
2018年 3月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2018年 3月 1日～31日の期間に JOCS東京事務局と関西事務局への使用済み切手のご寄付を確認し、登録した団体名の一覧です。 

法人格の表記については省略形とさせていただいております。あらかじめご了解くださいますよう、お願いいたします。 

 

（一財）旭川市勤労者共済センター 

（学）阪急学園本部事務局 

（株）ＡＤＳムラカミ 

（株）F&Cホールディングス 

（株）IHI トレーディング 

（株）JM札幌サービスセンター 

（株）ＫＭＤ 

（株）ＮＩＰＰＯ栃木北出張所 

（株）NIPPO豊田出張所 

（株）T＆I 

（株）TT トレーディング 

（株）アールネクスト 

（株）アイエムシー 

（株）旭光製作所 

（株）アジャスト 

（株）アスコ大東 

（株）アストラカン・アドバタイジング 

（株）あすなろ函館支社 

（株）アズプラン 

（株）天彦産業 

（株）一条工務店 

（株）一門会 

（株）糸井樹脂制作所 

（株）エーティーシー 



（株）エステートナビ 

（株）エフ・エム・アイ 

（株）エルモ社 

（株）大栄 

（株）オーシン 

（株）大設工業 

（株）オオワダ 

（株）オキジツ船場 

（株）オルター・トレード・ジャパン 

（株）オレンジハウス 

（株）カサタニ 

（株）カナエ 新潟支店 

（株）カレッヂ 

（株）キャロット 

（株）グリム 

（株）クレアホーム 

（株）グレイス 

（株）クレオン 

（株）コーシンホーム 

（株）サガワ 大阪営業所 

（株）サプラ 福井支店 

（株）サンベルコ 

（株）昭和商会 

（株）大電社 

（株）泰明ハウジング 

（株）高馬鉄工建設 

（株）タカプラ 

（株）ダンロップゴルフスクール 

（株）テンダーラビングケアサービス 東京本社 



（株）ドウワ工業 

（株）中井組 

（株）中澤 

（株）名古屋エコール 三重営業所 

（株）ニッセイ シーエスティー 

（株）ニッセツ 

（株）ぱむ 

（株）ハヤブサ 

（株）ばんしょう東京支店 

（株）ぴーぷる 

（株）ヒカリシステム 

（株）フィニティ 

（株）フォーラム 

（株）フジ医療器 

（株）ブリッジ・エンジニアリング 

（株）ベイサイドテクノス 

（株）ベルーナ 

（株）松田平田設計大阪事務所 

（株）マテックス 

（株）水木機械製作所 

（株）ミヤケ 

（株）メガ 

（株）メタルワン 

（株）メタルワン 

（株）ヤマシタワークス 

（株）山徳商会 

（株）レイシャス 

（株）ワーコム 

（株）ワタナベ楽器店 



（株）伊藤商店 

（株）伊予銀行本店 広報 CSR室 

（株）協和設備 

（株）空気清浄機サービス 本社 

（株）啓和運輸 所沢営業所 

（株）経済界 

（株）甲興産 

（株）三興社 

（株）守谷商会神戸営業所 

（株）証券保管振替機構 

（株）垂水未来創造商社 

（株）正文舎 

（株）石井興業  

（株）石川産業 

（株）石澤研究所 

（株）仙台ナーセリー 

（株）相沢製作所 

（株）大島寅次郎商店 

（株）都市環境エンジニアリング 

（株）東海理化クリエイト 

（株）東邦 

（株）日研 

（株）日本ケアリンク 

（株）日本スーパーヒート 

（株）日本著作権輸出センター 

（株）日陸 

（株）八千代銀行登戸支店 

（株）飯田機械産業 

（株）富士通マーケティング  



（株）富士通マーケティング 東京ＦＳ 東京西 ＣＳ課 

（株）北陸銀行大徳支店 

