
「ふくしんぼ」は、つくしの様に根深く地域に根付くように、とつけられました。この広報誌は　　共同募金の配分金によるものです。
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乙金台区のどんど焼きでは、新成人が火入れを行いました。「一区一家」という言
葉は、2012年に安田区長が社協プロデュース「東北応援の旅」に参加され、福島県
のスパリゾート・ハワイアンズで代表の方から教えていただいた「一山一家」の精
神をもとにつくられ、“区民全員が一家族であり、みんなで見守っていこう”という
思いが込められています。
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お知らせ

写真で振り返る2015年写真で振り返る2015年写真で振り返る2015年

「在宅介護者のつどい」参加者募集
　在宅で介護をされている方同士で交流を深め、日帰り旅行で
気分転換をしながら、今後の在宅介護について考えてみません
か。皆さまのご参加をお待ちしています。

申し込み・問い合わせ先
大野城市社会福祉協議会　　☎（５７２）７７００

対象者　大野城市に在住し、在宅でご家族などの
　　　　介護をされている方
日　時　平成28年3月17日（木）
　　　　10時～ 16時（予定）
定　員　20名（先着順）
行　先　八女方面　 参加費　1,500円

▲昨年は18名の参加者と宗像へ行き、
美味しい料理や温泉を楽しみながら
交流を深めることができました！

これからもすてきな笑顔が地域に広がりますように…これからもすてきな笑顔が地域に広がりますように…

▼2015年は中央地区で総合避難訓練を開催。
地域全体で災害に備えるためには一人ひとり
が考えなければならない。

▼2015年は中央地区で総合避難訓練を開催。
地域全体で災害に備えるためには一人ひとり
が考えなければならない。

▲４回目となる東北応援の旅。南相馬市鹿島区
の「奇跡の一本松」の前でまた必ず訪れること
を誓った。
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▲下筒井区における「下筒井区認知症行方不明
者捜索訓練」の様子。声をかけることの難しさ
を実感した。
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▲災害ボランティア養成講座だけで終わることなく、
今後は自発的な組織化へむけてのフォローアップ講
座などを開催しながら災害に備えていく！
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▲めざせ！全国大会！密かなブームの「ふうせん
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▲大ホールに響き渡る素晴らしい音色と素敵な
笑顔。福祉まつりの幕開けとなったＪＯＹ倶楽部
によるミュージック アンサンブルコンサート。
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によるミュージック アンサンブルコンサート。

▲福祉教育では、実際に目や耳などが不自由な
方々から普段の暮らしの様子などを直接子
どもたちに伝えてもらう。
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▲おもちゃの図書館「あいあい」と子育て
サークル「Ｓｕｎｎｙ！！」の合同サロンが実現。
子どもたちの笑顔も満開！
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▲夏っ子クラブで一番楽しみな時間。屋上で
大野城の町並みを眺めながらの水遊びは
大人気♪
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▲各コミュニティ福祉部会主催の「番茶の
会」。南地区では参加者全員で大野城讃歌
を踊り締めくくった。
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▲井本大野城市長と岡社会福祉協議会会長による災
害ボランティアセンターの設置と福祉避難所の支
援に関する協定書の調印締結が行われた。今後「平
常時」に災害に備える取り組みも積み重ねていく。
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３月までの予定

おおのじょう
ボランティアの
つどい

3/11（金）午後

災害ボランティア
センター設置訓練

3/13（日）午前

2016年2月１日  第155号社　協　だ　よ　り　②



職域・団体募金

個　人　募　金

募金箱設置協力

バッジ・タイピン・図書カード・クオカード募金

牛頸区
若草区
平野台区
月の浦区
南ヶ丘１区
南ヶ丘２区
つつじヶ丘区
上大利区
下大利区
東大利区
下大利団地区
白木原区
瓦田区
釜蓋区
井の口区
中区
乙金区
乙金台区
乙金東区
大池区
上筒井区
下筒井区
山田区
雑餉隈町区
栄町区
仲島区
畑詰区
合　　　計

３８件（大野城市役所の管理職のみなさまを含みます。）
合　　　計

牛頸悠々会　様
若草シニアクラブ　様
平野台シニアクラブ平寿会　様
月の浦シニアクラブ　様
南ヶ丘1区シニアクラブ楽寿会　様
南ヶ丘２区シニアクラブ　様
シニアクラブつつじ会　様
上大利みどり会　様
下大利白寿会　様
東大利シニアクラブ　様
白木原シニアクラブ　様
瓦田シニアクラブ明寿会　様
釜蓋シニアクラブ寿会　様
井の口シニアクラブ鶴寿会　様
乙金台シニアクラブ　様
乙金東シニアクラブ　様
大池シニアクラブ　様

上筒井シニアクラブ　様
下筒井シニアクラブ宝寿会　様
山田シニアクラブ　様
雑餉隈町シニアクラブ敬友会　様
畑詰シニアクラブ　様
大野城市民生委員児童委員連合協議会　様
中央地区民生委員有志　様
大野城市食生活改善推進会　様
春日大野城那珂川消防組合職員厚生会　様
社会福祉法人　悠生会　様
筑紫倫理法人会　様
大野城市戦没者遺族会　様
介護ボランティア　ききょう　様
牛頸水利組合　様
上大利水利組合　様
大野城市医師団一言会　様
筑紫歯科医師会大野城支部　様
一般社団法人筑紫薬剤師会大野城ブロック　様
福岡県司法書士会福岡南支部　様
NPO法人筑紫原爆被害者の会　様
筑紫農業協同組合大野城女性部　様
大野小学校　様
大城小学校　児童会 様
大野城市社会福祉協議会職員労働組合　様
合　　　計

社会福祉法人　悠生会　様
大野城市シルバー人材センター　様
大野城市社会福祉協議会　様
久保山商店　様
相撲鳥　様
筒井保育所　様
大野北保育所　様
大野南保育所　様
大城保育園　様
乙金保育園　様
のぞみ愛児園　様
平野保育園　様
みずほ保育所　様
南ヶ丘保育園　様
リズム保育園　様
やさしい保育園　様
おおり保育園　様
ひじり保育園　様
たのしい保育園　様
こすもすナーサリースクール　様
大野山田郵便局　様
大野城牛頸郵便局　様
大野城下大利郵便局　様
大野城南ヶ丘郵便局　様

筑前大野郵便局　様
東大野郵便局　様
有限会社ギャラクシー　Beam　１　one　様
BEAM HIKARI　様
風雅堂　様
株式会社ニック　様
鳥和　様
東府　様
居酒屋南ん子　様 
スナック　ゆうこ　様
パブ すず蘭　様
スナック　あすか　様
虎来庵　様
居酒屋わさび　様
炭火串焼てんざん　様
圧釜饂飩　倉田や　様
スナック 信　様
味処　翔　様
大陸食堂Asian café  様
TOKIO　様
大野城市サンシャイン株式会社　様
松田耳鼻咽喉科　様
さわやかテラス大野城　様
さわやかテラス大野城中央　様
大野城市障がい者支援センターまどか・ゆいぱる　様
関屋電設株式会社　様
筑紫農協下大利支店　様
筑紫農協牛頸支店　様
筑紫農協大野城支店　様
筑紫農協山田支店　様
筑紫農協大野東支店　様
南ヶ丘1区公民館　様
栄町公民館　様
瓦田公民館　様
上大利公民館　様
東大利公民館　様
東大利憩いの家　様
平野台公民館　様
釜蓋公民館　様
雑餉隈町公民館　様
上筒井公民館　様
畑詰公民館　様
仲島公民館　様
スポーツクラブフェニックス　様
フラワーボウル　様
サンゲームス大野城店　様
株式会社トヨタレンタリース福岡　様
合　　　計

平野台区　様

シニアクラブつつじ会　様
瓦田シニアクラブ　様
大池シニアクラブ　様
中シニアクラブ　様
大野城市区長会　様
大野城市副公民館長連絡協議会　様
福祉委員一同　様
大野城市民生委員児童委員連合協議会　様
大野城市シルバー人材センター　様
大野城市役所職員一同　様
大野城市手をつなぐ育成会　様
はまゆうワークセンター大野城　様
福岡県障害者就労支援ホームあけぼの園　様
大野城市食生活改善推進会　様
筑紫保護区保護司会大野城支部　様
大野城市母子寡婦福祉会　様
社会福祉法人悠生会　様
春日大野城那珂川消防組合消防本部　様
アベニール福岡　様
福岡県那珂県土整備事務所　様
福岡県筑紫県税事務所　様
福岡県筑紫保健福祉環境事務所　様
大野城市身体障害者福祉協会　様
大野城ライオンズクラブ　様
大野城市子ども会育成会連絡協議会　様
大野城市体育協会　様
筑紫倫理法人会　様
大野城市商工会　様
大野城市社会福祉協議会　様

御笠の森小学校　様
月の浦小学校　様
平野小学校　様
大利小学校　様
下大利小学校　様
大野南小学校　様
大城小学校　様
大野東小学校　様
大野北小学校　様
大野小学校　様
大野中学校　様
平野中学校　様
南地区企業募金推進会議　様
中央地区企業募金推進会議　様
東地区企業募金推進会議　様
まどかフェスティバル参加者　様
まつり南風参加者　様
総合ふくしまつり参加者　様
共同募金のつどい inおおのじょう参加者　様
個人　３8件
バッジ・タイピン・図書カード・クオカード原価代
合　　　計

大野城市民生委員児童委員連合協議会　様
大野城市身体障害者福祉協会　様
大野城市ボランティア連絡協議会　様
大野城市緑化推進協議会　様
日本ボーイスカウト大野城第1団　様
大野城市社会福祉協議会　様

福岡県立筑紫中央高等学校生徒会　様
福岡県障害者就労支援ホーム あけぼの園　様
大野城市障がい者支援センター　まどか・ゆいぱる　様
合　　　計

大野城市シニアクラブ連合会（歌謡祭）　様
悠生園（秋まつり）　様
まどかフェスティバル　様　
まつり南風　様
大野城市総合福祉まつり　様
合　　　計

甲斐電気工事株式会社　様
日本電通株式会社　様
有限会社カレントウシハラ　様
株式会社永池　福岡支社　様
株式会社悠香　様
バイクルハウス　ナカシマ　様
JA筑紫ゆめ畑　大野城店　様
株式会社シーユーロジテック　様
大野城市社会福祉協議会　様
障害福祉サービス多機能型事業所　ひいらぎ　様
福岡ライフエナジー株式会社大野城SS　様
福岡ライフエナジー株式会社筑紫営業所　様
福岡ライフエナジー株式会社 JA筑紫ゆめ畑大野城店　様
せんだんの丘　様
合　　　計

平成27年度 福岡県共同募金会大野城市支会

赤い羽根データベース「はねっと」　http://www.akaihane.or.jp

赤い羽根共同募金運動

皆さまの募金がわたしたちのまちを良くするしくみになります

平成27年度

総額

　あらためまして新年のご挨拶を申し上げます。皆さまには清々しく新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。
　また日頃より、社会福祉協議会の諸活動に対して、ご協力とご支援を賜り深く感謝申し上げます。
　資料によりますと、平成２６年度の全国募金額は１８７億２，３３２万円余、福岡県は７億５，８１９万円余と発表されています。平成２７
年度も、１０月から１２月に亘り全国一斉に赤い羽根共同募金運動が行なわれ、皆さまからの絶大なご支援を頂き募金の総額は
２０，２１５，７０３円となりました。
　皆さまから頂いたご芳志の募金総額は、一旦福岡県共同募金会に送金します。一部は大規模災害時の積立基金となり、送金した募金
の７8%が「わたしたちのまちを良くするしくみ」として大野城市社会福祉協議会が行う各種の団体助成・地域助成・地域課題の浄財と
して活用されます。
　今、さまざまな福祉課題に対して地域における「つながり」や「絆」の重要性が見直され、その再構築に向け一層の地域福祉の充実が
求められています。
　先ずは、皆さまからの共同募金への感謝を申し上げ、実績を報告させていただきますと共に、今後とも変わらぬご支援ご協力を頂き
ますよう心よりお願い申し上げます。
　誠に有難うございます。

