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令和元年度の共同募金運動にあたたかいご協力をいただきありがとうございました。おかげをもちま
して、9,116,055円もの募金が寄せられました。自治会をはじめ、民生委員児童委員、各職場、地域、学
校など、募金にご協力いただいた皆様に心からお礼申し上げます。
　寄せられた募金は令和２年度に行う、さまざまな福祉活動に活用させていただきます。
　今後とも、共同募金の推進にご協力くださいますようお願いいたします。

（令和２年1月15日現在）

共同募金結果
募金の種類

戸 別 募 金

街 頭 募 金

法 人 募 金

学 校 募 金

職 域 募 金

イベント募金

そ の 他 募 金

合 計

6,281,400
106,812

2,281,500
206,124
157,910

0
82,309

9,116,055

金　額（円）
送金

兵庫県
共同募金会

約90%が南あわじ市に戻ってきます。
残りの約10％は災害等に備えた積立金
等に使われます。
募金の使い道については、広報誌または
ウェブ上でもご覧いただけます。
URL http://akaihane.or.jp/

社協、福祉施設
各種団体などへ配分

令和 2年度
南あわじ市
共同募金委員会

交付 配分

編集発行／南あわじ市共同募金委員会(事務局／南あわじ市社会福祉協議会内)

　　　　　南あわじ市広田広田1064番地　TEL. 0799-44-3007

この広報紙は共同募金の財源を活用しています。 （令和2年1月15日現在）

うずしお興業㈲、㈱中田豊商店、パッケージプラザスギモト、アイヴィ岡田動物病院、せと歯科医院、児
島岩吉商店、真野梅治、㈱斎藤(セレモニーホールなごみ)、㈱堀川忠義商店、㈲大江海苔、真野正治、フ
レンズ、田中光宣、㈱あわじ営商、都美人酒造㈱、奥野一喜司法書士事務所、三原家具、鳴門屋食堂、やま
や、岡本石材工業、嘉もん、kozora café、富永保成、高見佐恵美、藤井タイヤ商事、岩口鈑金、㈱サンス
イ、㈲里深青果里深高志、マルショウ運輸㈱、㈲新家青果南あわじ事業所、淡路コンクリート圧送㈱、近
藤拓也、清水智代美、芳膳、里深幸雄、富本医院、後藤歯科医院、㈲古川電機通信、河崎商事㈱、河崎長平
商店、とと芳、㈱松野建設、山形達也、一級建築士事務所廣内設計、神本寺、前田達夫、淡路丸一青果、社
会福祉法人いちえ福祉会地域密着型介護老人福祉施設いちごの家・楽園おのころ、高辻隆雄、淡路リネ
ンサービス㈱、河崎医院、栄福寺、幸雅明、上居石油店、㈲田中機械店、稲本畜産、上田建設㈱、
MEAT29、温泉智加枝、㈲山仙青果、村瀬建設㈱、居内秀樹、岩口巧研塗装、小石雅寛、中村千代美
八木地区　あかとんぼ、㈱三陸、㈱野村新聞舗、フラワーショップ栄華、八木病院、三原薬局、㈱宮本

土建、正木歯科クリニック、栄和興業㈱、栄新商事㈱、㈱金崎タイヤー商会、食肉卸三昭㈱、平成病院、山
田商店、㈱旭洋淡路、社会福祉法人みはら福祉会、楽風、東洋観光㈱、市川肥料店、三原接骨院、淡徳生コ
ン㈱、㈱広瀬青果、かかし、原洋品店、Ｄ-ｆｌａｐ、ギフト津川、ファミリーマート淡路ファームパーク
前店、川崎章弘、なかの㈱、クミ衣料店、ミレー美容室、淡路八木郵便局、立石冷蔵㈲、近畿測量㈱、向青
果、秦組本店㈱、ブーランジェリー＆カフェルフィアージュ、T・P・C淡路、萬宝寺、前原シーリング、吉
田シーリング　市地区　まるひろ建築、吉田商事㈱、広本肥料店、㈱マノ、社家一級建築士事務所、佐藤
歯科医院、アワジ花ホテル、淡路園芸、奥野接骨鍼灸院、山形尚之、パームド・ヒーロー、ブックサーク
ル、あわじ島農業協同組合、船越理容店、橋田医院、花由、義周、みやもと矯正歯科診療所、淡路信用金庫
市支店、幸寿司、くぼた商店、奥井日昇堂、㈱松下電器、まつみ理容室、ｓａｎａあわじ南あわじ店、辰岡
木材㈱、あすか整骨院、ちどり写真館、松本英子、末廣歯科医院、うの南あわじ店、セブン-イレブン南あ
わじ市福永店、淡路三原郵便局、薬局サンダ、フレッシュふじおか、㈲登日タンス店、㈲仲田青果、ケア
ネットあわじ㈲、うまづめ眼科みはら、原口自動車整備工場、高田医院、メガネの山口、青山歯科医院、
とんかつ一番、パルティ運営管理㈱、㈱ソフトライフ、㈱岡本商店、マツモト産業㈱、㈱滝本、淡路生コ
ンクリート工業㈱、シティオ三原店、山崎眼科、堀井正弘、㈱大橋モータース、ワシン衣料店、里深嘉胤
司法書士事務所、㈲戎榎本建設、木下淑、吉見公男、㈱三共運輸、土肥章廣、淡路島牛乳㈱、㈲山口タイヤ
商会、淡路マルヰ㈱、榎本製畳所、ぎんすい、斉藤内科クリニック、高木酪農機サービス、長谷鮮魚店、堀
口建設㈱、ミハラセミナー、山田酒店、岡田材木店㈲、市川富夫、辻西電化センター、山口建設㈲、みのる
歯科医院、㈲カネカツ堀川青果、㈲垣本商会、仲岡家畜医院、レストラン渦汐、たかた動物病院、新生食
品㈱、堤青果㈱、堀川工務店、富山洋二、福永畳店、三條天羽歯科、農家の店しんしん、野上表具内装、新
こむぎ、引田青果、住友生命保険相互会社明石支社南あわじ支部、若林薫ピアノ教室、齋藤元治
神代地区　覚住寺、三栄物産㈱、旬、栗原青果、島田青果、和久羅、中林病院、山口商店、市川木材㈱、相

互建設、㈱榎本工務店、㈱赤穂商店、吉川工務店、㈱生垣電興社、小畠章電化販売、藤原電工㈱、延命寺、
マルヰ産業㈱、山三包材㈱、㈱Ⅴ.Ⅰ.Ｐ、べんけい、レストランフラミンゴ、入谷モータース、ムラカミ食
品、お酒のリカワン山崎本店、朝日物産㈱、㈱赤松葬祭、㈱オクイ、プラセールバイ吉川、CLUB CHIC、
天田木材㈱、中尾こうじ店、ケイ歯科クリニック、めん処喜多野、こばやし動物医院　三原志知地区
ヘルシーピット、㈱アワジ建工、早川君枝、新日本テレビ、淡路志知郵便局長近藤利明、山下清一、太田
賀雄、志知地区自治会長会、㈱河内工務店、有賀青果、仲野泰弘、常楽寺、住吉屋㈱、㈱土居建設、宮崎久
仁子、オオヤ電氣、榎本繁秋、豊原茂仁、北内栄介、豊原広康、別所冷蔵㈱、前田整形外科、太田土建㈱、太
田材木店㈱、㈲村上青果、淡路中央冷蔵㈱、ムラカミ電器、別所敬久、志知消防団前田潤二

なんだん
福良地区　㈲井上米穀、浦瀬石油㈱、㈲河野家具不動産、㈱トマリ、㈱フタバ設計、桝井正子、㈲みなみ
建材店、㈲山口藤商店、いしかわフォトスタジオ、佐藤印刷、㈱阿部駒造船所、淡路砂利㈱、沖物産㈱福
良工場、TAKAMI、㈱谷間商店、前川海運㈱、㈱ユイ、安部博之、鼓亭、竹谷海運㈱、㈱大洋興産、㈱エ
シェルケア、㈱阿淡交通社、㈲小池鉄工所、ジョイポート南淡路㈱、㈲富永製菓所、民宿クボタ、南淡バ
ス㈱、㈱インテリアミズタニ、㈱リブレ、南あわじ事務機㈱、ママン、ばんぶう㈱、キクカワストアー㈲、
第一天羽歯科医院、㈲太定、守本昭治（守本サッシ）、ヘアサロンナルト、三島綾子（スナック幸）、坂田糸
店、グリルエイト、㈱麻生ラファージュセメント福良ｓｓ、橋本衣料店、増田洋品店、民宿長尾屋、森本
工務店、やぶ萬、アサヒ手芸店、㈱長船回漕店、中野食料品店、四宮歯科医院、ヘアーサロン内海、㈲片井
オートサービス、㈲ナルト薬局、吉田精肉店、㈱楓勇吉商店、㈲よつあみ、原商店、サカモト牛乳店、水引
海運㈱、CoCo美容室、はぎのカラースタジオ、ほりこし化粧品店、読売センター福良、岸弘水産㈱、㈱
長濱工務店、橋詰水産、マルキ鉱泉㈱、三澤商店、三輪フードセンター、慈眼寺、㈲マエシゲ、前拓水産
㈱、前田若男、㈱オキフーズ、松芳海産物店、別所水産㈲、深江、全日食福良店、柏木製麺所、真野食料品店、

