
(福)カトリック名古屋教区報恩会　様 寄付金 九州労働金庫　様 図書

一般社団法人

生命保険協会　福岡協会　様
寄付金 西日本新聞民生事業団　様 図書カード

株式会社でんきのアズ　様 寄付金 日本出版販売㈱　様 書籍

川口　信之　様 寄付金
スタンダードブック

中川和彦　様
本

久留米第一法律事務所

髙峰　真　様
寄付金 毎日新聞西部社会事業団　様 図書券・ランドセル

社会福祉法人真愛の家

理事長　植松誠明　様
寄付金 西日本新聞民生事業団　様 めざまし時計・辞書

鈴木　みやこ　様 寄付金 石橋　知己　様 本

生命保険協会　様 寄付金 石橋　知己　様 映画チケット

聖霊愛児園　様 寄付金 (一財)福岡県退職教職員協会　様 チケット

匿名 寄付金 クロネコヤマト　様 コンサートチケット

西日本新聞民生事業団　様 寄付金 ㈱ダスキンサーヴ九州　様
サッカー観戦チケット

・ブランケット

日本カトリック児童施設協会

九州ﾌﾞﾛｯｸ長 富田美智子　様
寄付金 塩谷　恵美子　様 電動自転車

日本カトリック児童施設協会

中央委員会　様
寄付金 稲倉　美恵子　様 ピアノ

福岡県遊技業協同組合

九州労働金庫　様
寄付金 元職員 ヒーター

福岡県南仮設組合　様 寄付金 ほっともっと　様 DVD

明光学園 寄付金 榊原　康裕　様 ＰＣ・教材

森田　弥生　様 寄付金 株式会社グランド技研　様 かき氷機

㈱ヘイゾー　様 寄付金
㈱ENJOY ONE

吉田隼人　様 ・ 青木瀬令奈　様
ゴルフウェア

丸松セム株式会社　 八頭司会長 寄付金 田篭　敏　様 手編みセーター

小郡商工会青年部　様 お菓子・寄付金 福岡ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾎｰｸｽ株式会社　様 メセナギフト

ブタゴヤフィールド

サバイバルゲーム　愛好会一同　様
お菓子・寄付金 株式会社たかくら新産業　様

空間・布用

虫よけスプレー

太宰府ゴルフ倶楽部　様 日用品・寄付金 株式会社兵左衛門　様 お箸

カーブス

㈱エム・コーポレーション　様
寄贈品 門司　一徹　様 カード

こくみん共済coop　様 寄贈品 大刀洗町社協　様 傘・文房具

㈱ジェイストーム　様 寄贈品 福岡県薬品配置協会　様 絆創膏

福岡ロータリークラブ　様 アルコールジェル
筑前西部郵便局長会

会長　古賀　秀策　様
おせち

国際ロータリー第2700地区　様
アルコールジェル

・ハンドソープ
日本鏡餅組合　様 鏡餅

日本コカ・コーラ株式会社　様 消毒液 A-1LINK　様 お菓子

株式会社ワイティーエス　様 マスク BEAM　朝倉店　様 お菓子

株式会社NISHINO　様 絵本 TATUMIの会　会長　鷲尾　様 お菓子

㈱フルーベル館　様 絵本 福岡県遊技業協同組合　様 お菓子

　

