2018 年 1 月吉日

ご協力いただきました
企業の皆様/個人の皆様

おかげさまで、今回で 15 年目をむかえました

ギフト・オン・ハート・カレンダー・プロジェクト 2017
カレンダー・手帳類ご寄贈のお礼
拝啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
このたびは、認定 NPO 法人コミュニティ･サポートセンター神戸(CS 神戸)の「ギフト･オン･
ハート・カレンダー プロジェクト 2018」にご賛同いただき、誠にありがとうございました。
つつがなく高齢者中心の復興住宅、自治会やまちづくり協議会などの地域団体、また NPO やボ
ランティア団体等を通じて、高齢者・障がい者の方々を中心に配布いたしましたので、お礼と合
わせご報告させていただきます。
毎年ご協力くださる近畿圏の企業・団体・個人の皆様をはじめ、県外からも当プロジェクトに
ご参加いただき、全国より一万数千部を越えるカレンダー・手帳等が集まりました。
本年も年内にたくさんのカレンダーを頂きまして、12 月 27 日に第一陣をお届けすることが
出来ました。カレンダーという特性もあり、年内のお届けは大変喜んでいただきました。また、
ご要望が高かった手帳もたくさん入っており、大変喜ばれました。
ぜひ来年度も可能な限り、ご要望に応えることができればと考えております。
CS 神戸への提供だけでなく、関係各所へのお声掛けの他、お手元での仕分・梱包・発送など、
様々な形でご協力いただいたこと改めてお礼を申し上げます。
ＣＳ神戸は、これからも地域に根ざした活動につとめる団体を支援し、個人が活かされる社会を目
指して活動してまいります。当プロジェクトを継続し、社会との接点が少ない方々に対し、少しでも
お役に立ちたいと存じます。皆さまにおかれましても、社会貢献活動の一つとして、
どうぞ引き続きご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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「県営住吉台住宅様」（12/27）

いつもいつもありがとうございます。近隣住民の方々に
大変喜んで頂いています。これからもよろしく！

「本山第一住宅連合自治会様」
（12/27）
カレンダーを待っていた利用者の方々も大勢あり、有
効利用させていただきます。

「サポートステーション灘・つどいの家様」(1/15)

「脇の浜ふれあいのまちづくり協議会様」
（1/15）
毎年、今年はどんなのがあるのかなぁと

「六甲アイランド WC９自治会様」(1/15)

楽しみにしています。

毎年カレンダー・手帳を頂き本当にありがとうございま

他にも・・・

す。住宅の皆様もいつも待っております。

「カレンダーは人間生きていくには、欠かせない衣食住と同等
の役目を果たすもので、被災地には特にありがたい頂き物で
す。」 「カレンダーに予定を書いたり、メモしたり、大きくて見
やすい文字が非常に嬉しい。きれいな風景の写真や可愛い
絵が楽しいです。」 など、メッセージをいただきました。

ギフト・オン・ハート
～カレンダー プロジェクト 2018～
寄贈受付：2017/12/15（木）～2018/1/12（金）
◎寄贈 法人／個人（順不同・敬称略）

配布～2018/1/16（火）

◎寄贈 法人／個人（順不同・敬称略）

1 大阪ガス 株式会社

56 株式会社クラレ

2 NTTコミュニケーションズ株式会社

57 日本郵船株式会社

3 アクリサンデー株式会社

59 ユニゾン・キャピタル株式会社

4 アメリカン・エキスプレスインターナショナルInc

60 株式会社セディナ

5 伊藤忠エネクス株式会社
6 ガールスカウト千葉県第81団

61 UR都市機構
62 東レ・メディカル株式会社

7 ガールスカウト千葉県第83団

63 イーピーエス株式会社

8 株式会社J-オイルミルズ

64 近畿郵船北海道株式会社

11 株式会社大林組

65 近畿郵船株式会社

13 株式会社ニチジョー・サービス

66 三和シャッター工業株式会社

14 株式会社日本製鋼所

67 神戸市立医療センター中央市民病院

16 株式会社昌新

68 ご寄付いただきました個人の方々

17 株式会社南沢テキスタイル
18 キャノン株式会社

◎配布先 （順不同・敬称略）

19 公文教育研究会

1 北畑住宅自治会

20 倉敷紡績株式会社

2 本山第一住宅連合自治会

21 クリーン・エナジー・サービス株式会社
22 小池経編染工所
24 公文エルアイエル
25 神戸市社会福祉協議会

復
興
住
宅
等

3 魚崎南高層住宅自治会
4 六甲アイランドＷＣ９番街自治会
5 県営住吉台住宅
6 本庄第2住宅

26 三和ホールディングス株式会社

7 脇の浜ふれあいのまちづくり協議会

27 全労済

8 なぎさふれあいのまちづくり協議会

29 大同生命保険株式会社

1 ろう梅会

30 東京海上日動火災保険株式会社

2 NPO法人 東灘地域・助け合いネットワーク

31 東レACS株式会社

3 NPO法人 ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ灘・つどいの家

32 徳島県庁
33 独立行政法人 都市再生機構本社
34 日本山村硝子株式会社
36 丸安毛糸株式会社
38 三井物産リアルティ・マネジメント株式会社
39 三菱ケミカル株式会社
40 三菱ケミカル労働組合
41 峰田メリヤス株式会社
42 有限会社サムライ
43 株式会社電通テック
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4 NPO法人 福祉ネット・寿
5 NPO法人 にじのかけ橋
6 NPO法人 神戸西・助け合いネットワーク
7 NPO法人 ゆいまーる神戸
8 NPO法人 ＡＳＵネット
9 NPO法人 誕生日ありがとう運動本部
10 グループホーム・デイサービスケアウイング六甲
11 NPO法人 ジンジャークラブ
12 社会福祉法人協同の苑もとやま園
13 カトリック社会活動神戸センター

44 株式会社ジェーシービー

14 東灘区民センター小ホール

45 ＪＸTGエネルギー株式会社

15 CS神戸 生きがい活動ステーション

46 特種東海製紙グループ

16 CS神戸本部事務所

47 星硝株式会社
48 関西電力株式会社
49 株式会社アストム
50 住友ゴム工業株式会社
51 株式会社クエスト

ご協力いただき、本当に
ありがとうございました。

54 大和ハウス工業株式会社
55 大和リース株式会社
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