福岡県共同募金会大野城市支会 支会長　岡 　 主 幸

赤い羽根共同募金のつかいみちは、こちらでもご覧になれます。
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3,000
10,000
32,000
22,500
15,000
20,000
13,000
43,500
31,500

26,000
15,500
1,000
17,500
18,500
12,000
5,000
12,000
14,000
38,500
4,500
7,000
3,500
1,000
4,000
3,500
4,000
5,500
13,500
43,000

-487,225
599,275

110,347
52,224
37,038
12,602
54,332
13,702

35,912
8,333
15,466
339,956

62,382
1,868
5,713
3,371
13,026
86,360

15,171
18,310
6,566
4,956
31,622
11,116
6,511
2,488

311,164
4,124
8,945
12,720
12,362
5,991

452,046

戸　別　募　金

2016年2月１日　第155号社　協　だ　よ　り　③



牛頸区
若草区
平野台区
月の浦区
南ヶ丘１区
南ヶ丘２区
つつじヶ丘区
上大利区
下大利区
東大利区
下大利団地区
白木原区
瓦田区
釜蓋区
井の口区
中区
乙金区
乙金台区
乙金東区
大池区
上筒井区
下筒井区
山田区
雑餉隈町区
栄町区
仲島区
畑詰区
合　　　計

３８件（大野城市役所の管理職のみなさまを含みます。）
合　　　計

牛頸悠々会　様
若草シニアクラブ　様
平野台シニアクラブ平寿会　様
月の浦シニアクラブ　様
南ヶ丘1区シニアクラブ楽寿会　様
南ヶ丘２区シニアクラブ　様
シニアクラブつつじ会　様
上大利みどり会　様
下大利白寿会　様
東大利シニアクラブ　様
白木原シニアクラブ　様
瓦田シニアクラブ明寿会　様
釜蓋シニアクラブ寿会　様
井の口シニアクラブ鶴寿会　様
乙金台シニアクラブ　様
乙金東シニアクラブ　様
大池シニアクラブ　様

上筒井シニアクラブ　様
下筒井シニアクラブ宝寿会　様
山田シニアクラブ　様
雑餉隈町シニアクラブ敬友会　様
畑詰シニアクラブ　様
大野城市民生委員児童委員連合協議会　様
中央地区民生委員有志　様
大野城市食生活改善推進会　様
春日大野城那珂川消防組合職員厚生会　様
社会福祉法人　悠生会　様
筑紫倫理法人会　様
大野城市戦没者遺族会　様
介護ボランティア　ききょう　様
牛頸水利組合　様
上大利水利組合　様
大野城市医師団一言会　様
筑紫歯科医師会大野城支部　様
一般社団法人筑紫薬剤師会大野城ブロック　様
福岡県司法書士会福岡南支部　様
NPO法人筑紫原爆被害者の会　様
筑紫農業協同組合大野城女性部　様
大野小学校　様
大城小学校　児童会 様
大野城市社会福祉協議会職員労働組合　様
合　　　計

社会福祉法人　悠生会　様
大野城市シルバー人材センター　様
大野城市社会福祉協議会　様
久保山商店　様
相撲鳥　様
筒井保育所　様
大野北保育所　様
大野南保育所　様
大城保育園　様
乙金保育園　様
のぞみ愛児園　様
平野保育園　様
みずほ保育所　様
南ヶ丘保育園　様
リズム保育園　様
やさしい保育園　様
おおり保育園　様
ひじり保育園　様
たのしい保育園　様
こすもすナーサリースクール　様
大野山田郵便局　様
大野城牛頸郵便局　様
大野城下大利郵便局　様
大野城南ヶ丘郵便局　様

筑前大野郵便局　様
東大野郵便局　様
有限会社ギャラクシー　Beam　１　one　様
BEAM HIKARI　様
風雅堂　様
株式会社ニック　様
鳥和　様
東府　様
居酒屋南ん子　様 
スナック　ゆうこ　様
パブ すず蘭　様
スナック　あすか　様
虎来庵　様
居酒屋わさび　様
炭火串焼てんざん　様
圧釜饂飩　倉田や　様
スナック 信　様
味処　翔　様
大陸食堂Asian café  様
TOKIO　様
大野城市サンシャイン株式会社　様
松田耳鼻咽喉科　様
さわやかテラス大野城　様
さわやかテラス大野城中央　様
大野城市障がい者支援センターまどか・ゆいぱる　様
関屋電設株式会社　様
筑紫農協下大利支店　様
筑紫農協牛頸支店　様
筑紫農協大野城支店　様
筑紫農協山田支店　様
筑紫農協大野東支店　様
南ヶ丘1区公民館　様
栄町公民館　様
瓦田公民館　様
上大利公民館　様
東大利公民館　様
東大利憩いの家　様
平野台公民館　様
釜蓋公民館　様
雑餉隈町公民館　様
上筒井公民館　様
畑詰公民館　様
仲島公民館　様
スポーツクラブフェニックス　様
フラワーボウル　様
サンゲームス大野城店　様
株式会社トヨタレンタリース福岡　様
合　　　計

平野台区　様

シニアクラブつつじ会　様
瓦田シニアクラブ　様
大池シニアクラブ　様
中シニアクラブ　様
大野城市区長会　様
大野城市副公民館長連絡協議会　様
福祉委員一同　様
大野城市民生委員児童委員連合協議会　様
大野城市シルバー人材センター　様
大野城市役所職員一同　様
大野城市手をつなぐ育成会　様
はまゆうワークセンター大野城　様
福岡県障害者就労支援ホームあけぼの園　様
大野城市食生活改善推進会　様
筑紫保護区保護司会大野城支部　様
大野城市母子寡婦福祉会　様
社会福祉法人悠生会　様
春日大野城那珂川消防組合消防本部　様
アベニール福岡　様
福岡県那珂県土整備事務所　様
福岡県筑紫県税事務所　様
福岡県筑紫保健福祉環境事務所　様
大野城市身体障害者福祉協会　様
大野城ライオンズクラブ　様
大野城市子ども会育成会連絡協議会　様
大野城市体育協会　様
筑紫倫理法人会　様
大野城市商工会　様
大野城市社会福祉協議会　様

御笠の森小学校　様
月の浦小学校　様
平野小学校　様
大利小学校　様
下大利小学校　様
大野南小学校　様
大城小学校　様
大野東小学校　様
大野北小学校　様
大野小学校　様
大野中学校　様
平野中学校　様
南地区企業募金推進会議　様
中央地区企業募金推進会議　様
東地区企業募金推進会議　様
まどかフェスティバル参加者　様
まつり南風参加者　様
総合ふくしまつり参加者　様
共同募金のつどい inおおのじょう参加者　様
個人　３8件
バッジ・タイピン・図書カード・クオカード原価代
合　　　計

大野城市民生委員児童委員連合協議会　様
大野城市身体障害者福祉協会　様
大野城市ボランティア連絡協議会　様
大野城市緑化推進協議会　様
日本ボーイスカウト大野城第1団　様
大野城市社会福祉協議会　様

福岡県立筑紫中央高等学校生徒会　様
福岡県障害者就労支援ホーム あけぼの園　様
大野城市障がい者支援センター　まどか・ゆいぱる　様
合　　　計

大野城市シニアクラブ連合会（歌謡祭）　様
悠生園（秋まつり）　様
まどかフェスティバル　様　
まつり南風　様
大野城市総合福祉まつり　様
合　　　計

甲斐電気工事株式会社　様
日本電通株式会社　様
有限会社カレントウシハラ　様
株式会社永池　福岡支社　様
株式会社悠香　様
バイクルハウス　ナカシマ　様
JA筑紫ゆめ畑　大野城店　様
株式会社シーユーロジテック　様
大野城市社会福祉協議会　様
障害福祉サービス多機能型事業所　ひいらぎ　様
福岡ライフエナジー株式会社大野城SS　様
福岡ライフエナジー株式会社筑紫営業所　様
福岡ライフエナジー株式会社 JA筑紫ゆめ畑大野城店　様
せんだんの丘　様
合　　　計

・・・・・・・・ 牛 　 頸 　 区 ・・・・・・・・

西鉄バス二日市株式会社 　様
有限会社花ゆり　大野城店 　様
大賀歯科医院 　様
フラットモータース 　様
山下建設有限会社 　様
焼鳥　城 　様
有限会社高田建設 　様
モスバーガー牛頸店 　様
筑紫幼稚園 　様
株式会社小倉屋福岡営業所 　様
筑紫南ヶ丘病院 　様
セイホーゴルフガーデン 　様
公益財団法人 永光墓園　福岡中央霊園　様
福岡地区水道企業団 　様
龍華霊園 　様
ダイハツ筑紫カーショップ 　様
小料理しげ 　様
有限会社下尾産業 　様
のむら整形外科クリニック 　様
株式会社マルタマ大野城牛頸店　様
社会福祉法人大楠会　平野保育園 　様
森のぶどう 　様
久冨内科医院 　様
筑紫農協牛頸支店 　様
有限会社エステート山下 　様
カーサ薬局 　様
南ヶ丘保育園　 　様
郡上 　様
さわやかテラス大野城 　様

小計　 179,000 

・・・・・・・・ 若 　 草 　 区 ・・・・・・・・

セブンイレブン大野城若草店 　様
大野城牛頸郵便局 　様
寿司割烹　海王 　様
宏和建設株式会社 　様
有限会社ヘラシボリフクオカ 　様
森澤商会 　様
梅庄 　様
大草 　様
株式会社ラック西日本典礼　有限会社ひまわり住宅　様
永富歯科医院 　様
株式会社　インフ 　様
有限会社白濱工業 　様
西鉄ストア牛頸店 　様
エフコープ生活協同組合大野城店　様
中野歯科クリニック 　様
手島畳襖店 　様
牛頸調剤薬局 　様
はまだ内科 　様
株式会社ウエスト大野城若草店 　様
たぬ久大野城店 　様
トクダコーポレーション株式会社　様
焼きにく　國・若草の小屋　様

真剣台所　へっぽこ 　様
有限会社真島電気 　様
西部ビジネスマシンズ株式会社　様
西部ビジネスマシンズ株式会社社員一同　様
有限会社エイペックスＤＯゼミナール平野校　様
ラーメン幸心堂 　様
ちとせや酒店 　様
メンズサロン　ラッジョ 　様
匿名１件

小計　 106,528  

・・・・・・・・ 月 の 浦 区 ・・・・・・・・

美容室ペーパームーン 　様
株式会社オービット 　様
ヘアーサロン　ルート 　様
まつふじ歯科医院 　様
倉岡内科クリニック 　様
株式会社アド・サイエンス　様
のむら歯科医院 　様
株式会社ユニバーサルパワーES　様
株式会社精気源臨床研 　様
有限会社アンゼン企画 　様
華林堂調剤薬局 　様
エヌ企画 　松吉 　様
ピュアスマイル合同会社 　様
西鉄バス二日市株式会社 　様
やまと 　様

   小計　 66,504  

・・・・・・・・ 平 野 台 区 ・・・・・・・・

美容室タナベ 　様
西日本新聞ＡＣ大野城西 　様
くぼ歯科クリニック 　様
大陸食堂Asian café　様
株式会社さがでん 　様
ギャラリー大石　 　様
株式会社ジオテック技術士事務所　様
デイサービスセンター大野城　代表　立石　百合子　様
防犯設備九州株式会社 　様
株式会社キュウレキ 　様

小計　 41,000  

・・・・・・・・ 南 ヶ 丘 １ 区 ・・・・・・・・

株式会社リョーユーパン 　様
ヘアーサロンＢ＆Ｗ 　様
大野珈琲 　様
株式会社スポーツクラブフェニックス　様
九州公衆電話工業株式会社　様
牧山気功鍼灸院 　様
平坂菓子舗 　様
めがね物語 　様
セブンイレブン大野城紫台店　様
三谷動物病院 　様
社団法人　三光会 　様
西山医院 　様
前田建築 　様