　みどり
広田地区　あじいち、トヨタカローラ兵庫㈱淡路店、㈱鯉森電工、㈱鯉森建築設計事務所、アスク三共
美芸㈲、淡路印刷㈱，藤井商事㈱、かわだ歯科、㈲細川ふとん店、奥田歯科医院、京里亭、喫茶カラオケミ
ワ、叡智、ハラペコキッチン、リラクゼーションマッサージほぐし恋シ、㈱きんでん淡路営業所、㈱アワ
ジ建機、A＆K骨格調整所、楠本商店、トヨタL＆F兵庫㈱淡路営業所、㈱井添工務店、辻設備工業、淡路
清掃㈱、М、㈲長田モーター商会、㈱山田建機、㈱立花組、鮨夢、㈲松葉寿司広田店、不動石材、上原正弘
司法書士事務所、㈲全淡リサイクルセンター、ケアサービスアサヒ、山岡水道工業㈱、㈲広田薬局、橋本
珠算塾、㈲山田建工、徳梅電気商会㈱、萩原商店、北西金物店、衣笠商事㈲、㈲福原自動車、淡路測量設計
㈱、㈱金山工務店、Ms.倶楽部タカナベ、㈱A・I・T淡路、伊達精肉店、緑郵便局、㈱玉岡屋、淡路信用金庫
広田支店、㈲辻商事、ハープ（喫茶）、ぶつだんのもり㈱淡路店、ミッキーマウス（喫茶）、善太、翠鳳第一
病院、惣菜家しんざん、カットサロンベルタ、ハーフタイム、㈱ＪＲＣ本社工場、㈲武井製作所、㈲三光
電機、新洗蔵みどり店、中田モータース、サンライズ株式会社、㈱イズミフードマシナリ、㈲井上商店、
㈱岡田鉄工所、ぬか天国Sun 燦、淡路ヤクルト販売㈱、㈱斉藤工務店、喫茶メルヘン、井本産業㈱、淡路
紙工㈱、丸正工業㈱、光洋建設㈱、㈱武田工務店、高見商運㈱、炬口鉄工㈱、赤松工作所、㈱鳴門千鳥本
舗、㈲奈良みこと薬局、菓子工房ルミエール、㈲柿原鉄工所、サンライズ淡路、鯉櫻、ボギゴルフ練習場、
柴田診療所、たなか医院、福田耳鼻咽喉科、ふくはら歯科医院、つどい処・砦、穀内クリニックみどり診
療所、清川工務店　倭文地区　コカ・コーラボトラーズジャパン㈱、秀モータース、三栄興産㈱、倭文郵
便局、アーバンクリエイト㈱、㈱土井スレート商店、㈲イチエンジニアリング、ふくカフェ、近江建設、
大谷瓦工事店、㈱辻脇住設、森電機、清水庵、向建設㈱、㈱ベンチャーボーイ、カフェ・レストラン・フ
レール、山陽薬品㈱淡路営業所　洲本市　㈱大幸

　せいだん
松帆地区　西口医院、三原酒店、㈲垣昇モータース、井上瓦産業㈱、登鉄工㈱、昭和窯業㈱、御原特殊瓦
㈱、中央自動車工業所㈱、池尻石材工業、㈱神戸未来、久米石油㈱、淡路鉄工㈱、鴻原瓦産業、Ms Green 
Energy㈱、ベストレンタル㈱、山本歯科医院、田原建築㈱、レストラン慶野、栄和瓦産業㈱、㈱慶野配合
所、ヴィラオルティージャ、㈲乾商会、㈲前川電機商会、敷島鉄工所、全淡建設㈱、松帆郵便局、滝川医
院、前川建設㈱、㈲高田農機工業所、㈱嶋本食品、西部興産㈱、船越工務店㈱、亀井製瓦所、向江建設㈱、
福田産業㈲、安冨白土瓦、南あわじ市商工会松帆支部　湊地区　シンドー鉄工、平松、天天、㈱岡本建設
工業、㈱田浦鉄工、淡路瓦工業組合、西淡観光バス㈲、日産チェリー淡路販売㈱、西淡金融連盟、西淡ま
ちつくり㈱、㈱アクア淡路、山本弘事務所、西中歯科医院、山中金物店、早川接骨院、熊橋商店、福原医
院、馬部電器商会、石井歯科医院、みなとタクシー、釜谷鮮魚店、加藤鮮魚店、一井食品、新崎商店、湊漁
業組合、淡路水産㈱、品川水産㈱、山形水産㈱、前川造船所㈱、前川石油㈱、中村食料品店、野水瓦産業
㈱、杉本商店㈲、岩谷産業㈱、新屋石油㈱、松井開発運輸㈱、菊川建材㈱、㈲クルマ工作所、白頭山、湊郵
便局、大谷石材店、㈱河邊商事、㈱マルイチ、出島商店、みなと水産㈱、山口材木店、㈲浜野電機　津井地区
大栄窯業㈱、登瓦製造所㈱、福原歯科医院、㈱タツミ、丸新かわら協業組合、みなと瓦産業㈱、津井郵便
局、㈲登里製瓦　丸山地区　喜田電気商会、寿荘、みたき荘、南海荘、佐古水産㈱、南あわじ漁業協同組
合、山崎自動車　阿那賀地区　堀建設㈱、観潮荘、大潮荘、マリノポート伊毘、伊毘うずしお村、いび、し
ら波荘、㈱近藤青果商店、阿那賀郵便局、奥野水産、若潮旅館、㈱ホテルアナガ、うめ丸、プチホテル山
伊加利地区　西久保設備、三宅アルミ、㈲淡路デジタル、村上青果、㈱あわじっくす、(同)飛行犬撮影

所　西淡志知地区　淡路ディーゼル㈱、カネショウ松井通商㈲、興津板金塗装工場、大栗歯科医院、シ
ラギク牧場、アイ・エス・フーズ(株)

　みはら
榎列・倭文地区 山脇洋品店、原口製菓、三和商事㈱、兵庫コンクリート㈱、㈱松本伊、㈲三田青果、仲
野モータース、角所一級建築士設計事務所、榎列郵便局、㈱イーグリーン塩浜、威光寺、阿部光、㈱長
谷園、和洋菓子すえひろ、富永商事㈱、㈱多田フィロソフィー、賢光寺、マスモトでんき、浅井菓子舗、

金山製麺㈲、平野製麺所、大田弘製麺所、㈱赤坂、㈲井宗商店、大歳商店、やぶ水産加工場、福榮散髪店、
長尾製麺所、窪田水産、一作、YUI美容室、G.エルム、プレシャスリリー、森崎英毅製麺所、双葉電化、㈱
山田海産物、納水産㈱、小林水産、㈱橋詰鮮魚、寺万水産、福良漁業協同組合、平松食堂、鳥取興業㈱、㈱
誠建設、丸万工業㈱、休暇村南淡路、民宿瀬登、愛ランドふじ本、民宿かるも荘、福良地区民生委員児童
委員会　賀集地区　㈱刑部農機、刑部モータース、万福寺、田中工務店、ローズ美容院、さくらぎ歯科医
院、淡路建材㈱、マルマサ運輸㈱、㈱南淡路地方卸売市場、三原開発㈱、㈱森長組、㈲山長倉庫運輸、賀集
地区民生委員児童委員会、七福神布袋尊護国寺、南淡ショッピングセンター協同組合、三原トヨタ整備
㈱、サラダ館南淡店、㈱山本商店、山本整体院、淡路農産食品㈱、田中製作所、田中整備工場、印部家畜医
院、協伸運輸㈱、しらかば㈲、滝川工務店㈱、土井恵一郎司法書士事務所、中島商店㈲、㈱輝気、まるわ会
館㈲、㈱森下世紀堂、㈲森田商会、矢野ミシン電器商会、山三木材㈲、㈱奥井印刷、賀集商店㈲、久保接骨
院、理研化学工業㈱、㈱ベクトル喜田修司、大谷農園、大日寺、淡路島石材工業㈱、小畠電工㈱、かどみせ
㈲、北川石工所、小畠水道㈱、高川商店、マスイ、村野診療所、南淡路病院、山路ミート販売、南洋冷蔵㈲、
つくろう館、たまき診療所、㈲淡路ボディー工業、ブーランジェリータニグチ　北阿万地区　淡路マル
マサフード㈱、穀内クリニック、新栄自動車整備工場、白浜興業㈱、中村バラ園、南淡接骨院、㈲原田青
果、フジタ㈱、ファミリーマート北阿万店、歌謡スタジオフレンズ㈱、マートキクカワ、室生木材㈱、㈱
吉見電気、薬王寺、東良衣料店、ＥＣＣジュニア北阿万教室、森建土木㈱、理容島野、ヘアーサロンマト
バ、北阿万地区民生委員児童委員会　潮美台地区　黒田モータース、㈱地測、㈱原口、おのころ工芸、は
ぎわら歯科、浜田タイプ、ペットサロンバーム、福秀、潮美台2丁目民生委員児童委員鎌田有岐子、潮美
台1丁目民生委員児童委員天羽かほる、森岡伸一　阿万地区　赤穂青果冷蔵㈲、阿万鉄工㈱、出田鉄工
㈱、㈲岡和商会、兼三商店、全日食阿万店、㈲鈴木商店、㈲大東自動車工業、南淡運送㈲、野島濾材㈱、㈱
深田水産、㈱藤本青果、ホテルニューアワジプラザ淡路島、㈱ペキンヤ、黒田木材、田中医院、㈾安盛丸
商店、泰成丸商店、江本一也、江本石油、岸上堂、南長商店、㈱川端モータース、淡路じゃのひれリゾー
ト、伊丹産業㈱、阿万地区民生委員児童委員会、㈱えのもとでんき、㈲北崎商店　灘地区　真観寺、西田
商店、㈲木下工務店、おれんじ荘、長谷寺、南淡漁業協同組合、はぶ荘、灘地区民生委員児童委員会、片山
商店、魚治、浜田酒店　沼島地区　木村屋旅館、沼島地区民生委員児童委員会

老人クラブの方や民生委員・児童委員さん、Nano花くら
ぶの方、倭文駐在所のおまわりさんを招いて、ふれあい交
流会をしました。昔ながらのお正月遊び「こままわし・かる
たとり」や「お手玉・おりがみ」を一緒にしていただきまし
た。懐かしい遊びに参加者の方も子どもたちとのふれあい
を楽しんでくださり、にぎやかな時間を過ごしました。参
加してくださった方に
お礼として年長児がう
たのプレゼントをしま
した。「上手やね！」と
拍手をいっぱいもらい
ました。地域の方の温
かさに触れることがで
きました。

