
一関市に義援金・寄付金をお寄せいただいた企業・団体等一覧 （令和４年２月末日現在）

　※敬称を省略させて頂いております。掲載は五十音順です。

企業・団体名等 所在地 企業・団体名等 所在地

2011年憲法記念行事実行委員会 岩手県 ㈱エスタディオ 神奈川県

㈱アーネスト 埼玉県 ㈱Ｍ's Kitchen 東京都

アイタクシー互助会 岩手県 長田広告㈱　 愛知県・岩手県

青い地球の会 岩手県 踊りの会　七団体 岩手県

赤穂市 兵庫県 踊りの会　九団体 岩手県

アジアグループ東日本大震災支援の会 埼玉県 学校法人阿弥陀寺教育学園 千葉県

生駒市中地区自治連合会 奈良県 加東市 兵庫県

和泉市消防協力会 大阪府 Kawasaki　F.Com 岩手県

板川テレビ共同受信施設組合 岩手県 川崎町自治会連絡協議会 岩手県

一関医師会付属　一関看護専門学校 岩手県 ㈱門崎　いわて門崎丑　格之進 岩手県

一関医師会付属　一関准看護高等専修学校 岩手県 北区商店街連合会　青年部 東京都

一関一高26会 傘寿を祝う同期会 岩手県 共栄フード㈱ 岩手県

一関温泉郷協議会 岩手県 協同組合一関卸センター 岩手県

一関ガス㈱ 岩手県 きよみ野西自治会 埼玉県

一関合唱連合会 岩手県 きよみ野東自治会 埼玉県

一関華道協会 岩手県 吉良町 愛知県

一関カントリークラブ 岩手県 くにたち仲間による普段着の小さなコンサート 岩手県

一関国際ハーフマラソン大会実行委員会 岩手県 クラフト工房　Ｔ・Ｔ 岩手県

NPO法人いちのせき子育てネット「おやこ広場」 岩手県 ㈱グリーンナイス 岩手県

一関市川崎町女性協議会 岩手県 厳美18区 岩手県

一関市ゲートボール協会 岩手県 厳美産直協議会 岩手県

一関市ゴルフ協会　東山支部 岩手県 興栄通信工業㈱　興栄会 岩手県

一関市排水設備指定工事店会 岩手県 江東区 東京都

一関市東山芸術文化協会 岩手県 鉱物同志会 東京都

一関支部グラウンドゴルフ協会　会員一同 岩手県 公明党豊島区議団 東京都

一関商工会議所青年部 岩手県 ㈱ゴーショー 東京都

一関商工会議所青年部　東山支部 岩手県 国際医療福祉専門学校　千葉校 千葉県

一関市陸上競技協会 岩手県 ㈲古戦場商事 岩手県

一関信用金庫川崎信和会 岩手県 在京室根ふるさと会 東京都

一関世代にかける橋 岩手県 相模人形芝居　林座有志一同　 神奈川県

一関地域区長ＯＢ会 岩手県 札幌チャリティーロックフェスティバル 北海道

一関地区交通安全緑十字会 岩手県 佐藤金属工業㈱ 栃木県

一関地区保健推進委員 岩手県 ㈱サナ 埼玉県

一関地区労働者福祉協議会 岩手県 サロン・ド・オアシス 山口県

㈲一関中央交通 岩手県 三関第一民区 岩手県

一関東部土地改良区 岩手県 三立興産㈱ 愛知県

一関ふるさと会 東京都 ジェイ商事㈱ 岩手県

㈱市村製作所 山梨県 シダックス㈱ 東京都

㈱市村製作所　社員一同 山梨県 自民党幡豆郡支部吉良分会 愛知県

いっぷく会 岩手県 社団JB日本接骨師会 東京都

伊藤金属㈱ 東京都 昭和37年度大原中学校卒業生同級会 岩手県

祝い餅つき振舞隊 岩手県 ジョブカフェ一関　お仕事探検隊 岩手県

イワタボルト㈱ 東京都 信栄会 岩手県

岩手県市議会議長会 岩手県 新生ビル管理㈱ 岩手県

岩手県タクシー協会 一関支部 岩手県 新生ビル管理㈱　社員会 岩手県

岩手県立一関第二高等学校　演劇部 岩手県 ㈱新菱 福岡県

岩手日報一関広華会 岩手県 ㈱スガノ建設 岩手県

ウエーブロックホールディングス㈱ 東京都 巣鴨地蔵通り商店街振興組合第一支部 東京都

㈱Wash　Man 岩手県 砂川市 北海道

宇部マテリアルズ㈱販売店会 岩手県 清龍酒造㈱ 埼玉県

㈱永豊フーズ 岡山県
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関が丘夏まつり実行委員会 岩手県 西磐井国語教育研究会ＯＢ 岩手県