立原商会 　様
くまお酒店 　様
株式会社酒新土地建物 　様
南ヶ丘整骨院 　様
ワールド防災工業株式会社 　様
ユニベッツ福岡 　様
ポーラコスモ 　様
ヘアーサロンV I P 　様
ヘアーメイククール 　様
カットインバツ 　様
横尾時計店 　様
八女茶の里 　様
杏栄商会(陽だまり倶楽部) 　様
ほっともっと南ヶ丘店 　様
蔵森青果店 　様
学生服センターイトヤ 　様
玉収 　様
韓国家庭料理　桃花園 　様
Ｖｅｒｉｎｏ 　様
森山理容ホープ 　様
風雅堂 　様
ヒラヤマ電器 　様
花びれっじ 　様
さくら美容室 　様
美容室ファインアート 　様
ばば整形外科 　様
株式会社優心　デイサービス絆　様
Cha-Chara 　様
挽地　忠弘 　様
居酒屋てんてこまい 　様
株式会社アシュラン 　様
お好み焼きカフェ ろまん 　様
渕上　亀之助 　様
大島小児科医院 　様
AND FLOWERS itai 　様
株式会社ダスキン西南 南営業所　様

小計　 143,500 

・・・・・・・・ 南 ヶ 丘 ２ 区 ・・・・・・・・

柳屋茶舗 　様
大野城南ヶ丘郵便局 　様
井樋歯科医院 　様
ふくもり写真館 　様
有限会社岡部金物建材店 　様
井手歯科医院 　様
株式会社たかき佛工社 　様
パールリバティヴィラ 　様
げんき 　様
学校法人筑水学園　南ヶ丘幼稚園 　様
木村工作所 　様
南ヶ丘ガーデン 　様
吉村青果店 　様
株式会社森設備 　様
有限会社誠電気 　様
有限会社中西商会 　様
山ぼうし 　様

スナック華 　様
金物センター白木 　様

小計　 54,000 

・・・・・・・・ つつじヶ丘区 ・・・・・・・・

有限会社あまぎや 　様
おひさま保育園 　様
ホリデイスポーツクラブ大野城 　様
えとう歯科クリニック 　様
デイサービス うぶすな 　様
社会福祉法人恩賜財団済生会
　  大野城市南デイサービスセンター南風　様

小計　 25,000  

・・・・・・・・ 上 大 利 区 ・・・・・・・・

株式会社吉次商事 　様
小川建設株式会社 　様
伊藤　香代子 　様
西日本新聞AC大野南 　様
寅達ビル 　様
境建築設計室 　様
有限会社ウィル保険 　様
開発土木株式会社 　様
拓設計事務所 　様
スキャット 　様
佐藤道彦歯科医院 　様
筑水ビル 　様
株式会社光ビル 　様
笹倉工務店 　様
有限会社　山繁 　様
ダスキン大利 　様
天野内科循環器科医院 　様
有限会社綜合メンテナンスサービス　様
上村建設株式会社 　様
不動産サービス福岡株式会社　様
三幸電機産業株式会社 　様
田中　正洋(セブイレブン大野城上大利店)　様
筑紫農協下大利支店　様
株式会社障がい者つくし更生会　様

小計　 154,361 

・・・・・・・・ 下 大 利 区 ・・・・・・・・

あおぞら薬局 　様
明るい農村 　様
アドリブ 　様
いせやフーズクラブ下大利店　様
有限会社一成 　様
エスティふとん店 　様
大利液化ガス株式会社 　様
おおりん病院 　様
カットスタジオクローバー 　様
カフェ&ギャラリーレグラン 　様
グリーンピア大利 　様
佐藤歯科医院 　様
つくし野スイミングクラブ 　様
時札薬局 　様

内装のかね福 　様
南都商事 　様
ハイストリート浅川 　様
ひょうたん島 　様
ふかうみ内科 　様
福田酒店 　様
株式会社不動産の池商 　様
フジタケ輪業 　様
松田小児科 　様
南福岡自動車学校 　様
毛利外科医院 　様
やないフトン店 　様
山田歯科医院 　様
和食堂いちあじ 　様

小計　 145,000  

・・・・・・・・ 東 大 利 区 ・・・・・・・・

有限会社さくら屋燃料店 　様
野口歯科医院 　様
有限会社平和自動車 　様
時札薬局　東大利店 　様
小原運輸有限会社 　様
有限会社岩坪自動車工業 　様
明光電子株式会社 　様
株式会社サンキュー 　様
株式会社エコア福岡支店 　様
株式会社みらいふ 　様
松田耳鼻咽喉科　様
株式会社裕正堂 　様

小計　51,000 

・・・・・・・・ 下大利団地区 ・・・・・・・・

内野歯科医院　様
のぞみ愛児園　様
麻生介護サービス　株式会社アップルハート
　デイサービス　リハビリ大野城　様

小計　 15,000 

・・・・・・・・ 白 木 原 区 ・・・・・・・・

哲クリニック 　様
珍豚美人 　様
上ノ町歯科医院 　様
中村眼科医院 　様
成重酒店　 　様
すやま泌尿器科クリニック 　様
リッチモンド 　様
石原小児科クリニック 　様
太平閣 　様
あしざわ内科クリニック 　様
バニラの実 　様
ニュー大阪 　様
株式会社エフ・イー・エム 　様
新生学寮 　様
白木原薬局 　様
日々草調剤薬局 　様
井本　鴻作 　様
株式会社筑紫商会 　様
原病院 　様
森山興産 　様
福岡書芸院 　様
前﨑住研株式会社　様
大野城薬局 　様
ゆうこう 　様
有限会社いわさき 　様
にしかわ整骨院 　様
豆香洞コーヒー 　様
はるら 　様
博多久吉 　様
株式会社バードマン 　様
焼鳥丸屋 　様
大ちゃん白木原店 　様
浅山電気事務所 　様

小計　150,000 

・・・・・・・・ 瓦 　 田 　 区 ・・・・・・・・

積水ハウス株式会社 　様
株式会社エルショップ(エル5)　様
有限会社大信商事 　様
株式会社にしけい 　様
九州通信産業株式会社福岡配送センター　様
株式会社モリタエコノス福岡支店　様
株式会社平野屋物産 　様

株式会社ビューライフ 　様
株式会社セントラルユニ九州支社　様
有限会社大野城葬祭 　様
やまびこ九州株式会社 　様
日の出大野城店 　様
瀬利　勉 　様
有限会社トーワ企画 　様
出原　誠 　様
有限会社三宅電機 　様

小計　 117,000 

・・・・・・・・ 釜 　 蓋 　 区・・・・・・・・

味㐂多 　様
東大野郵便局 　様
ほたる 　様
平嶋舗装工業株式会社 　様
井上内科医院 　様
福神調剤薬局 　様
有限会社福岡共栄モータース　様
有限会社インターゴルフクラブ　様
有限会社豊生建築設計事務所　様
呑鳥 　様
藤生企画有限会社 　様
有限会社永野土木建設 　様
株式会社エス・ピー工業 　様
鹿島印刷株式会社 　様
西日本クロレラ食品株式会社　様
狐狸庵 　様
有限会社野田商店 　様
株式会社日東 　様
第一精工株式会社 　様
有限会社　篠原木工所 　様
竹林 　様
工藤歯科医院 　様
おおぎ整骨院 　様
ミナミ舗装株式会社 　様
調和工業九州株式会社  　様

小計　 96,759 

・・・・・・・・ 井  の  口  区・・・・・・・・

有限会社かめや薬局 　様
有限会社フィールズ 　様
株式会社堀内電気 　様
株式会社シーディーシー 　様
勝 　様
カマタ株式会社 　様
筑紫プロパンガス協同組合 　様
株式会社田中自動車工業 　様
有限会社角自動車整備工場 　様
ユニック商事株式会社 　様
昭和地所開発株式会社 　様
三杉自動車株式会社 　様
池田テクノコート株式会社 　様
はせがわ 　様

小計　 73,000 

・・・・・・・・中　　　　　　　　区 ・・・・・・・・

九州グラウト株式会社 　様
大部電工株式会社 　様
フォトショップ　イーグル 　様
株式会社ニック 　様
株式会社エスアールエル 　様
エトウ工務店 　様
ミフネ商事株式会社 　様
見城建設株式会社 　様
有限会社白壁製作所 　様
大野運送株式会社 　様
ピーコックエレメント製造株式会社九州営業所　様
ケア・ルートサービス株式会社　様
寿司こばやし 　様
有限会社井上商会 　様
クマガエ 　様
株式会社関屋電設 　様
大野企業株式会社 　様
日本道路株式会社 　様
鹿島道路株式会社福岡営業所　様
松英鋼材株式会社 　様
株式会社丸繊 　様
有限会社井脇商店 　様
有限会社水上製作所 　様
有限会社長沼興業 　様

ライフパートナー大野城 　様
ファインリフォーム 　様

小計　 110,500 

・・・・・・・・ 乙 　 金 　 区 ・・・・・・・・

大野東幼稚園 　様
株式会社ガイアートT・K 　様
有限会社関山工務店 　様
初穂商事株式会社 　様
日高歯科医院 　様
有限会社ハラソウ 　様
乙金保育園 　様
株式会社ピアノターミナル　ナカムラ　様
有限会社三栄紙業 　様
つくし会病院 　様
株式会社グッパー福岡 　様
有限会社福栄 　様
大野城市乙金第二区画整理組合　様
日本料理さか本 　様
有限会社ワークス設計 　様
ラ・ナシカおとがな 　様
こいさん 　様
清水・中野JV 　様
株式会社東洋ナビックス 　様
株式会社アライズテクノロジー　様
有限会社丸源油脂　様

小計　108,000 

・・・・・・・・ 乙 金 台 区 ・・・・・・・・

有限会社松永商事 　様
株式会社データベース我楽 　様
サンコート 　様
真鍋フルーツ株式会社 　様
読売新聞 　様
中村　洋子 　様
ギフト大野 　様
コルデア株式会社 　様

小計　29,000  

・・・・・・・・ 乙 金 東 区 ・・・・・・・・

安東整骨院 　様
株式会社丸藤産業 　様
有限会社共立産業 　様
セーフティ産業株式会社 　様
有限会社博多クレーン工業 　様

小計　35,000  

・・・・・・・・ 大 　 池 　 区 ・・・・・・・・

三省製薬株式会社 　様
株式会社永池福岡支社 　様
有限会社春日モータース 　様
野口株式会社 　様
ほっともっと南バイパス店 　様
山口建材店 　様
有限会社大東工務店 　様
株式会社悠香 　様
有限会社伊藤自動車整備 　様
大運倉庫株式会社 　様
セブンイレブン大野城御笠川５丁目店　様
きよみず内科クリニック 　様
たさか整形外科クリニック 　様
おおいけ薬局 　様
株式会社　大熊建設 　様
柏葉食健株式会社 　様
宮崎板金 　様

小計　189,000  

・・・・・・・・ 上 筒 井 区 ・・・・・・・・

株式会社マイアミ 　様
有限会社カネヒロ商店 　様
イオン九州株式会社イオン大野城店　様
有限会社内山工務店 　様
古賀産業株式会社 　様
日本コムシス株式会社 　様
株式会社大野環境 　様
古賀建設株式会社 　様
株式会社河北建設 　様
株式会社メモリード 　様
有限会社大野城美掃 　様
前田道路株式会社 　様
有限会社福昌運輸 　様

優菓 　様
ながとも歯科 　様
有限会社協和織工場 　様
いで整骨院 　様

小計　 146,000 

・・・・・・・・ 下 筒 井 区 ・・・・・・・・

甲斐電気工事株式会社 　様
味の一番 　様
酒のマルタマ筒井店 　様
渕上製畳所 　様
有限会社クリーニングのつつい　様
大洋ボーリング工業 　様
相撲鳥 　様
バイクルハウス　ナカシマ 　様
筑紫教育用品株式会社 　様
後藤フルーツ 　様
岩村燃料店 　様
筑紫行政事務センター 　様
株式会社メモリード  ティアラブティック福岡 　様
戸渡不動産 　様
西日本典礼　南ブロック長支配人　柴岡　照代　様
正代 　様
ミートハウス(吉田屋) 　様

