
  回　覧

●令和２年度日赤筑西市地区 社資実績（令和３年１月２０日現在）

　　一般社資　　　１０，５４４，５００円

　　特別社資　　　　３，０２４，０００円

●社資ってなに？

　　社資とは，日本赤十字社活動資金の略です。

●協力者は？

　　一般社資　自治会の協力を得て、市民の皆さまからいただいております。

　　特別社資　地域奉仕団の協力を得て、法人（個人）からご協力をいただい

　　　　　　　ております。

※皆さまからいただいた貴重な社資は、「日本赤十字社茨城県支部」を経て、

　「日本赤十字社本社」へ送金され、赤十字事業全般に充当されます。

●日本赤十字社事業報告

　・身近な活動…火災や自然災害等で被災された方に毛布・日用品を支給

　・災害救援…地震や豪雨などの災害に医療救護班を派遣し被災者を支援

　・国際援助…世界の各地で紛争や災害で苦しんでいる人々への援助

　・青少年赤十字…思いやりの心を育て、世界平和に貢献する青少年を育成

　・医療事業…災害など緊急時に備え、医療救護班を派遣、地域医療にも貢献

　　　　　　　資質の高い看護師等の養成　　　　　　　

　・献血事業…２４時間体制で供給

　・講習普及事業…救急法・介護技術講習会の開催

　　　　　　　　　指導員の派遣

　・社会福祉事業…総合的な福祉活動で、地域に根

　　　　　　　　　ざした支援を展開　　　　　　　

　・赤十字ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ…奉仕団をはじめ各分野で活躍　
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赤十字活動へ皆さまのあたたかい