倭文保育園

地域歳末たすけあい募金結果

地域歳末たすけあい募金配分一覧

募金の種類
戸 別 募 金

預 託 募 金

その他募金
合 計

募 金 額
1,106,400

73,016

2
1,179,418

配分額（円）

備　　考
11,306件

期間外　　　　

配　　分　　先
社 会 福 祉 事 業 助 成
市社協事業への配分
市内保育所・園行事への配分
各 種 団 体 へ の 配 分
事 務 費

合　　　　　計

今年もみなさまからあたたかいご理解ご協力をいただき、たくさんの「地域歳末たすけあい募金」が集まりま
した。お寄せいただいた地域歳末たすけあい募金は、高齢者の友愛訪問活動や福祉施設、保育所など年末年始の
交流活動に活用させていただきました。ご協力ありがとうございました。

「地域の方や高齢者の方との交流(ふれあい交流会)」

ありがとうメッセージありがとうメッセージありがとうメッセージありがとうメッセージありがとうメッセージありがとうメッセージありがとうメッセージありがとうメッセージ

地域歳末たすけあい募金ご協力ありがとうございました地域歳末たすけあい募金ご協力ありがとうございました

写真は「なでしこしらゆり会」の

みなさん。長年にわたる募金協
力

活動に感謝状を贈りました。

32,900
507,598
520,000
18,920
100,000
1,179,418

なでしこしらゆり会　13,000
蒼開ジャズバンド部　33,035
兵庫県淡路県民局長 26,444
匿名　　　　　　　　　  537

2



共募２共募３

うずしお興業㈲、㈱中田豊商店、パッケージプラザスギモト、アイヴィ岡田動物病院、せと歯科医院、児
島岩吉商店、真野梅治、㈱斎藤(セレモニーホールなごみ)、㈱堀川忠義商店、㈲大江海苔、真野正治、フ
レンズ、田中光宣、㈱あわじ営商、都美人酒造㈱、奥野一喜司法書士事務所、三原家具、鳴門屋食堂、やま
や、岡本石材工業、嘉もん、kozora café、富永保成、高見佐恵美、藤井タイヤ商事、岩口鈑金、㈱サンス
イ、㈲里深青果里深高志、マルショウ運輸㈱、㈲新家青果南あわじ事業所、淡路コンクリート圧送㈱、近
藤拓也、清水智代美、芳膳、里深幸雄、富本医院、後藤歯科医院、㈲古川電機通信、河崎商事㈱、河崎長平
商店、とと芳、㈱松野建設、山形達也、一級建築士事務所廣内設計、神本寺、前田達夫、淡路丸一青果、社
会福祉法人いちえ福祉会地域密着型介護老人福祉施設いちごの家・楽園おのころ、高辻隆雄、淡路リネ
ンサービス㈱、河崎医院、栄福寺、幸雅明、上居石油店、㈲田中機械店、稲本畜産、上田建設㈱、
MEAT29、温泉智加枝、㈲山仙青果、村瀬建設㈱、居内秀樹、岩口巧研塗装、小石雅寛、中村千代美
八木地区　あかとんぼ、㈱三陸、㈱野村新聞舗、フラワーショップ栄華、八木病院、三原薬局、㈱宮本

土建、正木歯科クリニック、栄和興業㈱、栄新商事㈱、㈱金崎タイヤー商会、食肉卸三昭㈱、平成病院、山
田商店、㈱旭洋淡路、社会福祉法人みはら福祉会、楽風、東洋観光㈱、市川肥料店、三原接骨院、淡徳生コ
ン㈱、㈱広瀬青果、かかし、原洋品店、Ｄ-ｆｌａｐ、ギフト津川、ファミリーマート淡路ファームパーク
前店、川崎章弘、なかの㈱、クミ衣料店、ミレー美容室、淡路八木郵便局、立石冷蔵㈲、近畿測量㈱、向青
果、秦組本店㈱、ブーランジェリー＆カフェルフィアージュ、T・P・C淡路、萬宝寺、前原シーリング、吉
田シーリング　市地区　まるひろ建築、吉田商事㈱、広本肥料店、㈱マノ、社家一級建築士事務所、佐藤
歯科医院、アワジ花ホテル、淡路園芸、奥野接骨鍼灸院、山形尚之、パームド・ヒーロー、ブックサーク
ル、あわじ島農業協同組合、船越理容店、橋田医院、花由、義周、みやもと矯正歯科診療所、淡路信用金庫
市支店、幸寿司、くぼた商店、奥井日昇堂、㈱松下電器、まつみ理容室、ｓａｎａあわじ南あわじ店、辰岡
木材㈱、あすか整骨院、ちどり写真館、松本英子、末廣歯科医院、うの南あわじ店、セブン-イレブン南あ
わじ市福永店、淡路三原郵便局、薬局サンダ、フレッシュふじおか、㈲登日タンス店、㈲仲田青果、ケア
ネットあわじ㈲、うまづめ眼科みはら、原口自動車整備工場、高田医院、メガネの山口、青山歯科医院、
とんかつ一番、パルティ運営管理㈱、㈱ソフトライフ、㈱岡本商店、マツモト産業㈱、㈱滝本、淡路生コ
ンクリート工業㈱、シティオ三原店、山崎眼科、堀井正弘、㈱大橋モータース、ワシン衣料店、里深嘉胤
司法書士事務所、㈲戎榎本建設、木下淑、吉見公男、㈱三共運輸、土肥章廣、淡路島牛乳㈱、㈲山口タイヤ
商会、淡路マルヰ㈱、榎本製畳所、ぎんすい、斉藤内科クリニック、高木酪農機サービス、長谷鮮魚店、堀
口建設㈱、ミハラセミナー、山田酒店、岡田材木店㈲、市川富夫、辻西電化センター、山口建設㈲、みのる
歯科医院、㈲カネカツ堀川青果、㈲垣本商会、仲岡家畜医院、レストラン渦汐、たかた動物病院、新生食
品㈱、堤青果㈱、堀川工務店、富山洋二、福永畳店、三條天羽歯科、農家の店しんしん、野上表具内装、新
こむぎ、引田青果、住友生命保険相互会社明石支社南あわじ支部、若林薫ピアノ教室、齋藤元治
神代地区　覚住寺、三栄物産㈱、旬、栗原青果、島田青果、和久羅、中林病院、山口商店、市川木材㈱、相

互建設、㈱榎本工務店、㈱赤穂商店、吉川工務店、㈱生垣電興社、小畠章電化販売、藤原電工㈱、延命寺、
マルヰ産業㈱、山三包材㈱、㈱Ⅴ.Ⅰ.Ｐ、べんけい、レストランフラミンゴ、入谷モータース、ムラカミ食
品、お酒のリカワン山崎本店、朝日物産㈱、㈱赤松葬祭、㈱オクイ、プラセールバイ吉川、CLUB CHIC、
天田木材㈱、中尾こうじ店、ケイ歯科クリニック、めん処喜多野、こばやし動物医院　三原志知地区
ヘルシーピット、㈱アワジ建工、早川君枝、新日本テレビ、淡路志知郵便局長近藤利明、山下清一、太田
賀雄、志知地区自治会長会、㈱河内工務店、有賀青果、仲野泰弘、常楽寺、住吉屋㈱、㈱土居建設、宮崎久
仁子、オオヤ電氣、榎本繁秋、豊原茂仁、北内栄介、豊原広康、別所冷蔵㈱、前田整形外科、太田土建㈱、太
田材木店㈱、㈲村上青果、淡路中央冷蔵㈱、ムラカミ電器、別所敬久、志知消防団前田潤二

なんだん
福良地区　㈲井上米穀、浦瀬石油㈱、㈲河野家具不動産、㈱トマリ、㈱フタバ設計、桝井正子、㈲みなみ
建材店、㈲山口藤商店、いしかわフォトスタジオ、佐藤印刷、㈱阿部駒造船所、淡路砂利㈱、沖物産㈱福
良工場、TAKAMI、㈱谷間商店、前川海運㈱、㈱ユイ、安部博之、鼓亭、竹谷海運㈱、㈱大洋興産、㈱エ
シェルケア、㈱阿淡交通社、㈲小池鉄工所、ジョイポート南淡路㈱、㈲富永製菓所、民宿クボタ、南淡バ
ス㈱、㈱インテリアミズタニ、㈱リブレ、南あわじ事務機㈱、ママン、ばんぶう㈱、キクカワストアー㈲、
第一天羽歯科医院、㈲太定、守本昭治（守本サッシ）、ヘアサロンナルト、三島綾子（スナック幸）、坂田糸
店、グリルエイト、㈱麻生ラファージュセメント福良ｓｓ、橋本衣料店、増田洋品店、民宿長尾屋、森本
工務店、やぶ萬、アサヒ手芸店、㈱長船回漕店、中野食料品店、四宮歯科医院、ヘアーサロン内海、㈲片井
オートサービス、㈲ナルト薬局、吉田精肉店、㈱楓勇吉商店、㈲よつあみ、原商店、サカモト牛乳店、水引
海運㈱、CoCo美容室、はぎのカラースタジオ、ほりこし化粧品店、読売センター福良、岸弘水産㈱、㈱
長濱工務店、橋詰水産、マルキ鉱泉㈱、三澤商店、三輪フードセンター、慈眼寺、㈲マエシゲ、前拓水産
㈱、前田若男、㈱オキフーズ、松芳海産物店、別所水産㈲、深江、全日食福良店、柏木製麺所、真野食料品店、

