
　アメリカのある大学で、学生にスーパーで万引犯を演じさせ、警察に通報される確率
を調べたことがありました。アフリカ系アメリカ人が万引きしたときの通報率が非常に
高く、アングロアメリカ人が万引きしたとき、通報する店主は少なかったそうです。
被害者は作られることがあるというのです。学者達は、当初、被害者とは何かということや対策を議論していまし
た。今は、犯罪被害者の健康上、経済上、社会生活上のケアーをどうするかという議論に移っています。
　刑事事件において、被疑者(被告人)には、取調べの前に「自己の意思に反して供述する必要のないこと(黙秘権
があること)」が告げられます。私たちは、「犯人なら反省してきちんと話すべきだ」と思いますが、被告人は何も
語らなくていいのです。被告人には至れり尽くせりの権利が保障されています。それは、国家権力と対決する当事
者だからです。
　最高裁は、「刑事裁判は国家や社会の秩序維持のためのものであって、犯罪被害者の被侵害利益の回復を目的と
するものではない」としています。犯罪被害者は、刑事裁判の場では当事者でなく、第三者の立場なのです。単な
る参考人といった地位です。
　ここに風穴を開けようとしたのが、弁護士の岡村勲さんでした。岡村さんは、奥さんが被害に遭い、その裁判を
傍聴したのですが、奥さんの最後はどうだったのか、苦しんだのか、そうでなかったのか聞きたいのに、肝心なこ
とが何も聞けない。このようなことに疑問を抱き、犯罪被害者にも当事者としての地位を与えてくれと訴えまし
た。（詳しくは、夏樹静子『裁判百年史ものがたり』（文春文庫）を見てください。）
　岡村さん達の努力により、「犯罪被害者等基本法」が制定されました。「刑事訴訟法」の改正により、「被害者の
訴訟参加、被害者への付き添い、被害者参加弁護人制度、刑事裁判での損害賠償命令、被害者のテレビモニターを
介しての尋問、証人の公判廷での氏名秘匿措置」などが認められました。しかし、刑法学者の多くは、「法廷が報
復の場となる。量刑に影響が出てくる。感情的な被害者が参加すると法廷が混乱する。」と考えています。被告人
が、当事者として国家権力と対決できないというのです。しかし真の当事者は、加害者と被害者ではないでしょう
か。戦える被害者が存在しないといけません。
　ただ、考えてみると、戦える被害者はまだいい方です。何も言えない被害者のいることを忘れてはいけません。
私は、犯罪被害者の保護は「憲法」にまで高めるべき問題だと思っています。それは、刑事裁判において犯罪被害
者を第三者的立場から当事者的立場に格上げすることを意味しますし、国家には、犯罪被害者が安心して希望の持
てる生活ができるよう援助する義務があるということです。

公益社団法人 被害者支援センターえひめ支援員　　 　

愛媛大学名誉教授　弁護士　小　林　敬　和
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愛媛県公安委員会指定　犯罪被害者等早期援助団体

公益社団法人 被害者支援センターえひめ

（Victim Support Ehime）
V.S.E 2017年7月25日発行　　【第27号】

犯罪被害者の保護は国家の義務

相談電話 ☎（089）905－0150相談
無料

相談の内容は、決して漏れる事はありません。安心してご相談ください。
面接相談（無料・要予約）もできます。

火～土　午前10時～午後4時

まずはお電話ください。
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　６月16日、えひめ共済会館において、平成29年度定時社員総会を開
催しました。第１号議案の「平成28年度事業報告・同収支決算」及び
第２号議案の「平成29年度事業計画・同収支予算」について審議、報
告され、いずれも原案どおり承認されました。
　また、同日、㈱愛媛銀行、㈱愛媛ジェーシービー及び愛媛県遊技業
協同組合からの寄付金贈呈式と、ファンドレーザーへの理事長表彰並
びに平成29年度犯罪相談員等の任命を行いました。
　議案の概要は、つぎのとおりです。

