
　３月25日付けで、愛媛県警察本部警務部長に着任いたしました牧でございます。
　「被害者支援センターえひめ」をはじめ、関係機関・団体の皆様方には、平素から犯
罪被害者支援のみならず、警察行政各般にわたって深いご理解とご協力を賜っておりま
すことに、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。
　さて、警察では犯罪被害者支援が警察本来の重要な業務であることを強く認識して、事件事故発生時の早い段階
から被害者支援と犯罪捜査の両立を図っておりますが、被害者等のニーズに沿った充実した支援を行うためには、
関係機関・団体との緊密な連携が必要です。
　特に、県内唯一の民間被害者支援団体である「被害者支援センターえひめ」は、平成26年に愛媛県公安委員会か
ら「早期援助団体」の指定を受けたことによって、警察からの情報提供に基づき被害直後の早い段階から長期にわ
たって被害者等の支援が行える環境を整えており、今まで以上に被害者の心情等に配意した早期支援が可能となっ
ております。
　また、平成27年中の県内の事件事故発生状況をみますと、刑法犯認知件数は１万1,407件、交通人身事故件数は
5,086件、交通事故死者数は78人であり、これら多くの事件事故に遭われたご本人そしてご家族の方々が精神的・
経済的負担を余儀なくされ、長期にわたって悩み苦しまれていることを考えますと、被害者支援の必要性・重要性
を改めて痛感するとともに、民間被害者支援団体の果たす役割がますます大きくなっていることを再認識いたして
おります。
　警察では、事件事故の発生直後から被害者等に対して、刑事手続きの説明や捜査状況の連絡、病院等への付き添
い、公費負担制度の運用、給付金の支給事務等を適時適切に行い、精神的・経済的負担の軽減に努めております
が、被害者等が求める支援の内容は犯罪の形態、環境や立場によっても異なり、また時間の経過とともに変化して
まいります。
　そのため、一人一人のニーズに沿った途切れのない支援を提供するには、「被害者支援センターえひめ」をはじ
めとする関係機関・団体の皆様とともに、官民一体となった支援体制を整備し、更には社会全体で被害者等を支え
る機運を醸成していくことが不可欠です。
　皆様方には、事件事故に遭われたご本人そしてご家族の方々が再び元の平穏な生活を取り戻すことができるま
で、長期的に「きめ細やかな被害者支援」が受けられるようご配意いただくとともに、「被害者支援センターえひ
め」の活動拡充に向けた周知広報と財政基盤の強化につきましても、より一層のご理解とご協力をいただけますよ
う、お願いいたします。

公益社団法人 被害者支援センターえひめ　顧問　　  

愛媛県警察本部　警務部長　牧　　　丈　二

相談電話 ☎（089）905－0150
☎受付／火～土曜日（午前10時～午後4時まで）

１

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 2016年7月25日発行　　【第25号】
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相談は無料です。� 相談の内容は、決して漏れる事はありません。安心してご相談下さい。
面接相談(無料・要予約)もできます。　まずはお電話下さい。

坊ちゃん列車　　高橋 基 氏画

被害者等のニーズに沿った支援の充実を目指して
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　本年６月４日、平成28年度第１回社員総会がえひめ共済会館において開催され、平成27年度事業報告・同収支決
算報告及び役員の改選についての審議が行われ、すべて原案通り承認されました。また、本年３月25日に松山市
ハーモニープラザにおいて開催された役員会で可決された平成28年度事業計画・同予算案等の報告、支援員の指
名式等が行われました。
　また、総会に先立ち、愛媛銀行・JCB及愛媛県遊技業協同組合からの寄付金贈呈式と、犯罪被害相談員の理事
長表彰が行われました。
　総会の概要は、次のとおりです。

平成28年度定時社員総会等の開催

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 当センター長

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 愛媛県暴力追放推進センター専務理事

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（当センター前事務局長）

監 事 近藤　　猛 税理士（近藤税理士事務所）

○監� 事 髙岡　真一 愛媛県防犯協会連合会専務理事

○印は、新任

記 念 講 演 会28年度犯罪被害者週間

演題︰“夢をあきらめない”
開催日時　平成28年11月23日(水・勤労感謝の日)13時30分～15時30分
場　　所　松山市総合福祉センター(松山市若草町8番地2)

第一部　講演会
講師：交通犯罪被害者　石黒　由美子　氏

第二部　ミニコンサート
出演者：愛媛県警察音楽隊

平成28年度　役　　　員

平成27年度　事業報告
平成27年度電話相談受理内容 平成27年度直接支援件数

(北京オリンピック2008シンクロナイズドスイミング日本代表)

