
2019年3月　使用済み切手のご協力団体一覧

2019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）日本ノーリフト協会

（一社）ＰＯＯＬＥ　社会ボランティアの会

（社福 ）サンフェニックス

（株）　TIホールディングス

（株）　イチネン

（株）IHIトレーディング

（株）ＪＡＬ－ＤＦＳ

（株）JHC大阪

（株）ＪＴＢ情報システム

（株）NIPPO豊田出張所

（株）ＲＥＭＩＸ

（株）ＳＢＪ銀行

（株）ＺＩＰ-FM

（株）アイ・ライティング・システム

（株）アイセン

（株）アグレックス

（株）アトラス神戸

（株）イシダ静岡営業所

（株）イトーキ　関西工場

（株）ウィズワン

（株）エス･ピーパック

（株）エルメックス

（株）オーテック

（株）カイタックホールディングス

（株）カプコン

（株）キャリアデザイン・コム



（株）クボテック

（株）グローバル

（株）ケイ・オフィス

（株）ケイハイ

（株）サーベイリサーチセンター沖縄事務所

（株）サガワ　大阪営業所

（株）シズケン静岡工場

（株）ゼロファーストデザイン

（株）タカプラ

（株）つくし工房

（株）トーエイ

（株）トーコースイッチ製作所

（株）トーヨー施工サービス

（株）トップエステート

（株）中澤

（株）ながせ

（株）ハンシン建設　千船事務所

（株）ふくみや

（株）フジ医療器

（株）プルータス　諏訪支店

（株）ブルーボックス

（株）フレンドリー

（株）ホロンシステム

（株）ミタ・コーポレーション

（株）ミヤケ

（株）メイサービス

（株）メタルワン

（株）メタルワン　ボランティア同好会

（株）メディア中国

（株）ヤマタネ食品本部

（株）リッチェル

（株）一興



（株）一門会

（株）稲和製作所

（株）京北スーパー

（株）熊谷組　北陸支店

（株）経済界

（株）高尾運輸サービス

（株）三栄金属製作所

（株）三好冷暖房

（株）七福

（株）秋村組

（株）春秋社

（株）小畑ガラス

（株）新拓テクノス

（株）新和

（株）西北紙流通デポ

（株）石井興業

（株）仙台ナーセリー

（株）千葉建設工業

（株）前川製作所　関西支店

（株）増岡組東京支店

（株）大興ネクスタ

（株）大道工業

（株）辰巳組

（株）谷田工務店

（株）唐津プレシジョン

（株）東急百貨店

（株）東京エイドセンター

（株）東和エンジニアリング

（株）日本金融通信社

（株）柏丸金会館

（株）不二工機

（株）富士ピー・エス　本村川橋作業所



（株）富士清空工業所

（株）富士通マーケティング

（株）福田電機製作所

（株）兵庫確認検査機構

（株）兵庫確認検査機構　神戸支店

（株）平山製作所

（株）平野工業

（株）立山

（株）立川紙業

（公財）　全日本空手道連盟

（公財）　全日本空手道連盟

（公財）いわき市国際交流協会

（公財）ちば国際コンベンションビューロー国際交流センター

（公社）沼津法人会　女性部会

（公社）世田谷法人会

（社）システム科学研究所

（社）スコーレ家庭教育振興協会

（社）横浜市神奈川区社会福祉協議会

（社）生活応援倶楽部　からーず

（社）相模原青色申告会

（社）日本薬局協励会

（有）ウォルキャン・シーフード・ジャパン

（有）エイブル薬局

（有）オリーブ山  居宅介護支援事業所オリーブ名古屋

（有）くるみプロモーション

（有）サケン工業

（有）汐見モータース

（有）ジパング・プロジェクト

（有）金子合成

（有）光和会計センター

（有）三輪塗装

（有）湯之上園芸



（有）藤ビル

（有）内田木工

（有）不二越総合保険事務所

（有）野口興業

（有）野島製作所

1Ｒ-６Ｚ　三重ライオンズクラブ

AGC（株）鹿島工場

ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ（株）本社

ＡＧＣファブリテック（株）

EBB　B． MOBLEY

FANFARE　Ｃｏ．Ｌｔｄ。

Gold station　東大和店