役　　職 氏　　名 所　　　　　属

理 事 長 武井　義定 勝山幼稚園園長（臨床心理士）

副理事長 市川　武志 弁護士（松山中央法律事務所）

副理事長 森澤　　巌 精神科医（東西会千舟町クリニック）

専務理事 田所　和人 センター長 

理 事 富田　耕治 ㈱ヒカリ　代表取締役社長 

理 事 信原　孝司 愛媛大学大学院准教授（臨床心理士）

理 事 栗原　泰之 愛媛県交通安全協会　総務課長 

役　　職 氏　　名 所　　　　　属

理　　事 稲葉　省三 センター事務局長 

理　　事 寺坂　史子 愛媛県女性保護対策協議会　事務局長 

理　　事 名智　　満 えひめ女性財団　事務局次長 

理　　事 佐伯　光健 産業カウンセラー（センター前事務局長）

監　　事 高岡　真一 愛媛県防犯協会連合会　専務理事 

監　　事 近藤　　猛 近藤税理士事務所（税理士）

平成29年度　役　　　員

平成28年度　事業概要

平成28年度　収支決算

寄付金贈呈贈呈者代表あいさつ ファンドレーザー表彰

社員総会

平成29年度定時社員総会等の開催
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　本年度から、事務局に採用

されました。

　出身は、西予市で警察官₄₀

年余、公益財団法人暴力追放

推進センターを経て、三度目

のお世話をいただきました。

前職とは全く異なる仕事にな

りますが、被害者支援セン

ターの設立趣旨を踏まえ「被

害者に寄り添う」をモットー

に頑張りますので、よろしく

お願いいたします。

　この４月から当センターの
メンバーに加わりました。
　支援員としての知識・スキ
ル・経験は全くありません
が、これから日々研鑚を重
ね、ここにいる皆さんと共に
手を携え、被害者の方に必要
な支援活動ができるよう努め
ていきたいと思います。
　今の自分にできることを一
つずつ、誠意をもって取り組
んでいくつもりです。
　ご指導、よろしくお願いい
たします。

　本年度から「犯罪被害相談員」の任命
を受けました。
　人は誰しも、心の内を語れないときが
あります。
　苦しい時間ですが、それこそが、かけ
がえのない必要な時間であり、やがて、
現実や自分と向き合える時となり、エン
パワーに繋がる気がします。
　今回、「犯罪被害相談員」として、新
たなスタート点に立つ機会を与えていた
だきました。「不合理」という名の傷を
受けられた、被害者の苦しみ、悲しみ、
怒り、悩み…が、少しずつでも回復に向
かわれることを信じ、先輩方の指導を受
けながら、誠実に努めたいと思います。

事務局員

安部　智子
犯罪被害相談員

岩瀬　ヤスミ
事務局長

稲葉　省三

……………… ニューフェイス紹介! ……………

記念講演会のご案内29年度犯罪被害者週間

●日時：平成29年11月23日（祝）　13：30～16：00
●場所：松山市総合福祉センター

松山市若草町8番地2　☎089－921－2111

【第一部】　講　演　会

演 題：闇サイト殺人事件の被害者遺族となって

講 師：磯
い そ

  谷
が い

  富
ふ

  美
み

  子
こ

【講師プロフィール】
　平成19年８月、名古屋市で闇サイト「闇の職業安定
所」を通じて集まった男３人に、帰宅途中の娘　利恵
（当時₃1歳）が拉致、殺害、遺棄された、金銭目的の通
り魔的な強盗殺人事件の被害者遺族。
　事件発生後まもなく、被告人３人の極刑を求める署名
活動を開始し、３人の刑罰が確定するまでの５年間に
₃₃2，8₀6名の署名を集める。
　現在は、国民の皆さまに犯罪被害者の置かれた状況を
正しく理解していただき、司法のあり方について考えて
いただく機会になればとの思いで講演活動をしている。
　
ＮＰＯ法人　犯罪被害当事者ネットワーク「緒あしす」、
全国犯罪被害者の会「あすの会」、殺人事件被害者遺族
の会「宙の会」会員。

【第二部】ミニコンサート

出演者：愛媛県警察音楽隊
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平成28年度　賛助会員様等　ご芳名 （順不同・敬称略）

（団体・法人）

㈱伊予銀行

渦潮電機㈱ 愛媛県警友会連合会 住友金属鉱山㈱別子事業所
（住友化学㈱愛媛工場・住友重機械工業㈱愛媛製造所新居浜工場・住友共同電力㈱・住友林業㈱総務部新居浜事業所・三井住友建設㈱四国支店）

