2021 年 11 月 19 日
各

位
公益財団法人 福井銀行教育福祉財団
公益財団法人 福井銀行教育福祉財団の
助成先決定および目録贈呈式の実施について
公益財団法人 福井銀行教育福祉財団（理事長

林 正博）は、事業のひとつである「学校・

社会福祉団体等の整備充実に対する 助成」について、福井県内 （※1） の小学校・社会福祉
団体等を対象に助成募集を実施いたしました。
今般、助成先を決定し、目録の贈呈式を実施いたしますのでお知らせいたします。
（※1）2021 年は、越前市・池田町・南越前町・敦賀市の全小学校、障がい者をご支援されている
あわら市・坂井市・永平寺町・大野市・勝山市の社会福祉法人を対象としました。

記
１．助成先・目録贈呈式について
（１）小学校・・・教育機材を購入するための助成（計 21 小学校
助成先・贈呈場所（敬称略）
池田町立小学校 1 校（※2）

日

11：00～
11 月 24 日（水）

（贈呈場所：南越前町役場）
敦賀市立小学校 5 校（※4）

15：00～
12 月 2 日（木）

（贈呈場所：敦賀市役所）

越前市小学校 12 校（※5）

11：00～

12 月 13 日（月）
14：00～

（贈呈場所：越前市役所）
（※2）

場

贈呈内容

贈呈者

11 月 22 日（月） バスキーボード、冷凍冷蔵

（贈呈場所：池田町役場）

南越前町立小学校 3 校（※3）

時

492 万円）

庫
ワンタッチテント、液晶プ 渡辺 統
ロジェクター、ポータブル （福井銀行 取締役
ワイヤレスアンプ 等
兼 常務執行役）
スクールミシン、ハンズフ
リー拡声器、大型液晶テレ
ビ、大判プリンター

等

学校用四尺筝、液晶プロジ 湯浅 徹
ェクター、大型液晶テレ （福井銀行 取締役
ビ、跳躍板

等

池田町立小学校 1 校への目録贈呈式は以下のとおり開催します。

所：池田町役場

出席者：池田町

応接室(2 階)

池田町副町長

溝口 淳さま、教育長

内藤 得博さま

助成先：池田小学校の 1 校
（※3）

場

南越前町立小学校 3 校への目録贈呈式は以下のとおり開催します。

所：南越前町役場

出席者：南越前町

町長室(2 階)

南越前町町長

岩倉 光弘さま、教育長

上田 康彦さま

助成先：今庄小学校、湯尾小学校、河野小学校の 3 校（順不同）

兼 代表執行役専務）

（※4）

場

敦賀市立小学校 5 校への目録贈呈式は以下のとおり開催します。

所：敦賀市役所

出席者：敦賀市

特別応接室(2 階)

敦賀市市長

渕上 隆信さま、教育長

上野 弘さま

助成先：粟野南小学校、中郷小学校、松原小学校、敦賀南小学校、東浦小学校の 5 校（順
不同）

（※5）

場

越前市小学校 12 校への目録贈呈式は以下のとおり開催します。

所：越前市役所

出席者：越前市

教育委員会室(5 階)

越前市市長

山田 賢一さま、教育長

澤崎 秀之さま

助成先：国高小学校、武生南小学校、吉野小学校、大虫小学校、王子保小学校、武生東小
学校、花筐小学校、岡本小学校、南中山小学校、服間小学校、白山小学校、坂口
小学校の 12 校（順不同）
（２）社会福祉団体等・・・福祉機材を購入するための助成（計 7 法人
助成先・贈呈場所（敬称略）
社会福祉法人 サンホーム
（あわら市花乃杜 3 丁目 22-12）
社会福祉法人 ハスの実の家
（あわら市二面 87-26-2）
社会福祉法人 大野福祉会
（大野市篠座 17-23）
社会福祉法人 希望園
（大野市篠座 79-53）
社会福祉法人 光明寺福祉会
一乗ハイツ
（大野市牛ケ原 154-1-1）
社会福祉法人 かすみが丘学園
（坂井市丸岡町女形谷 59-17）
社会福祉法人 九頭竜厚生事業団
（勝山市平泉寺町岩ケ野 42-61）

日

時

139 万円）

贈呈内容

贈呈者

11 月 25 日（木） ドアコールセンサーセ
10：00～

ット

11 月 25 日（木） ギャラリーテーブル、
10：30～

ギャラリー台

11 月 25 日（木） 歯ブラシ殺菌庫、歯ブ
14：30～
11 月 25 日（木）
15：00～

ラシ立て、歩行器
渡辺 統
リクライニング車いす

（福井銀行 取締役
兼 常務執行役）

11 月 25 日（木）
15：40～

エアマット

11 月 26 日（金） タブレット端末、ノー
11：00～
11 月 30 日（火）
11：30～

ト型パソコン
ボッチャボールセッ
ト、スタンダードラン
プ、卓上得点板

２．公益財団法人 福井銀行教育福祉財団の概要
（１）名称

公益財団法人 福井銀行教育福祉財団（事務局：株式会社福井銀行）

（２）設立日

2000 年 3 月 24 日

（３）事業の目的
・学校における教育機材の整備充実に対する助成
・社会福祉団体等における福祉機材の整備充実及び社会福祉に対する助成
・その他この法人等の目的を達成するために必要な事業
※当財団は、福井銀行の役職員で構成していた任意団体「保堂会」が設立母体となって、2000
年 3 月に財団法人を設立し、2013 年 10 月より公益財団法人福井銀行教育福祉財団に名称を
変更いたしました。
※助成事業は 2000 年の財団設立から 22 年間継続しており、助成実績は延べ 544 件、177 百万
円となります。
３．該当するＳＤＧｓの目標

以

上