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ西神戸　西神店

IUK　IHI運搬機械（株）横浜第一サービスセンター

ＪＥＣＡ希望キリスト教会

JXTGエネルギー（株）東京支店

ＫＯＢＥ　ＭＡＲＩＮＥＲ’Ｓ　ＣＥＮＴＥＲ

ＭＡＲＵＭＩ　ＫＡＥＮ

ＮＨＫ京都放送局  放送部ニュース

NOK（株）名古屋支店

ＮＰＯ　あったかい手

NPOチャイルドライン佐久

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阿南OB会ボランティア部会事務局

ＰＬ本庁

ＳＡＤＯ（伝統文化と環境福祉の専門学校）

ＳＡＤＯ（伝統文化と環境福祉の専門学校）

ＴＨＥ・対馬（株）

アイエスジャパン（株）

アサノ住器金属（株）

アタカメンテナンス（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

イオンフレックスグループ

イカリ消毒（株）

イワキ（株）

いわき勿来ライオンズクラブ

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

ウム･ヴェルト（株）

エクレ（株）

エデストロムジャパン（株）

大分市立城南小学校　ＰＴＡ

オーウエル（株）

大阪市立鶴橋中学校

オムロン（株）綾部事業所

オレンジスリフティー

ガールスカウト静岡88団

ガールスカウト大阪府第90団

カトリック本庄教会福祉部

カネボウ労働組合化粧品九州支部

カルビー（株）各務原工場

かんまち調剤薬局

キシダ化学（株）東京支店

キャノン（株）CSR推進部

クボタパイプ南日本（株）

クラリオン（株）本社・技術センター

クリニス（株）

グローブシップ（株）

ケア・ワーク　居宅支援センター

ケアハウスあいおい

ケイアイ興産（株）

ケミ・コム・ジャパン（株）

高齢者大学校　同窓会豊中



コドモの園幼稚園

ゴルドステーション　小手指店

さいたま市立西浦和小学校

さつき会

シーザースインターナショナル（株）

シオン保育園

シオン幼稚園

ジャスシステム（株）

シャローム保育園　親の会

シュナイダーエレクトリックホールディングス（株）

すずらん幼稚園　年長組　エルマーグループ

セイカ電子工業（株）

セノー（株）東京支店

センクシア（株）

ソニーＰＣＬ株式会社

ソニービジネスオペレーションズ（株）

損保ジャパン日本興亜（株）大阪南支店

ダイダン（株）中国支店

ダイダン（株）横浜支店

ダイダン（株）関東支店

ダイダン（株）四国支店

ダイダン（株）新潟支店

ダイダン（株）大阪本社

ダイダン（株）長野営業所

ダイダン（株）名古屋支社

ディサービス　ひかり

徳島市千松小学校

ナカヤ建設（株）

なでしこ女性診療所

新居浜市立中萩小学校

ニッセイ　シーエスティー

ニッテレ債権回収（株）　福岡総合店



日本キリスト教会　神戸布引教会　

日本キリスト教団　若松浜ノ町教会

日本郵便（株）　大野郵便局

ネスレ日本（株）

ノートルダム学院小学校

パイオニア（株）

ハウスビジネスパートナーズ（株）

はぎのさとボランティア水曜会

パナソニック　ホームズ大分（株）

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）本社

フジキコー（株）

ふるもと会計事務所

フレーザー幼稚園母の会

ベスト電器労働組合

ホクレン農業協同組合連合会苫小牧支所

ホテル・ザ・ルーテル

ホテルジェイズ日南リゾート

ホンダ開発　株式会社

マリアの宣教者フランシスコ修道会

マリアの宣教者フランシスコ修道会瀬田修道院

マルヤマエクセル（株）

ミサワホーム九州（株）本部

みずほ証券（株）

ミッション・宣教の声

みやぎ旦理農業協同組合　山下支所

明治安田生命労働組合　長崎支部

メイテック（株）

メタルワン鉄鋼製品販売

やまうえ法律事務所

ヤマハ発動機販売（株）

ユキフーズシステム株式会社