ご協力ありがとうございました。



三共貨物自動車㈱ ㈱MCC 堀江潔事務所 須藤金物店

奥沢耳鼻咽喉科医院 ㈱野間商店 濱野精麦㈱ 上牧整形外科医院

新井内科医院 渡辺工業㈱ ㈲石川商店 加納内科胃腸科

アイセイ薬局 下館店 ㈱塙商店 ㈲たちかわ 加納歯科クリニック

みぞぐち皮膚科医院 大圃クリニック 木村電気㈱ ㈱下館電業社

平間産婦人科医院 ㈱細貝機械店 ㈲カザワ調剤薬局 吉田総合開発㈱

㈱ベル・シチベエ 下館商工会議所 小野沢工業㈱ ㈲改進タクシー

栄進堂印刷㈱ 瀧田建設㈱ ㈱松原 いろは寿司

大町薬局 ㈲ミタル 郡司建築工業所 関口歯科医院

やまなか動物病院 さとうクリニック 三祐商事㈱ 柴山　美代子

㈱柳沢工務店 医療法人 宮田医院 菅又木材㈲ 青柳　守雄

下館ゴータク 藤澤土地建物 ごとうクリニック

津田歯科医院 ㈱サノヤ時計店 小野歯科医院

青木重機運輸㈱ 渡辺歯科医院 神明不動産 茨城トヨペット㈱

富山コンクリート工業㈱ マシンレンタル㈱ ㈱不二住研 茨城三菱自動車㈱

佐藤木材㈱ ㈲冨士屋硝子店 ㈱高田観光 Honda Cars茨城西

最勝寺 カワサキコーポレーション㈱ 五光物流㈱ ㈲新野産業

㈱根本 ㈲桜井製罐工業 ㈱天貝酒販 ASA下館中央

㈱コスモスポーツ 神明歯科医院 ㈲おおわだ設計 ㈱外塚スレート工業

岡崎塗装工業㈱ 小田部自動車商会㈲ ㈱根本製菓 ㈱後藤

関東道路㈱ ワイエスディーメカトロシステムズ㈱ 石塚産業㈱ 松栄工業㈱

NC東日本コンクリート工業㈱ 蓮沼商運㈱ ㈲落合工業所 日新合成工業㈱

協和安全㈱ ㈲舘野自動車工場 大内建設㈱ ㈲あらたにや酒店

㈲下館祭典 玉野医院 小川歯科医院 藤巻運輸㈲

㈱マルイワ 川島保育園 川島歯科医院 小林接骨院

㈲土井工業 とみざわハートクリニック ㈱ハコモリ 喫茶 ワンモア

白銀堂 ㈲増田商店 佐藤米菓㈲ ㈱柳田鉄工

㈲永盛鉄工所 ㈲菊水企画 宮田薬局 明月堂

㈲堀江 小林鉄工所 川島交通

㈱小薬建設 ㈲関鐵工 ㈱つくば米穀 ㈱エムアンドエー運輸

㈱イバト ㈱ツカコシ 八島医院 ㈱モバイルテック茨城

㈱渡辺工務店 ㈱廣澤精機製作所 ㈲市村建設 ㈱ナカヤコーポレーション

㈲小林製作所 志学塾 中原自動車整備工場 シルク美容室

㈲滝田自動車商会 ひなたぼっこ ダイハツ下館販売㈱ 釜屋菓子店

坂入税理士事務所 ㈱栄製作所 野口歯科医院 あんしんページ 広瀬健司

㈱サンメイツ ㈱タカハシ ㈲北島酒店 ㈲平塚園

㈱ママダ ㈲谷島ホーム機器 中尾薬局

㈲中丸商会サービスセンター ㈲オノザキタオル ㈱ムサシ

㈲つくば環境サービス ㈱増渕製作所 いけうちデンタルクリニック
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令和２年度　日赤筑西市地区 特別社資協力者（順不同、敬称略）
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しもだて中央クリニック ㈲比氣塗装店 ㈱大山製作所 ㈱サンコー

