
盛岡医療生活協同組合　川久保病院
協同組合日専連盛岡
日産チェリー岩手販売（株）
ネッツトヨタ岩手（株）
富士水工業（株）
ブリヂストンタイヤ岩手販売（株）
モトモチ商事（株）
盛岡ガス（株）
盛岡青果商業協同組合

（株）石田商会
（株）高光建設
（株）テレビ岩手
（株）杜陵印刷
（株）三ツ星商会

（株）宮田燃料
（株）山清商店
（株）駒木葬祭
三機商事（株）
藤根建設（株）

（医）真彰会
（医）日新堂　八角病院
岩手中央農業協同組合
金子新聞販売（株）

（医）帰厚堂　南昌病院
三八五通運（株）

（公財）いわて産業振興センター
（医）さとう胃腸科内科
消費者信用生活協同組合
立憲民主党岩手県総支部連合会
トヨタカローラ岩手（株）
丸モ盛岡中央青果（株）

（株）わしの尾
（株）ミクニ盛岡営業所
新興電気（株）
杜陵高速印刷（株）

（株）久慈設計
いわて生活協同組合

（株）赤澤紙業
（株）三櫻
（株）ダイトク
岩手県産（株）

（株）アドバンス東北
岩手トヨペット（株）

（株）寿広
（株）鈴正
岩手日野自動車（株）

（株）高建重機
（医）みやま会　盛岡観山荘病院
（一社）岩手県産業会館
（一財）岩手教育会館
（医）赤坂病院
（税）秋山会計事務所
四季亭

（株）佐藤政行種苗
（株）興和電設

東日本大震災被災者支援、障がい者福祉などのため、ご寄付いた
だき感謝申し上げます。

岩手県遊技業協同組合 200,000円（11月24日）
株式会社ブリッジ 40,000円（12月２日、１月５日）
東北労働金庫岩手県本部 540,000円（12月10日）
株式会社佐藤政行種苗 27,000円（12月18日）
名郷根法育 15,000円（12月24日）

皆 様のご支 援ありがとうございました皆 様のご支 援ありがとうございました
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