大王製紙㈱ 丸住製紙㈱ 三浦工業㈱

三島警友倶楽部

社会医療法人　石川記念会　HITO病院 井関農機㈱ 伊予鉄道㈱

㈱愛媛銀行 愛媛県信用保証協会 カミ商事㈱

㈱クラレ　西条事業所 太陽石油㈱四国事業所 ㈱ヒカリ

福助工業㈱ フジボウ愛媛㈱ 公益財団法人　松山済美会

宇和島自動車㈱ 愛媛県医師会 愛媛県交通安全協会

㈱カネシロ 三德電機㈱ 帝人㈱松山事業所

㈱愛　亀 ㈱愛　商 ㈱愛　善

愛南地区防犯協会 ㈲相原印刷 秋山工業㈱

明浜陸運㈱ ㈱浅田組　 アダチ印刷㈲

㈱アテックス アマノコーポレーション㈱ 新玉電気工事㈱

㈱有光組 ㈱井石建設 ㈲五百竹電装

池田興業㈱四国支店 石﨑商事㈱ ㈱和泉モータース

一　広㈱ ㈱一宮工務店 ㈱伊藤建設

今治商工会議所 今治中央ライオンズクラブ 今治ライン工業㈱

伊豫海運㈱ ㈲宇佐美牧場 宇都宮内科

宇和島商工会議所 宇和島信用金庫 宇和島地区防犯協会

愛媛化成㈲ 愛媛県安全運転管理者連絡協議会 愛媛県警備業協会

愛媛県歯科医師会 愛媛県指定自動車教習所協会 愛媛県自動車整備振興会

愛媛県商工会連合会 愛媛建設㈱ 愛媛県第四物流協同組合

愛媛県トラック運送事業協同組合 愛媛県トラック協会 愛媛県農業協同組合中央会

愛媛県防犯協会連合会 愛媛県暴力追放推進センター 愛媛県酪農業協同組合連合会

愛媛交安㈱ 愛媛ゴルフ倶楽部 ㈱愛媛ジェーシービー

㈱愛媛新聞社 愛媛信用金庫 愛媛信用農業協同組合連合会

愛媛製紙㈱ 愛媛綜合警備保障㈱ 愛媛大東㈱

愛媛建物㈱ えひめ中央農業協同組合 ㈱愛媛電算

愛媛ハイランド開発㈱ 愛媛舗道㈱ えひめ南農業協同組合

㈱愛媛ミラー ㈱大阪ソーダ松山工場 大洲商工会議所

大洲地区防犯協会 ㈱大塚組 大野水産㈱

賛　　助　　会　　員

被害者支援センターえひめの活動を
支援していただく皆様に心から感謝申し上げます
当センターの運営は、賛助会費やご寄付等、多くの皆様のお志によって
支えられています。皆様のご厚情に感謝申し上げます。
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㈲オールウェイズセンキ ㈱オキノ 貝吹土建㈲

