


財部地域                                         【匿名28件】
池上 勝義 5,000 エルロロ美容室 5,000 大峰建設㈲ 大峰 博文 3,000
カネダ設備ガス株式会社
代表取締役 金田 光宏 10,000 株式会社 板越林業 10,000 株式会社 久木野組

代表取締役 久木野 広誠 10,000

株式会社 コレエダ
代表取締役 木下 貴代子 10,000 株式会社 佐伯運送 10,000 株式会社 タグチ木材建材センター

代表取締役 田口 輝敬 10,000

株式会社 中川冠葬社 5,000 株式会社 平田建設
代表取締役 平田 新一 10,000 小牧鮮魚店 3,000

財部小学校 14,016 中谷小学校 1,380 財部地区民生委員児童委員協議会 52,000

財部ひょっとこ一座 3,000 田口モーターランド
代表者 猪ヶ倉 浩美 5,000 德石建設株式会社

代表取締役 本村 一義 10,000

豊田建設株式会社
代表取締役 豊田 久生 10,000 本村交通株式会社

代表取締役 本村 貴宏 10,000 原田 純隆 5,000

福永自動車整備工場 10,000 福山 良明 10,000 藤本 高明 10,000
藤本 和子 10,000 ボランティア七村 6,200 ㈲郡山電気 10,000
南日本新聞財部販売センター
福留 浩二 10,000 有限会社 財部タクシー

代表取締役 森園  勉 10,000 有限会社 財部調剤薬局
代表取締役 坂下 充良 5,000

有限会社 森園水道設備
代表取締役 森園  茂 10,000 米森建設株式会社

代表取締役 吉野  勇 10,000 吉村建設有限会社 10,000

井上 建夫 桂庵 後藤 一幸 株式会社 上集組 代表取締役 上集 孝一 曽於市社会福祉協議会役職員一同
斉藤 克巳 金田防災株式会社 株式会社 川路建設 代表取締役 川路 高明 財部北小学校
堀野 義文 松元林業 社会福祉法人恵昭会 認定こども園きらり園 財部南小学校
満重電気 ㈲大石石材 ㈲西川商店 宅間歯科医院 院長 宅間 政次

末吉地域                                        【匿名108件】
有村芳文税理士事務所 10,000 あや整骨院 3,000 稲留商事 5,000
大園 征郎 3,000 鹿児島県立曽於高等学校生徒会 2,111 片平自動車商会 5,000
加藤自動車整備工場
代表者 加藤 幸市 2,000 ㈱池田電設

代表取締役 池田 憲彦 10,000 株式会社 太陽漬物 5,000

㈱川原設備 10,000 株式会社 コトブキ 3,000 ㈱宮尾組 代表取締役 宮尾 克秀 10,000
㈱フジ技研カゴシマ 10,000 ㈱ホンダプリモ曽於 3,000 光神校区社会福祉協議会 1,580
株式会社 脇通商 
代表取締役 脇  通吉 3,000 クリーニングはまだ

代表者 濵田 耕作 2,000 末吉中学校生徒会 20,241

小迫ストアー 3,000 澤田  勉 1,000 新田 愛吉 9,803
社会福祉法人 博風会 11,099 末吉時計店 1,000 諏訪街道活気会 3,000
関歯科クリニック 関正広 10,000 瀬戸口 淳民 20,000 曽於市管工事業協同組合 20,000
岩北小学校 2,507 岩南小学校 2,785 光神小学校 3,008
諏訪小学校 5,440 深川小学校 2,340 高岡校区社会福祉協議会 3,957
田実 健次 2,000 千代美容室 3,000 東部校区社会福祉協議会 7,600
徳重時計店 3,000 特定非営利活動法人 そお文化村 

理事長 児玉 勝雄 3,000 どらっぐトクミネ
徳峰 千佐子 1,000

ナンチク労働組合 30,101
東別府鍼灸整骨院 3,000 ファミリーマート末吉高校前店 1,000 東別府車体工業

代表 東別府 幸男 3,000
ボーイスカウト曽於第6団 51,691 深川校区社会福祉協議会 5,454
又木土地家屋調査士 3,000 松元 隆一 1,000 緑自動車 東別府緑 3,000
南日本牛乳末吉販売店
代表者 前畑武史 3,000