（株）北陸銀行東京支店 

（公財）海外日系人協会 

（公社）日本産業退職者協会 

（公社）四日市法人会 婦人部 

（公社）沼津法人会女性部会 

（公社）世田谷法人会 

（公社）仙台北法人会 

（公社）函館法人会 

（公社）富山県善意銀行 

（財）長崎友の会 

（財）東京私立中学高等学校協会 

（財）日本コアコンディショニング協会 

（社）埼玉県法人会連合会 

（社）相模原青色申告会 

（社）日本女子大学教育文化振興桜楓会 

（社）日本免震構造協会 

（社）日本薬局協励会 

（社）日本薬局協励会 

（社会福祉法人）湯沢市社会福祉協議会 

（社福）豊田市社会福祉協議会 

（有）アミティ 

（有）伊藤鉄工所 

（有）化成品商事 

（有）ジパング・プロジェクト 

（有）信誠外装 

（有）ゼロワンワークス 

（有）大谷屋酒店 



（有）地球堂 

（有）田川精機 

（有）不二越総合保険事務所 

ＡＤＥＫＡｸﾘｰﾝエイド（株） 

ＡＧＣファブリテック（株） 

ＣＫＤ（株） 

ＦＣＡジャパン（株） 

ＦＣＡジャパン（株） 

Ｇテリア（株）東北支社 

IUK IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター 

ＪＡ東京むさし牟礼支店 

ＪＳＡ中核会広島支部 

ＪＳＲトレーディング（株） 名古屋支店 

ＪＴＢスーベニアアンドフォトセンター 

ＪＴＢスーベニアアンドフォトセンター 

ＭＡＲＩＥ ＦＡＣＴＯＲＹ 

ＮＡＰＩＸグループ 

NE コンサル（株） 

ＮＰＯ法人 ヌジュミ 

NPO法人でんでん宮城いきいきネットワーク 

ＮＳＳＢマテリアル（株） 

NTT河南 OB会 

POOLE社会ボランティアの会 

ＳＢＩ損害保険（株） 

TOSエンタープライズ 

アウディジャパン販売（株） Audi大阪中央サービスセンター 

あおぞら司法書士事務所 

赤穂中央病院 

浅井産業（株） 



アスカオフィスサービス（株） 

アズビルトレーディング（株） 大阪支店 

篤友会リハビリテーションクリニック 

尼崎市ボランティアセンター 

アルインコ（株） 

アルフレッサメディカルサービス（株）オフィスサポートセンター 

イーデザイン損害保険（株） 

飯山高校 

イエス福音教団綾瀬教会 

イエス福音教団東京教会 

イオンクレジットサービス（株） 

泉佐野地球交流協会 

出雲市社会福祉協議会 多伎支所 

伊藤忠エネクスホームライフ西日本 

イワキ（株） 

いわき国際交流協会 

インターナショナルバイブルフェローシップ 

インターファーム（株）知床営業所 

インマヌエル聖宣神学院キリスト教会 

インマヌエル中目黒教会 

因幡電機産業（株） 

ヴォーリズ学園 

浮羽ライオンズクラブ 

宇野酸素（株） 

宇摩医師会 

エイ・ジー・サービス（株） 

永和信用金庫 長田支店 

エクレ（株） 

エヌ・ティ・ティ エムイーサービス 



愛媛銀行 内子支店 

愛媛県東予地方局 

エム・アイ・エス テクノロジー（株） 

オーエムネットワーク（株） 

オーケー食品工業（株） 

大阪家庭少年友の会美化保護者支援委員会 

オーサカゴム（株） 

大阪自彊館 

大阪市職業リハビリテーションセンター 

大阪信愛女学院小学校 

大阪すみのえライオンズクラブ 

大阪電業協会 

大阪友の会 

大阪東淀ライオンズクラブ 

大阪府障害者福祉事業団 

大阪母子医療センター 

大阪大和川ライオンズクラブ 

大崎ライオンズクラブ 

大杉製薬（株） 

大野郵便局 

岡山県退職公務員連盟 岡山南支部 

おひさま倉賀野保育園 