平成27年度　決　算 平成28年度　予　算
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命の授業 　講師の西川和子さんは、夫を交通事故で、長男を殺人事件で失った犯罪被
害者遺族です。愛媛県内の中・高校生に犯罪被害者遺族の「生の声」を伝

え、命の大切さ、犯罪被害者の現状と支援の必要性を伝え、被害者にも加害者にもならない生き方、社
会の在り方を訴えています。講演を聴いた高校生の感想を抜粋しました。

　今回の講演の言葉ひとつひとつが、本当に
心に残り、「命」というものの大切さについ
て深く考えさせられました。普段、嫌なこと
があったりしたとき、もう死
にたいなどと思ったこともあ
りましたが、こんな考えでは
だめだと思わせてくれる良い
きっかけになりました。涙を
こらえきれませんでした。

　謝ることは、すごく大切だと思いました。僕は、謝ること
はすごく勇気がいることだと思います。自分がした間違いが
大きければ大きいほど勇気がいると思います。でも、自分が

してしまった間違いを認め
て、心から人に謝ることはと
ても大切だと思いました。心
から謝れば、その気持ちは相
手に絶対伝わると思います。
もし許してもらえなかったと
しても、そうやって心から謝
ることが大切なんだと思いま
した。

　本当につらくて苦しくて話
すのが大変だったと思うの
に、貴重なお話が聞けてよ
かったです。被害者支援のこ
となどあまり知らなかったので、私もできる
ことがあれば、手助けしたいなと思いまし
た。当たり前の日常こそが本当に大切な時間
なんだなと改めて思いました。

　もう何年も経ち、何度も
講演をされていると思うのに、それでも涙されているところ
に、事故・事件の苦しみが伝わってきました。ニュースなど
では、数日で終わってしまうけど、家族の苦しみはずっと続
くんだということが分かりました。

　本年６月４日えひめ共済会館で開催された社員総会の後「平

成28年度直接支援員９名（内新任２名）ボランティア支援員13

名」の任命式が行われました。

　私は、この春に犯罪被害者直接支援員の任命を受
けた１年生支援員で、日々責任の重さと不安に圧倒
されながらも、周りの先輩方に支えられ支援活動に
当たっています。活動する中で、決して表面に表れ
ることのない被害者やご家族の深い苦しみを知り、
その方々が１日も早く元の生活を取り戻せるよう支
援活動に取り組んでいきたいと思っております。し
かし、私一人の力は微々たるもので、今後とも自己
研鑚に努め、先輩方のご指導等を得ながら「チーム
力」で取り組み、被害者の「苦悩」が少しでも「安
心」に変わることを強く願っています。
　７月、ダッカから尊い志半ばで凶弾に倒れた７人
の方々が無言の帰国をされました。一人の日本人と
して、また新米支援員として７人のご冥福と残され
たご遺族の癒されることのない深い心の傷に想いを
寄せながら支援員としての決意を新たにしていると
ころです。

　私事ですが去年交通事故に遭い、事故直後の被害
者への支援の必要性を感じています。自分の意志に
反して突然起こった事故で、私の思考は止まってし
まい、昨日の私と今日の私は、違う人間になってし
まったようで、容赦なく私や家族の生活を変えてい
きました。先が見えない状況の中で、多くの専門家
による適切な助言は、とても心強く、安心感に繋が
り、回復の大きな力になりました。退院後に、心無
い言葉に傷つきストレスから胃に潰瘍が出来て、生
活のバランスが崩れてしまった体験から、人により
傷つけられた身体や心は、人の思いやりや、優し
さ、多くの暖かい手で守られて初めて回復をするこ
とを実感しました。
　今後、直接支援員として、被害を受けた直後から
多くの専門家と共に被害を回復し、生きる力を取り
戻す迄、寄り添う伴奏者に成りたいと思いました。

直接支援員任命　土居　美鈴

寄り添うということ
直接支援員任命　土井　典子

支援員として

支 援 員 の 任 命 式
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平成27年度　賛助会員様等　ご芳名 （順不同・敬称略）

皆様方のご厚情に感謝申し上げます。今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

(団体・法人)

㈱伊予銀行

渦潮電機㈱ 愛媛県警友会連合会 大王製紙㈱

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）

丸住製紙㈱ 三島警友倶楽部

石川記念会HITO病院 井関農機㈱ 一広㈱

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㈱

（公財）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

三德電機㈱ 四国ガス㈱ 帝人㈱松山事業所

愛南地区防犯協会 ㈱愛商 ㈱愛亀

明浜陸運㈱ ㈱愛善 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

㈱一宮工務店 ㈱伊藤建設 今治ルミナスクラブ

今治中央ライオンズクラブ 今治ライン工業㈱ 伊豫海運㈱

宇都宮内科 宇和島信用金庫 宇和島商工会議所

宇和島地区防犯協会 愛媛県指定自動車教習所協会 愛媛県自動車整備振興会

愛媛県信用農業協同組合連合会 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

～賛助会員の募集・寄附金のお願い～

当センターの活動は、主に皆様方の賛助会費や寄附金に支えられております。
皆様からの温かいご支援、ご協力をお待ちしております。

●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

（１口以上何口でもご加入いただけます）

【賛助会員年会費】

賛　　助　　会　　員
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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 大洲商工会議所 大洲地区防犯協会