ユラボジャパン（株）



よこすかボランティアセンター

ライオンズクラブ国際協会332-D地区1R1Z

リテールシステムサービス（株）

ルベル/タカラベルモント（株）

阿久根めぐみこども園

阿倍野区老人クラブ連合会

愛知j県愛西市立草平小学校

愛知県立尾西高等学校

愛媛県東予地方局建設部

愛媛南予地方郵便局長夫人会

旭化成ホームズ（株）埼玉・北関東ヘーベリアセンター

旭精密（株）

旭川聖パウロ・ルーテル教会

旭川豊岡四条郵便局

安城市社会福祉協議会

安野産業　広島支店

伊勢原市保健福祉部福祉総務課

伊藤医院

医療法人社団  松英会

医療法人命の冠会　希ファミリークリニック

一般財団法人　保安通信協会

稲毛海岸教会

茨城県水戸生涯学習センター

茨木ドライビングスクール

宇都宮塗料工業（株）

宇和島市役所　日赤宇和島市地区

宇和島友の会

浦安ベイロータリークラブ

浦和明の星幼稚園

浦和友の会公共係

益子町女性団体連絡協議会

延岡市立北浦中学校



延岡草の実会

燕市社会福祉協議会

奥沢幼稚園

横須賀中央ライオンズクラブ

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ヘルパーステーション瀬谷

横浜市立六ッ川小学校ベルマーク委員会

横浜保護観察所小田原駐在官事務所

王子インターパック（株）

岡山県退職公務員連盟　岡山南支部

岡山市中区福祉事務所

岡山保護観察所

岡谷鋼機（株）東京本店

岡庭建設（株）

岡田製罐工業（株）

沖縄県立中部病院　ハワイ大学事務所

下妻市社会福祉協議会

加藤医院

芽室町赤十字奉仕団

会津若松ライオンズクラブ

学校法人　札幌ルター学園　めばえ幼稚園

学校法人さつき幼稚園

学校法人愛国学園高等学校

学校法人栄光学園認定こども園くるみの木

学校法人横浜英和学院青山学院横浜英和中学高等学校

学校法人狭南学園　狭南幼稚園

学校法人植竹幼稚園　保護者の会

株式会社　エルエックス

株式会社　オーバル

株式会社　カミックス

株式会社　コスモテック東日本事業部



株式会社　シーズ

株式会社　ダンテック

株式会社　宍戸

株式会社　日本能率協会マネジメントセンター

株式会社ジーズ

寒河江キリスト教会

寒川キリスト教会

監査法人双研社

関西ジョイフルチャーチ

関西学院　中学部

関電友交会

関東新聞販売（株）

丸一商工（株）

丸一釦　（株）

岩見沢北三条簡易郵便局

岩国ユネスコ協会

岩手県民主医療連合会

岩本武士税理士事務所

岐阜県環境生活部地域環境課

亀川特許事務所

吉野税務署

久留米東町教会

久留米友の会

宮城県年金協会

宮川司法書士事務所

京王八王子クリニック

京橋紙業（株）

京阪カインド（株）

金沢市立木曳野小学校

熊本サンライズライオンズクラブ

熊本大津ライオンズクラブ

栗沢本町簡易郵便局



桑原商事（株）

群馬県高等歯科衛生士学院

郡山東ライオンズクラブ

郡山北ライオンズクラブ

恵泉女学園

軽急便（株）事務センター

見附市役所

弦巻区民センター運営協議会

古河ロックドリル（株）九州支店 

五洋建設（株）

御裳毛織株式会社

公益財団法人　北海道宅地建物取引業協会

向井化工機（株）

幸海音楽事務所

幸海音楽事務所

幸手市子ども会育成連絡協議会

幸田塗装（株）

広島会計事務所

弘前学院聖愛中学高等学校

荒木行政書士・社会保険労務士事務所

香庵

香芝市切手ボランティア

香川県西部地区郵便局長夫人会

香蘭女子短期大学

高岡中央ライオンズクラブ

高砂市社会福祉協議会

高崎友の会

高山ライオンズクラブ

高杉保育園

高知大学教育学部附属特別支援学校

国際ソロプチミスト邑久

国際ソロプロチミスト東根



国際基督教大学教会

鵠沼めぐみルーテル幼稚園

今金日赤奉仕団

今泉アイクリニック

根津鋼財（株）　須賀川事業所

佐々木税務会計事務所

佐渡氏社会福祉協議会

佐伯更生保護女性会

砂川福音キリスト教会

斎藤税理士事務所

細田工業（株）

坂和法律事務所