オプアーツプリント（株） 

オホーツク網走農業協同組合燃自課卯原内店 

オムロン（株） 

香川県東部地区郵便局長夫人会 

春日荘聖マリア幼稚園 

春日ボランティアセンター 

片山ナルコ（株） 



勝浦キリスト・バプテスト教会 

学校法人ヴォーリズ学園 

学校法人大屋学園関西社会福祉専門学校 

カトリック長府教会 

カトリック時津教会 

カトリック衣笠教会 

カトリック元町教会 

カトリック水島教会 

カトリック大磯教会 

カトリック北浦和教会 

カトリック北仙台教会 

カトリック北町教会 

金沢市スポーツ事業団 

神河町立神河中学校 

祇園カトリック教会 

汽罐部品製造（株） 

北興化学工業（株） 岡山工場 

キャタピラーイーストジャパン（株）埼京営業所 

京都友の会 

京都府医師婦人会 

協和プレス工業（株） 

金生第一小学校 

草津カトリック幼稚園 

クラリオン（株）本社・技術センター 

栗原工業（株） 

グループ『ぽけっと』 

クレスト（有） 

グローバルピッグファーム（株） 

ケアハウス保月の郷 



ケミ・コム・ジャパン（株） 

香芝市切手ボランティア 

高知市立春野中学校 

高知友の会 

甲南病院 

神戸教会 

神戸市看護大学 

五色町商工会女性部 

小太郎漢方製薬（株） 

コネクシオ株式会社 

こばと幼稚園 

小林聖心女子学院 

小原流 

コファスジャパン信用保険会社 

サークル虹 

さいたま市立西浦和小学校 

サクサ（株） 

サンエス護謨工業（株） 

ジェイフィルム（株） 

ジェイ‐ワイテックス（株） 

鹿助荘 

鹿田良美税理士事務所 

四国地方会徳島東部夫人会 

四国地方会徳島東部夫人会 

清水建設（株） 

市民生活協同組合ならコープ 

ジャパンウェルネス（株） 

城南小学校 PTA 

昭和パックス（株） 大阪支店 



城東区老人クラブ連合会 

新興機械貿易（株） 

末広産業（株） 

スガノ（株） 

鈴木商店 

セイコー自動車 

聖母の家学園 

ゼオン化成（株） 

セコム工業（株） 

摂津市ボランティアセンター 

セノー株式会社 

全国大学生活協同組合連合会旅行センター 

千如寺大悲王院 

ソニーストレージメディアマニュファクチャリング（株） 

ソニー損害保険（株） 

大栄環境（株） 

大建コンクリート（株） 

ダイダン（株）横浜支店 

ダイダン（株）関東支店 

ダイダン（株）名古屋支社 

大同生命保険（株） 

大同生命保険（株） 

太陽汽船（株） 

大和ハウス工業（株） 愛媛支店 

大和ハウス工業（株） 久留米支店 

大和ハウス工業（株） 堺支社 

大和ハウス工業（株） 神戸支社   

大和ハウス工業（株） 姫路支店  

高石市エイフボランタリーネットワーク 



高砂市社会福祉協議会 

高槻市シニアクラブ連合会 

高槻聖マリア教会 

高松市立川岡幼稚園 

竹中幼稚園 

丹後中央ライオンズクラブ 

中国繊維工業（株） 

チューリッヒ保険会社 

つかこンち 

デイモン・ワールド・ジャパン・インク 

ドイツ語学院ハイデルベルク 

東海医療福祉専門学校 

東京海上日動火災保険（株） 岐阜支店 

東邦化学工業（株） 名古屋支店 

同友大阪運輸事業協同組合 

東洋化成工業（株） 

豊岡市社会福祉協議会 

鳥居薬品（株） 

長崎女子商業高校 

ナガセケミカル（株） 

長浜ユネスコ協会 

中村・平井・田邉法律事務所 

名古屋エアケータリング（株） 

奈良セントラルライオンズクラブ 

奈良友の会 

虹の会 

西宮教会 

西宮友の会 

ニチレキ（株） 長崎営業所 