ミニデイでこん川 6,455 山中 ミチ子 5,000
山下生花種苗店 1,000 有限会社 飯山石油 5,000

有限会社 和升 3,000 (有)末吉薬局 1,000 有限会社 松浦クレーン工業
代表者 松浦利光 10,000

㈲春代美容室 3,000 有限会社 松下製作所 3,000
有限会社 丸山自動車 3,000 ㈲ミートセンターあおき 2,000 皆来館 1,901
皆来館スタッフ一同 8,000 有限会社 山元商店

代表取締役 山元収二 3,000 （福）輪光福祉会 特別養護老人ホーム
輪光無量寿園 15,000

吉田 とみ子 1,000
愛の里 福永賢治 池田 正昭 池山養魚場 榎田 忠雄 岩北校区社会福祉協議会 W&Wウェルアンドウェル
大多福会 社会就労支援センター
のどか園

神田橋板金
代表 神田橋 昭二 川畑酒店 ㈱有川組 

代表 有川裕幸
㈱今村建設
代表者 神田橋和代

㈱錦城 
代表 岩満俊一郎

株式会社 浜田製茶 株式会社 浜田鉄筋工
代表取締役 浜田 一己 木佐 兼文 コインランドリー

せんたく屋
古山自動車板金塗装工
場代表 古山市男 坂口 ミエ子

檍小学校 社会福祉法人 博寿会
高松すわの森

社会福祉法人 博寿会
高松みどりの里 社会福祉法人 南之郷 諏訪校区

社会福祉協議会 末森勇事務所

末吉地区民生委員児童委員協議会 末吉まごころ園 鈴木 稔 末吉小学校 高岡小学校児童会 柳迫小学校
谷村木材 高岡下長寿会 高岡校区社会福祉協議会 田代 達也 高木 秀久 竹下 純則

竹下 利文 豊田 タエ子 中山 久子 中村 淳一郎 西田 佳子 ヒガシ消防設備
ふじのや 星山理容所 外前田憲春 南日本新聞末吉販売所 宮田 たき子 宮ヶ迫 陸雄

村山自動車板金塗装 森岡 孝太郎 森岡 俊弘 森岡 美利 (有)岩元獣医科
いわもとペットクリニック (有)お茶の山口園

(有)勝目製茶園 (有)江南自動車建機サービス
代表 西山寛美

有限会社 佐多精肉店
代表取締役 佐多幸一 (有)田中商会 (有)大榮観光 (有)平川自動車

(有)矢上写真館
代表者 矢上 育志

(有)東別府設備
代表取締役 東別府 隆雄

有限会社 森田タイヤ商会
代表取締役 森田 猛

ゆり美容室
代表 馬場 房子 (有)山口製茶 ユタカ産業㈱

横山食品㈱ 𠮷田 章市 𠮷川 益夫 渡辺 幸子 蕨野 正紀

大隅地域                                         【匿名42件】

池之原硝子建材株式会社 10,000 井上商工(株)大隅営業所代表 北村 勝俊 3,000 岩川校区社会福祉協議会 5,520

岩川醸造株式会社 5,000 岩原くだもの店 3,000 宇都洋裁店 2,000
大隅建設協同組合 18,000 大隅地区民生委員児童委員協議会 41,000 大隅南校区社会福祉協議会 5,730
おろん市 2,747 おろんの会 7,309 かき小屋匠ちゃん 3,000
株式会社川原田工務店
代表者 谷口伸一郎 10,000 株式会社きかい村 3,000 株式会社 カクイックスウイング曽於サテライト 3,000

株式会社 津曲食品 5,000 (株)平成興産前屋敷 5,000 株式会社湯前 10,000
株式会社レストランおおすみ 3,000 株式会社 渡辺組 10,000 吉兆庵 牧  孔明 1,000
グループホーム
ぬくもりの里 5,000 グループホームふれあい館職員一同 3,000 グループホームふれあい館 5,000

さわ写真館 1,000 篠原水道(株) 代表 篠原  豊 3,000 しろやクリーニング 2,000

社会福祉法人おおすみ会
特別養護老人ホーム
おおすみ竹山園職員互助会

5,000
社会福祉法人おおすみ会
特別養護老人ホーム
おおすみ竹山園

5,000
社会福祉法人博寿会
特別養護老人ホーム
おおすみ苑

10,000

岩川小学校 9,901 大隅北小学校 6,009 大隅中学校 9,960
大隅南小学校 4,385 笠木小学校 2,297 月野小学校 5,304
恒吉小学校 3,344 田中合カギ店 3,000 中礼建設株式会社 10,000
月野校区社会福祉協議会 4,213 恒吉グラウンドゴルフ同好会 4,200 恒吉校区社会福祉協議会 3,450