崎浦ボランティアの会

埼玉県中小企業共済協同組合

埼玉県中小企業共済協同組合

埼玉和光教会社会部

札幌聖心女子学院

札幌第三友の会

三井住友海上プライマリー生命

三井住友海上火災保険（株）

三井住友信託銀行　札幌支店・札幌中央支店

三井不動産リアルティ（株）

三井不動産リフォーム（株）

三井物産アグロビジネス（株）

三井物産プラスチック（株）

三協工材（株）

三建設備工業（株）北関東支店

三国金属工業（株）

三佐藤事務所

三重液化ガス（株）

三徳寮

三菱重工エンジンシステム（株）



三和鋼管（株）大阪支店

三和住宅サービス（株）

三和陸運（株）本社営業所

山陰中央新報社

山下・遠山法律事務所

山形県立庄内総合高等学校JRC部

山陽学園大学ボラぐみ

司法書士行政書士　窪田作栄事務所

四日市mieライオンズクラブ

四日市メリノール学院高等学校生徒会

市川友の会

鹿児島城山ライオンズクラブ

鹿児島中央ライオンズクラブ

鹿追ライオンズクラブ

室蘭ユネスコ協会事務局

室蘭友の会

社会医療法人社団　森山医会　森山記念病院

社会福祉協議会

社会福祉法人　サンフェニックス

社会福祉法人　三条市社会福祉協議会

社会福祉法人　青戸もも保育園

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会　旭川市ボランティアセンター

社会福祉法人開く会

社会保険労務士　森事務所

手塩郵便局

寿包装

宗教法人盛岡月が丘キリスト教会

就実高等学校

住電商事（株）

住友不動産シスコン（株）

出雲市社会福祉協議会多伎支所

勝浦町社会福祉協議会



勝沼ナーシングセンター

小山寺

小樽ライオンズクラブ

小野博郷法律事務所

昭和リース（株）

松山バプテスト教会

松本ビル管理（株）

松本友の会

沼津友の会

上越市社会福祉協議会

上市町善意銀行

上田市立第一中学校

上野製薬（株）伊丹工場

城東区老人クラブ連合会

信越石英（株）郡山工場

新茨木ボランティア友の会

新潟特殊企業（株）

新居浜友の会

新地ライオンズクラブ

新日本法規出版（株）

新明産業（株）

森定興商（株）

森本産業（有）武庫之荘カルチャースタジオ

真岡市立西田井小学校

神戸マス・クワイア

神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団

逗子友の会

吹田鉄工（株）

水野健洋　税務会計事務所

世紀東急工業（株）座間作業所

世田谷区立上北沢小学校

瀬戸法律事務所



瀬田川病院

清泉小学校児童会ボランテイア委員会

盛岡ユネスコ協会

盛岡市斎場やすらぎの丘

聖イエス会しののめ教会

聖パウロ幼稚園日曜学校

西華産業（株）名古屋支店

西会津ライオンズクラブ

西山病院

西湘アスコン（株）

西尾工業所

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ＮＫＣ（株）日本経営開発センター

税理士法人仲田パートナーズ会計

積水フーラー株式会社

積水化成品（株）

積和不動産（株）東京事業部

赤十字奉仕団南中野分団

赤磐市国際交流協会

赤帽兵庫県軽自動車運送協同組合

雪印メグミルク（株）

仙台演劇鑑賞会

仙台弁護士会事務員会

千如寺大悲王院

千葉家庭裁判所松戸支部

千里ニュータウン教会婦人部

川内第一ライオンズクラブ

泉大津市婦人協議会

泉大津市婦人協議会

泉大津市婦人協議会



銭高組

前橋友の会

全国漁業協同組合連合会

全国社会福祉法人全国社会福祉協議会

全国労災病院労働組合

捜真バプテスト教会

捜真学院　捜真小学校

相馬ライオンズクラブ

相模みのり幼稚園

相模原福音キリスト教会

損害保険ジャパン日本興亜（株）　長野支店諏訪支社

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

損保ジャパン日本興亜（株）静岡支店

損保保険ジャパン日本興亜（株）

損保保険ジャパン日本興亜（株）

太平電業（株）