小計　53,000  

・・・・・・・・ 山 　 田 　 区 ・・・・・・・・

河波歯科医院 　様
株式会社九州綜合ユニフォーム　様
株式会社山本配管工業所 　様
株式会社大仙 　様
末吉工務店 　様
いのうえこどもクリニック 　様
有限会社村上木工所 　様
株式会社和広 　様
柳商店 　様
くろさき美容室 　様
藤野ガラス店 　様
武藤電機工業所 　様
ドッグスタイル 　様
有限会社山田自動車 　様
石川食糧 　様
ゆたか整骨院 　様
福岡躯体工業株式会社 　様
学校法人西鉄学園 　様
株式会社石井鉄工所 　様
有限会社吉田自動車 　様
セブンイレブン大野城御笠川１丁目店　様
株式会社丸藤 　様
福岡レミコン株式会社 　様
有限会社タイヤチップセンター　様
清香園 　様
あるちざん 　様
有限会社樹楽園 　様
タイヤのもりべ 　様
慶伝寺 　様
寿司うをふじ 　様
株式会社梅野工務店 　様
みかさ薬品有限会社 　様
梅薫味工房 　様
藤本商店 　様
萬ちゃん 　様
美容室アップル 　様
株式会社モリキ 　様
有限会社髙野商会 　様
ファミリーマート大野城山田店　様
有限会社アイワ広告社 　様
カギの110番 　様
伝匠ほーむ株式会社 　様
ライダーズファンショップ プラウズ　様

小計　195,000  

・・・・・・・・ 雑餉隈町区  ・・・・・・・・

藤井液化ガス株式会社 　様
井上歯科医院 　様
株式会社　インテリア　キタザト　様
有限会社椿 　様
株式会社ベルセノア 　様
珍南亭 　様
まなべ産婦人科 　様
モリタデザインルーム 　様
信濃庵 　様

株式会社メモリードロイヤルチェスター福岡　様
日光企画 　様

小計　 35,000 

・・・・・・・・ 栄 　 町 　 区 ・・・・・・・・

南信設備株式会社 　様
有限会社榊ガス産業 　様
牧平　年廣 　様
永吉米穀店 　様
こんどう歯科医院 　様
ファミリア動物病院 　様

小計　30,000  

・・・・・・・・ 仲 　 島 　 区・・・・・・・・

よっちゃん食品工業株式会社　様
日本ロール紙株式会社 　様
村田株式会社 　様
株式会社新光 　様
大関鉱油株式会社 　様
マルキュー食品株式会社 　様
株式会社中野ボールト工場 　様
古川自動車有限会社 　様
有限会社福岡サンケイ 　様
株式会社伊藤工業所 　様
株式会社ホンダ 　様
有限会社梶原製作所 　様

みかさ幼稚園 　様
福岡中央自動車株式会社 　様
株式会社ハヤカワ電装 　様
友岡技研 　様
有限会社博多サービス 　様

小計　59,000  

・・・・・・・・ 畑 　 詰 　 区・・・・・・・・

水城工業所 　様
板付新軽金属株式会社 　様
有限会社シャク建具工業 　様
染原プラスチック 　様
上村建陶株式会社 　様
有限会社西日本メタル工業 　様
有限会社御笠環境サービス 　様
株式会社スピーディー 　様
草野木型株式会社 　様
株式会社片山金型 　様
福博化成株式会社 　様
有限会社染原化工 　様
白木印刷 　様
江藤鋼業有限会社 　様
有限会社ラルテフィッチェ 　様
有限会社ダイケンドア 　様
石原モータース 　様
有限会社平野工業所 　様

城戸プレス工業所 　様
貴盛ガラス株式会社 　様
有限会社天龍堂製菓 　様
昇栄機工株式会社 　様
大阿蘇ハム株式会社福岡営業所　様
有限会社クリエイティブハウス　様
宮嶋建設工業株式会社 　様
有限会社新和化成工業 　様
有限会社三交自動車 　様
有限会社ワイズ 　様
新光陽印刷有限会社 　様
大博鋼業株式会社 　様
有限会社双葉自動車 　様
有限会社山下車体工業 　様
株式会社アケボノ 　様
ホテル４１AV 　様
株式会社石塚商会 　様
有限会社仲畑自動車 　様
有限会社久野塗装 　様
有限会社倉町自動車 　様
有限会社西成相互グループ 　様
有限会社髙原商会 　様
有限会社タケナカ自動車 　様
ハスクバーナ・ゼノア株式会社　様
プランニング翔 　様
株式会社プラッツ 　様

味香株式会社 　様
ベスト引越サービス 　様
京食品株式会社 　様

小計　 176,500 

・・・・・・・・ 社　　　　協 ・・・・・・・・

コカ・コーラウエスト
　ベンディング株式会社 　様
株式会社筑紫ビル管理 　様
日本電通株式会社 　様
株式会社ジャパンビバレッジ九州　様
池印刷 　様
株式会社ダイワス 　様
株式会社四ヶ所 　様
株式会社トヨタレンタリース福岡　様
交和消防設備株式会社 　様
エア・クリーン株式会社 　様
株式会社 菜根譚 　様
株式会社パシフィックシステム　様

小計　81,000 

企業募金

街　頭　募　金

784,300
488,943
465,120
912,231
1,316,000
520,200
669,994
990,000
731,300
448,360
283,000
802,770
1,081,871
617,400
276,500
476,500
321,586
300,000
286,800
258,800
734,900
300,500
653,400
284,000
180,000
159,900
134,400

14,478,775

401,270

16,990
15,267
29,627
12,640
30,000
30,000
7,000
73,056
15,613
3,000
24,833
34,192
28,126
15,526
34,126
20,498
12,192

30,000
22,681
20,000
20,000
14,225
1,564
2,000
4,380
10,000
500

28,183
12,500
10,000
5,000
5,000

100,000
30,000
10,000
3,000
5,000
60,000
500
9,006
10,000
816,225

3,035
513
6,327
8,656
3,341
2,452
5,590
4,670
1,079
15,212
6,161
47,274
3,828
32,684
20,060
227
8,352
1,241
100
1,376
2,286
318
1,627
3,782

369
4,258
7,560
1,079
1,026
2,335
1,098
1,925
1,514
52,845
1,412
3,829
3,482
2,190
2,192
352
1,909
13,803
13,220
526
5,014
5,057
225
159
588
2,222
837
1,153
3,249
1,309
2,649
17,091
2,415
9,626
1,162
6,822
2,627
2,286
2,907
421
777
175
1,115
94

1,670
104
8,275

377,144

1,500

3,000
2,000
10,500
5,500
27,000
27,000
14,500
101,000
5,000

193,000
30,000
7,000
14,500
20,000
16,000
10,000
111,000
19,000
16,500
2,500
3,000
10,000
32,000
22,500
15,000
20,000
13,000
43,500
31,500

26,000
15,500
1,000
17,500
18,500
12,000
5,000
12,000
14,000
38,500
4,500
7,000
3,500
1,000
4,000
3,500
4,000
5,500
13,500
43,000

-487,225
599,275

110,347
52,224
37,038
12,602
54,332
13,702

35,912
8,333
15,466
339,956

62,382
1,868
5,713
3,371
13,026
86,360

15,171
18,310
6,566
4,956
31,622
11,116
6,511
2,488

311,164
4,124
8,945
12,720
12,362
5,991

452,046

イベント募金

社会貢献型自動販売機売り上げ募金

2016年2月１日　第155号社　協　だ　よ　り　④



・・・・・・・・ 牛 　 頸 　 区 ・・・・・・・・

西鉄バス二日市株式会社 　様
有限会社花ゆり　大野城店 　様
大賀歯科医院 　様
フラットモータース 　様
山下建設有限会社 　様
焼鳥　城 　様
有限会社高田建設 　様
モスバーガー牛頸店 　様
筑紫幼稚園 　様
株式会社小倉屋福岡営業所 　様
筑紫南ヶ丘病院 　様
セイホーゴルフガーデン 　様
公益財団法人 永光墓園　福岡中央霊園　様
福岡地区水道企業団 　様
龍華霊園 　様
ダイハツ筑紫カーショップ 　様
小料理しげ 　様
有限会社下尾産業 　様
のむら整形外科クリニック 　様
株式会社マルタマ大野城牛頸店　様
社会福祉法人大楠会　平野保育園 　様
森のぶどう 　様
久冨内科医院 　様
筑紫農協牛頸支店 　様
有限会社エステート山下 　様
カーサ薬局 　様
南ヶ丘保育園　 　様
郡上 　様
さわやかテラス大野城 　様

小計　 179,000 

・・・・・・・・ 若 　 草 　 区 ・・・・・・・・

セブンイレブン大野城若草店 　様
大野城牛頸郵便局 　様
寿司割烹　海王 　様
宏和建設株式会社 　様
有限会社ヘラシボリフクオカ 　様
森澤商会 　様
梅庄 　様
大草 　様
株式会社ラック西日本典礼　有限会社ひまわり住宅　様
永富歯科医院 　様
株式会社　インフ 　様
有限会社白濱工業 　様
西鉄ストア牛頸店 　様
エフコープ生活協同組合大野城店　様
中野歯科クリニック 　様
手島畳襖店 　様
牛頸調剤薬局 　様
はまだ内科 　様
株式会社ウエスト大野城若草店 　様
たぬ久大野城店 　様
トクダコーポレーション株式会社　様
焼きにく　國・若草の小屋　様

真剣台所　へっぽこ 　様
有限会社真島電気 　様
西部ビジネスマシンズ株式会社　様
西部ビジネスマシンズ株式会社社員一同　様
有限会社エイペックスＤＯゼミナール平野校　様
ラーメン幸心堂 　様
ちとせや酒店 　様
メンズサロン　ラッジョ 　様
匿名１件

小計　 106,528  

・・・・・・・・ 月 の 浦 区 ・・・・・・・・

美容室ペーパームーン 　様
株式会社オービット 　様
ヘアーサロン　ルート 　様
まつふじ歯科医院 　様
倉岡内科クリニック 　様
株式会社アド・サイエンス　様
のむら歯科医院 　様
株式会社ユニバーサルパワーES　様
株式会社精気源臨床研 　様
有限会社アンゼン企画 　様
華林堂調剤薬局 　様
エヌ企画 　松吉 　様
ピュアスマイル合同会社 　様
西鉄バス二日市株式会社 　様
やまと 　様

   小計　 66,504  

・・・・・・・・ 平 野 台 区 ・・・・・・・・

美容室タナベ 　様
西日本新聞ＡＣ大野城西 　様
くぼ歯科クリニック 　様
大陸食堂Asian café　様
株式会社さがでん 　様
ギャラリー大石　 　様
株式会社ジオテック技術士事務所　様
デイサービスセンター大野城　代表　立石　百合子　様
防犯設備九州株式会社 　様
株式会社キュウレキ 　様

小計　 41,000  

・・・・・・・・ 南 ヶ 丘 １ 区 ・・・・・・・・

株式会社リョーユーパン 　様
ヘアーサロンＢ＆Ｗ 　様
大野珈琲 　様
株式会社スポーツクラブフェニックス　様
九州公衆電話工業株式会社　様
牧山気功鍼灸院 　様
平坂菓子舗 　様
めがね物語 　様
セブンイレブン大野城紫台店　様
三谷動物病院 　様
社団法人　三光会 　様
西山医院 　様
前田建築 　様

立原商会 　様
くまお酒店 　様
株式会社酒新土地建物 　様
南ヶ丘整骨院 　様
ワールド防災工業株式会社 　様
ユニベッツ福岡 　様
ポーラコスモ 　様
ヘアーサロンV I P 　様
ヘアーメイククール 　様
カットインバツ 　様
横尾時計店 　様
八女茶の里 　様
杏栄商会(陽だまり倶楽部) 　様
ほっともっと南ヶ丘店 　様
蔵森青果店 　様
学生服センターイトヤ 　様
玉収 　様
韓国家庭料理　桃花園 　様
Ｖｅｒｉｎｏ 　様
森山理容ホープ 　様
風雅堂 　様
ヒラヤマ電器 　様
花びれっじ 　様
さくら美容室 　様
美容室ファインアート 　様
ばば整形外科 　様
株式会社優心　デイサービス絆　様
Cha-Chara 　様
挽地　忠弘 　様
居酒屋てんてこまい 　様
株式会社アシュラン 　様
お好み焼きカフェ ろまん 　様
渕上　亀之助 　様
大島小児科医院 　様
AND FLOWERS itai 　様
株式会社ダスキン西南 南営業所　様