寄付・寄贈品 寄付・寄贈品



株式会社 東海レジャー　様 お菓子

永田皮膚科

院長　永田正和　様
クリスマスケーキ

西日本新聞民生事業団　様 クリスマスケーキ

全国シャンメリー協同組合　様 シャンメリー

クリクラ筑後　様 カルピス

屋久島東部茶生産組合　様 屋久島産緑茶

九州アイスクリーム協会　様 アイスクリーム
（　順不同　）

(有)ダスカジャパン クァウテモック　様 チョコレート

九州納豆組合　様 納豆

ドーニファーム　児島　様 野菜

佐川急便株式会社　様 カップ麺

西日本鉄道株式会社　様 レジャー施設ご招待

株式会社ダスキンサーヴ九州　様 サッカー観戦ご招待

一般財団法人福岡県

退職教職員協会　様

宝塚歌劇

宙組公演ご招待

プロ野球ソフトバンクホークス観戦

（ヤフードーム）招待

・株式会社　トーホー　様

・公益財団法人　福岡県市町村振興協会　様

・ゴールドマンサックス証券株式会社　様

・ＵBS証券株式会社　様

・九州労働金庫　様

・ドイツ証券　株式会社　様

・損害保険ジャパン日本興亜株式会社　様

・ジュニパーネットワークス　株式会社　様

・バークレイズ証券　株式会社　様

・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社　様

イベント招待・ボランティア

寄付・寄贈品



白水　様 寄付金 株式会社　ベイクアケイク　様 おくるみ

稲富　様 寄付金 中山　様 布巾

山本　様 寄付金 佐々木　様 手作りスタイ

松田　様 寄付金 溝内　様 スタイ等

株式会社ジェイ・ストーム　様 寄付金 株式会社フレーベル館　様 絵本

退園児保護者　様 寄付金 音成　様 絵本

武藤　様 寄付金 株式会社　モリサワ　様 絵本

トータルサポート　金子　様 寄付金 横浜幸銀信用金庫　様 絵本

美鈴サンタ　様 寄付金・遊具等 門司　様 メッセージカード

一般社団法人　生命保険協会　様 寄付金・物品等 株式会社デイリー・インフォメーション九州　様 クレヨン

浦　様 寄付金・衣料 寺崎　様 ミルク

本郷　様 寄付金・卵 株式会社明治　様 ミルク

株式会社エブリバイト　様 マスク 江崎グリコ株式会社　様 赤ちゃんミルク

株式会社レノバ　様 マスク 東京イーグル　様 チルミル

株式会社　日本Ｍ＆Ａセンター　様 マスク ＪＡふくれん　様 ミックスジュース

一般社団法人100万人のクラシックライブ　様 マスク 日本ベビーフード協議会　様 ベビーフード

株式会社スターボール　様 マスク カーブス　様 フードドライブ

一般社団法人 日本台湾親善協会　様 マスク 田主丸ラーメン　白水　様 米

一般社団法人　ＡＰバンク　様 マスク ごんどう皮膚科　様 キウイフルーツ

福岡県保険医療介護部薬務課　様 マスク 西日本新聞民生事業団　様 クリスマスケーキ

三池　様 マスク 永田皮膚科　様 クリスマスケーキ

福岡ロータリークラブ　様 ハンドジェル 一般社団法人日本即席食品工業協会　様 即席麺

ＮＴＴ　様 ハンドジェル

株式会社エバーライフ　様 ハンドジェル等

福岡県福祉労働部児童家庭課　様 ハンドスキッシュ等

サラヤ株式会社　様 アルコールジェル 手あそびの会　様 縫物ボランティア

音伍繊維工業株式会社　様 アルコールウエット等 美和の会　様 縫物ボランティア

神港テクノス　様 次亜塩素酸水 和田　様 縫物ボランティア

日本コカ・コーラ株式会社　様 エタノール 廣田　様 縫物ボランティア

元職員 超音波加湿器 小加部　様 縫物ボランティア

石橋　様 コッシー椅子 聖母園　由留部　様 縫物ボランティア

元職員 歩行器 溝内　様 縫物ボランティア

髙村　様 服・歩行器他 井手　様 散髪ボランティア

田篭　様 服・玩具等 石井　様 散髪ボランティア

奥山　様 服・玩具 杜　様 通訳ボランティア

河原　様 ベビー服等 趙　様 通訳ボランティア

寺垣　様 衣類等 日野　様 ふれあいボランティア

匿名企業　様 遊具・ベビーカー等 （　順不同　）

福島　様 紙オムツ

Ｐ＆Ｇ　様 オムツ

株式会社　さとふる　様

　

寄付・寄贈品 寄付・寄贈品

イベント招待・ボランティア

プロ野球ソフトバンクホークス観戦

（ヤフードーム）招待



三嶋　様 介護用品 藤間喜久美　様 春の舞踊会ご招待

山口　様 介護用品 藤間喜久美　様 秋の芸能祭ご招待

宇美八幡宮　様 餅 福寿会　様 利用者卓上活動補助

髙宮　様 衛生用品 パイオニアーズ　様 クリスマス行事来園

川島豆腐店　様 ざる豆腐 舞踊ボランティア　様 舞踊クラブボランティア

藤井　様 牛乳 生花ボランティア　様 生花クラブボランティア

有田　様 衛生用品 九州大学ボランティアサークル　様 年末餅つき行事参加

稲富　様 衛生用品
（　順不同　）

日本即席食品工業協会　様 食品

中山　様 生花

元職員 車いす１台

簡牛　真理子　様 車いす２台

大成設備株式会社　様 車いす３台

ソフトバンクホークス
鷹の祭典

ユニフォームレプリカ

　

寄付・寄贈品 イベント招待・ボランティア



山見　キヨカ　様 寄付金 株式会社　ロジテム九州　様 クリスマスケーキ

上野　光代　様 寄付金 ソフトバンクホークス メセナギフト

太宰府ゴルフ俱楽部　様 寄付金 ソフトバンクホークス
鷹の祭典

ユニフォームレプリカ

福岡女学院中学校･高等学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　宗教部　様
寄付金 折鶴会　様

折り紙作品 ・

ビデオレター

西村　辰徳　様 寄付金 美和の会　様 壁面飾り

九州電保労　様 寄付金 大刀洗町ボランティア連絡協議会 手作りマスク

西日本民生事業団　様 クリスマスケーキ

西日本民生事業団　様 消耗品等

株式会社　ロジテム九州　様 ガーデンテーブル 9台

株式会社　ロジテム九州　様 フットバスバケツ 折鶴会　様 創作活動

株式会社　ロジテム九州　様 ビデオカメラ ナレーションサークル風　様 朗読・紙芝居・歌など

株式会社　ロジテム九州　様 デジカメ 美和の会　様 話し相手・散歩など

株式会社　ロジテム九州　様 スヌーズレン用物品 精華女子短期大学
話し相手・散歩・

きょうだい児支援など

株式会社　ロジテム九州　様 ｴﾌﾟｿﾝプリンター 純真短期大学 きょうだい児支援

株式会社　ロジテム九州　様 ヨガマット大　3枚 筑紫女学園大学
きょうだい児支援・

居場所支援など

株式会社　ロジテム九州　様 ヨガマット中　3枚 個人ボランティア（8名）
話し相手・散歩・居場所支援

きょうだい児支援・縫い物など

（　順不同　）

　

寄付・寄贈品 寄付・寄贈品

イベント招待・ボランティア

多くの企業・団体・個人の方々から

ご支援をいただいています。