恒吉校区社会福祉大会 3,428 久永自動車整備工場代表者 久永 武利 2,000 ホームドライ片岡代表者 片岡 久盛 3,000

福岡機工 3,000 ほっかほっか弁当 3,000 ミニデイあさひ会 6,263

やごろう農土家市 3,000 有限会社大隅建機サービス代表者 牧之瀬 光敏 3,000 有限会社曽於リース代表 大園  誠 2,000

有限会社 大隅ビコー 5,000 有限会社 金光建設 5,000 有限会社 北山商店 3,000
有限会社 三和運輸 10,000 （有）新村工業 3,000 (有)田脇自動車 5,000
有限会社 大成畜産 10,000 有限会社 ティア鹿児島 10,000 有限会社 仲吉新建材店 3,000
有限会社 浜田文宝堂 3,000 有限会社 八木運送 2,000 有限会社 山田自動車 1,000
有限会社 友信工業 3,000 社会福祉法人 太陽の子福祉会 岩川保育園 社会福祉法人 覚照福祉会 覚照こども園
伊㔟 重夫 4,213 伊㔟 リツ子 7,634 伊㔟 秀夫 1,000 稲員マサ子 1,000
漆間 純明 2,000 大高 良博 2,000 大村 和行 2,000 河合 玲奈 2,000
河南 ミホ 1,000 川﨑 安雄 5,000 黒岩 順子 1,000 逆瀬川節子 5,000
澁谷 伸一 3,000 瀬戸口 フミ子 3,000 能口  登 5,000 廣川 忠昭 3,000
藤田 道廣 2,000 前原 元六 1,000 牧田 鉄正 2,000 峯元 哲男 10,000
持留 新一 3,000 吉原 信良 2,000 吉村 忠文 2,000 吉峯 増美 3,000
米丸トミ子 3,000 より愛さかもとイベント募金 赤帽牧三運送 牧之瀬喜博 あけぼの食堂
味のゆうき エディオンおおすみ岩川店 医療法人 愛誠会 大久保事務所 大隅種苗 大隅北保育園
お菓子の上野 (株)スズキアリーナ大隅 代表取締役 萩元克久 株式会社タイヘイ 学校法人 愛光学園 大隅中央幼稚園
加藤内科クリニック 株式会社 吉川農園 川村美容室 口ノ町理容所 コインランドリーハッピー 琴冨士会 代表者 松木冨士子
税所農機具店 シバ巧芸 司法書士 桂勝博事務所 社会福祉法人 正心福祉会 正心保育園 旬の蔵 縁
末広クリーニング 杉永タイヤ商会 セブンプラザ岩川店 そお電化 曽於医師会立病院 多機能事業所曽らりす

津曲胃腸科整形外科病院 天理教岩川分教会 とうご鮮魚店 永田モータース 認定こども園かさぎ 特定非営利活動法人
しをんの会

二之宮畳企業組合 二之宮 登 畠田建設株式会社 原田家畜 医療サービス 馬場身体均整院 馬場 和美
ひら動物病院 代表 比良淳也 花田電気管理事務所 東理容店 美容室ESPERIGA 美容室HEARTS
福満清則製茶 FUNベーカリー＆カフェ 藤田石材 べんとう処宗正 ポーラ化粧品 岩川営業所
ホワイトクリーニング中原 森運送(有) やまのうち薬局 ヤングビーナス大隅 代表者 小田原弘 （有）アオキ畜産
(有)海野鉄工 有限会社 大隅自動車電機 有限会社 おおまち 有限会社サンズ・マインド薬局 (有)園田福祉サービス
有限会社 南谷総合保険サービス (有)原口薬局 弓削美容室 レストランかざぐるま 渡辺歯科クリニック 和田金物店
阿多 早苗 伊地知 田加子 市倉  誠 岩㟢  覚 川﨑 さよ子 木村 フミ
後藤 大志郎 新谷 瀧子 新屋 文 谷口よし子 中礼 美代子 中島  隆
東江 光次 平島 義仁 福留 辰男 松木 忠夫 松田 拓造 山下 峯雄