㈱大塚組 大野水産㈱ ㈱オキノ

㈲オールウェイズセンキ 貝吹土建㈲ ㈱門屋組

㈱カネシロ ㈲上浮穴自動車教習所 神山運輸㈱

㈱キクノ ㈱木藤時計店 協和運送㈲

㈱協和産業 協和道路㈱ 共立自動車㈱

久保興業㈱ 久万カントリークラブ 久万高原地区防犯協会

桑原運輸㈱ ㈱栗之浦ドック 医療法人　健康会

㈱河野建設 ㈲古森石油店 こんどう心療内科

西条市医師会 済生会松山病院 西条商工会議所

酒六㈱ ㈱三聖工業 医療法人社団　重信クリニック

㈲GFK 四国紙販売㈱ 四国梱包運送㈱

四国中央商工会議所 四国中央地区防犯協会 周桑農業協同組合

㈱シンツ松山本社 シンワ㈱ 神野電気㈱

鈴木産業㈱ 瀬戸内ライン工業㈱ 大一ガス㈱

DCMダイキ㈱ ㈱大阪ソーダ松山工場 だいだい運送㈱

宝運送㈱ ㈲滝野産業 ㈱田窪工業所

田坂外科医院 中予砕石㈱ 露口建設㈱

㈱寺田商店 ㈱土居原組 ㈱東部綜合建設

東洋管工㈱ 東レ㈱愛媛工場 冨永建設㈲

㈱トーヨ ながと脳神経外科・心療内科クリニック 長浜冷蔵㈱

新居浜商工会議所 ㈱新居浜自動車教習所 西宇和農業協同組合

㈱西建設 マリナ会　西本医院 ㈱西田興産

日章㈲ 日新工業㈱ 日新製鋼㈱東予製造所

日本基督教団　松山古町教会 ㈱沼田建設 野村運送㈲

伯方塩業㈱ 浜栄港運㈱ 東宇和農業協同組合

肱川産業㈱ 心療内科　兵頭クリニック 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 ㈱鳳洋道路興業 ㈱ホテル椿館

堀川不動産コンサルタント （財）永頼会　松山市民病院 松山商工会議所

医療法人徳善会松岡整形外科医院 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 眞理神経クリニック 丸回企業㈱

三木特種製紙㈱ ㈱ミツワ都市開発 港産業㈱

三原産業㈱ 宮原重機運輸㈱ 村上胃腸内科クリニック

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

㈱山下建設 ㈱山本建設 八幡浜魚仲買人組合

八幡浜紙業㈱ 八幡浜商工会議所 ㈱八幡浜自動車教習所

八幡浜地区防犯協会 ㈲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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(個　　人)

