
 
「親切会中部支部」 

 

［活動紹介］ 

 

「親切会中部支部」は昭和６０年、東海４県内を活動範囲として日立グル－プを中心に発足し、 

３０年を過ぎました。現在、法人会員６１社、個人会員４３１名で構成されております。会員の皆

様の会費・寄付及び募金等で活動を展開しております。皆様の善意は「小さな親切」、「ささやかな

福貢献」をモット－に、①福祉施設、ボランティア団体等への寄付、②善行者の表彰 等で活用さ

れております。 

 

[親切会の活動] 

 

［親切運動］・・・親切心を啓蒙する活動 

 

 

  

 

［福祉活動］・・・                    

 

 

 

 

                    

［お願い］・・・・寄付先・善行者等の情報がありましたら「事務局」までご推薦下さい。 

         寄付先の決定、表彰の実施等については理事会にて決定致しますのでご承知 

                 おき下さい。 

 

［親切会中部支部事務局］：〒４６０－８４３５ 名古屋市中区栄三丁目１７－１２ 

             ㈱日立製作所中部支社 総務部 総務グル-プ 横山、永田 

             電話０５２－２４３－３１１１ fax０５２－２５９－１１０１ 

 

[寄付実績] 

 

［Ⅰ］１９８５／４～２０１５／３ 寄付件数：１１５３件、寄付総額：￥６７,０００,０００ 

 

［Ⅱ］２０１４／４～２０１５／３ 寄贈先 

      １．児童養護施設・乳児院他 様（東海４県内９２施設に洗剤寄贈） 

２．要約筆記「いなざわ」様      ３．ＮＰＯ法人「アルシュ」 様 

４．三重ボランティア基金 様     ５．三重県聴覚障害者協会 様 

６．ＮＰＯ法人「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡいのちの水」 様 

７．中国新聞社会事業団 様 (広島土砂災害見舞金) 

８．チャリティ竹筆作り教室 様 （広島土砂災害支援） 

９．静岡県社会福祉協議会 様   １０．名古屋市認知症相談支援センタ－ 様  

１１．ＮＰＯ法人「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡいのちの水」・日本非常食推進機構 様  

１２．「たんぽぽハウス 」様     １３．中部善意銀行 様 

１４．養護学校・特別支援学校 様 （東海４県内４学校に掃除機寄贈） 

１５．名古屋市社会福祉協議会 様 １６．尾張旭市 様 

１７．家庭保育室「わけっこ」 様 １８．子育て支援ＮＰＯ「まめっこ」 様 

 

１． 会報「親切だより」の発行（隔月） 

２． 会員の福祉活動の紹介 

３． 善行者の表彰 

１． 会費・寄付金・募金を福祉施設、 

ボランティア団体等に寄付 

２．募金活動 

 

困っている人々に 

援助の手を差し伸べ

る活動 



 

親切会中部支部役員 

                  （２０１５．４．１） 

                                        

顧 問 山下  寛 ㈱日立製作所 ＯＢ 

支部長 太田 勝規 ㈱日立製作所 ＯＢ（常任） 

理 事 

菊野 仁史 ㈱日立製作所中部支社 執行役員支社長 

中内 浩二 日立化成㈱中部支店 支店長 

渡辺 典彦 日立ｺﾝｼｭｰﾏ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱中部支社 支社長 

中村  慎 ㈱日立アイイーシステム 取締役社長 

田中 泰裕 ㈱日立システムズ中部支社 支社長 

長谷川 重美 ㈱日立ビルシステム中部支社 理事支社長 

大嶋 秀明 日立キャピタル㈱中部法人支店 支店長 

長尾 清志 ㈱日立物流中部営業本部 執行役本部長 

小平潟 仁 ㈱日立製作所中部支社 総務部長（事務局長） 

篠田 敏夫 ㈱日立製作所 ＯＢ（常任） 

大野 義久 ㈱日立製作所 ＯＢ（常任） 

市野 健二 日立コンシューマ・マーケティング㈱ ＯＢ（常任） 

堀田 松壽 ㈱日立製作所中部支社 企画部部長付（常任） 

監 事 伊藤 香織 ㈱日立製作所中部支社 企画部部長代理 

事務局 

横山 和弘 ㈱日立製作所中部支社 総務部総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ部長代理 

永田 裕美 ㈱日立製作所中部支社 総務部総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

法人会員一覧法人会員一覧法人会員一覧法人会員一覧                   2015年４月１日現在 

№ 会社名 備考 № 会社名  

1 ㈱アイイーソリューションサービス  32 日立キャピタルサービス㈱  

西部営業支店中部営業所 

 

2 天方産業㈱  33 日立金属㈱ 中部東海支店  

3 伊藤電機㈱  34 日立金属商事㈱ 中部支店  

4 ㈱エレケア  35 日立建機日本㈱ 中部支社  

5 ㈱門田電話工業所  36 日立工機㈱ 中部支店  

6 キリンビバレッジ㈱  37 ㈱日立国際電気  中部支社  

7 協伸工業㈱  38 日立ｺﾝｼｭｰﾏ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 中部支社  

8 三枝電機㈱  39 ㈱日立産機システム 中部支社  

9 サントリービバレッジサービス㈱  40 ㈱日立産業制御ソリューションズ  

営業本部西日本営業部 中部支店 

 

10 ㈱静岡日立  41 ㈱日立システムズ 中部支社 ２口 

11 ㈱ジャパンビバレッジセントラル  

名古屋東支店 

 42 ㈱日立システムズエンジニアリングサービス   

中部支店 

 

12 新興電気㈱   43 日立システムズ・テクノサービス㈱ 中部支店  

13 新明和工業㈱ 中部支店     44 ㈱日立情報通信エンジニアリング 

営業統括本部 第5本部 中部支社 

 

 

14 高見通信工業㈱  45 ㈱日立製作所 中部支社 ３口 

15 中部日立物流サービス㈱  46 ㈱日立ソリューションズ 中部営業本部  

16 東朋テクノロジー㈱  47 ㈱日立超LSIシステムズ 中部営業所  

17 ㈱日京クリエイト 京浜中西部事業本部 

  京西第三営業部 名古屋・大阪営業所 

 48 ㈱日立ハイテクノロジーズ 中部支店  

18 日耕機電㈱  49 ㈱日立ハイテクフィールディング 中部支店  

19 日精㈱ 名古屋営業所  50 ㈱日立パワーソリューションズ 中部支店  

20 ㈱ニッセイコム 中部支社  51 ㈱日立ビルシステム 中部支社  

21 濃尾機電㈱  52 ㈱日立物流 中部営業本部  

22 濃尾電機㈱  53 ㈱日立プラントサービス 中部支店  

23 ㈱日立アーバンサポート 中部支店  54 ㈱日立保険サービス 中部営業所  

24 ㈱日立アイイーシステム  55 ㈱日立メディコ 中部支店  

25 日立アプライアンス㈱ 中部支店  56 ㈱日立ビルシステム エンジニアリング  

中部支店 

 

26 日立アプライアンス㈱ 清水空調本部  57 藤田電機工業㈱  

27 日立オムロンターミナルソリューションズ㈱ 

旭本社 

 58 ㈱三重日立  

28 日立化成㈱ 中部支店  59 ㈱メイエレック  

29 日立化成商事㈱  

西日本営業部 中部営業所 

 60 ㈱日立ハイテクソリュ－ションズ中部支店  

30 日立キャピタル㈱ 中部法人支店  61 サイタ工業㈱中部支社  

31 日立キャピタルオートリース㈱ 中部支店     