　みどり
広田地区　あじいち、トヨタカローラ兵庫㈱淡路店、㈱鯉森電工、㈱鯉森建築設計事務所、アスク三共
美芸㈲、淡路印刷㈱，藤井商事㈱、かわだ歯科、㈲細川ふとん店、奥田歯科医院、京里亭、喫茶カラオケミ
ワ、叡智、ハラペコキッチン、リラクゼーションマッサージほぐし恋シ、㈱きんでん淡路営業所、㈱アワ
ジ建機、A＆K骨格調整所、楠本商店、トヨタL＆F兵庫㈱淡路営業所、㈱井添工務店、辻設備工業、淡路
清掃㈱、М、㈲長田モーター商会、㈱山田建機、㈱立花組、鮨夢、㈲松葉寿司広田店、不動石材、上原正弘
司法書士事務所、㈲全淡リサイクルセンター、ケアサービスアサヒ、山岡水道工業㈱、㈲広田薬局、橋本
珠算塾、㈲山田建工、徳梅電気商会㈱、萩原商店、北西金物店、衣笠商事㈲、㈲福原自動車、淡路測量設計
㈱、㈱金山工務店、Ms.倶楽部タカナベ、㈱A・I・T淡路、伊達精肉店、緑郵便局、㈱玉岡屋、淡路信用金庫
広田支店、㈲辻商事、ハープ（喫茶）、ぶつだんのもり㈱淡路店、ミッキーマウス（喫茶）、善太、翠鳳第一
病院、惣菜家しんざん、カットサロンベルタ、ハーフタイム、㈱ＪＲＣ本社工場、㈲武井製作所、㈲三光
電機、新洗蔵みどり店、中田モータース、サンライズ株式会社、㈱イズミフードマシナリ、㈲井上商店、
㈱岡田鉄工所、ぬか天国Sun 燦、淡路ヤクルト販売㈱、㈱斉藤工務店、喫茶メルヘン、井本産業㈱、淡路
紙工㈱、丸正工業㈱、光洋建設㈱、㈱武田工務店、高見商運㈱、炬口鉄工㈱、赤松工作所、㈱鳴門千鳥本
舗、㈲奈良みこと薬局、菓子工房ルミエール、㈲柿原鉄工所、サンライズ淡路、鯉櫻、ボギゴルフ練習場、
柴田診療所、たなか医院、福田耳鼻咽喉科、ふくはら歯科医院、つどい処・砦、穀内クリニックみどり診
療所、清川工務店　倭文地区　コカ・コーラボトラーズジャパン㈱、秀モータース、三栄興産㈱、倭文郵
便局、アーバンクリエイト㈱、㈱土井スレート商店、㈲イチエンジニアリング、ふくカフェ、近江建設、
大谷瓦工事店、㈱辻脇住設、森電機、清水庵、向建設㈱、㈱ベンチャーボーイ、カフェ・レストラン・フ
レール、山陽薬品㈱淡路営業所　洲本市　㈱大幸

　せいだん
松帆地区　西口医院、三原酒店、㈲垣昇モータース、井上瓦産業㈱、登鉄工㈱、昭和窯業㈱、御原特殊瓦
㈱、中央自動車工業所㈱、池尻石材工業、㈱神戸未来、久米石油㈱、淡路鉄工㈱、鴻原瓦産業、Ms Green 
Energy㈱、ベストレンタル㈱、山本歯科医院、田原建築㈱、レストラン慶野、栄和瓦産業㈱、㈱慶野配合
所、ヴィラオルティージャ、㈲乾商会、㈲前川電機商会、敷島鉄工所、全淡建設㈱、松帆郵便局、滝川医
院、前川建設㈱、㈲高田農機工業所、㈱嶋本食品、西部興産㈱、船越工務店㈱、亀井製瓦所、向江建設㈱、
福田産業㈲、安冨白土瓦、南あわじ市商工会松帆支部　湊地区　シンドー鉄工、平松、天天、㈱岡本建設
工業、㈱田浦鉄工、淡路瓦工業組合、西淡観光バス㈲、日産チェリー淡路販売㈱、西淡金融連盟、西淡ま
ちつくり㈱、㈱アクア淡路、山本弘事務所、西中歯科医院、山中金物店、早川接骨院、熊橋商店、福原医
院、馬部電器商会、石井歯科医院、みなとタクシー、釜谷鮮魚店、加藤鮮魚店、一井食品、新崎商店、湊漁
業組合、淡路水産㈱、品川水産㈱、山形水産㈱、前川造船所㈱、前川石油㈱、中村食料品店、野水瓦産業
㈱、杉本商店㈲、岩谷産業㈱、新屋石油㈱、松井開発運輸㈱、菊川建材㈱、㈲クルマ工作所、白頭山、湊郵
便局、大谷石材店、㈱河邊商事、㈱マルイチ、出島商店、みなと水産㈱、山口材木店、㈲浜野電機　津井地区
大栄窯業㈱、登瓦製造所㈱、福原歯科医院、㈱タツミ、丸新かわら協業組合、みなと瓦産業㈱、津井郵便
局、㈲登里製瓦　丸山地区　喜田電気商会、寿荘、みたき荘、南海荘、佐古水産㈱、南あわじ漁業協同組
合、山崎自動車　阿那賀地区　堀建設㈱、観潮荘、大潮荘、マリノポート伊毘、伊毘うずしお村、いび、し
ら波荘、㈱近藤青果商店、阿那賀郵便局、奥野水産、若潮旅館、㈱ホテルアナガ、うめ丸、プチホテル山
伊加利地区　西久保設備、三宅アルミ、㈲淡路デジタル、村上青果、㈱あわじっくす、(同)飛行犬撮影

所　西淡志知地区　淡路ディーゼル㈱、カネショウ松井通商㈲、興津板金塗装工場、大栗歯科医院、シ
ラギク牧場、アイ・エス・フーズ(株)

　みはら
榎列・倭文地区 山脇洋品店、原口製菓、三和商事㈱、兵庫コンクリート㈱、㈱松本伊、㈲三田青果、仲
野モータース、角所一級建築士設計事務所、榎列郵便局、㈱イーグリーン塩浜、威光寺、阿部光、㈱長
谷園、和洋菓子すえひろ、富永商事㈱、㈱多田フィロソフィー、賢光寺、マスモトでんき、浅井菓子舗、

（順不同、敬称略）

共同募金（法人募金）にご賛同いただいた
事業所、協力者のご芳名一覧

金山製麺㈲、平野製麺所、大田弘製麺所、㈱赤坂、㈲井宗商店、大歳商店、やぶ水産加工場、福榮散髪店、
長尾製麺所、窪田水産、一作、YUI美容室、G.エルム、プレシャスリリー、森崎英毅製麺所、双葉電化、㈱
山田海産物、納水産㈱、小林水産、㈱橋詰鮮魚、寺万水産、福良漁業協同組合、平松食堂、鳥取興業㈱、㈱
誠建設、丸万工業㈱、休暇村南淡路、民宿瀬登、愛ランドふじ本、民宿かるも荘、福良地区民生委員児童
委員会　賀集地区　㈱刑部農機、刑部モータース、万福寺、田中工務店、ローズ美容院、さくらぎ歯科医
院、淡路建材㈱、マルマサ運輸㈱、㈱南淡路地方卸売市場、三原開発㈱、㈱森長組、㈲山長倉庫運輸、賀集
地区民生委員児童委員会、七福神布袋尊護国寺、南淡ショッピングセンター協同組合、三原トヨタ整備
㈱、サラダ館南淡店、㈱山本商店、山本整体院、淡路農産食品㈱、田中製作所、田中整備工場、印部家畜医
院、協伸運輸㈱、しらかば㈲、滝川工務店㈱、土井恵一郎司法書士事務所、中島商店㈲、㈱輝気、まるわ会
館㈲、㈱森下世紀堂、㈲森田商会、矢野ミシン電器商会、山三木材㈲、㈱奥井印刷、賀集商店㈲、久保接骨
院、理研化学工業㈱、㈱ベクトル喜田修司、大谷農園、大日寺、淡路島石材工業㈱、小畠電工㈱、かどみせ
㈲、北川石工所、小畠水道㈱、高川商店、マスイ、村野診療所、南淡路病院、山路ミート販売、南洋冷蔵㈲、
つくろう館、たまき診療所、㈲淡路ボディー工業、ブーランジェリータニグチ　北阿万地区　淡路マル
マサフード㈱、穀内クリニック、新栄自動車整備工場、白浜興業㈱、中村バラ園、南淡接骨院、㈲原田青
果、フジタ㈱、ファミリーマート北阿万店、歌謡スタジオフレンズ㈱、マートキクカワ、室生木材㈱、㈱
吉見電気、薬王寺、東良衣料店、ＥＣＣジュニア北阿万教室、森建土木㈱、理容島野、ヘアーサロンマト
バ、北阿万地区民生委員児童委員会　潮美台地区　黒田モータース、㈱地測、㈱原口、おのころ工芸、は
ぎわら歯科、浜田タイプ、ペットサロンバーム、福秀、潮美台2丁目民生委員児童委員鎌田有岐子、潮美
台1丁目民生委員児童委員天羽かほる、森岡伸一　阿万地区　赤穂青果冷蔵㈲、阿万鉄工㈱、出田鉄工
㈱、㈲岡和商会、兼三商店、全日食阿万店、㈲鈴木商店、㈲大東自動車工業、南淡運送㈲、野島濾材㈱、㈱
深田水産、㈱藤本青果、ホテルニューアワジプラザ淡路島、㈱ペキンヤ、黒田木材、田中医院、㈾安盛丸
商店、泰成丸商店、江本一也、江本石油、岸上堂、南長商店、㈱川端モータース、淡路じゃのひれリゾー
ト、伊丹産業㈱、阿万地区民生委員児童委員会、㈱えのもとでんき、㈲北崎商店　灘地区　真観寺、西田
商店、㈲木下工務店、おれんじ荘、長谷寺、南淡漁業協同組合、はぶ荘、灘地区民生委員児童委員会、片山
商店、魚治、浜田酒店　沼島地区　木村屋旅館、沼島地区民生委員児童委員会