㈱門屋組 ㈲上浮穴自動車教習所 河田外科脳神経外科医院

㈱キクノ ㈱木藤時計店 共立自動車㈱

協和運送㈲ ㈱協和産業 協和道路㈱

久保興業㈱ 久万カントリークラブ 久万高原交通安全協会

久万高原地区防犯協会 ㈱栗之浦ドック 桑原運輸㈱

医療法人　健康会 ㈱河野建設 神山運輸㈱

㈱小島組 ㈱コスにじゅういち コットンアイ㈱

㈲古森石油店 こんどう心療内科 西条市医師会

西条商工会議所 ㈱西条ドライビングスクール 酒　六㈱

㈲三協警備産業 ㈱三聖工業 三星道路㈱

㈲GFK （医社）重信クリニック　 四国ガス㈱

四国紙販売㈱ 四国梱包運送㈱ 四国中央地区防犯協会

四国中央商工会議所 四国名鉄運輸㈱ 自動車安全運転センター愛媛県事務所

篠原医院　 ㈱清水組 周桑農業協同組合

城北運送㈱ 医療法人慈風会　白石病院 ㈱シンツ松山本社

神野電気㈱ ㈱新風会 心療内科　兵頭クリニック

シンワ㈱ 新和工業㈱ 鈴木産業㈱

㈱石材振興会 瀬戸内ライン工業㈱ 大一ガス㈱

㈱第一自動車練習所 大王海運㈱ DCMダイキ㈱

だいだい運送㈱ 田井能自動車㈱ 医療法人　倬清会　

東和工業㈱ ㈱高橋栄商店 ㈱たいよう共済 愛媛支店

髙岡建設㈱ 宝運送㈱　 ㈲滝野産業

㈱田窪工業所　 田坂外科医院 中央自動車工業㈱

中予砕石㈱ ㈱続木鉄工所 ㈱寺田商店

㈱土居原組 ㈱東部綜合建設 東洋管工㈱

東レ㈱愛媛工場 ㈱トーヨ 冨永建設㈲

直瀬運送㈲ ながと脳神経外科・心療内科クリニック 長浜冷蔵㈱

㈱ナカフードサービス ㈱新居浜自動車教習所 新居浜商工会議所

西宇和農業協同組合 ㈱西建設 ㈱西田興産

医療法人社団 マリナ会　西本医院 ㈱日光商事 日　章㈲

日新工業㈱ 日新製鋼㈱東予製造所 （公財）日本防災通信協会愛媛県支部

日本郵便㈱四国支社 ㈱野間工務店 野村運送㈲

伯方塩業㈱ ㈱花　森 浜栄港運㈱

東宇和農業協同組合 肱川産業㈱ 富士興業㈱

㈱フジ物流　 ㈱二神組 芙蓉海運㈱

㈱ブリヂストン松山タイヤセンター 医療法人　古川医院 ㈱ベルモニー

㈱鳳洋道路興業 ㈱ホテル椿館 ㈲松本組　

永頼会 松山市民病院　 松山商工会議所 松山西地区防犯協会

松山東交通安全協会 松山南地区防犯協会 眞理こころのクリニック

丸回企業㈱ マルマストリグ㈱ 三瓶不動産㈱

三木特種製紙㈱ ㈱ミツワ都市開発 港産業㈱

三原産業㈱ ㈲宮西モータース 宮原医院

宮原重機運輸㈱ ㈱三好鉄工所 村上胃腸内科クリニック

医療法人社団更生会　村上記念病院 村上工業㈱ 医療法人　立命会　村上循環器科

㈱ムロオ松山営業所 ㈱元親建設 ㈱森　本

㈲八坂開発 ㈱山下建設 山本建設㈱

八幡浜魚仲買人組合 八幡浜紙業㈱ ㈱八幡浜自動車教習所
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（個　　人）

秋　月　千　代 新　谷　保　章 五百竹　洋　子 池　田　万　知 石　山　由美子
稲　美　眞太郎 今　井　元　子 岩　瀬　ヤスミ 上　本　佐知子 浮　田　満　恵
戎　　　　　正 戎　井　昭　代 大　野　七　菜 岡　田　愛　子 小　川　　　仁
奥　田　順　子 小　倉　宏　文 越　智　京　子 越　智　眞理子 恩　地　森　一
門　田　恒　夫 亀　岡　マリ子 川　合　静　子 川　崎　佳　子 神　崎　公　子
菊　地　和　彦 木　綱　俊　三 楠　　　正　司 忽　那　仁　美 黒　田　浩　美
河　野　勝　茂 河　野　浩　武 小　島　敬一郎 後　藤　幸　照 小　山　　　正
坂　本　静　雄 重　谷　典　男 清　水　礼　子 白　石　久　代 白　石　由香里
関　　　雅　子 瀬　谷　須美江 仙　波　理　子 鷹　尾　雅　裕 高　橋　幸　代
高　橋　直　子 武　井　敦　子 竹　下　裕　子 武　智　聖　治 橘　　　佳志子
立　目　良　子 田　中　國　芳 団　上　貴　士 束　村　メグミ 辻　　　隆　志
徳　田　美由紀 永　井　通　義 中　岡　数　夫 中　上　隆　志 中　川　みさ子
中　野　一　喜 中　村　　　佑 中　矢　雄　次 中　山　　　淳 西　川　セルコ
野　田　由　枝 野　村　　　梢 早　川　勝　孝 林　　　　　学 兵　頭　建　二
平　尾　美　紀 平　松　一　枝 福　田　佐　和 藤　岡　　　渉 藤　田　育　子
穂　積　君　子 本　多　清　近 前　田　直　子 牧　　　丈　二 正　岡　清　子
増　田　吉　利 松　岡　一　元 松　崎　幸　弘 松　崎　純　子 松　本　　　宏
真　鍋　良　子 水　野　久　佳 光　宗　英　治 村　上　孝　子 森　　　秀　人
森　　　正　隆 森　岡　眞由美 矢　野　啓　司 山　内　　　泰 山　川　智三郎
山　本　泰　正 横　山　真　一 渡　邊　亜由美 渡　部　　　昭 渡　部　智磨子
渡　辺　昌　子