日新工業（株） 

日鉄住金物産（株） 中国支店 

日本イエス・キリスト教団岡南教会 

日本キリスト教団阿倍野教会 

日本キリスト教団久留米東町教会 

日本キリスト教団東郷教会 

日本キリスト教団長岡京教会 

日本キリスト教団大和郡山教会 

日本キリスト教団若松浜ノ町教会 

日本赤十字社 

日本ピラー工業（株） 三田工場 

日本ホーリネス教団神戸教会 

能美防災（株） 

延岡草の美会 

パーフェクトリバティー教団総合事務所 

パーフェクトリバティー教団総合事務所 

八栗シオンキリスト教会 

ハロースタンプ 

斑鳩町観光協会 

ビーエスティ・エルトロマット・ジャパン（株） 

東野＆松原＆中山法律事務所 

光和精鉱（株） 

広島女学院中学校 

広島平和文化センター 

広島平和文化センター 

広友商事（株） 

ファイブそっくす 

フィッシュはぎわら きときと 

フィリップモリスジャパン 



フェリス女学院中学校･高等学校 

福岡市立若久特別支援学校 

福島工業（株） 岡山支店 

福津市地域婦人会 

福山アライアンス教会 

フジテック（株） 

ふれあいサロンとみざわ 

フレーザー幼稚園母の会 

平安女学院大学附属幼稚園 

細田工業（株） 

ホソダ不動産（株） 

ホテル・ザ・ルーテル 

ボランティアグループ婦人会 

ボランティアサークルすみれ会 

ぽれぽれ 

毎日放送 

毎日放送 

前田食品（株） 

松浦市立今福中学校 

松江北堀教会 

マツオカ建機（株） 

松尾電機（株） 

末日聖徒イエス・キリスト教会 

丸茂電機（株） 大阪営業所 

マルヤマエクセル（株） 

マンションマネージメントサービス（株） 

まんとみ幼稚園かもめ会 

ミード 

三重液化ガス（株） 



御影教会 

三菱商事建材（株） 関西支店 

南タクシー（株） 

宮崎県国際交流協会 

武庫之荘カルチャースタジオ 

村井工業所 

明治安田生命保険 福岡支社 

明治安田生命労働組合 

明治安田生命労働組合 福岡支部 

めばえ幼稚園 

森カフェ 

八代市障がい者支援課 

安野産業（株） 広島支店 

宿毛ロータリークラブ 

大和ランテック（株） 中部支店 

大和リース（株） 姫路支店 

ヤンマーエネルギーシステム（株）東京支社 

湯梨浜町商工会 

横河ソリューションサービス 関西支社 

ヨシダ倉庫（株） 

淀川ライオンズクラブ 

米子市立崎津小学校 

ライカマイクロシステムズ（株） 

ライズシステム（株） 

洛東耳鼻咽喉科 

リック（株） 

立命館大学 

ルネサンス大阪高等学校 

老人ホーム国富荘 



ワタナベフーマック（株）関東事業部 

旭川友の会 

旭洋（株）東京本社 

伊勢原市役所 

衣笠病院 

医療法人 瀬川病院 

医療法人亀岡病院 

医療法人社団 草生会上原クリニック 

医療法人社団欅会 東大和南街クリニック 

井口建設（株） 

一般社団法人日本絹人繊織物工業組合連合会 

稲毛海岸教会 

宇部友の会 

宇和島友の会 

烏山眼科医院 

浦和ルーテル学院 

浦和福音自由教会 

栄総合法律事務所 

益子町女性団体連絡協議会 

奥野製薬工業（株） 

横須賀市役所 

横須賀友の会 

横浜ケミカル（株） 

横浜英和学院小学校 

横浜港南スポーツセンター 

横浜市中スポーツセンター 

横浜市福祉サービス協会 

横浜保護観察所 

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 



横浜保護観察所小田原駐在官事務所 

岡谷鋼機（株）東京本店 

岡谷鋼機（株）東京本店 