小計　 143,500 

・・・・・・・・ 南 ヶ 丘 ２ 区 ・・・・・・・・

柳屋茶舗 　様
大野城南ヶ丘郵便局 　様
井樋歯科医院 　様
ふくもり写真館 　様
有限会社岡部金物建材店 　様
井手歯科医院 　様
株式会社たかき佛工社 　様
パールリバティヴィラ 　様
げんき 　様
学校法人筑水学園　南ヶ丘幼稚園 　様
木村工作所 　様
南ヶ丘ガーデン 　様
吉村青果店 　様
株式会社森設備 　様
有限会社誠電気 　様
有限会社中西商会 　様
山ぼうし 　様

スナック華 　様
金物センター白木 　様

小計　 54,000 

・・・・・・・・ つつじヶ丘区 ・・・・・・・・

有限会社あまぎや 　様
おひさま保育園 　様
ホリデイスポーツクラブ大野城 　様
えとう歯科クリニック 　様
デイサービス うぶすな 　様
社会福祉法人恩賜財団済生会
　  大野城市南デイサービスセンター南風　様

小計　 25,000  

・・・・・・・・ 上 大 利 区 ・・・・・・・・

株式会社吉次商事 　様
小川建設株式会社 　様
伊藤　香代子 　様
西日本新聞AC大野南 　様
寅達ビル 　様
境建築設計室 　様
有限会社ウィル保険 　様
開発土木株式会社 　様
拓設計事務所 　様
スキャット 　様
佐藤道彦歯科医院 　様
筑水ビル 　様
株式会社光ビル 　様
笹倉工務店 　様
有限会社　山繁 　様
ダスキン大利 　様
天野内科循環器科医院 　様
有限会社綜合メンテナンスサービス　様
上村建設株式会社 　様
不動産サービス福岡株式会社　様
三幸電機産業株式会社 　様
田中　正洋(セブイレブン大野城上大利店)　様
筑紫農協下大利支店　様
株式会社障がい者つくし更生会　様

小計　 154,361 

・・・・・・・・ 下 大 利 区 ・・・・・・・・

あおぞら薬局 　様
明るい農村 　様
アドリブ 　様
いせやフーズクラブ下大利店　様
有限会社一成 　様
エスティふとん店 　様
大利液化ガス株式会社 　様
おおりん病院 　様
カットスタジオクローバー 　様
カフェ&ギャラリーレグラン 　様
グリーンピア大利 　様
佐藤歯科医院 　様
つくし野スイミングクラブ 　様
時札薬局 　様

内装のかね福 　様
南都商事 　様
ハイストリート浅川 　様
ひょうたん島 　様
ふかうみ内科 　様
福田酒店 　様
株式会社不動産の池商 　様
フジタケ輪業 　様
松田小児科 　様
南福岡自動車学校 　様
毛利外科医院 　様
やないフトン店 　様
山田歯科医院 　様
和食堂いちあじ 　様

小計　 145,000  

・・・・・・・・ 東 大 利 区 ・・・・・・・・

有限会社さくら屋燃料店 　様
野口歯科医院 　様
有限会社平和自動車 　様
時札薬局　東大利店 　様
小原運輸有限会社 　様
有限会社岩坪自動車工業 　様
明光電子株式会社 　様
株式会社サンキュー 　様
株式会社エコア福岡支店 　様
株式会社みらいふ 　様
松田耳鼻咽喉科　様
株式会社裕正堂 　様

小計　51,000 

・・・・・・・・ 下大利団地区 ・・・・・・・・

内野歯科医院　様
のぞみ愛児園　様
麻生介護サービス　株式会社アップルハート
　デイサービス　リハビリ大野城　様

小計　 15,000 

・・・・・・・・ 白 木 原 区 ・・・・・・・・

哲クリニック 　様
珍豚美人 　様
上ノ町歯科医院 　様
中村眼科医院 　様
成重酒店　 　様
すやま泌尿器科クリニック 　様
リッチモンド 　様
石原小児科クリニック 　様
太平閣 　様
あしざわ内科クリニック 　様
バニラの実 　様
ニュー大阪 　様
株式会社エフ・イー・エム 　様
新生学寮 　様
白木原薬局 　様
日々草調剤薬局 　様
井本　鴻作 　様
株式会社筑紫商会 　様
原病院 　様
森山興産 　様
福岡書芸院 　様
前﨑住研株式会社　様
大野城薬局 　様
ゆうこう 　様
有限会社いわさき 　様
にしかわ整骨院 　様
豆香洞コーヒー 　様
はるら 　様
博多久吉 　様
株式会社バードマン 　様
焼鳥丸屋 　様
大ちゃん白木原店 　様
浅山電気事務所 　様

小計　150,000 

・・・・・・・・ 瓦 　 田 　 区 ・・・・・・・・

積水ハウス株式会社 　様
株式会社エルショップ(エル5)　様
有限会社大信商事 　様
株式会社にしけい 　様
九州通信産業株式会社福岡配送センター　様
株式会社モリタエコノス福岡支店　様
株式会社平野屋物産 　様

株式会社ビューライフ 　様
株式会社セントラルユニ九州支社　様
有限会社大野城葬祭 　様
やまびこ九州株式会社 　様
日の出大野城店 　様
瀬利　勉 　様
有限会社トーワ企画 　様
出原　誠 　様
有限会社三宅電機 　様

小計　 117,000 

・・・・・・・・ 釜 　 蓋 　 区・・・・・・・・

味㐂多 　様
東大野郵便局 　様
ほたる 　様
平嶋舗装工業株式会社 　様
井上内科医院 　様
福神調剤薬局 　様
有限会社福岡共栄モータース　様
有限会社インターゴルフクラブ　様
有限会社豊生建築設計事務所　様
呑鳥 　様
藤生企画有限会社 　様
有限会社永野土木建設 　様
株式会社エス・ピー工業 　様
鹿島印刷株式会社 　様
西日本クロレラ食品株式会社　様
狐狸庵 　様
有限会社野田商店 　様
株式会社日東 　様
第一精工株式会社 　様
有限会社　篠原木工所 　様
竹林 　様
工藤歯科医院 　様
おおぎ整骨院 　様
ミナミ舗装株式会社 　様
調和工業九州株式会社  　様

小計　 96,759 

・・・・・・・・ 井  の  口  区・・・・・・・・

有限会社かめや薬局 　様
有限会社フィールズ 　様
株式会社堀内電気 　様
株式会社シーディーシー 　様
勝 　様
カマタ株式会社 　様
筑紫プロパンガス協同組合 　様
株式会社田中自動車工業 　様
有限会社角自動車整備工場 　様
ユニック商事株式会社 　様
昭和地所開発株式会社 　様
三杉自動車株式会社 　様
池田テクノコート株式会社 　様
はせがわ 　様

小計　 73,000 

・・・・・・・・中　　　　　　　　区 ・・・・・・・・

九州グラウト株式会社 　様
大部電工株式会社 　様
フォトショップ　イーグル 　様
株式会社ニック 　様
株式会社エスアールエル 　様
エトウ工務店 　様
ミフネ商事株式会社 　様
見城建設株式会社 　様
有限会社白壁製作所 　様
大野運送株式会社 　様
ピーコックエレメント製造株式会社九州営業所　様
ケア・ルートサービス株式会社　様
寿司こばやし 　様
有限会社井上商会 　様
クマガエ 　様
株式会社関屋電設 　様
大野企業株式会社 　様
日本道路株式会社 　様
鹿島道路株式会社福岡営業所　様
松英鋼材株式会社 　様
株式会社丸繊 　様
有限会社井脇商店 　様
有限会社水上製作所 　様
有限会社長沼興業 　様

ライフパートナー大野城 　様
ファインリフォーム 　様

小計　 110,500 

・・・・・・・・ 乙 　 金 　 区 ・・・・・・・・

大野東幼稚園 　様
株式会社ガイアートT・K 　様
有限会社関山工務店 　様
初穂商事株式会社 　様
日高歯科医院 　様
有限会社ハラソウ 　様
乙金保育園 　様
株式会社ピアノターミナル　ナカムラ　様
有限会社三栄紙業 　様
つくし会病院 　様
株式会社グッパー福岡 　様
有限会社福栄 　様
大野城市乙金第二区画整理組合　様
日本料理さか本 　様
有限会社ワークス設計 　様
ラ・ナシカおとがな 　様
こいさん 　様
清水・中野JV 　様
株式会社東洋ナビックス 　様
株式会社アライズテクノロジー　様
有限会社丸源油脂　様

小計　108,000 

・・・・・・・・ 乙 金 台 区 ・・・・・・・・

有限会社松永商事 　様
株式会社データベース我楽 　様
サンコート 　様
真鍋フルーツ株式会社 　様
読売新聞 　様
中村　洋子 　様
ギフト大野 　様
コルデア株式会社 　様

小計　29,000  

・・・・・・・・ 乙 金 東 区 ・・・・・・・・

安東整骨院 　様
株式会社丸藤産業 　様
有限会社共立産業 　様
セーフティ産業株式会社 　様
有限会社博多クレーン工業 　様

小計　35,000  

・・・・・・・・ 大 　 池 　 区 ・・・・・・・・

三省製薬株式会社 　様
株式会社永池福岡支社 　様
有限会社春日モータース 　様
野口株式会社 　様
ほっともっと南バイパス店 　様
山口建材店 　様
有限会社大東工務店 　様
株式会社悠香 　様
有限会社伊藤自動車整備 　様
大運倉庫株式会社 　様
セブンイレブン大野城御笠川５丁目店　様
きよみず内科クリニック 　様
たさか整形外科クリニック 　様
おおいけ薬局 　様
株式会社　大熊建設 　様
柏葉食健株式会社 　様
宮崎板金 　様

小計　189,000  

・・・・・・・・ 上 筒 井 区 ・・・・・・・・

株式会社マイアミ 　様
有限会社カネヒロ商店 　様
イオン九州株式会社イオン大野城店　様
有限会社内山工務店 　様
古賀産業株式会社 　様
日本コムシス株式会社 　様
株式会社大野環境 　様
古賀建設株式会社 　様
株式会社河北建設 　様
株式会社メモリード 　様
有限会社大野城美掃 　様
前田道路株式会社 　様
有限会社福昌運輸 　様

優菓 　様
ながとも歯科 　様
有限会社協和織工場 　様
いで整骨院 　様

小計　 146,000 

・・・・・・・・ 下 筒 井 区 ・・・・・・・・

甲斐電気工事株式会社 　様
味の一番 　様
酒のマルタマ筒井店 　様
渕上製畳所 　様
有限会社クリーニングのつつい　様
大洋ボーリング工業 　様
相撲鳥 　様
バイクルハウス　ナカシマ 　様
筑紫教育用品株式会社 　様
後藤フルーツ 　様
岩村燃料店 　様
筑紫行政事務センター 　様
株式会社メモリード  ティアラブティック福岡 　様
戸渡不動産 　様
西日本典礼　南ブロック長支配人　柴岡　照代　様
正代 　様
ミートハウス(吉田屋) 　様

小計　53,000  

・・・・・・・・ 山 　 田 　 区 ・・・・・・・・

河波歯科医院 　様
株式会社九州綜合ユニフォーム　様
株式会社山本配管工業所 　様
株式会社大仙 　様
末吉工務店 　様
いのうえこどもクリニック 　様
有限会社村上木工所 　様
株式会社和広 　様
柳商店 　様
くろさき美容室 　様
藤野ガラス店 　様
武藤電機工業所 　様
ドッグスタイル 　様
有限会社山田自動車 　様
石川食糧 　様
ゆたか整骨院 　様
福岡躯体工業株式会社 　様
学校法人西鉄学園 　様
株式会社石井鉄工所 　様
有限会社吉田自動車 　様
セブンイレブン大野城御笠川１丁目店　様
株式会社丸藤 　様
福岡レミコン株式会社 　様
有限会社タイヤチップセンター　様
清香園 　様
あるちざん 　様
有限会社樹楽園 　様
タイヤのもりべ 　様
慶伝寺 　様
寿司うをふじ 　様
株式会社梅野工務店 　様
みかさ薬品有限会社 　様
梅薫味工房 　様
藤本商店 　様
萬ちゃん 　様
美容室アップル 　様
株式会社モリキ 　様
有限会社髙野商会 　様
ファミリーマート大野城山田店　様
有限会社アイワ広告社 　様
カギの110番 　様
伝匠ほーむ株式会社 　様
ライダーズファンショップ プラウズ　様