全国高等学校体育連盟体操部 徳島県 日新エアコンサービス㈲ 埼玉県

全国市議会議長会 東京都 ニットーハイ㈱ 岩手県

(財)全国市町村振興協会 東京都 日本医科大学　第一内科　東北げんてん会 岩手県

全国都市職員災害共済会 東京都 ㈱日本管財環境サービス 兵庫県

千住スプリンクラー㈱ 岩手県 日本共産党中央委員会 東京都

千住スプリンクラー㈱　従業員一同 岩手県 日本地ビール協会義援金口 兵庫県

千住電子㈱　従業員一同 岩手県 日本水工設計㈱ 宮城県

千厩まちづくり㈱ 岩手県 日本中国友好協会　一関支部 岩手県

千厩寄席の会 岩手県 日本電産コパル労働組合 岩手県

曹洞宗宗務庁 岩手県 日本郵政募金会「黄色いポスト募金」 東京都

曽慶第六福寿会 岩手県 農事組合法人　美の郷 岩手県

第22回社明チャリティー踊りの会実施委員会 岩手県 ㈲華 岩手県

第31回東磐井サマーコンサート実行委員会　 岩手県 花泉芸術文化協会 岩手県

㈱タイセイプラス 愛知県 花泉古代稲生産組合 岩手県

㈱タイセイプラス　従業員一同 愛知県 ㈱早川バルブ製作所 岐阜県

大東市 大阪府 林テレンプ㈱ 愛知県

大東市管理職会 大阪府 ビアザウルス 埼玉県・東京都

大東市議会 大阪府 東日本合唱祭顧問岸信介・浦和女声合唱団 岩手県・埼玉県

大東商工会議所 大阪府 ㈱日野屋本店 岩手県

大東町摺沢　沼田納税貯蓄組合 岩手県 福祉に架ける橋の会 岩手県

㈲高橋塗装店 岩手県 富士商事㈱ 東京都

㈱タケヒロ 愛知県 舞踊まつり21実行委員会 岩手県

㈱タケヒロ　従業員一同 愛知県 ふるさと花泉会 東京都

㈱竹弘化成 神奈川県 ㈱プロレスリングFREEDOMS 神奈川県

立川小談志後援会 埼玉県 本寺小学校児童会 岩手県

館山長生会 岩手県 真滝９区一同・真滝９区農家組合組合員一同 岩手県

多摩高度化事業協同組合 東京都 松川婦人会　コーラス部 岩手県

㈱多摩スプリング東北工場 岩手県 丸木自治会 岩手県

ダム・発電関係市町村全国協議会 東京都 まんまや 岩手県

㈱タムラ 東京都 水木流鶴升会 岩手県

㈱秩父興業 千葉県 ㈱三谷商会 東京都

中央薬局 岩手県 三菱電機㈱冷機システム製作所 和歌山県

天理教災害救援ひのきしん隊 奈良県 三菱マテリアル㈱ 東京都

東榮電化工業㈱ 岩手県 南岩手六輪倶楽部 岩手県

東北歌謡芸術協会 宮城県 ミュージカル平泉 岩手県

東北クラブバレーボール連盟 岩手県 民謡徳声会 岩手県

東北税理士会一関支部 岩手県 室根町折壁浜横沢支部婦人会 岩手県

㈱トータル・リユース　ドキドキ一関店 岩手県 山目三反田２区 岩手県

特別養護老人ホーム　関生園 岩手県 山目六釉会陶芸クラブ 岩手県

豊島区 東京都 油島上油田１区農家組合 岩手県

豊島区商店街連合会 東京都 油島中学校昭和35年3月卒業生 岩手県

㈱図書館流通センター 東京都 横澤歯科医院 東京都

ドンと市かわさき協同組合 岩手県 横浜縄文土器づくりの会 神奈川県

㈱トンボ運送 鹿児島県 吉川・室根交流会　吉川市職員有志一同 埼玉県

永井地区文化祭実行委員会 岩手県 吉川市議会議員互助会 埼玉県

長坂商店街協同組合 岩手県 ライオンズクラブ国際協会332-Ｂ地区 岩手県

長坂第７行政区自治会 岩手県 楽打会 岩手県

㈱中村バルブ製作所 新潟県 レストラン＆カフェ　プチ・フランセ 岩手県

ニコル・オ－トモビルズ合同会社 東京都 ㈱和広 東京都
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