下妻市社会福祉協議会 

加藤理研工業（株） 

加美町立中新田小学校 

河崎運輸機工（株） 

花王（株） 

花巻商工会議所女性会大迫支部 

花澤電装株式会社 

学校法人さつき幼稚園 

学校法人愛国学園高等学校 

学校法人横浜英和学院青山学院横浜英和中学高等学校 

学校法人阪急学園 

学校法人福音学園 福音幼稚園 

学習院女子大学 

笠間砕石 

株式会社 カプコン 

寒河江キリスト教会 

寒川キリスト教会 

丸金パイプ（株）和歌山営業所 

岩手県民主医療連合会 

久が原教会婦人の会 

久慈ライオンズクラブ 

宮城県立田尻さくら高等学校 

宮城利府掖済会病院 

京王八王子クリニック 

共和商事（株） 

協栄ゴードー（株） 



玉島ロータリークラブ 

隅田化学（株） 

串木野ライオンズクラブ 

熊本火の国ライオンズクラブ 

熊本中央ライオンズクラブ 

熊本友の会 

群馬県高等歯科衛生士学院 

郡山東ライオンズクラブ 

経堂北教会 

見附市役所 

元浦河教会 

光塩女子学院幼稚園 

幸手市子ども会育成連絡協議会 

広島会計事務所 

弘前学院聖愛中学高等学校 

江別友の会 

溝の口キリスト教会 

甲陽物流（株） 

荒木行政書士・社労士事務所 

高杉保育園 

国際ソロプチミスト倉吉 

根室市赤十字奉仕団 

佐倉聖書バプテスト教会 

佐藤工業（株）北陸支店 

佐伯更生保護女性会 

佐野国際特許事務所 

崎浦ボランティアの会 

札幌佐々木畜産（株） 

札幌市西区第２地域包括支援センター 



札幌南十一条郵便局 

三井住友ファイナンス&リース（株）東京本社 

三井住友海上火災保険（株） 

三井住友海上火災保険（株）鳥取 SC 

三井物産アグロビジネス（株） 

三井物産スチール（株） 

三機パートナーズ（株）本店 

三国産業（株）北陸営業所 

三鷹バプテスト教会 

三菱鉱石輸送（株） 

山形県立庄内総合高等学校 JRC部 

山形市文化振興事業団 山寺芭蕉記念館 

山口県合唱連盟 

山根海運（株） 

山辺町更生保護女性会  

四日市教会 

四日市市立内部小学校 

市川八幡キリスト教会 

志村バプテスト教会 

慈誠会前野病院 

鹿児島船舶（株） 

鹿追町立鹿追中学校  

室蘭北斗ライオンズクラブ 

室蘭友の会 

社会医療法人社団沼南会 沼隈病院 

社会福祉協議会 

社会福祉法人 岩内町社会福祉協議会 

社会福祉法人エンゼル福祉会越谷なごみの郷 

社会福祉法人上山市社会福祉協議会 



社会福祉法人聖光学園 

社会福祉法人砺波市社会福祉協議会 

収集グループ あさがお会 

秀栄ウエルネス（株） 

住商メタレックス（株）北海道営業所 

住電商事（株） 

住友不動産シスコン（株） 

住友林業（株）つくば支店 

住友林業（株）池袋支店 

渋谷労働基準協会 

出雲今市教会 

小樽ライオンズクラブ 

小田原籠清 

昭和リース（株） 

昭和大学病院  

松戸友の会奉仕係 

松阪市ボランティアセンター 

沼津友の会 

上市町善意銀行 

城北食品（株） 

新潟キワニスクラブ 

新居浜友の会 

新興プランテック（株） 

新生紙パルプ商事（株） 

新田キリスト教会 

新日本化学工業（株） 

新日本法規出版（株） 

真岡市立西田井小学校 

神戸保護観察所 



神奈川トヨタ自動車（株） 

神奈川県赤十字血液センター 湘南事務所 

神奈川生協ＣＯＯＰ白山道店 

進和ラベル印刷（株）庄内支店 

水戸友の会公共係 

水澤化学工業（株） 

水澤化学工業（株） 

瑞浪市社会福祉協議会 

世田谷区立上北沢小学校 

盛岡市斎場やすらぎの丘 