（警　　察）

警察本部　総務課 広報県民課 情報管理課 警務課
監察官室 会計課 教養課 厚生課
留置管理課 生活安全企画課 地域課 通信指令課
少年課 生活環境課 刑事企画課 捜査第一課
捜査第二課 組織犯罪対策課 鑑識課 科学捜査研究所
機動捜査隊 交通企画課 交通指導課 交通規制課
運転免許課 交通機動隊 高速道路交通警察隊 公安課
警備課 警衛対策課 機動隊 外事対策室
愛媛県警察学校 四国中央警察署 新居浜警察署 西条警察署
西条西警察署 今治警察署 伯方警察署 松山東警察署
松山西警察署 松山南警察署 久万高原警察署 伊予警察署
大洲警察署 八幡浜警察署 西予警察署 宇和島警察署
愛南警察署

賛助会員の募集・寄附金のお願い

●ゆうちょ銀行　　口座番号　　０１６８０－４－５５２１８
　　　　　　　　　　加入者名　　被害者支援センターえひめ

●伊　予　銀　行　　お振込先　　森松支店　普通　１６８２６７４
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　被害者支援センターえひめ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　武井　義定

●愛　媛　銀　行　　お振込先　　末広町支店　普通　８９１８６３７　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　被害者支援センターえひめ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　武井　義定

お振込先金融機関

個人 1口 1‚000円

法人 1口 10‚000円

【賛助会員年会費】

（1口以上何口でもご加入いただけます）

八幡浜商工会議所 八幡浜地区防犯協会 社会福祉法人　悠友会

㈲リライ 渡辺興業㈱

（※誤字・脱字等ございましたら、恐れ入りますが事務局までお知らせください。）
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法人税について、法人が支出する寄付金は、その法人の資
本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金
に算入されます。このとき、公益法人に対する寄付につい
ては、一般寄付金の損益算入限度額とは別に、別枠の損金
算入限度額が設けられます。
［根拠条文／法人税法第37条］

Ａ‥公益法人への寄付金の特別損金算入限度額
Ｂ‥一般寄付金の損金算入限度額（Ａの限度額を超えた分を
　　含む）

【Ａ】
（所得金額の6.25％＋資本金等の額の0.375％）×1/2

【Ｂ】
（所得金額の2.5％＋資本金等の額の0.25％）×1/4

税制上の優遇措置について 公益社団法人への寄付・賛助会費は、税制の優遇を受けることができます。

公益法人に寄付した に対する税制優遇法人
法人税

公益法人に寄付した に対する税制優遇個人
所得税 所得税について、以下の優遇があります。

［根拠条文／所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3]

所得控除

所得控除

▶

▶

▶

選択可

公益法人
への寄付

税額控除対象
公益法人への

寄付

（注1）寄付額のうち、所得控除額は総所得金額等の40％相当額が限度
（注2）税額控除額は、所得税額の25％が限度

税額控除は、所得控除と
比べると、高所得層より
も低所得層への減税効果
が大きくなります！

（公益法人 information HP より抜粋）

［所得
金額－（寄付額－2,000円）］×所得税率＝ 税額（注1）

所得控除額

所得
金額×

所得
税率－［（寄付額－2,000円）×40％］＝ 税額（注1）

所得控除額（注2）

たとえば、税額控除対象の
公益法人に対し、１万円を
寄付した場合…

⬇
3,200円が所得税から控除
される計算

市　川　武　志 稲　葉　省　三 上　田　廣　章 大久保　雅　代 片　上　孝　光
加　藤　栄　子 河　村　増　美 栗　原　泰　之 小　林　敬　和 五領田　眞理子
近　藤　　　猛 佐　伯　光　健 重　松　章　子 白　石　静　子 武　井　義　定
田　所　和　人 谷　本　　　治 谷　本　照　美 寺　坂　史　子 土　井　典　子
土　居　美　鈴 富　田　耕　治 名　智　　　満 西　川　和　子 二　宮　哲　昭
信　原　孝　司 藤　田　　　洋 二　神　幸　代 紅　谷　博　美 宮　岡　公　恵
森　　　和　子 森　山　加代子 森　山　弘　子 吉　田　卓　二

募　　　　　　　金

正　　　会　　　員

（※誤字・脱字等ございましたら、恐れ入りますが事務局までお知らせください。）

アサウミ　ナオヤ 稲　美　眞太郎 浮　田　満　恵 大久保　雅　代 片　上　孝　光
加　藤　喜　裕 川　崎　佳　子 久　保　正　文 小　島　敬一郎 坂　田　せ　い
重　松　章　子 高　橋　典　子 武　井　義　定 武　智　聖　治 田　所　和　人
兵　頭　茂　樹 森　山　弘　子 薬師神　芳　洋 矢　野　和　枝 矢　野　啓　司

