
ご支援いただきました皆様 順不同

社会福祉法人 愛生会　様　　(秋田) 特定非営利活動法人　しんせい　様

社会福祉法人 愛生会　様　　(岩手)　 特定非営利活動法人　なこそ授産所　様

社会福祉法人 育成会　いわき育成園　様 特定非営利活動法人　なこそ授産所　保護者会　様

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会　様 特定非営利活動法人　ゆめ風基金　 様

社会福祉法人 岩手徳栄会　様 特定非営利活動法人　ワークショップあいあい　様

社会福祉法人 勝原福祉会　様
公益社団法人 いわき市社会福祉施設事業団
いわき市障害者生活介護センター　 様

社会福祉法人 共生福祉会　様 公益社団法人 いわき青年会議所　様

社会福祉法人 至誠会
特別養護老人ホーム 一葉園　様

公益社団法人 仙台青年会議所　様

社会福祉法人 すこやか福祉会　様 公益社団法人 東京青年会議所　様

社会福祉法人 誠心会　様 公益社団法人 日本青年会議所　様

社会福祉法人 誠心会　やしおみ荘 　様 公益社団法人 日本青年会議所　東北地区　様

社会福祉法人 そうそうの杜　様
公益社団法人 日本青年会議所
東北地区 岩手ブロック協議会　様

社会福祉法人 福島県社会福祉協議会　様
公益社団法人 日本青年会議所
東北地区 福島ブロック協議会　様

社会福祉法人 福島県福祉事業協会
東洋学園 児童部・成人部　様

公益社団法人 八戸青年会議所　様

社会福祉法人 福島県福祉事業協会　東洋健生園　様 公益社団法人 真岡青年会議所　様

社会福祉法人 本荘久寿会　様 一般社団法人 いわき市医師会　様

社会福祉法人 マザアス　様 一般社団法人 いわき市薬剤師会　様

社会福祉法人 みちのく協会
特別養護老人ホーム「富士見荘」　様

一般社団法人 福島県医師会　様

社会福祉法人 みどりのかぜ　様 一般社団法人 福島就業支援ネットワーク　様

社会福祉法人 友愛会　光洋愛成園　様 医療法人 福島アフターケア協会　大河内記念病院　様

社会福祉法人 友愛会　ワークセンターさくら　様 西川病院労働組合　様

ケアステーショングリーンハピネス　様 日本赤十字社　新潟県支部　様

就労支援センター かぜ　様 ＩＬＢＳ国際福祉協会　木村 隆子　様

指定障害児通所支援 童夢　管理者 薄葉 普明　様 いわき港まつり実行委員会　様

総合相談支援事業所 ケアサプライ　様 関西障害者災害支援基金（社会福祉法人 西陣会 内）　様

綴町就労支援センター　 様 いわきバイブルチャーチ　様

なないろくれよん小名浜　様 岐阜純福音教会　様

ひたち聖愛保育園/聖愛フリースクール　様 平バプテスト教会　様

福島県知的障害者福祉協会　様 勿来キリスト福音教会　様

特定非営利活動法人 ザ・ピープル　様 福島第一聖書バプテスト教会　様

特定非営利活動法人 常磐福祉会
じょうばん福祉作業所　様

好間キリストチャペル　様



東日本国際大学附属昌平高等学校　様 高島歯科医院　様

福島県立磐城高等学校　様 ちゃんこ市関　様

福島県立平工業高等学校　様 東邦薬品 株式会社　様

福島県立平商業高等学校　様 東北アルフレッサ 株式会社　様

福島県立湯本高等学校　様 株式会社 東北エンタープライズ　様

福島県立いわき支援学校　様 東洋システム 株式会社　様

福島県立平支援学校　様 トレーニング＆コンディショニング ラボ　様

あさ陽福祉用具　様 日本光電工業 株式会社　様

ＡＬＳＯＫ福島 株式会社　いわき支社　様 白十字 株式会社　様

株式会社 伊藤園 いわき支店　様 株式会社 ハッピーケア　いわき支店　様

株式会社 伊藤園 郡山支店　様 株式会社 ハニーズホールディングス　様

株式会社 伊藤商店　様 林サッシ工業 株式会社　様

株式会社 いわき土地建物　様 株式会社 ビー・エム・エル　様

いわきブルーブレイブスラグビーフットボールクラブ　様 株式会社 フードケア　様

いわきワイナリー　様 株式会社 福島ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾘｻｰﾁ＆ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ　様

NDソフトウェア 株式会社　 関東第一/第二営業所　様 福島県フェンシング協会　様

NDソフトウェア 株式会社　本社　様 法律事務所　たいとう　様

株式会社 オギノ　様 有限会社 ホップ　様

おそうじ本舗 いわき平店　様 有限会社 丸吉タイヤ商会　様

株式会社 小田島アクティ　様 妙運寺 住職　秋山　現信　様

カメイ 株式会社　いわき支店　様 株式会社 ムトウ いわき支店　様

北関東空調工業 株式会社　様 株式会社 明治　様

有限会社 キャッチボール　様 株式会社 メディセオ　様

株式会社 共栄ブレーン　様 株式会社 八巻寝具　様

株式会社 クリニコ　様 株式会社 雪包装　様

サラヤ 株式会社　仙台支店　様 ヨークベニマル 谷川瀬店　様

株式会社 ジェイアイシー　本社　様 株式会社 ヨシダ　様

株式会社 ジェイアイシー　南東北支店 　様 吉成物産 株式会社　様

常磐開発 株式会社　様 株式会社 和奏　様

常磐共同ガス 株式会社　様 芸人 あかつ　 様

誠和梱枹運輸 株式会社　様 浅田　叔子　　様

大和証券 株式会社　様 安齋　光昭　 様



安藤　万里子　様 永井　久美子　様

稲葉　圭子　様 中村　文宣　様

井上　邦子　様 浜津　朋恵　様

大蔵　右孝　様 早川　敏男　様

大友　一浩　様 福岡　綾子　様

大平　剛　様 藤田　清子　様

小川　武美　様 保坂　直子　様

小野　キヨ子　 様 星　美枝子　様

小野　ゆかり 　様 間瀬　智志  様 ご家族 様

加藤　幸司　様 三谷　義通　様

上遠野　浅志　様 森川　幸夫　様

川崎　沙代子　様 森川　裕美　様

川田　政雄　様 安　寿々子　様

木村　和子　様 八巻　功一　様

草野　いずみ　様 山野辺　安之　様

小沼　楓　 　様 吉田　忠義　様

坂本　一磨　様 若井　弥伸　様

坂本　充 様 ご家族 様 若山　千春　様

酒寄　ひろみ　様 涌井　常吉　様

佐藤　和子　様 福島整肢療護園ご利用者様 ご家族 様

佐藤　キクイ　 様 地域にお住まいの方(鯨岡団地在住）

佐藤　健治  様 ご家族 様 津田キリスト教会　様

佐藤　真紀　様
港区立障害保健福祉センター
ヒューマンぷらざまつりセンター実行委員会　様

佐藤　義彦  様 岩崎　愛　様

衆議院議員　吉野　正芳　様　　 （令和２年１月１４日現在）

杉山　誠子　様

瀬戸　祐子　様

高崎　道子　様

高田　恵子　様

田中　浩子　様

田中　真弓　様

田村　諭子　様