小計　195,000  

・・・・・・・・ 雑餉隈町区  ・・・・・・・・

藤井液化ガス株式会社 　様
井上歯科医院 　様
株式会社　インテリア　キタザト　様
有限会社椿 　様
株式会社ベルセノア 　様
珍南亭 　様
まなべ産婦人科 　様
モリタデザインルーム 　様
信濃庵 　様

株式会社メモリードロイヤルチェスター福岡　様
日光企画 　様

小計　 35,000 

・・・・・・・・ 栄 　 町 　 区 ・・・・・・・・

南信設備株式会社 　様
有限会社榊ガス産業 　様
牧平　年廣 　様
永吉米穀店 　様
こんどう歯科医院 　様
ファミリア動物病院 　様

小計　30,000  

・・・・・・・・ 仲 　 島 　 区・・・・・・・・

よっちゃん食品工業株式会社　様
日本ロール紙株式会社 　様
村田株式会社 　様
株式会社新光 　様
大関鉱油株式会社 　様
マルキュー食品株式会社 　様
株式会社中野ボールト工場 　様
古川自動車有限会社 　様
有限会社福岡サンケイ 　様
株式会社伊藤工業所 　様
株式会社ホンダ 　様
有限会社梶原製作所 　様

みかさ幼稚園 　様
福岡中央自動車株式会社 　様
株式会社ハヤカワ電装 　様
友岡技研 　様
有限会社博多サービス 　様

小計　59,000  

・・・・・・・・ 畑 　 詰 　 区・・・・・・・・

水城工業所 　様
板付新軽金属株式会社 　様
有限会社シャク建具工業 　様
染原プラスチック 　様
上村建陶株式会社 　様
有限会社西日本メタル工業 　様
有限会社御笠環境サービス 　様
株式会社スピーディー 　様
草野木型株式会社 　様
株式会社片山金型 　様
福博化成株式会社 　様
有限会社染原化工 　様
白木印刷 　様
江藤鋼業有限会社 　様
有限会社ラルテフィッチェ 　様
有限会社ダイケンドア 　様
石原モータース 　様
有限会社平野工業所 　様

城戸プレス工業所 　様
貴盛ガラス株式会社 　様
有限会社天龍堂製菓 　様
昇栄機工株式会社 　様
大阿蘇ハム株式会社福岡営業所　様
有限会社クリエイティブハウス　様
宮嶋建設工業株式会社 　様
有限会社新和化成工業 　様
有限会社三交自動車 　様
有限会社ワイズ 　様
新光陽印刷有限会社 　様
大博鋼業株式会社 　様
有限会社双葉自動車 　様
有限会社山下車体工業 　様
株式会社アケボノ 　様
ホテル４１AV 　様
株式会社石塚商会 　様
有限会社仲畑自動車 　様
有限会社久野塗装 　様
有限会社倉町自動車 　様
有限会社西成相互グループ 　様
有限会社髙原商会 　様
有限会社タケナカ自動車 　様
ハスクバーナ・ゼノア株式会社　様
プランニング翔 　様
株式会社プラッツ 　様

味香株式会社 　様
ベスト引越サービス 　様
京食品株式会社 　様

小計　 176,500 

・・・・・・・・ 社　　　　協 ・・・・・・・・

コカ・コーラウエスト
　ベンディング株式会社 　様
株式会社筑紫ビル管理 　様
日本電通株式会社 　様
株式会社ジャパンビバレッジ九州　様
池印刷 　様
株式会社ダイワス 　様
株式会社四ヶ所 　様
株式会社トヨタレンタリース福岡　様
交和消防設備株式会社 　様
エア・クリーン株式会社 　様
株式会社 菜根譚 　様
株式会社パシフィックシステム　様

小計　81,000 

2016年2月１日　第155号社　協　だ　よ　り　⑤
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平成27年度実績額募金の種類 平成26年度実績額
・・・・・・・・ 牛 　 頸 　 区 ・・・・・・・・

西鉄バス二日市株式会社 　様
有限会社花ゆり　大野城店 　様
大賀歯科医院 　様
フラットモータース 　様
山下建設有限会社 　様
焼鳥　城 　様
有限会社高田建設 　様
モスバーガー牛頸店 　様
筑紫幼稚園 　様
株式会社小倉屋福岡営業所 　様
筑紫南ヶ丘病院 　様
セイホーゴルフガーデン 　様
公益財団法人 永光墓園　福岡中央霊園　様
福岡地区水道企業団 　様
龍華霊園 　様
ダイハツ筑紫カーショップ 　様
小料理しげ 　様
有限会社下尾産業 　様
のむら整形外科クリニック 　様
株式会社マルタマ大野城牛頸店　様
社会福祉法人大楠会　平野保育園 　様
森のぶどう 　様
久冨内科医院 　様
筑紫農協牛頸支店 　様
有限会社エステート山下 　様
カーサ薬局 　様
南ヶ丘保育園　 　様
郡上 　様
さわやかテラス大野城 　様

小計　 179,000 

・・・・・・・・ 若 　 草 　 区 ・・・・・・・・

セブンイレブン大野城若草店 　様
大野城牛頸郵便局 　様
寿司割烹　海王 　様
宏和建設株式会社 　様
有限会社ヘラシボリフクオカ 　様
森澤商会 　様
梅庄 　様
大草 　様
株式会社ラック西日本典礼　有限会社ひまわり住宅　様
永富歯科医院 　様
株式会社　インフ 　様
有限会社白濱工業 　様
西鉄ストア牛頸店 　様
エフコープ生活協同組合大野城店　様
中野歯科クリニック 　様
手島畳襖店 　様
牛頸調剤薬局 　様
はまだ内科 　様
株式会社ウエスト大野城若草店 　様
たぬ久大野城店 　様
トクダコーポレーション株式会社　様
焼きにく　國・若草の小屋　様

真剣台所　へっぽこ 　様
有限会社真島電気 　様
西部ビジネスマシンズ株式会社　様
西部ビジネスマシンズ株式会社社員一同　様
有限会社エイペックスＤＯゼミナール平野校　様
ラーメン幸心堂 　様
ちとせや酒店 　様
メンズサロン　ラッジョ 　様
匿名１件

小計　 106,528  

・・・・・・・・ 月 の 浦 区 ・・・・・・・・

美容室ペーパームーン 　様
株式会社オービット 　様
ヘアーサロン　ルート 　様
まつふじ歯科医院 　様
倉岡内科クリニック 　様
株式会社アド・サイエンス　様
のむら歯科医院 　様
株式会社ユニバーサルパワーES　様
株式会社精気源臨床研 　様
有限会社アンゼン企画 　様
華林堂調剤薬局 　様
エヌ企画 　松吉 　様
ピュアスマイル合同会社 　様
西鉄バス二日市株式会社 　様
やまと 　様

   小計　 66,504  

・・・・・・・・ 平 野 台 区 ・・・・・・・・

美容室タナベ 　様
西日本新聞ＡＣ大野城西 　様
くぼ歯科クリニック 　様
大陸食堂Asian café　様
株式会社さがでん 　様
ギャラリー大石　 　様
株式会社ジオテック技術士事務所　様
デイサービスセンター大野城　代表　立石　百合子　様
防犯設備九州株式会社 　様
株式会社キュウレキ 　様

小計　 41,000  

・・・・・・・・ 南 ヶ 丘 １ 区 ・・・・・・・・

株式会社リョーユーパン 　様
ヘアーサロンＢ＆Ｗ 　様
大野珈琲 　様
株式会社スポーツクラブフェニックス　様
九州公衆電話工業株式会社　様
牧山気功鍼灸院 　様
平坂菓子舗 　様
めがね物語 　様
セブンイレブン大野城紫台店　様
三谷動物病院 　様
社団法人　三光会 　様
西山医院 　様
前田建築 　様

立原商会 　様
くまお酒店 　様
株式会社酒新土地建物 　様
南ヶ丘整骨院 　様
ワールド防災工業株式会社 　様
ユニベッツ福岡 　様
ポーラコスモ 　様
ヘアーサロンV I P 　様
ヘアーメイククール 　様
カットインバツ 　様
横尾時計店 　様
八女茶の里 　様
杏栄商会(陽だまり倶楽部) 　様
ほっともっと南ヶ丘店 　様
蔵森青果店 　様
学生服センターイトヤ 　様
玉収 　様
韓国家庭料理　桃花園 　様
Ｖｅｒｉｎｏ 　様
森山理容ホープ 　様
風雅堂 　様
ヒラヤマ電器 　様
花びれっじ 　様
さくら美容室 　様
美容室ファインアート 　様
ばば整形外科 　様
株式会社優心　デイサービス絆　様
Cha-Chara 　様
挽地　忠弘 　様
居酒屋てんてこまい 　様
株式会社アシュラン 　様
お好み焼きカフェ ろまん 　様
渕上　亀之助 　様
大島小児科医院 　様
AND FLOWERS itai 　様
株式会社ダスキン西南 南営業所　様

小計　 143,500 

・・・・・・・・ 南 ヶ 丘 ２ 区 ・・・・・・・・

柳屋茶舗 　様
大野城南ヶ丘郵便局 　様
井樋歯科医院 　様
ふくもり写真館 　様
有限会社岡部金物建材店 　様
井手歯科医院 　様
株式会社たかき佛工社 　様
パールリバティヴィラ 　様
げんき 　様
学校法人筑水学園　南ヶ丘幼稚園 　様
木村工作所 　様
南ヶ丘ガーデン 　様
吉村青果店 　様
株式会社森設備 　様
有限会社誠電気 　様
有限会社中西商会 　様
山ぼうし 　様

スナック華 　様
金物センター白木 　様

小計　 54,000 

・・・・・・・・ つつじヶ丘区 ・・・・・・・・

有限会社あまぎや 　様
おひさま保育園 　様
ホリデイスポーツクラブ大野城 　様
えとう歯科クリニック 　様
デイサービス うぶすな 　様
社会福祉法人恩賜財団済生会
　  大野城市南デイサービスセンター南風　様

小計　 25,000  

・・・・・・・・ 上 大 利 区 ・・・・・・・・

株式会社吉次商事 　様
小川建設株式会社 　様
伊藤　香代子 　様
西日本新聞AC大野南 　様
寅達ビル 　様
境建築設計室 　様
有限会社ウィル保険 　様
開発土木株式会社 　様
拓設計事務所 　様
スキャット 　様
佐藤道彦歯科医院 　様
筑水ビル 　様
株式会社光ビル 　様
笹倉工務店 　様
有限会社　山繁 　様
ダスキン大利 　様
天野内科循環器科医院 　様
有限会社綜合メンテナンスサービス　様
上村建設株式会社 　様
不動産サービス福岡株式会社　様
三幸電機産業株式会社 　様
田中　正洋(セブイレブン大野城上大利店)　様
筑紫農協下大利支店　様
株式会社障がい者つくし更生会　様

小計　 154,361 

・・・・・・・・ 下 大 利 区 ・・・・・・・・

あおぞら薬局 　様
明るい農村 　様
アドリブ 　様
いせやフーズクラブ下大利店　様
有限会社一成 　様
エスティふとん店 　様
大利液化ガス株式会社 　様
おおりん病院 　様
カットスタジオクローバー 　様
カフェ&ギャラリーレグラン 　様
グリーンピア大利 　様
佐藤歯科医院 　様
つくし野スイミングクラブ 　様
時札薬局 　様