寄　　　　　　　附

今治警察署 愛媛県　戸田道場 愛媛県警察本部警務課
愛媛県警察本部生活環境課 愛媛県警察本部通信指令課 愛媛県遊技業協同組合
愛媛県遊技業防犯協力会連合会 ㈱愛媛ジェーシービー・asitaカード 久万高原警察署
久万高原犯罪被害者支援連絡協議会 西条警察署 西条西警察署
四国４県警察音楽隊ファミリーコンサート 四国４県警察音楽隊演奏会 日本興運㈱
松木歯科クリニック 松山金亀ライオンズクラブ 松山市人権啓発課
松山南地区犯罪被害者支援連絡協議会

愛媛県警音楽隊プロムナード 愛媛県暴力追放県民大会 愛媛県歴史文化博物館
大洲市社会福祉協議会 大洲少年空手道大会 カーショップ　ミッキー
㈱まちづくり郡中「町屋」 西条アートフェスティバル2016 浜　風
被害者週間記念講演会 ふれ愛コンサート ふれ愛フェスティバル
犯罪被害者支援バザー 松山市人権教育研究会 松山市人権フェスティバル
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◆四国コカ・コーラボトリング㈱
◦四国ガス第２ビル　◦中山町特産品センター機構（栗の里）　◦伊予森林組合
◦南予森林組合　日吉支所　◦高市宅治様方　◦㈱モバイルコム　◦波止浜興
産㈱　◦波止浜興産今治北　ISS　◦愛媛県森林組合連合会・保全部　◦愛媛
県森林組合連合会・木材部　◦愛媛県森林組合連合会・林業会館　◦愛媛県森
林組合連合会・西予木材市売場　◦ウェルケア高浜　◦波止浜興産㈱自動車教
習所　◦波止浜興産㈱シーモ　◦社会福祉法人　常美会　おくらの里　◦愛媛
県建設協会　宇摩支部　◦サラダ館吉海店（シャディー）　◦ガルバ興業　本社工
場　◦愛媛銀行　研修所　◦社会福祉法人　常美会　広瀬の里　◦AID建設㈱　
◦㈱大西運輸　大洋タクシー　◦㈱新来島ドック　鳥越寮（ゆずえ）　◦浅川造
船　東予工場　◦日新製鋼㈱　◦ナンレイ㈱松野工場　◦㈲レジャーナングン
　◦高浜公民館　◦宇和島自動車学校　◦愛媛銀行　末広町支店　◦協和道路
㈱　◦ダイワロイネット松山（10階）　◦道の駅　天空の郷さんさん

被害者支援自動販売機設置企業のご紹介

◆サントリービバレッジ㈱
◦㈲シーサイドふたみ（道の駅）　◦学校法人　聖

カタリナ学園　◦㈱昔屋　◦瀧和塾　◦愛媛綜合

警備保障・大洲支社　◦愛媛綜合警備保障・東予

支社　◦大王製紙株式会社　◦エリエールライフ

株式会社　◦大王海運株式会社　◦㈱寒川高井電

機　◦愛媛綜合警備保障・本社　◦愛媛綜合警備

保障・宇和島支社　◦四国中央自動車学校

ご協力ありがとうございます。
（平成28年度設置分）

お問い合わせ先

愛媛県公安委員会指定　犯罪被害者等早期援助団体

公益社団法人　被害者支援センターえひめ
〒791－1114　愛媛県松山市井門町544番地4
TEL（089）905－0170　FAX（089）905－0160
E-mail　info@shien-ehime.or.jp
ホームページ　hｔｔp://ｗｗｗ.shien－ehime.or.jp

■受付時間：月～土/10：00～21：00　日/10:00～17:00 　■宅配業者がご指定の時間に引き取りにうかがいます。

①ISBN （規格品番） のバーコード　　　　　　　のついた書籍を5冊以上準備してください。
　（5冊以上で送料無料となります。）
②段ボールを準備し、申込書 （贈与承諾書） をご記入の上、本と一緒に入れます。
　申込書 （贈与承諾書） は、被害者支援センターえひめ （☎089－905－0170） までご連絡ください。送付致します。
③株式会社バリューブックス （☎0120－826－295） に電話、「ホンデリングに申し込みたいのですが…」と伝えてください。

貴方の古本をご寄付ください。
犯罪被害に遭われた方々への支援活動に活用されます。

お申込み方法

ホンデリング ～本で広がる支援の輪～