太平電業社員会

太陽ステンレススプリング（株）

大井バプテスト教会

大磯キリスト教会

大月キリストの教会

大原不動産（株）

大阪ラブリーライオンズクラブ

大阪市職業リハビリテーションセンター

大阪聖三一教会

大阪大和川ライオンズクラブ

大阪南　いちょうの会

大阪府貨物運送健康保険組合

大阪府貨物運送健康保険組合

大阪府貨物運送厚生年金基金

大社郵便局

大樹町社会福祉協議会大樹町老人クラブ連合会女性部



大船渡ユネスコ協会

大倉山ハイム

大町舞鶴クラブ

大津鉄工（株）

大坪運輸（有）

大島秀行社会保険労務士事務所

大道エンジニアリング（株）熊本営業所

大和カルバリーチャペル

大和ハウスパーキング（株）大阪支店

大和ハウス工業（株）

大和ハウス工業（株）　厚木支社

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）堺支店

大和ハウス工業（株）仙台支社

大和ハウス工業（株）総合技術研究所

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場

大和ハウス工業（株）富山支店

大和ハウス工業（株）北九州支社

大和ハウス工業（株）北摂支店

大和ハウス工業（株）本社

大和ハウス工業（株）本社

大和ハウス工業株式会社　姫路支店

大和ランテック（株）中部支店

第一生命労働組合

第一生命労働組合長岡営業職支部

滝之台電機工業（株）

瀧口木材（株）

稚内萩見郵便局

稚内友の会

築上町役場

中井エンジニアリング（株）



中央区立久松幼稚園

中央社会保障推進協議会

中間バプテスト教会

中野ＢＣ（株）

猪苗代ライオンズクラブ

朝顔教会

町田ＪＯＣＳ

町田ＪＯＣＳ

町田法律事務所

銚子中央保育園

長崎市ジョブサポートセンター

長町幼稚園

長津田キリスト教会

長浜ユネスコ協会

直方市社会福祉協議会

津ユネスコ協会

佃風水機サービス（株）

帝塚山音楽祭実行委員会

田園調布双葉小学校附属幼稚園

田中通信工業（株）

島原市立大三東小学校

東亜道路工業（株）木更津営業所

東京アーバンチャーチ

東京ボランテｲア・市民活動センター

東京海上日動火災保険（株）

東京海上日動火災保険（株）神戸支店

東京海上日動調査サービス（株）

東京海上日動保険（株）和歌山中島代理店

東京建設重機協同組合

東京慈恵会医科大学　寿恵会

東京第一ホテル岩沼リゾート

東京日野自動車（株）足立支店



東光石油販売（株）

東芝キャリア（株）東北支社

東川口福音自由教会

東邦シートフレーム（株）

東北地方整備局　仙台河川国道事務所

東洋スチレン（株）君津工場

東洋警備保障（株）

湯梨浜町商工会

当麻町立当麻中学校

同志社同窓会茨城支部

洞海産業（株）君津営業所

特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン

特別養護老人ホーム　いのこの里

独立行政法人　駐留軍等労働者労務管理機構　座間支部

独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構

独立行政法人国立病院機構災害医療センター

内外エンジニアリング（株）

南光台キリスト教会

南山幼稚園

南相馬市国際交流協会

南陽ライオンズクラブ

二幸産業（株）　北海道支社

二本松ライオンズクラブ事務所

日教組和歌山

日興化成（株）

日向台病院

日西物流（株）仙台営業所

日赤山形市地区

日鉄住金物産（株）

日本キリスト教団　伊丹教会

日本ｷﾘｽﾄ改革派　仙台栄光教会

日本キリスト教会札幌手稲前田伝道所



日本キリスト教団  首里教会

日本キリスト教団  松戸教会CS

日本キリスト教団  余市教会

日本キリスト教団  利別教会

日本キリスト教団　うふざと伝道所

日本キリスト教団　横浜大岡教会

日本キリスト教団　石橋教会

日本キリスト教団　浅草北部教会

日本キリスト教団　帯広教会

日本キリスト教団 福岡玉川教会