共募２共募３

うずしお興業㈲、㈱中田豊商店、パッケージプラザスギモト、アイヴィ岡田動物病院、せと歯科医院、児
島岩吉商店、真野梅治、㈱斎藤(セレモニーホールなごみ)、㈱堀川忠義商店、㈲大江海苔、真野正治、フ
レンズ、田中光宣、㈱あわじ営商、都美人酒造㈱、奥野一喜司法書士事務所、三原家具、鳴門屋食堂、やま
や、岡本石材工業、嘉もん、kozora café、富永保成、高見佐恵美、藤井タイヤ商事、岩口鈑金、㈱サンス
イ、㈲里深青果里深高志、マルショウ運輸㈱、㈲新家青果南あわじ事業所、淡路コンクリート圧送㈱、近
藤拓也、清水智代美、芳膳、里深幸雄、富本医院、後藤歯科医院、㈲古川電機通信、河崎商事㈱、河崎長平
商店、とと芳、㈱松野建設、山形達也、一級建築士事務所廣内設計、神本寺、前田達夫、淡路丸一青果、社
会福祉法人いちえ福祉会地域密着型介護老人福祉施設いちごの家・楽園おのころ、高辻隆雄、淡路リネ
ンサービス㈱、河崎医院、栄福寺、幸雅明、上居石油店、㈲田中機械店、稲本畜産、上田建設㈱、
MEAT29、温泉智加枝、㈲山仙青果、村瀬建設㈱、居内秀樹、岩口巧研塗装、小石雅寛、中村千代美
八木地区　あかとんぼ、㈱三陸、㈱野村新聞舗、フラワーショップ栄華、八木病院、三原薬局、㈱宮本

土建、正木歯科クリニック、栄和興業㈱、栄新商事㈱、㈱金崎タイヤー商会、食肉卸三昭㈱、平成病院、山
田商店、㈱旭洋淡路、社会福祉法人みはら福祉会、楽風、東洋観光㈱、市川肥料店、三原接骨院、淡徳生コ
ン㈱、㈱広瀬青果、かかし、原洋品店、Ｄ-ｆｌａｐ、ギフト津川、ファミリーマート淡路ファームパーク
前店、川崎章弘、なかの㈱、クミ衣料店、ミレー美容室、淡路八木郵便局、立石冷蔵㈲、近畿測量㈱、向青
果、秦組本店㈱、ブーランジェリー＆カフェルフィアージュ、T・P・C淡路、萬宝寺、前原シーリング、吉
田シーリング　市地区　まるひろ建築、吉田商事㈱、広本肥料店、㈱マノ、社家一級建築士事務所、佐藤
歯科医院、アワジ花ホテル、淡路園芸、奥野接骨鍼灸院、山形尚之、パームド・ヒーロー、ブックサーク
ル、あわじ島農業協同組合、船越理容店、橋田医院、花由、義周、みやもと矯正歯科診療所、淡路信用金庫
市支店、幸寿司、くぼた商店、奥井日昇堂、㈱松下電器、まつみ理容室、ｓａｎａあわじ南あわじ店、辰岡
木材㈱、あすか整骨院、ちどり写真館、松本英子、末廣歯科医院、うの南あわじ店、セブン-イレブン南あ
わじ市福永店、淡路三原郵便局、薬局サンダ、フレッシュふじおか、㈲登日タンス店、㈲仲田青果、ケア
ネットあわじ㈲、うまづめ眼科みはら、原口自動車整備工場、高田医院、メガネの山口、青山歯科医院、
とんかつ一番、パルティ運営管理㈱、㈱ソフトライフ、㈱岡本商店、マツモト産業㈱、㈱滝本、淡路生コ
ンクリート工業㈱、シティオ三原店、山崎眼科、堀井正弘、㈱大橋モータース、ワシン衣料店、里深嘉胤
司法書士事務所、㈲戎榎本建設、木下淑、吉見公男、㈱三共運輸、土肥章廣、淡路島牛乳㈱、㈲山口タイヤ
商会、淡路マルヰ㈱、榎本製畳所、ぎんすい、斉藤内科クリニック、高木酪農機サービス、長谷鮮魚店、堀
口建設㈱、ミハラセミナー、山田酒店、岡田材木店㈲、市川富夫、辻西電化センター、山口建設㈲、みのる
歯科医院、㈲カネカツ堀川青果、㈲垣本商会、仲岡家畜医院、レストラン渦汐、たかた動物病院、新生食
品㈱、堤青果㈱、堀川工務店、富山洋二、福永畳店、三條天羽歯科、農家の店しんしん、野上表具内装、新
こむぎ、引田青果、住友生命保険相互会社明石支社南あわじ支部、若林薫ピアノ教室、齋藤元治
神代地区　覚住寺、三栄物産㈱、旬、栗原青果、島田青果、和久羅、中林病院、山口商店、市川木材㈱、相

互建設、㈱榎本工務店、㈱赤穂商店、吉川工務店、㈱生垣電興社、小畠章電化販売、藤原電工㈱、延命寺、
マルヰ産業㈱、山三包材㈱、㈱Ⅴ.Ⅰ.Ｐ、べんけい、レストランフラミンゴ、入谷モータース、ムラカミ食
品、お酒のリカワン山崎本店、朝日物産㈱、㈱赤松葬祭、㈱オクイ、プラセールバイ吉川、CLUB CHIC、
天田木材㈱、中尾こうじ店、ケイ歯科クリニック、めん処喜多野、こばやし動物医院　三原志知地区
ヘルシーピット、㈱アワジ建工、早川君枝、新日本テレビ、淡路志知郵便局長近藤利明、山下清一、太田
賀雄、志知地区自治会長会、㈱河内工務店、有賀青果、仲野泰弘、常楽寺、住吉屋㈱、㈱土居建設、宮崎久
仁子、オオヤ電氣、榎本繁秋、豊原茂仁、北内栄介、豊原広康、別所冷蔵㈱、前田整形外科、太田土建㈱、太
田材木店㈱、㈲村上青果、淡路中央冷蔵㈱、ムラカミ電器、別所敬久、志知消防団前田潤二

なんだん
福良地区　㈲井上米穀、浦瀬石油㈱、㈲河野家具不動産、㈱トマリ、㈱フタバ設計、桝井正子、㈲みなみ
建材店、㈲山口藤商店、いしかわフォトスタジオ、佐藤印刷、㈱阿部駒造船所、淡路砂利㈱、沖物産㈱福
良工場、TAKAMI、㈱谷間商店、前川海運㈱、㈱ユイ、安部博之、鼓亭、竹谷海運㈱、㈱大洋興産、㈱エ
シェルケア、㈱阿淡交通社、㈲小池鉄工所、ジョイポート南淡路㈱、㈲富永製菓所、民宿クボタ、南淡バ
ス㈱、㈱インテリアミズタニ、㈱リブレ、南あわじ事務機㈱、ママン、ばんぶう㈱、キクカワストアー㈲、
第一天羽歯科医院、㈲太定、守本昭治（守本サッシ）、ヘアサロンナルト、三島綾子（スナック幸）、坂田糸
店、グリルエイト、㈱麻生ラファージュセメント福良ｓｓ、橋本衣料店、増田洋品店、民宿長尾屋、森本
工務店、やぶ萬、アサヒ手芸店、㈱長船回漕店、中野食料品店、四宮歯科医院、ヘアーサロン内海、㈲片井
オートサービス、㈲ナルト薬局、吉田精肉店、㈱楓勇吉商店、㈲よつあみ、原商店、サカモト牛乳店、水引
海運㈱、CoCo美容室、はぎのカラースタジオ、ほりこし化粧品店、読売センター福良、岸弘水産㈱、㈱
長濱工務店、橋詰水産、マルキ鉱泉㈱、三澤商店、三輪フードセンター、慈眼寺、㈲マエシゲ、前拓水産
㈱、前田若男、㈱オキフーズ、松芳海産物店、別所水産㈲、深江、全日食福良店、柏木製麺所、真野食料品店、

　みどり
広田地区　あじいち、トヨタカローラ兵庫㈱淡路店、㈱鯉森電工、㈱鯉森建築設計事務所、アスク三共
美芸㈲、淡路印刷㈱，藤井商事㈱、かわだ歯科、㈲細川ふとん店、奥田歯科医院、京里亭、喫茶カラオケミ
ワ、叡智、ハラペコキッチン、リラクゼーションマッサージほぐし恋シ、㈱きんでん淡路営業所、㈱アワ
ジ建機、A＆K骨格調整所、楠本商店、トヨタL＆F兵庫㈱淡路営業所、㈱井添工務店、辻設備工業、淡路
清掃㈱、М、㈲長田モーター商会、㈱山田建機、㈱立花組、鮨夢、㈲松葉寿司広田店、不動石材、上原正弘
司法書士事務所、㈲全淡リサイクルセンター、ケアサービスアサヒ、山岡水道工業㈱、㈲広田薬局、橋本
珠算塾、㈲山田建工、徳梅電気商会㈱、萩原商店、北西金物店、衣笠商事㈲、㈲福原自動車、淡路測量設計
㈱、㈱金山工務店、Ms.倶楽部タカナベ、㈱A・I・T淡路、伊達精肉店、緑郵便局、㈱玉岡屋、淡路信用金庫
広田支店、㈲辻商事、ハープ（喫茶）、ぶつだんのもり㈱淡路店、ミッキーマウス（喫茶）、善太、翠鳳第一
病院、惣菜家しんざん、カットサロンベルタ、ハーフタイム、㈱ＪＲＣ本社工場、㈲武井製作所、㈲三光
電機、新洗蔵みどり店、中田モータース、サンライズ株式会社、㈱イズミフードマシナリ、㈲井上商店、
㈱岡田鉄工所、ぬか天国Sun 燦、淡路ヤクルト販売㈱、㈱斉藤工務店、喫茶メルヘン、井本産業㈱、淡路
紙工㈱、丸正工業㈱、光洋建設㈱、㈱武田工務店、高見商運㈱、炬口鉄工㈱、赤松工作所、㈱鳴門千鳥本
舗、㈲奈良みこと薬局、菓子工房ルミエール、㈲柿原鉄工所、サンライズ淡路、鯉櫻、ボギゴルフ練習場、
柴田診療所、たなか医院、福田耳鼻咽喉科、ふくはら歯科医院、つどい処・砦、穀内クリニックみどり診
療所、清川工務店　倭文地区　コカ・コーラボトラーズジャパン㈱、秀モータース、三栄興産㈱、倭文郵
便局、アーバンクリエイト㈱、㈱土井スレート商店、㈲イチエンジニアリング、ふくカフェ、近江建設、
大谷瓦工事店、㈱辻脇住設、森電機、清水庵、向建設㈱、㈱ベンチャーボーイ、カフェ・レストラン・フ
レール、山陽薬品㈱淡路営業所　洲本市　㈱大幸

