
谷口　則子　様 玩具 豚小屋フィールド　様 寄付金

A-1LINK　様 お菓子 株式会社　兵左衛門　様 お箸

有限会社ﾀﾞｽｶｼﾞｬﾊﾟﾝ ｸｧｳﾃﾓｯｸ　様 お菓子 永田皮膚科　院長　永田正和　様 クリスマスケーキ

吉田　春男　様 装飾品 AZ電気　様 お菓子

朝倉商工会議所青年部

黒木普吾　様
お菓子 一麦寮　様 いちご

韓国家庭料理・焼肉

鄭家　コムタン　様
チヂミ 株式会社　濱田建設工業　様 ぬいぐるみ

匿名 寄付金 株式会社　日本文教社　様 絵本・漫画

NPO法人　いるか　様 お菓子 JETBOOK作戦 代表 山内ゆな　様 書籍・絵本

株式会社フレーベル館

代表取締役社長　吉川隆樹　様
絵本 小嶋　忍　様 衣類

株式会社UYEKI　様 除菌スプレー 株式会社　ヘイゾー　様 寄付金

マルキン食品㈱　九州納豆組合　様 納豆
西日本新聞民生事業団

大宰府ゴルフ倶楽部　様
寄付金

九州アイスクリーム協会

理事長　山本雅文　様
アイスクリーム 毎日新聞西部社会事業団　様

ランドセル

図書カード

たつみの会一同　様 クッキー 西日本新聞民生事業団　様 寄付金

椛島　一郎　様 カルピス 加世田　学　様 寄付金

福岡児童家庭課　様 サラヤ アルコール 岩本　光弘　様 書籍

萩本　憲次　様 寄贈品

株式会社LANDY　様 寄贈品

福岡県医薬品配置協会　様 絆創膏

小島　裕子　様 衣類 西日本鉄道株式会社　様 レジャー施設ご招待

NPO法人生活支援機関ALL

代表理事　坂本慎治　様
書籍・絵本

八頭司　正典　様 寄付金

佐藤　守義　様 さつま芋

(株)プレッシングス　様 シール

全国シャンメリー共同組合　様
シャンメリー

1ケース(20本入り）

福岡県南仮設組合　様 寄付金

HOTTO MOTTO　様 DVD

一般社団法人　生命保険協会　様 寄付金

日本鏡餅組合　様 鏡餅

西日本新聞民生事業団　様 クリスマスケーキ

稲富　憲朗　様 寄付金

一般社団法人

ライフフィールド自立支援基金　様
図書カード

（　順不同　）

プロ野球ソフトバンクホークス観戦（ヤフードーム）招待

・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

寄付・寄贈品

イベント招待・ボランティア

　

寄付・寄贈品



音成　様 絵本 前田　様 衣類他

横浜幸銀信用組合　様 絵本 大場　様 衣類他

退職職員 絵本 古賀　様 衣類他

退職職員 絵本 小川　様 衣類他

職員 チャイルドシート 退園児保護者　様 衣類他

退園児保護者　様 チャイルドシート他 聖ヨゼフ園利用者ご家族　様 衣類他

匿名　 チャイルドシート他 退園児保護者　様 衣類他

美鈴サンタ　様 寄付金 退職職員 赤ちゃん椅子

一般社団法人　生命保険協会　様 寄付金 株式会社ＬＡＮＤＹ　様 赤ちゃんめんぼう

白水　様 寄付金 和田　様 エプロンシアター

職員家族 寄付金 ごんどう皮膚科　様 キウイフルーツ

浦　様 寄付金他 永田皮膚科医院　様 クリスマスケーキ

吉浦　　様 寄付金他 西日本新聞民生事業団　様 クリスマスケーキ

Ｐ＆Ｇ　様 手指消毒剤 日本ベビーフード協議会　様 ベビーフード

サラヤ株式会社　様 手指消毒剤 株式会社　明治　様 粉ミルク

正連寺　様 ベビーシート 本郷　様 卵

正蓮寺　様 ベビーシート 上野　様 ペパーミント

職員 おもちゃ

退職職員 おもちゃセット

門司　様 織雛・窯出兎雛他

公益社団法人　母子健康推進会議　様 紙おむつ 手あそびの会　様 縫物ボランティア

田篭　様 玩具・電化製品他 美和の会　様 縫物ボランティア

思いやり活動まるごみ薩摩本部

実行委員会　様
クマのぬいぐるみ 廣田　様 縫物ボランティア

株式会社ジェイ・ストリーム　様 七五三　助成金 小加部　様 縫物ボランティア

職員親戚 乗用玩具 和田　様 縫物ボランティア

職員 女児用傘2本 陶山　様 壁かざり作成

株式会社　華蓮　 様 スタイ・スプーン 井手　様 散髪ボランティア

久留米生花商組合　様 生花 古川　様
マッサージ（パラフューズ）

ボランティア

佐々木　様 手作りスタイ

中山　様 手作り布巾他

坂本　様 手作りベビーミトン

退職職員 ニューブロック

有限会社グローバルアーキュティクト　様 バウンサー

職員知人 ポケットティッシュ

（　順不同　）

コロナウイルス感染の影響を考慮し、中止

イベント招待・ボランティア

寄付・寄贈品

プロ野球ソフトバンクホークス観戦

（ヤフードーム）招待

　

寄付・寄贈品



株式会社　ロジテム九州　様
キャノン
PowerShot SX420 上野光代　様 寄付金

株式会社　ロジテム九州　様 SINGER 電動ミシン 折鶴会　様
壁面飾り

（お花の折紙作品）

株式会社　ロジテム九州　様 アクリルパーテーション 美和の会　様
壁面飾り

（お花の折紙作品）

株式会社　ロジテム九州　様 クリスマスケーキ 笠井圭子　様（個人ボランティア） 壁面飾り（鯉のぼり）

西日本民生事業団　様 消耗品等 笠井圭子　様（個人ボランティア） 壁面飾り（ハロウィン）

匿名 クリスマスケーキ 笠井圭子　様（個人ボランティア） 壁面飾り（福笑い）

西日本民生事業団　様 寄付金

ソフトバンクホークス　様
鷹の祭典ユニフォーム

（レプリカ）

ソフトバンクホークス　様
メセナセット

（タオル・マスク・ペン等）

イオン九州株式会社　様 マスク 小河　紀子　様 寄附金

九州納豆組合　様 納豆 宇美八幡宮　様 鏡餅

冨永恵美子　様 寄付金 （　順不同　）

　

寄付・寄贈品（聖ヨゼフ園） 寄付・寄贈品（聖ヨゼフ園）

寄付・寄贈品（篠原の里）

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。