内装のかね福 　様
南都商事 　様
ハイストリート浅川 　様
ひょうたん島 　様
ふかうみ内科 　様
福田酒店 　様
株式会社不動産の池商 　様
フジタケ輪業 　様
松田小児科 　様
南福岡自動車学校 　様
毛利外科医院 　様
やないフトン店 　様
山田歯科医院 　様
和食堂いちあじ 　様

小計　 145,000  

・・・・・・・・ 東 大 利 区 ・・・・・・・・

有限会社さくら屋燃料店 　様
野口歯科医院 　様
有限会社平和自動車 　様
時札薬局　東大利店 　様
小原運輸有限会社 　様
有限会社岩坪自動車工業 　様
明光電子株式会社 　様
株式会社サンキュー 　様
株式会社エコア福岡支店 　様
株式会社みらいふ 　様
松田耳鼻咽喉科　様
株式会社裕正堂 　様

小計　51,000 

・・・・・・・・ 下大利団地区 ・・・・・・・・

内野歯科医院　様
のぞみ愛児園　様
麻生介護サービス　株式会社アップルハート
　デイサービス　リハビリ大野城　様

小計　 15,000 

・・・・・・・・ 白 木 原 区 ・・・・・・・・

哲クリニック 　様
珍豚美人 　様
上ノ町歯科医院 　様
中村眼科医院 　様
成重酒店　 　様
すやま泌尿器科クリニック 　様
リッチモンド 　様
石原小児科クリニック 　様
太平閣 　様
あしざわ内科クリニック 　様
バニラの実 　様
ニュー大阪 　様
株式会社エフ・イー・エム 　様
新生学寮 　様
白木原薬局 　様
日々草調剤薬局 　様
井本　鴻作 　様
株式会社筑紫商会 　様
原病院 　様
森山興産 　様
福岡書芸院 　様
前﨑住研株式会社　様
大野城薬局 　様
ゆうこう 　様
有限会社いわさき 　様
にしかわ整骨院 　様
豆香洞コーヒー 　様
はるら 　様
博多久吉 　様
株式会社バードマン 　様
焼鳥丸屋 　様
大ちゃん白木原店 　様
浅山電気事務所 　様

小計　150,000 

・・・・・・・・ 瓦 　 田 　 区 ・・・・・・・・

積水ハウス株式会社 　様
株式会社エルショップ(エル5)　様
有限会社大信商事 　様
株式会社にしけい 　様
九州通信産業株式会社福岡配送センター　様
株式会社モリタエコノス福岡支店　様
株式会社平野屋物産 　様

株式会社ビューライフ 　様
株式会社セントラルユニ九州支社　様
有限会社大野城葬祭 　様
やまびこ九州株式会社 　様
日の出大野城店 　様
瀬利　勉 　様
有限会社トーワ企画 　様
出原　誠 　様
有限会社三宅電機 　様

小計　 117,000 

・・・・・・・・ 釜 　 蓋 　 区・・・・・・・・

味㐂多 　様
東大野郵便局 　様
ほたる 　様
平嶋舗装工業株式会社 　様
井上内科医院 　様
福神調剤薬局 　様
有限会社福岡共栄モータース　様
有限会社インターゴルフクラブ　様
有限会社豊生建築設計事務所　様
呑鳥 　様
藤生企画有限会社 　様
有限会社永野土木建設 　様
株式会社エス・ピー工業 　様
鹿島印刷株式会社 　様
西日本クロレラ食品株式会社　様
狐狸庵 　様
有限会社野田商店 　様
株式会社日東 　様
第一精工株式会社 　様
有限会社　篠原木工所 　様
竹林 　様
工藤歯科医院 　様
おおぎ整骨院 　様
ミナミ舗装株式会社 　様
調和工業九州株式会社  　様

小計　 96,759 

・・・・・・・・ 井  の  口  区・・・・・・・・

有限会社かめや薬局 　様
有限会社フィールズ 　様
株式会社堀内電気 　様
株式会社シーディーシー 　様
勝 　様
カマタ株式会社 　様
筑紫プロパンガス協同組合 　様
株式会社田中自動車工業 　様
有限会社角自動車整備工場 　様
ユニック商事株式会社 　様
昭和地所開発株式会社 　様
三杉自動車株式会社 　様
池田テクノコート株式会社 　様
はせがわ 　様

小計　 73,000 

・・・・・・・・中　　　　　　　　区 ・・・・・・・・

九州グラウト株式会社 　様
大部電工株式会社 　様
フォトショップ　イーグル 　様
株式会社ニック 　様
株式会社エスアールエル 　様
エトウ工務店 　様
ミフネ商事株式会社 　様
見城建設株式会社 　様
有限会社白壁製作所 　様
大野運送株式会社 　様
ピーコックエレメント製造株式会社九州営業所　様
ケア・ルートサービス株式会社　様
寿司こばやし 　様
有限会社井上商会 　様
クマガエ 　様
株式会社関屋電設 　様
大野企業株式会社 　様
日本道路株式会社 　様
鹿島道路株式会社福岡営業所　様
松英鋼材株式会社 　様
株式会社丸繊 　様
有限会社井脇商店 　様
有限会社水上製作所 　様
有限会社長沼興業 　様

ライフパートナー大野城 　様
ファインリフォーム 　様

小計　 110,500 

・・・・・・・・ 乙 　 金 　 区 ・・・・・・・・

大野東幼稚園 　様
株式会社ガイアートT・K 　様
有限会社関山工務店 　様
初穂商事株式会社 　様
日高歯科医院 　様
有限会社ハラソウ 　様
乙金保育園 　様
株式会社ピアノターミナル　ナカムラ　様
有限会社三栄紙業 　様
つくし会病院 　様
株式会社グッパー福岡 　様
有限会社福栄 　様
大野城市乙金第二区画整理組合　様
日本料理さか本 　様
有限会社ワークス設計 　様
ラ・ナシカおとがな 　様
こいさん 　様
清水・中野JV 　様
株式会社東洋ナビックス 　様
株式会社アライズテクノロジー　様
有限会社丸源油脂　様

小計　108,000 

・・・・・・・・ 乙 金 台 区 ・・・・・・・・

有限会社松永商事 　様
株式会社データベース我楽 　様
サンコート 　様
真鍋フルーツ株式会社 　様
読売新聞 　様
中村　洋子 　様
ギフト大野 　様
コルデア株式会社 　様

小計　29,000  

・・・・・・・・ 乙 金 東 区 ・・・・・・・・

安東整骨院 　様
株式会社丸藤産業 　様
有限会社共立産業 　様
セーフティ産業株式会社 　様
有限会社博多クレーン工業 　様

小計　35,000  

・・・・・・・・ 大 　 池 　 区 ・・・・・・・・

三省製薬株式会社 　様
株式会社永池福岡支社 　様
有限会社春日モータース 　様
野口株式会社 　様
ほっともっと南バイパス店 　様
山口建材店 　様
有限会社大東工務店 　様
株式会社悠香 　様
有限会社伊藤自動車整備 　様
大運倉庫株式会社 　様
セブンイレブン大野城御笠川５丁目店　様
きよみず内科クリニック 　様
たさか整形外科クリニック 　様
おおいけ薬局 　様
株式会社　大熊建設 　様
柏葉食健株式会社 　様
宮崎板金 　様

小計　189,000  

・・・・・・・・ 上 筒 井 区 ・・・・・・・・

株式会社マイアミ 　様
有限会社カネヒロ商店 　様
イオン九州株式会社イオン大野城店　様
有限会社内山工務店 　様
古賀産業株式会社 　様
日本コムシス株式会社 　様
株式会社大野環境 　様
古賀建設株式会社 　様
株式会社河北建設 　様
株式会社メモリード 　様
有限会社大野城美掃 　様
前田道路株式会社 　様
有限会社福昌運輸 　様

優菓 　様
ながとも歯科 　様
有限会社協和織工場 　様
いで整骨院 　様

小計　 146,000 

・・・・・・・・ 下 筒 井 区 ・・・・・・・・

甲斐電気工事株式会社 　様
味の一番 　様
酒のマルタマ筒井店 　様
渕上製畳所 　様
有限会社クリーニングのつつい　様
大洋ボーリング工業 　様
相撲鳥 　様
バイクルハウス　ナカシマ 　様
筑紫教育用品株式会社 　様
後藤フルーツ 　様
岩村燃料店 　様
筑紫行政事務センター 　様
株式会社メモリード  ティアラブティック福岡 　様
戸渡不動産 　様
西日本典礼　南ブロック長支配人　柴岡　照代　様
正代 　様
ミートハウス(吉田屋) 　様

小計　53,000  

・・・・・・・・ 山 　 田 　 区 ・・・・・・・・

河波歯科医院 　様
株式会社九州綜合ユニフォーム　様
株式会社山本配管工業所 　様
株式会社大仙 　様
末吉工務店 　様
いのうえこどもクリニック 　様
有限会社村上木工所 　様
株式会社和広 　様
柳商店 　様
くろさき美容室 　様
藤野ガラス店 　様
武藤電機工業所 　様
ドッグスタイル 　様
有限会社山田自動車 　様
石川食糧 　様
ゆたか整骨院 　様
福岡躯体工業株式会社 　様
学校法人西鉄学園 　様
株式会社石井鉄工所 　様
有限会社吉田自動車 　様
セブンイレブン大野城御笠川１丁目店　様
株式会社丸藤 　様
福岡レミコン株式会社 　様
有限会社タイヤチップセンター　様
清香園 　様
あるちざん 　様
有限会社樹楽園 　様
タイヤのもりべ 　様
慶伝寺 　様
寿司うをふじ 　様
株式会社梅野工務店 　様
みかさ薬品有限会社 　様
梅薫味工房 　様
藤本商店 　様
萬ちゃん 　様
美容室アップル 　様
株式会社モリキ 　様
有限会社髙野商会 　様
ファミリーマート大野城山田店　様
有限会社アイワ広告社 　様
カギの110番 　様
伝匠ほーむ株式会社 　様
ライダーズファンショップ プラウズ　様

小計　195,000  

・・・・・・・・ 雑餉隈町区  ・・・・・・・・

藤井液化ガス株式会社 　様
井上歯科医院 　様
株式会社　インテリア　キタザト　様
有限会社椿 　様
株式会社ベルセノア 　様
珍南亭 　様
まなべ産婦人科 　様
モリタデザインルーム 　様
信濃庵 　様

株式会社メモリードロイヤルチェスター福岡　様
日光企画 　様

小計　 35,000 

・・・・・・・・ 栄 　 町 　 区 ・・・・・・・・

南信設備株式会社 　様
有限会社榊ガス産業 　様
牧平　年廣 　様
永吉米穀店 　様
こんどう歯科医院 　様
ファミリア動物病院 　様

小計　30,000  

・・・・・・・・ 仲 　 島 　 区・・・・・・・・

よっちゃん食品工業株式会社　様
日本ロール紙株式会社 　様
村田株式会社 　様
株式会社新光 　様
大関鉱油株式会社 　様
マルキュー食品株式会社 　様
株式会社中野ボールト工場 　様
古川自動車有限会社 　様
有限会社福岡サンケイ 　様
株式会社伊藤工業所 　様
株式会社ホンダ 　様
有限会社梶原製作所 　様

みかさ幼稚園 　様
福岡中央自動車株式会社 　様
株式会社ハヤカワ電装 　様
友岡技研 　様
有限会社博多サービス 　様

小計　59,000  

・・・・・・・・ 畑 　 詰 　 区・・・・・・・・

水城工業所 　様
板付新軽金属株式会社 　様
有限会社シャク建具工業 　様
染原プラスチック 　様
上村建陶株式会社 　様
有限会社西日本メタル工業 　様
有限会社御笠環境サービス 　様
株式会社スピーディー 　様
草野木型株式会社 　様
株式会社片山金型 　様
福博化成株式会社 　様
有限会社染原化工 　様
白木印刷 　様
江藤鋼業有限会社 　様
有限会社ラルテフィッチェ 　様
有限会社ダイケンドア 　様
石原モータース 　様
有限会社平野工業所 　様