　せいだん
松帆地区　西口医院、三原酒店、㈲垣昇モータース、井上瓦産業㈱、登鉄工㈱、昭和窯業㈱、御原特殊瓦
㈱、中央自動車工業所㈱、池尻石材工業、㈱神戸未来、久米石油㈱、淡路鉄工㈱、鴻原瓦産業、Ms Green 
Energy㈱、ベストレンタル㈱、山本歯科医院、田原建築㈱、レストラン慶野、栄和瓦産業㈱、㈱慶野配合
所、ヴィラオルティージャ、㈲乾商会、㈲前川電機商会、敷島鉄工所、全淡建設㈱、松帆郵便局、滝川医
院、前川建設㈱、㈲高田農機工業所、㈱嶋本食品、西部興産㈱、船越工務店㈱、亀井製瓦所、向江建設㈱、
福田産業㈲、安冨白土瓦、南あわじ市商工会松帆支部　湊地区　シンドー鉄工、平松、天天、㈱岡本建設
工業、㈱田浦鉄工、淡路瓦工業組合、西淡観光バス㈲、日産チェリー淡路販売㈱、西淡金融連盟、西淡ま
ちつくり㈱、㈱アクア淡路、山本弘事務所、西中歯科医院、山中金物店、早川接骨院、熊橋商店、福原医
院、馬部電器商会、石井歯科医院、みなとタクシー、釜谷鮮魚店、加藤鮮魚店、一井食品、新崎商店、湊漁
業組合、淡路水産㈱、品川水産㈱、山形水産㈱、前川造船所㈱、前川石油㈱、中村食料品店、野水瓦産業
㈱、杉本商店㈲、岩谷産業㈱、新屋石油㈱、松井開発運輸㈱、菊川建材㈱、㈲クルマ工作所、白頭山、湊郵
便局、大谷石材店、㈱河邊商事、㈱マルイチ、出島商店、みなと水産㈱、山口材木店、㈲浜野電機　津井地区
大栄窯業㈱、登瓦製造所㈱、福原歯科医院、㈱タツミ、丸新かわら協業組合、みなと瓦産業㈱、津井郵便
局、㈲登里製瓦　丸山地区　喜田電気商会、寿荘、みたき荘、南海荘、佐古水産㈱、南あわじ漁業協同組
合、山崎自動車　阿那賀地区　堀建設㈱、観潮荘、大潮荘、マリノポート伊毘、伊毘うずしお村、いび、し
ら波荘、㈱近藤青果商店、阿那賀郵便局、奥野水産、若潮旅館、㈱ホテルアナガ、うめ丸、プチホテル山
伊加利地区　西久保設備、三宅アルミ、㈲淡路デジタル、村上青果、㈱あわじっくす、(同)飛行犬撮影

所　西淡志知地区　淡路ディーゼル㈱、カネショウ松井通商㈲、興津板金塗装工場、大栗歯科医院、シ
ラギク牧場、アイ・エス・フーズ(株)

　みはら
榎列・倭文地区 山脇洋品店、原口製菓、三和商事㈱、兵庫コンクリート㈱、㈱松本伊、㈲三田青果、仲
野モータース、角所一級建築士設計事務所、榎列郵便局、㈱イーグリーン塩浜、威光寺、阿部光、㈱長
谷園、和洋菓子すえひろ、富永商事㈱、㈱多田フィロソフィー、賢光寺、マスモトでんき、浅井菓子舗、

（順不同、敬称略）

共同募金（法人募金）にご賛同いただいた
事業所、協力者のご芳名一覧

金山製麺㈲、平野製麺所、大田弘製麺所、㈱赤坂、㈲井宗商店、大歳商店、やぶ水産加工場、福榮散髪店、
長尾製麺所、窪田水産、一作、YUI美容室、G.エルム、プレシャスリリー、森崎英毅製麺所、双葉電化、㈱
山田海産物、納水産㈱、小林水産、㈱橋詰鮮魚、寺万水産、福良漁業協同組合、平松食堂、鳥取興業㈱、㈱
誠建設、丸万工業㈱、休暇村南淡路、民宿瀬登、愛ランドふじ本、民宿かるも荘、福良地区民生委員児童
委員会　賀集地区　㈱刑部農機、刑部モータース、万福寺、田中工務店、ローズ美容院、さくらぎ歯科医
院、淡路建材㈱、マルマサ運輸㈱、㈱南淡路地方卸売市場、三原開発㈱、㈱森長組、㈲山長倉庫運輸、賀集
地区民生委員児童委員会、七福神布袋尊護国寺、南淡ショッピングセンター協同組合、三原トヨタ整備
㈱、サラダ館南淡店、㈱山本商店、山本整体院、淡路農産食品㈱、田中製作所、田中整備工場、印部家畜医
院、協伸運輸㈱、しらかば㈲、滝川工務店㈱、土井恵一郎司法書士事務所、中島商店㈲、㈱輝気、まるわ会
館㈲、㈱森下世紀堂、㈲森田商会、矢野ミシン電器商会、山三木材㈲、㈱奥井印刷、賀集商店㈲、久保接骨
院、理研化学工業㈱、㈱ベクトル喜田修司、大谷農園、大日寺、淡路島石材工業㈱、小畠電工㈱、かどみせ
㈲、北川石工所、小畠水道㈱、高川商店、マスイ、村野診療所、南淡路病院、山路ミート販売、南洋冷蔵㈲、
つくろう館、たまき診療所、㈲淡路ボディー工業、ブーランジェリータニグチ　北阿万地区　淡路マル
マサフード㈱、穀内クリニック、新栄自動車整備工場、白浜興業㈱、中村バラ園、南淡接骨院、㈲原田青
果、フジタ㈱、ファミリーマート北阿万店、歌謡スタジオフレンズ㈱、マートキクカワ、室生木材㈱、㈱
吉見電気、薬王寺、東良衣料店、ＥＣＣジュニア北阿万教室、森建土木㈱、理容島野、ヘアーサロンマト
バ、北阿万地区民生委員児童委員会　潮美台地区　黒田モータース、㈱地測、㈱原口、おのころ工芸、は
ぎわら歯科、浜田タイプ、ペットサロンバーム、福秀、潮美台2丁目民生委員児童委員鎌田有岐子、潮美
台1丁目民生委員児童委員天羽かほる、森岡伸一　阿万地区　赤穂青果冷蔵㈲、阿万鉄工㈱、出田鉄工
㈱、㈲岡和商会、兼三商店、全日食阿万店、㈲鈴木商店、㈲大東自動車工業、南淡運送㈲、野島濾材㈱、㈱
深田水産、㈱藤本青果、ホテルニューアワジプラザ淡路島、㈱ペキンヤ、黒田木材、田中医院、㈾安盛丸
商店、泰成丸商店、江本一也、江本石油、岸上堂、南長商店、㈱川端モータース、淡路じゃのひれリゾー
ト、伊丹産業㈱、阿万地区民生委員児童委員会、㈱えのもとでんき、㈲北崎商店　灘地区　真観寺、西田
商店、㈲木下工務店、おれんじ荘、長谷寺、南淡漁業協同組合、はぶ荘、灘地区民生委員児童委員会、片山
商店、魚治、浜田酒店　沼島地区　木村屋旅館、沼島地区民生委員児童委員会
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令和元年度の共同募金運動にあたたかいご協力をいただきありがとうございました。おかげをもちま
して、9,116,055円もの募金が寄せられました。自治会をはじめ、民生委員児童委員、各職場、地域、学
校など、募金にご協力いただいた皆様に心からお礼申し上げます。
　寄せられた募金は令和２年度に行う、さまざまな福祉活動に活用させていただきます。
　今後とも、共同募金の推進にご協力くださいますようお願いいたします。

（令和２年1月15日現在）

共同募金結果
募金の種類

戸 別 募 金

街 頭 募 金

法 人 募 金

学 校 募 金

職 域 募 金

イベント募金

そ の 他 募 金

合 計

6,281,400
106,812

2,281,500
206,124
157,910

0
82,309

9,116,055

金　額（円）
送金

兵庫県
共同募金会

約90%が南あわじ市に戻ってきます。
残りの約10％は災害等に備えた積立金
等に使われます。
募金の使い道については、広報誌または
ウェブ上でもご覧いただけます。
URL http://akaihane.or.jp/

社協、福祉施設
各種団体などへ配分

令和 2年度
南あわじ市
共同募金委員会

交付 配分

編集発行／南あわじ市共同募金委員会(事務局／南あわじ市社会福祉協議会内)