アキラ建設㈱ ㈱中山工務店 ㈱日伸合成 延山工務店

広沢商事㈱ ㈱榎戸工務店 藤間メッキ工業㈲ 水越鋼業

セブンイレブン 下館島店 巴寿司 セブンイレブン 筑西市役所前店 ひまわり家政婦紹介所

大和保育園 水越商事 ㈲古関製作所 小林　久江

㈲エスエスクリーンサービス ㈲杉山住設 セブンイレブン 下館茂田店

ひろせ内科クリニック 中山歯科診療所 ㈱ジッコー

㈱国府田 杏林堂医院 ㈱斉藤製作所

㈱ワイ・エス・ケイ ㈲坂入園芸 ㈱中川農機具店 ㈱大山商事

日本電解㈱ ㈱上野工業 川尻運送㈲ タカダ㈱

㈱ハウステック ㈲須藤設備 ㈲軍司さく泉工業 ㈲木村商店

昭和電工マテリアルズ㈱ ㈱須藤電気 ㈲野沢土建工業

㈱高橋機工 田所組 加藤歯科医院

谷部自動車 ㈱新和コーポレーション ファミリーマート 下館八丁台店 大森商店

医療法人修英会 遠藤産婦人科医院 らーめん金次郎 ㈲中丸鋼板リース ㈱育峯紙業

㈱エンドウユキ ウィン薬局 佳伸産業㈱ ㈱トマト ㈲常楊葬祭

㈲シバヤマ電機 ㈲タツミ産業 ㈲三和電気技研 細島工業㈱

㈱杉山工業 ㈱安達製作所 清水彰税理士事務所 村上酒店

鉄炮塚精工㈲ ㈲バリューアシスト 三岳荘 小松崎病院

㈱ミゾグチ ㈱三協機材 友愛薬局 下館店

認定こども園 いずみ保育園 ㈱安秀工業 茨城産業㈱ ㈲柴電工業

宇都宮鉄工 ㈲コヤノ商店 わかば美容院 オグラ美容室

泉工業㈱ ㈱ケイズシステム ㈱潮田建設 柴　保

㈲橋本製作所 ㈲新栄塗装工業 ㈲野澤製作所 宮川  正憲

㈲新井製麺所 ㈲国府田製作所 しまや寿司 谷中　清彦

㈱柴建設 ㈲小林自動車 ㈲田谷製作所 早瀬　英昭

関彰商事㈱ 海老沢歯科医院 ㈲押坂製菓 ㈱板谷

玉戸工業団地協同組合 小松崎産婦人科医院 押坂車体整備工場 ㈱県西アロー住設

堀江歯科医院 下館病院 セブンイレブン 下館野殿店 ㈲杉山造園土木

㈲瀝建工業 吉野農園 下館陸運㈱ ㈲川田豆腐店

大田医院 堀江産業㈱ ㈱宮商 村井歯科

㈱川田建材工業 セブンイレブン 筑西西方店 ㈱下館造園

まちづくり㈱ ㈱新井紙器 ル・アンジェ ホームセンター山新 下館店

㈱木城製作所 カスミフードスクウェア 下館南店 ホテル新東 東和電気工事㈱

㈱ヤマグチヤ冷蔵 ㈱大島輪業 オカダヤ ホテルニューつたや

㈱宮山 にいや歯科医院 武内歯科 ㈱大岡組

筑西市関城地区金融団 ㈱三恵製作所 フレクストロニクス･ ㈱新開トランスポート

森建設㈱ 中川商事㈲ 　　　　インターナショナル㈱             システムズ 茨城営業所

歓喜院 衣料のながた 日本薬品工業㈱ つくば工場 ㈲東栄技研製作所

㈱なかむら薬局 ㈲ガッテンオジマ 北つくば農業協同組合 関城支店 箱守接骨院

のかおい整形外科 コジマ工業㈱ つくば関城工業団地連絡協議会 河上医院

㈱野沢電機 稲川屋 長倉内科・外科クリニック 駿河園茶舗

㈲舟善食品工業 ㈲中沢鉄工所 ㈲杉山造園 丸関運輸㈱

㈲田崎建設 ㈲茨城県西自動車学校 リズム時計工業㈱ 食いもんや つくし

㈱関城造園 梨の木デンタルクリニック ㈱マツミ・ジャパン 野尻自動車㈲

ホンダカーズ 筑西関城店 ㈲宮田機械店 ㈱田中工務店 やまぐち薬局 関城店

岩月内装㈱ ㈲寿工業 ㈱こころ建築設計 日本梱包運輸倉庫㈱ 筑西営業所

万年寺 ㈲太健電気 ㈱長倉商事 真栄設備㈱

㈲糸澤モータース あらやま歯科 いなば生花店 ㈱谷貝食品

協　　　力　　　者　　　ご　　　芳　　　名　
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㈲河合製作所 ㈱金沢自動車 小林歯科医院 岩岡　靖夫

㈱塚原塗装店 東日本中央総合税理士法人 医療法人杏仁会 大圃病院 森　礼子

㈱仲川建設 ㈱小田部工務店 CAFE  SORA 津田　富三

養雲院 ㈲塚田給油所 高橋自動車 齊藤　昭

心性院 ㈱宮﨑総業 ㈱大商 金沢　京子

松本農園 スーパー塚田 植木　正明 大畑　良雄

関城ゴルフガーデン 柴崎接骨院 國府田　恒利 石嶌　京子

飯田建設興業㈲ 山下屋食品 大島 一男 津田　扶妃子

飯田医院 山口医院 滝澤　満

ツクバメディカル㈱ 冨田呉服店㈲ 社会福祉法人 向日葵福祉会 明野資源リサイクル㈱

社会福祉法人 明野保育園 マルカン商事㈲ 特別養護老人ホーム　ひまわり苑 明野中央医院

アカギ建材生コン㈱ 細谷タクシー㈲ 特別養護老人ホーム 紫雲荘 わかば歯科医院

北つくば農業協同組合 明野支店 廣瀬歯科医院 ㈱日興製作所 酒寄歯科医院

野手利一商店㈲ 渡辺設備㈲ 社会福祉法人 まつばら保育園 明野歯科診療所

金泉寺 あけのアグリショップ 明野自動車学校㈱ つるみ歯科医院

㈱柴製作所 医療法人章久会 かくらいクリニック 社会福祉法人 たけのこ保育園 秀村医院

あけの元気館前クリニック ㈱ツカダ せきや眼科クリニック 松岡整形外科

㈲赤城商店 来福酒造㈱ 日向設備鋼業㈲ 齋藤　正博（横瀬医院）

茨城県信用組合 明野支店 ㈱エーアンドエー茨城 山口鉄工建設㈱ 水柿　重信

結城信用金庫 明野支店 ㈱マルイ興業 光陽精機㈱ つくば工場

島田設備㈱ 明野観光開発㈱ ハニュウ薬局 北つくば店

北斗養豚㈲ あかね運輸㈲ ㈱大島種苗店 ㈱イシザキ

浦井自動車整備工場 ㈲日向農機具店 茨城県信用組合 協和支店 堀江　俊一

医療法人社団真聖会 落合医院 ㈱ヤハタ 日本ダクト工業㈱ 仙波　裕道

小栗土地開発㈲ ㈲大場園 ㈲ヨネモト商店 柴崎　崇

㈲榮建設 ㈱稲芝 ㈱協和エレックス 橋本　昭

県西せいかん荘 ㈲海老沢鉄筋工業 協栄輸送㈱ 筑摩　明彦

㈱常陸建設 ㈲協和ゴルフセンター ㈱カスミ 協和店 林　哲正

㈱蓮華 ㈲昊栄 東洋農事㈱ 中野　久雄

㈱筑波ランドスケープ ㈱アリムラ ㈲柳田建設 上野　誠

㈲橋本材木店 協和施設園芸協同組合 ㈲篠崎工務店 塙　祐子

㈲島村土建 ㈲ミノル製作所 ㈱萩原建設

片倉コープアグリ㈱ ハナワ種苗㈱ ㈲協信電気工事

※そのほか、日本赤十字社茨城県支部へもご寄付いただいております。
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ご寄付いただきました方々、

募金活動にご協力いただきました

自治会・筑西市赤十字奉仕団の皆さまに、

心から感謝申し上げます。