城戸プレス工業所 　様
貴盛ガラス株式会社 　様
有限会社天龍堂製菓 　様
昇栄機工株式会社 　様
大阿蘇ハム株式会社福岡営業所　様
有限会社クリエイティブハウス　様
宮嶋建設工業株式会社 　様
有限会社新和化成工業 　様
有限会社三交自動車 　様
有限会社ワイズ 　様
新光陽印刷有限会社 　様
大博鋼業株式会社 　様
有限会社双葉自動車 　様
有限会社山下車体工業 　様
株式会社アケボノ 　様
ホテル４１AV 　様
株式会社石塚商会 　様
有限会社仲畑自動車 　様
有限会社久野塗装 　様
有限会社倉町自動車 　様
有限会社西成相互グループ 　様
有限会社髙原商会 　様
有限会社タケナカ自動車 　様
ハスクバーナ・ゼノア株式会社　様
プランニング翔 　様
株式会社プラッツ 　様

味香株式会社 　様
ベスト引越サービス 　様
京食品株式会社 　様

小計　 176,500 

・・・・・・・・ 社　　　　協 ・・・・・・・・

コカ・コーラウエスト
　ベンディング株式会社 　様
株式会社筑紫ビル管理 　様
日本電通株式会社 　様
株式会社ジャパンビバレッジ九州　様
池印刷 　様
株式会社ダイワス 　様
株式会社四ヶ所 　様
株式会社トヨタレンタリース福岡　様
交和消防設備株式会社 　様
エア・クリーン株式会社 　様
株式会社 菜根譚 　様
株式会社パシフィックシステム　様

小計　81,000 

（団体）

・ 大野城市区長会　様

・ 大野城市民生委員
  児童委員連合協議会　様

・ 大野城市保育所連盟　様

平成27年度

福岡県共同募金会
会長表彰

平成27年度

福岡県共同募金会
会長表彰

平成27年度

福岡県共同募金会
会長表彰

平成27年度

福岡県共同募金会
会長表彰

事業所ごとに協力頂いた募金です。

職場や団体に協力頂いた募金です。

個人に協力頂いている募金です。

駅や店舗前で募金ボランティアのみなさんが運動を呼びか
け、道行く方に協力頂いた募金です。

店舗、事業所などに募金箱の設置を協力頂き、従業員の方やお
客さまに協力頂いた募金です。

市内のイベント（総合福祉まつりなど）で呼びかける募金です。
赤い羽根ロゴマークが目印の社会貢献型共同募金自販機で飲み物
を購入すると、その売り上げの一部が共同募金に寄付されます。

共同募金会オリジナル資材を販売し、その一部が募金になり
ます。（一定額以上の募金が必要です。）

世帯ごとに協力頂いた募金です。

じぶんのまちを
良くするしくみ
じぶんのまちを
良くするしくみ

21,103,794円20,215,703円

▲募金箱設置協力店（写真は味処
翔様）

▲街頭募金（イオン大野城店様・大野城市
身体障害者福祉協会様協力）

▲街頭募金（西鉄下大利駅様・筑紫中央
高等学校生徒会様協力）

合計

戸別募金
企業募金
街頭募金

職域団体募金
募金箱設置協力

バッジ等募金

個人募金
イベント募金
自動販売機売上募金

14,726,404円
2,589,831円

327,321円
811,308円

322,221円

591,522円
1,231,367円
70,435円

433,385円

14,478,775円
2,664,652円

339,956円
816,225円

377,144円

599,275円
401,270円
86,360円

452,046円



　人として当たり前の幸せすら奪ってしまった「３．11福島」、あれから満
５年、福島の復旧・復興は遅々として進まない。霧中をさまようような生活
が未だ続く。「福島の復興なくして日本の復興なし」という言葉が空々し
い。復旧・復興の確かな実感が欲しい。多くの福島県人はそう思っている。
地震、津波、原発事故による放射能被害、そして風評被害。福島は未だ４重
苦にさいなまれている。上記の福島の子ども達の叫びには心が痛む。大人
は大人の都合で、次世代を担う子ども達の夢を奪った。大きな大きな負の
遺産を残すことになってしまった。

　このたびの震
災で、福島県では
3,822人が死亡
（南相馬市では
1,118人死亡、関
連死を含む）、約10万3,500人の人が未だ県内外に避難をしている。避
難の主たる理由は、原発事故による放射能汚染への恐れである。福島の
問題は福島だけの問題ではない。福島の原発事故は不幸な事故では
あったが、国民共通の課題として知恵を出し合えば必ず解決すること
ができる。二度と起こしてはならない原発事故、今を生きる大人の責任
ではないだろうか。

　このたびの震災で、失っ
たものはあまりにも大き

い。だが、得たものも沢山ある。真の幸せは普段の生活にあることに気がついた。大
野城市を始め、全国から寄せられた人の温もりにも沢山触れた。ありがたかった。
経済優先・効率優先・スピード優先の生活を見直す必要があることも知った。人間
が人間として人間らしく生きるためにはどうすればよいのか。５年前の３．11は、私
たちに考える機会を与えてくれた。私たちは困難を乗り越えて、新しい福島、新しい
南相馬市を創って行きたい。そう思っている。

　東日本大震災の発生から５年目になろうとしています。
発災直後から大野城市社会福祉協議会は福島県南相馬市
社会福祉協議会の災害ボランティアセンターへボランティ
アコーディネーターとして職員を途切れることなく送りま
した。
　現在もこのつながりを大切にして、微力ながら「福島を忘
れない！」取り組みを継続しています。今回は、南相馬市社会
福祉協議会の広瀬常務理事に５年目の「３．１１福島」と題し
て寄稿して頂きました。

　福島で生まれて、福島で育って、福島で働いて、福島で結婚して、
福島で子どもを育てて、福島で孫を見て、福島でひ孫を見て、福島
で最期を過ごす、それが私の夢なのです。

（平成23年全国高等学校総合文化祭福島大会創作劇から）

５年目の「３.１１福島」５年目の「３.１１福島」

▲被災直後の南相馬市鹿島区。右側道路は国道6号線。

▲津波に襲われた常磐線新地駅（新地町）

南相馬市災害ボランティアセンター職員の
皆さんとともに！（2011年5月撮影）

▲

除染が進む福島は今、フレコンバックの山が目立つ。▲

寄 稿

広瀬 要人
ひろせ　  か なめ

福島県南相馬市
社会福祉協議会
常務理事　

2016年2月1日　第155号社　協　だ　よ　り　⑦



あけぼの園あけぼの園

　孫と生活し始めて約10年あまり。保育園のお迎えか
ら始まり、多感な思春期に成長。クイズや問題の問いか
けは私の脳トレ、会話や「ハグ」は活力になっていること
に改めて気付かされ、愛おしく幸せをかみしめている。
　今年は申年。秩父神社には、「よく見て・よく聞いて・よ
く話そう」のお元気三猿が祀られているとか。この猿に
あやかって、いつまでも元気で笑顔の生活がおくれます
ように。　　　　　　　　　　　　　　　　　  （S・H）

掲載受付期間 平成27年11月10日～平成28年１月９日

ご厚情ありがとうございましたご厚情ありがとうございましたご厚情ありがとうございました いただきましたご寄附は民間社会福祉事業に、
有効に活用してまいります。

物品ご寄附者 （個人、団体の善意による物品ご寄附）

一般ご寄附者
住　所氏　　　　　　名

氏　　　　　名

口座名義人　社会福祉法人　大野城市社会福祉協議会
※振込にかかる手数料はお客様負担となりますのでご了承
　ください。

郵便局　口座番号17460　80823731
福岡銀行　　　　　下大利支店　普通　口座番号　1535446
筑紫農業協同組合　大野城支店　普通　口座番号　0021261　

寄附金受入口座 しゃかいふくしほうじん　  おおのじょうししゃかいふくしきょうぎかい

振込みもご利用
いただけます。（　　　　　 ）

お振り込みの
ご案内

書き損じハガキ・未使用ハガキ（切手含む）

なつ　　　こ　 しょうちゅう　　　　　　　　  　　 たび

　　 さん　か　しゃいちどう

おお  の ちゅうがっ こうしょうわ　 3  6　ねんそつぎょう

　　しゅく こ　き　どう そうかい

おお  の じょう し しょうこう かい　　  じょ せい  ぶ

  いずみ　　　まもる

かぶしき　がいしゃ　　　にしなり

つき　の　うら  く　ふく  し　すいしん　い　いんかい

かみ つつ　い　く

　　　かすが　ばる　き　り　す　と  きょうかい

　　　　　　　　　　　びょういん

うし わか  ご　る　ふ　さ　ー 　く　る

まつ  だ　　　たかかず　

夏っ子・小中ふれあいの旅

　参加者一同 様

大野中学校昭和36年卒業

　祝古希同窓会 様

大野城市商工会　女性部 様

和泉　守 様

株式会社　西成 様

月の浦区福祉推進委員会 様

上筒井区 様

セブンスデー・アドベンチスト

　春日原キリスト協会 様 

おもちゃの病院 様

牛若ゴルフサークル 様

松田　孝一 様

匿名　2件

河波　安重 様
仲村　和行 様

匿名含む　　 　合計　ハガキ　15枚
　　　　　　　　　 　切　手　24枚

収集方法につきましては お問い合わせください。
大野城市社会福祉協議会　☎（５７２）７７００

瑞穂町

瓦　田

錦　町

山　田

月の浦

筒　井

瑞穂町

曙　町

つつじヶ丘

東大利

合計　　13件

物　　　　　品 氏　　　　名

逝去日故　人 喪　主 住　所
　たけい　　　　　たくみ

　はらだ　　　 ちかただ

　まつい　　　　いくえ

合  計　 　3件

遺志金ご寄附者 （  　　　　　　　　）お香典による寄附、故人のご遺志や
ご遺族によるご寄附

竹井　三子 様

原田　良子 様

松井　恭一 様

　たけい　　　　 みつこ

　はらだ　　　   よしこ

　まつい　　　きょういち

筒　井

南ヶ丘

宮野台

 3月12日

11月  9日

11月22日

竹井　　工 様

原田　周忠 様

松井　郁江 様

・紙おむつ

・車いす・ポータブルトイレ 

・お菓子・文房具・ジュース

・ファミリーコンサートチケット

・紙おむつ・肌着・腰用ベルト

・お菓子

・2016年カレンダー

・衣類他

・紙おむつ

・バイク２台

・冷蔵庫

・シャワーチェア

・文房具（ノート・定規）

河波　安重 様

谷　葉子 様

㈱晃暉  BEAM　1  様

航空自衛隊　春日基地 様

寺園　浩之 様

㈱晃暉  BEAM  by  HIKARI 様

匿名　1件

匿名　1件

匿名　1件

匿名　1件

匿名　1件

匿名　1件

匿名　1件

かわなみ　　   やすえ

たに　　  ようこ

　　こう  き　　　  びーむ　　   わん

こ う く う じ え い た い   　   か す が  き  ち

てらぞの　　ひろゆき

　　こう  き　　　  びーむ　　   ばい　  ひ    か    り

かわなみ　　   やすえ

なかむら　　  かずゆき

合  計　 　14件

　ご家庭の押し入れやタンスの奥に不用になった物が眠ったままになっていませんか？
　使わなくなった物にも、新たな活用方法がたくさんあります。社会福祉協議会では、これらを
集めて福祉事業の財源にさせていただいております。みなさまのご協力をお願いします。

大野城市の
福祉活動に
役立ちます。

ちょっと待ってください!!福祉に役立ちます！ちょっと待ってください!!福祉に役立ちます！ちょっと待ってください!!福祉に役立ちます！

● 書き損じや未使用ハガキ
● 未使用切手・当選切手シート
● 不用になった入れ歯（貴金属部分）
● 商品券やギフト券（ビール券など）
● アルミ缶プルトップ

　※上記を業者で換金いたします。

社
会
福
祉
法
人
　
大
野
城
市
社
会
福
祉
協
議
会
・
広
報
委
員
会
　
〒
8
1
6
-0
9
3
４
 大
野
城
市
曙
町
2
-3
-2
　
大
野
城
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

社
協
だ
よ
り
の
点
字
版
や
テ
ー
プ
版
の
送
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
　
印
刷
／
（
株
）
四
ヶ
所

発
 行2016年2月１日  第155号社　協　だ　よ　り　⑧
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