聖ルカ礼拝堂 

青森はまなすライオンズクラブ 

青梅幼稚園 

静岡若葉幼稚園 

静岡友の会 

税理士法人 連合会計事務所 

税理士法人 連合会計事務所 

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

税理士法人東京経営 

石川ライオンズクラブ 

積水ハウス（株）西東京 CC 

積水ハウス（株）西東京ＣＣ 

積和不動産（株）東京事業部 

積和不動産中部（株） 

仙建工業（株） 

仙台家庭裁判所少年調査官室 

千代田電子工業（株） 

千葉県印旛沼下水道事務所 

川崎戸手教会 



川崎市立宮崎小学校ＰＴＡ 

川崎市立有馬中学校 

泉バプテスト教会いづみ幼稚園 

前田建設工業（株） 

全国共済農業協同組合連合会千葉県本部 

全日本空輸（株）健康管理センター 

双日建材（株） 

倉敷マリア・インマクラダ幼稚園 

捜身女学校ＹＭＣＡ 

相模みのり幼稚園 

足立区立足立入谷小学校 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 

損害保険ジャパン日本興亜（株） 新潟支店長席 

損害保険ジャパン日本興亜（株）静岡支店 

多摩友の会 

太白区障害者福祉協会 

太陽生命保険（株）東京支社 

台東区立忍岡中学校 

大井バプテスト教会 

大磯キリスト教会  

大宮見沼ケアセンターそよ風 

大樹町社会福祉協議会大樹町老人クラブ連合会女性部 

大森めぐみ教会教会学校 

大成機工（株） 

大村市医師会  

大村市体育教会 

大地ホーム（株） 

大町舞鶴クラブ 

大津鉄工（株） 



大平洋金属健康保険組合 

大和ハウス工業（株） 

大和ハウス工業（株）つくば支社 

大和ハウス工業（株）横浜支社 

大和ハウス工業（株）厚木支店 

大和ハウス工業（株）湘南支店 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

滝之台電機（株） 

瀧口木材（株） 

地球市民フェスタ実行委員会事務局 

池袋聖公会 

中央西まちづくり推進委員会 

中華航空 

中武昭夫税理士事務所 

銚子中央保育園 

長津田キリスト教会 

長野県電機商業組合 

長野友の会 

津ユネスコ協会 

天草本渡ライオンズクラブ 

田園調布教会社会委員会 

田中建設（株） 

田島ルーフィング（株） 

東リ（株）横浜営業所 

東亜建設工業（株）東北支店 

東映ビデオ（株） 

東京トヨペット（株） 

東京化セン（株）東京リビング（株） 

東京海上日動調査サービス（株） 



東京慈恵会医科大学 寿恵会 

東京第一友の会公共係 

東京都立青鳥特別支援学校 

東芝プラントシステム（株） 

東北岡谷鋼機（株） 

東北学院大学 泉キャンパス 

湯沢秋田ライオンズクラブ 

藤の会 

特定非営利活動法人さぽさん 

独立行政法人 鉄道建設･運輸施設整備支援機構 青森工事事務所 

独立行政法人 東京山手メデイカルセンター 

独立行政法人水資源機構沼田総合管理所 

栃木県県北健康福祉センター 

栃木県立足利清風高等学校 

南山幼稚園 

南相木村役場 

南日本酪農協同株式会社 

楠税理士事務所 

二本松ライオンズクラブ事務所 

日新火災海上保険（株） 

日清医療食品（株）横浜支店 

日西物流（株）仙台営業所 

日東化学産業（株）本社 

日東化工（株） 

日本アドバンス・テクノロジー（株） 

日本イエスキリスト教団新座教会 

日本キリスト改革派 川越教会 

日本キリスト改革派大宮教会 

日本キリスト教団 松戸教会 CS 