戎　　　　　正 緒　方　眞　澄 松　岡　重　榮 浮　田　満　恵 束　村　メグミ

古　川　久　一 三　村　　　立 石　山　由美子 奥　田　順　子 越　智　眞理子

恩　地　森　一 神　崎　公　子 亀　岡　マリ子 木　綱　俊　三 楠　　　正　司

小　倉　宏　文 小　島　敬一郎 坂　本　静　雄 鷹　尾　雅　裕 竹　下　裕　子

増　田　吉　利 松　本　　　宏 森　　　秀　人 山　本　泰　正 横　山　真　一

岩　瀬　ヤスミ 戎　井　昭　代 兵　頭　建　二 秋　月　千　代 五百竹　洋　子

池　田　万　知 稲　美　眞太郎 小　川　　　仁 川　合　静　子 忽　那　仁　美

後　藤　幸　照 白　石　久　代 白　石　由香里 瀬　谷　須美江 武　井　敦　子

辻　　　隆　志 永　井　通　義 中　岡　数　夫 中　上　隆　志 中　野　一　喜

中　山　　　淳 西　川　公　恵 西　川　セルコ 野　田　由　枝 野　村　忠　秀

早　川　勝　孝 平　松　一　枝 藤　岡　　　渉 松　崎　幸　弘 松　崎　純　子

村　上　孝　子 村　上　トモ子 森　岡　眞由美 矢　野　啓　司 山　本　千延子

渡　邊　亜由美

松山南地区犯罪被害者支援連絡協議会被害者支援バザー 公益財団法人 松山済美会

㈱愛媛ジェーシービー（asitaカード） 久万高原犯罪被害者支援連絡協議会 極真会館　戸田道場

松山開成㈱ 愛媛県警察学校 四国管区警察局愛媛県情報通信部

伊予商工会議所 ㈱四国ライト 松山金亀ライオンズクラブ

大久保　雅　代 坂　田　せ　い 光　宗　英　治 片　上　孝　光 清　水　礼　子

萩　原　一　郎 薬師神　芳　洋 武　智　聖　治

愛媛県警友会連合会機関紙編集委員一同

(警　　察)

愛媛県警察本部総務課 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 警衛対策室 機動隊 外事対策課

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

寄　　　　　　　附
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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

新　谷　保　章 稲　葉　省　三 大久保　雅　代 加　藤　栄　子 河　村　増　美

栗　原　泰　之 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 橘　　　史　朗 田　所　和　人 谷　本　　　治

谷　本　照　美 富　田　耕　治 土　井　典　子 土　居　美　鈴 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 森　　　和　子 森　山　加代子 森　山　弘　子 吉　田　卓　二

愛媛県警音楽隊プロムナードコンサート募金 ふれあいコンサート（松山）募金

ふれあいコンサート（宇和島市）募金 大洲少年空手道大会募金

被害者支援バザー募金 被害者週間記念講演会募金

愛媛県警察本部　募金 被害者週間イベント（エミフル）募金

宇和海　募金 新居浜いきいきフェスティバル募金

松山市人権フェスティバル（コミセン）募金 日章㈲　募金

浜風　募金 松山市人権研究会募金

松山済美会館　募金 宇和島自動車学校募金

愛媛県歴史文化博物館　募金 かみじま音楽祭募金

暴力追放県民大会募金 愛媛県人権啓発フェスティバル募金

新居浜マリンフェスティバル募金

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。）
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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。

ホンデリング　～本で広がる支援の輪～

【メールアドレス】ｉｎｆｏ＠ｓｈｉｅｎ－ｅｈｉｍｅ．ｏｒ．ｊｐ� 【ホームページ】ｈｔｔｐ://ｗｗｗ．ｓｈｉｅｎ－ｅｈｉｍｅ．ｏｒ．ｊｐ

事務局
〒7９0－111４ 松山市井門町5４４－４ 電話08９－９05－0170 ＦＡＸ08９－９05－0160 ～詳しくは電話等でお問い合わせください。～

「被害者支援センターえひめ」の活動を資金面から支援していただける「賛助会員」を募っております。ご協力をお願いします。
資金援助等のご支援をお願いします。

☆個人 　　　　　　
１口　� 1，000円

☆法人 　　　　　　
１口　10，000円

（１口以上何口でもご加入いただけます）

【賛助会員年会費】 ◦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

※受付時間／月～土曜日︰１０時～２１時　日曜日︰１０時～１７時　※宅配業者がご指定の時間に引取にうかがいます。

編 集 後 記
　昨年の４月に文化庁が「四国遍路」を日本遺産に認定しました。これを契機に「四国八十八箇所と霊場」としての世界遺産登録
に向けた機運が高まったようです。一日も早く登録されることを願いたいものです。
　「被害者支援センターえひめ」も設立から15年の節目を迎えました。７月からはボランティア支援員養成講座を行っておりま
す。被害者支援の大切さを理解し、協力していただく人たちの思いを集結して、被害者支援の輪を広げ、一歩一歩前進しながら、
充実した支援センターを目指して努力したいと思います。� （事務局）

●当センター関係の異動(平成28年４月15日着任)

　顧問　県警察本部警務部長
　　新任　牧　　丈二（内閣府政策統括官から）

　　前任　横田　直幸（警察庁長官官房調査官兼組織犯罪対策部付へ）

異　　　　動

①��ＩＳＢＮ(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。
　��贈与承諾書は被害者支援センターえひめ・電話08９-９05-0170 迄ご連絡ください。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。

◆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�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
ネットホテル松山（10階）　★道の駅天空の郷さんさ
ん　★㈱有光組

支援自販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
株式会社大洲支所　★愛媛綜合警備保障株式会社東
予支所　★愛媛綜合警備保障株式会社宇和島支所　
★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　★四国中央自動車学校

ご協力有り難うございます。
（平成27年度設置分）

寄 付 金 贈 呈 式
★愛媛銀行・㈱JCB　★愛媛県遊技業協同組合

武井理事長よりお礼の挨拶
目録贈呈式

お
申
込
み
方
法