日本キリスト教団ひの木教会

日本キリスト教団宇治教会

日本キリスト教団遠州教会婦人会

日本キリスト教団甘楽教会

日本キリスト教団紅葉坂教会

日本キリスト教団酒田教会

日本キリスト教団倉吉教会

日本キリスト教団大和榛原教会

日本キリスト教団幕張教会

日本システムウエア（株）

日本ゼオン（株）

日本ダンススポーツ連盟

日本ナザレン教団青葉台キリスト教会

日本バプテスト病院

日本バプテスト連盟　東八幡キリスト教会

日本バプテス連盟山形キリスト教会

日本ホーリネス教団下山口キリスト教会

日本ワグナー・スプレーテック（株）

日本基督教団  稲城教会

日本基督教団  松山番町教会　

日本基督教団　河内松原教会

日本基督教団　堺川尻教会教会学校



日本基督教団　小田原十字町教会

日本基督教団　松山古町教会

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　大阪昭和教会

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

日本基督教団三崎町教会

日本基督教団藤沢北教会

日本基督教団日詰教会

日本建設（株）東京本社

日本山村硝子（株）

日本生命 福島営業部

日本聖公会  福井聖三一教会

日本聖公会  福井聖三一教会

日本聖公会　聖贖主教会

日本聖公会阿佐ヶ谷聖ペテロ教会

日本赤十字社　福島県支部

日本赤十字社近畿ブロック血液センター

日本赤十字社群馬県支部

日本赤十字社三重県支部

日本赤十字社三重県支部

日本赤十字社徳島県支部

日本赤十字社徳島県支部

日本電産コパル電子（株）センサ事業部

日本電産コパル電子（株）佐野事業所

日本同盟基督教団愛のキリスト教会

日本同盟基督教団愛宕山教会

日本同盟基督教団愛宕山教会

日本道路（株）宇都宮営業所

日本福音　大森ルーテル教会



日本福音ルーテル  新札幌教会

日本福音ルーテル教会帯広教会池田協会釧路教会

日本福音ルーテル飯田教会

日本郵便（株）宮前郵便局

日本郵便（株）金沢中央郵便局

日本郵便（株）広島中央郵便局

日本郵便（株）今治郵便局

日本郵便（株）内野町郵便局

日立造船（株）東北支社

波佐見町ボランティア連絡協議会

波浮保育園

白糠町女性ボランティアクラブ

函館東山郵便局

函館白百合学園中学校

八王子めじろ台バプテスト教会

飯舘ライオンズクラブ

飯塚ライオンズクラブ

尾上聖愛教会

美和電気工業（株）北海道支社

美和電気工業（株）北海道支社

彦根市社会福祉協議会

彦根郵便局

浜中町ボランティア団体連絡協議会

富山県立高志支援学校　

富士吉田中央ライオンズクラブ

富士電機（株）北海道支社

富士物流（株）

武田学園専門学校ビーマックス

武藏野相愛幼稚園母の会ボランティア係

福岡ソフトバンクホークス（株）

福岡市立屋形原特別支援学校

福岡市立東住吉中学校



福岡博多中ライオンズクラブ

福崎キリスト教会

福山アライアンス教会

福津市地域婦人会

福島あづまライオンズクラブ

文京学院

平安女学院大学附属幼稚園

平塚富士見町教会

米沢市役所

報国エンジニアリング（株）福岡支店

法勝寺

豊玉香料（株）

豊中友の会

北岡社会保険労務士事務所

北見望ヶ丘教会

北沢産業（株）

本多税務会計事務所

末広産業（株）

名古屋エアケータリング（株）

名古屋トヨペット（株）

名古屋北ロータリークラブ

明治安田生命　金沢支社

明治安田生命保険相互会社　豊橋駅前営業部

明治生命労働組合郡山支社

鳴門郵便局

門田安正税理士事務所

矢吹ライオンズクラブ

柳井友の会

涌谷町社会福祉協議会

郵便局（株）鹿屋泉ヶ丘簡易郵便局

郵便局（株）函館鍛冶町郵便局

余市ライオンズクラブ



淀川キリスト教病院ボランティア部

淀川メデック（株）

立正佼成会　前橋教会

林化成（株）

林田行政書士事務所

和歌山友の会

和寒町社会福祉協議会

和光エンジニアリング（株）

藪　謙一郎　税理士事務所

諫早市社会福祉協議会

齊藤社会保険労務士事務所