日本キリスト教団 大船教会 

日本キリスト教団 豊沢教会 

日本キリスト教団 輪島教会 

日本キリスト教団 ひばりが丘教会 

日本キリスト教団 札幌琴似教会 

日本キリスト教団 水戸教会使用済み切手係 

日本キリスト教団横須賀小川町教会 

日本キリスト教団鎌倉雪ノ下教会 

日本キリスト教団甘楽教会 

日本キリスト教団京都丸太町教会 

日本キリスト教団御坊はこぶね教会 

日本キリスト教団紅葉坂教会 

日本キリスト教団三島教会 

日本キリスト教団小金井教会 

日本キリスト教団村上教会 

日本キリスト教団東所沢教会 

日本キリスト教団浜松教会 

日本キリスト教団武蔵豊岡教会 

日本キリスト教団武蔵豊岡教会 

日本トーカンパッケージ（株） 

日本ドライケミカル（株）関東支店 

日本バプテス連盟山形キリスト教会 

日本バプテス連盟山形キリスト教会 

日本基督教団 熊谷教会 

日本基督教団 江戸川教会 

日本基督教団 横浜大岡教会 

日本基督教団 岩本教会 

日本基督教団 四日市教会 

日本基督教団 神奈川連合長老会 小田原十字町教会 



日本基督教団 翠ヶ丘教会 

日本基督教団 成瀬が丘教会 

日本基督教団 青山教会 

日本基督教団 藤沢教会 

日本基督教団 南町田教会 

日本基督教団茅ヶ崎教会 

日本基督教団桜新町教会 

日本基督教団三崎町教会 

日本基督教団常磐教会 

日本基督教団秩父教会 

日本基督教団藤沢北教会 

日本証券業協会 

日本聖公会 福井聖三一教会 

日本赤十字社群馬県支部 

日本赤十字社群馬県支部 

日本赤十字社静岡県支部 

日本同盟基督教団 徳丸町キリスト教会 

日本道路（株）宇都宮営業所 

日本福音ルーテル蒲田教会 蒲田ルーテル幼稚園 

日本放送労働組合東北支部 

日本郵便（株）亀田郵便局 

日本郵便（株）今治郵便局 

日本郵便（株）秋田中央郵便局 

日本郵便（株）新潟中央郵便局 

日本郵便（株）新潟南浜通郵便局 

日本郵便（株）新潟物見山郵便局 

日本郵便（株）東予郵便局 

日本郵便（株）函館宝来郵便局 

日本労務研究所 



日野キリスト教会 

熱海市生涯学習課 熱海国際交流協会 

白井興業（株） 

函館保護観察所 

八戸うみねこライオンズクラブ 

八戸うみねこライオンズクラブ 

八戸ライオンズクラブ 

八百津町社会福祉協議会 

飯塚ライオンズクラブ 

品川べテル教会 

富山友の会 

富士金網工業（株） 

富士電機（株）北海道支社 

扶桑工業（株） 

福島愛隣幼稚園 

平成筑豊鉄道（株） 

平塚友の会 

米沢市役所 

米沢青申会 

宝管理（株） 

豊橋善意銀行 

豊府小学校 

豊米市社会福祉協議会 中田支所 

防衛大学校 

北海道新聞社 本社 

北海道大学医学研究院 

北海道富士電機（株） 

北海道留萌振興局 

北斗精機（株） 



北名古屋市立師勝西小学校 

毎日興業（株） 

枕崎ライオンズクラブ 

明治安田生命保険相互会社 新さっぽろ営業所 

明治安田生命労働組合 

明治安田生命労働組合 仙台支部 

明治安田生命労働組合盛岡支部 

明治生命労働組合郡山支社 

明商（株）東京支店 

明電システムソリューション労働組合 

目黒原町教会 

揖手自動車 

有限会社 プロテック 

郵雪会南後志支部 

郵便局（株）新潟中郵便局 

郵便局（株）八雲郵便局 

余市ライオンズクラブ 

様似町婦人ボランティア・アポイ 

酪農学園大学 キリスト教教育委員会 

林田行政書士事務所 

六角橋教会  

和泉福音教会 

偕成社 

欅台中学校 

濱本木材（株） 

頌栄同窓会奉仕部 

栁津ライオンズクラブ 