　　　　　南あわじ市広田広田1064番地　TEL. 0799-44-3007

この広報紙は共同募金の財源を活用しています。 （令和2年1月15日現在）

うずしお興業㈲、㈱中田豊商店、パッケージプラザスギモト、アイヴィ岡田動物病院、せと歯科医院、児
島岩吉商店、真野梅治、㈱斎藤(セレモニーホールなごみ)、㈱堀川忠義商店、㈲大江海苔、真野正治、フ
レンズ、田中光宣、㈱あわじ営商、都美人酒造㈱、奥野一喜司法書士事務所、三原家具、鳴門屋食堂、やま
や、岡本石材工業、嘉もん、kozora café、富永保成、高見佐恵美、藤井タイヤ商事、岩口鈑金、㈱サンス
イ、㈲里深青果里深高志、マルショウ運輸㈱、㈲新家青果南あわじ事業所、淡路コンクリート圧送㈱、近
藤拓也、清水智代美、芳膳、里深幸雄、富本医院、後藤歯科医院、㈲古川電機通信、河崎商事㈱、河崎長平
商店、とと芳、㈱松野建設、山形達也、一級建築士事務所廣内設計、神本寺、前田達夫、淡路丸一青果、社
会福祉法人いちえ福祉会地域密着型介護老人福祉施設いちごの家・楽園おのころ、高辻隆雄、淡路リネ
ンサービス㈱、河崎医院、栄福寺、幸雅明、上居石油店、㈲田中機械店、稲本畜産、上田建設㈱、
MEAT29、温泉智加枝、㈲山仙青果、村瀬建設㈱、居内秀樹、岩口巧研塗装、小石雅寛、中村千代美
八木地区　あかとんぼ、㈱三陸、㈱野村新聞舗、フラワーショップ栄華、八木病院、三原薬局、㈱宮本

土建、正木歯科クリニック、栄和興業㈱、栄新商事㈱、㈱金崎タイヤー商会、食肉卸三昭㈱、平成病院、山
田商店、㈱旭洋淡路、社会福祉法人みはら福祉会、楽風、東洋観光㈱、市川肥料店、三原接骨院、淡徳生コ
ン㈱、㈱広瀬青果、かかし、原洋品店、Ｄ-ｆｌａｐ、ギフト津川、ファミリーマート淡路ファームパーク
前店、川崎章弘、なかの㈱、クミ衣料店、ミレー美容室、淡路八木郵便局、立石冷蔵㈲、近畿測量㈱、向青
果、秦組本店㈱、ブーランジェリー＆カフェルフィアージュ、T・P・C淡路、萬宝寺、前原シーリング、吉
田シーリング　市地区　まるひろ建築、吉田商事㈱、広本肥料店、㈱マノ、社家一級建築士事務所、佐藤
歯科医院、アワジ花ホテル、淡路園芸、奥野接骨鍼灸院、山形尚之、パームド・ヒーロー、ブックサーク
ル、あわじ島農業協同組合、船越理容店、橋田医院、花由、義周、みやもと矯正歯科診療所、淡路信用金庫
市支店、幸寿司、くぼた商店、奥井日昇堂、㈱松下電器、まつみ理容室、ｓａｎａあわじ南あわじ店、辰岡
木材㈱、あすか整骨院、ちどり写真館、松本英子、末廣歯科医院、うの南あわじ店、セブン-イレブン南あ
わじ市福永店、淡路三原郵便局、薬局サンダ、フレッシュふじおか、㈲登日タンス店、㈲仲田青果、ケア
ネットあわじ㈲、うまづめ眼科みはら、原口自動車整備工場、高田医院、メガネの山口、青山歯科医院、
とんかつ一番、パルティ運営管理㈱、㈱ソフトライフ、㈱岡本商店、マツモト産業㈱、㈱滝本、淡路生コ
ンクリート工業㈱、シティオ三原店、山崎眼科、堀井正弘、㈱大橋モータース、ワシン衣料店、里深嘉胤
司法書士事務所、㈲戎榎本建設、木下淑、吉見公男、㈱三共運輸、土肥章廣、淡路島牛乳㈱、㈲山口タイヤ
商会、淡路マルヰ㈱、榎本製畳所、ぎんすい、斉藤内科クリニック、高木酪農機サービス、長谷鮮魚店、堀
口建設㈱、ミハラセミナー、山田酒店、岡田材木店㈲、市川富夫、辻西電化センター、山口建設㈲、みのる
歯科医院、㈲カネカツ堀川青果、㈲垣本商会、仲岡家畜医院、レストラン渦汐、たかた動物病院、新生食
品㈱、堤青果㈱、堀川工務店、富山洋二、福永畳店、三條天羽歯科、農家の店しんしん、野上表具内装、新
こむぎ、引田青果、住友生命保険相互会社明石支社南あわじ支部、若林薫ピアノ教室、齋藤元治
神代地区　覚住寺、三栄物産㈱、旬、栗原青果、島田青果、和久羅、中林病院、山口商店、市川木材㈱、相

互建設、㈱榎本工務店、㈱赤穂商店、吉川工務店、㈱生垣電興社、小畠章電化販売、藤原電工㈱、延命寺、
マルヰ産業㈱、山三包材㈱、㈱Ⅴ.Ⅰ.Ｐ、べんけい、レストランフラミンゴ、入谷モータース、ムラカミ食
品、お酒のリカワン山崎本店、朝日物産㈱、㈱赤松葬祭、㈱オクイ、プラセールバイ吉川、CLUB CHIC、
天田木材㈱、中尾こうじ店、ケイ歯科クリニック、めん処喜多野、こばやし動物医院　三原志知地区
ヘルシーピット、㈱アワジ建工、早川君枝、新日本テレビ、淡路志知郵便局長近藤利明、山下清一、太田
賀雄、志知地区自治会長会、㈱河内工務店、有賀青果、仲野泰弘、常楽寺、住吉屋㈱、㈱土居建設、宮崎久
仁子、オオヤ電氣、榎本繁秋、豊原茂仁、北内栄介、豊原広康、別所冷蔵㈱、前田整形外科、太田土建㈱、太
田材木店㈱、㈲村上青果、淡路中央冷蔵㈱、ムラカミ電器、別所敬久、志知消防団前田潤二

なんだん
福良地区　㈲井上米穀、浦瀬石油㈱、㈲河野家具不動産、㈱トマリ、㈱フタバ設計、桝井正子、㈲みなみ
建材店、㈲山口藤商店、いしかわフォトスタジオ、佐藤印刷、㈱阿部駒造船所、淡路砂利㈱、沖物産㈱福
良工場、TAKAMI、㈱谷間商店、前川海運㈱、㈱ユイ、安部博之、鼓亭、竹谷海運㈱、㈱大洋興産、㈱エ
シェルケア、㈱阿淡交通社、㈲小池鉄工所、ジョイポート南淡路㈱、㈲富永製菓所、民宿クボタ、南淡バ
ス㈱、㈱インテリアミズタニ、㈱リブレ、南あわじ事務機㈱、ママン、ばんぶう㈱、キクカワストアー㈲、
第一天羽歯科医院、㈲太定、守本昭治（守本サッシ）、ヘアサロンナルト、三島綾子（スナック幸）、坂田糸
店、グリルエイト、㈱麻生ラファージュセメント福良ｓｓ、橋本衣料店、増田洋品店、民宿長尾屋、森本
工務店、やぶ萬、アサヒ手芸店、㈱長船回漕店、中野食料品店、四宮歯科医院、ヘアーサロン内海、㈲片井
オートサービス、㈲ナルト薬局、吉田精肉店、㈱楓勇吉商店、㈲よつあみ、原商店、サカモト牛乳店、水引
海運㈱、CoCo美容室、はぎのカラースタジオ、ほりこし化粧品店、読売センター福良、岸弘水産㈱、㈱
長濱工務店、橋詰水産、マルキ鉱泉㈱、三澤商店、三輪フードセンター、慈眼寺、㈲マエシゲ、前拓水産
㈱、前田若男、㈱オキフーズ、松芳海産物店、別所水産㈲、深江、全日食福良店、柏木製麺所、真野食料品店、

　みどり
広田地区　あじいち、トヨタカローラ兵庫㈱淡路店、㈱鯉森電工、㈱鯉森建築設計事務所、アスク三共
美芸㈲、淡路印刷㈱，藤井商事㈱、かわだ歯科、㈲細川ふとん店、奥田歯科医院、京里亭、喫茶カラオケミ
ワ、叡智、ハラペコキッチン、リラクゼーションマッサージほぐし恋シ、㈱きんでん淡路営業所、㈱アワ
ジ建機、A＆K骨格調整所、楠本商店、トヨタL＆F兵庫㈱淡路営業所、㈱井添工務店、辻設備工業、淡路
清掃㈱、М、㈲長田モーター商会、㈱山田建機、㈱立花組、鮨夢、㈲松葉寿司広田店、不動石材、上原正弘
司法書士事務所、㈲全淡リサイクルセンター、ケアサービスアサヒ、山岡水道工業㈱、㈲広田薬局、橋本
珠算塾、㈲山田建工、徳梅電気商会㈱、萩原商店、北西金物店、衣笠商事㈲、㈲福原自動車、淡路測量設計
㈱、㈱金山工務店、Ms.倶楽部タカナベ、㈱A・I・T淡路、伊達精肉店、緑郵便局、㈱玉岡屋、淡路信用金庫
広田支店、㈲辻商事、ハープ（喫茶）、ぶつだんのもり㈱淡路店、ミッキーマウス（喫茶）、善太、翠鳳第一
病院、惣菜家しんざん、カットサロンベルタ、ハーフタイム、㈱ＪＲＣ本社工場、㈲武井製作所、㈲三光
電機、新洗蔵みどり店、中田モータース、サンライズ株式会社、㈱イズミフードマシナリ、㈲井上商店、
㈱岡田鉄工所、ぬか天国Sun 燦、淡路ヤクルト販売㈱、㈱斉藤工務店、喫茶メルヘン、井本産業㈱、淡路
紙工㈱、丸正工業㈱、光洋建設㈱、㈱武田工務店、高見商運㈱、炬口鉄工㈱、赤松工作所、㈱鳴門千鳥本
舗、㈲奈良みこと薬局、菓子工房ルミエール、㈲柿原鉄工所、サンライズ淡路、鯉櫻、ボギゴルフ練習場、
柴田診療所、たなか医院、福田耳鼻咽喉科、ふくはら歯科医院、つどい処・砦、穀内クリニックみどり診
療所、清川工務店　倭文地区　コカ・コーラボトラーズジャパン㈱、秀モータース、三栄興産㈱、倭文郵
便局、アーバンクリエイト㈱、㈱土井スレート商店、㈲イチエンジニアリング、ふくカフェ、近江建設、
大谷瓦工事店、㈱辻脇住設、森電機、清水庵、向建設㈱、㈱ベンチャーボーイ、カフェ・レストラン・フ
レール、山陽薬品㈱淡路営業所　洲本市　㈱大幸

　せいだん
松帆地区　西口医院、三原酒店、㈲垣昇モータース、井上瓦産業㈱、登鉄工㈱、昭和窯業㈱、御原特殊瓦
㈱、中央自動車工業所㈱、池尻石材工業、㈱神戸未来、久米石油㈱、淡路鉄工㈱、鴻原瓦産業、Ms Green 
Energy㈱、ベストレンタル㈱、山本歯科医院、田原建築㈱、レストラン慶野、栄和瓦産業㈱、㈱慶野配合
所、ヴィラオルティージャ、㈲乾商会、㈲前川電機商会、敷島鉄工所、全淡建設㈱、松帆郵便局、滝川医
院、前川建設㈱、㈲高田農機工業所、㈱嶋本食品、西部興産㈱、船越工務店㈱、亀井製瓦所、向江建設㈱、
福田産業㈲、安冨白土瓦、南あわじ市商工会松帆支部　湊地区　シンドー鉄工、平松、天天、㈱岡本建設
工業、㈱田浦鉄工、淡路瓦工業組合、西淡観光バス㈲、日産チェリー淡路販売㈱、西淡金融連盟、西淡ま
ちつくり㈱、㈱アクア淡路、山本弘事務所、西中歯科医院、山中金物店、早川接骨院、熊橋商店、福原医
院、馬部電器商会、石井歯科医院、みなとタクシー、釜谷鮮魚店、加藤鮮魚店、一井食品、新崎商店、湊漁
業組合、淡路水産㈱、品川水産㈱、山形水産㈱、前川造船所㈱、前川石油㈱、中村食料品店、野水瓦産業
㈱、杉本商店㈲、岩谷産業㈱、新屋石油㈱、松井開発運輸㈱、菊川建材㈱、㈲クルマ工作所、白頭山、湊郵
便局、大谷石材店、㈱河邊商事、㈱マルイチ、出島商店、みなと水産㈱、山口材木店、㈲浜野電機　津井地区
大栄窯業㈱、登瓦製造所㈱、福原歯科医院、㈱タツミ、丸新かわら協業組合、みなと瓦産業㈱、津井郵便
局、㈲登里製瓦　丸山地区　喜田電気商会、寿荘、みたき荘、南海荘、佐古水産㈱、南あわじ漁業協同組
合、山崎自動車　阿那賀地区　堀建設㈱、観潮荘、大潮荘、マリノポート伊毘、伊毘うずしお村、いび、し
ら波荘、㈱近藤青果商店、阿那賀郵便局、奥野水産、若潮旅館、㈱ホテルアナガ、うめ丸、プチホテル山
伊加利地区　西久保設備、三宅アルミ、㈲淡路デジタル、村上青果、㈱あわじっくす、(同)飛行犬撮影

所　西淡志知地区　淡路ディーゼル㈱、カネショウ松井通商㈲、興津板金塗装工場、大栗歯科医院、シ
ラギク牧場、アイ・エス・フーズ(株)

　みはら
榎列・倭文地区 山脇洋品店、原口製菓、三和商事㈱、兵庫コンクリート㈱、㈱松本伊、㈲三田青果、仲
野モータース、角所一級建築士設計事務所、榎列郵便局、㈱イーグリーン塩浜、威光寺、阿部光、㈱長
谷園、和洋菓子すえひろ、富永商事㈱、㈱多田フィロソフィー、賢光寺、マスモトでんき、浅井菓子舗、

金山製麺㈲、平野製麺所、大田弘製麺所、㈱赤坂、㈲井宗商店、大歳商店、やぶ水産加工場、福榮散髪店、
長尾製麺所、窪田水産、一作、YUI美容室、G.エルム、プレシャスリリー、森崎英毅製麺所、双葉電化、㈱
山田海産物、納水産㈱、小林水産、㈱橋詰鮮魚、寺万水産、福良漁業協同組合、平松食堂、鳥取興業㈱、㈱
誠建設、丸万工業㈱、休暇村南淡路、民宿瀬登、愛ランドふじ本、民宿かるも荘、福良地区民生委員児童
委員会　賀集地区　㈱刑部農機、刑部モータース、万福寺、田中工務店、ローズ美容院、さくらぎ歯科医
院、淡路建材㈱、マルマサ運輸㈱、㈱南淡路地方卸売市場、三原開発㈱、㈱森長組、㈲山長倉庫運輸、賀集
地区民生委員児童委員会、七福神布袋尊護国寺、南淡ショッピングセンター協同組合、三原トヨタ整備
㈱、サラダ館南淡店、㈱山本商店、山本整体院、淡路農産食品㈱、田中製作所、田中整備工場、印部家畜医
院、協伸運輸㈱、しらかば㈲、滝川工務店㈱、土井恵一郎司法書士事務所、中島商店㈲、㈱輝気、まるわ会
館㈲、㈱森下世紀堂、㈲森田商会、矢野ミシン電器商会、山三木材㈲、㈱奥井印刷、賀集商店㈲、久保接骨
院、理研化学工業㈱、㈱ベクトル喜田修司、大谷農園、大日寺、淡路島石材工業㈱、小畠電工㈱、かどみせ
㈲、北川石工所、小畠水道㈱、高川商店、マスイ、村野診療所、南淡路病院、山路ミート販売、南洋冷蔵㈲、
つくろう館、たまき診療所、㈲淡路ボディー工業、ブーランジェリータニグチ　北阿万地区　淡路マル
マサフード㈱、穀内クリニック、新栄自動車整備工場、白浜興業㈱、中村バラ園、南淡接骨院、㈲原田青
果、フジタ㈱、ファミリーマート北阿万店、歌謡スタジオフレンズ㈱、マートキクカワ、室生木材㈱、㈱
吉見電気、薬王寺、東良衣料店、ＥＣＣジュニア北阿万教室、森建土木㈱、理容島野、ヘアーサロンマト
バ、北阿万地区民生委員児童委員会　潮美台地区　黒田モータース、㈱地測、㈱原口、おのころ工芸、は
ぎわら歯科、浜田タイプ、ペットサロンバーム、福秀、潮美台2丁目民生委員児童委員鎌田有岐子、潮美
台1丁目民生委員児童委員天羽かほる、森岡伸一　阿万地区　赤穂青果冷蔵㈲、阿万鉄工㈱、出田鉄工
㈱、㈲岡和商会、兼三商店、全日食阿万店、㈲鈴木商店、㈲大東自動車工業、南淡運送㈲、野島濾材㈱、㈱
深田水産、㈱藤本青果、ホテルニューアワジプラザ淡路島、㈱ペキンヤ、黒田木材、田中医院、㈾安盛丸
商店、泰成丸商店、江本一也、江本石油、岸上堂、南長商店、㈱川端モータース、淡路じゃのひれリゾー
ト、伊丹産業㈱、阿万地区民生委員児童委員会、㈱えのもとでんき、㈲北崎商店　灘地区　真観寺、西田
商店、㈲木下工務店、おれんじ荘、長谷寺、南淡漁業協同組合、はぶ荘、灘地区民生委員児童委員会、片山
商店、魚治、浜田酒店　沼島地区　木村屋旅館、沼島地区民生委員児童委員会

老人クラブの方や民生委員・児童委員さん、Nano花くら
ぶの方、倭文駐在所のおまわりさんを招いて、ふれあい交
流会をしました。昔ながらのお正月遊び「こままわし・かる
たとり」や「お手玉・おりがみ」を一緒にしていただきまし
た。懐かしい遊びに参加者の方も子どもたちとのふれあい
を楽しんでくださり、にぎやかな時間を過ごしました。参
加してくださった方に
お礼として年長児がう
たのプレゼントをしま
した。「上手やね！」と
拍手をいっぱいもらい
ました。地域の方の温
かさに触れることがで
きました。

倭文保育園

地域歳末たすけあい募金結果

地域歳末たすけあい募金配分一覧

募金の種類
戸 別 募 金

預 託 募 金

その他募金
合 計

募 金 額
1,106,400

73,016

2
1,179,418

配分額（円）

備　　考
11,306件

期間外　　　　

配　　分　　先
社 会 福 祉 事 業 助 成
市社協事業への配分
市内保育所・園行事への配分
各 種 団 体 へ の 配 分
事 務 費

合　　　　　計

今年もみなさまからあたたかいご理解ご協力をいただき、たくさんの「地域歳末たすけあい募金」が集まりま
した。お寄せいただいた地域歳末たすけあい募金は、高齢者の友愛訪問活動や福祉施設、保育所など年末年始の
交流活動に活用させていただきました。ご協力ありがとうございました。

「地域の方や高齢者の方との交流(ふれあい交流会)」

ありがとうメッセージありがとうメッセージありがとうメッセージありがとうメッセージありがとうメッセージありがとうメッセージありがとうメッセージありがとうメッセージ

地域歳末たすけあい募金ご協力ありがとうございました地域歳末たすけあい募金ご協力ありがとうございました

写真は「なでしこしらゆり会」の

みなさん。長年にわたる募金協
力

活動に感謝状を贈りました。

32,900
507,598
520,000
18,920
100,000
1,179,418

なでしこしらゆり会　13,000
蒼開ジャズバンド部　33,035
兵庫県淡路県民局長 26,444
匿名　　　　　　　　　  537

2


