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“春日市を住みよいまちにするために”
  募金は活用されます。
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　平成２８年度の赤い羽根共同募金運動につきましては、多くの皆さまの
ご理解とご協力を賜わり誠にありがとうございました。本年度は、自治会
各位、地域住民の方々、各団体、学校、法人など多くのご支援により、赤い
羽根共同募金１９,２８２,４１９円、歳末たすけあい募金２,８４４,７６０円の募金が寄せら
れました。社会経済情勢が極めて厳しい状況にもかかわらず、多額の募金が寄せられたことに対
し、役職員一同衷心より厚く御礼申し上げます。
　赤い羽根共同募金運動は、昭和２２年の運動開始後、今年で７０年目を迎えました。その間、多く
の皆さまの善意に支えられ、民間社会福祉事業の充実・発展に役立ってまいりました。近年では、募
金の一部は災害等準備金として積み立てられており、昨年４月の熊本、大分地震を始め台風等によ
る災害の際にも、被災地域の災害ボランティアセンター費用等として活用されました。
　本会といたしましても、災害時のみならず、日頃からの地域の様々な福祉ニーズに応えるため、より
一層の地域福祉活動を推進し、『誰もが安心して豊かに暮らし続けられるまちづくり』
を目指し、役職員一同精一杯努力してまいります。
　皆さまから寄せられました募金につきましては、福岡県共同募金会（配分委員会）において、十分な
調査・検討が行われ、県下全域を対象とした民間福祉のための広域配分、市町村を対象とした地域配
分が決定されます。本市への地域配分につきましては、翌年度の『地域福祉活動への支援や、
高齢者の福祉、障がい者・児の福祉、子ども・子育ての福祉、ボランティア活動
推進事業』など、幅広い福祉の事業に大切に活用させていただきます。
　最後に本運動にご参加、ご協力いただきました皆さまに、心より感謝申し上げますとともに、今後
もより一層のご支援、ご協力を賜わりますようお願いいたします。

赤い羽根のホームページ『はねっと』 ｗｗｗ.ａｋａｉｈａｎｅ.ｏｒ.ｊｐ
あなたの「募金」が私たちのまちの「福祉」にどのように役立てられているかご覧いただけます。

御 礼 福岡県共同募金会　春日市支会
会　長　　友 廣 　英 司

春日市建設業協力会 環境フェスタ（緑樹協同組合） 筑紫農業協同組合 春日地区

泉 163,000
大谷 585,000
大土居 153,250
岡本 150,000
春日 716,000
春日公園 702,900
春日原 1,000,000
春日原南 239,500
上白水 580,000
小倉 380,000
小倉東 148,578
桜ヶ丘 525,000
サン・ビオ 270,000
下白水北 330,000
下白水南 320,000
白水池 200,500
白水ケ丘 416,000
須玖北 700,000
須玖南 445,000
惣利 291,500
宝町 356,000
ちくし台 266,500
千歳町 238,000
塚原台 222,000
天神山 500,000
昇町 500,000
光町 191,485
日の出町 350,000
平田台 134,017
松ヶ丘 386,000
紅葉ヶ丘 582,800
大和町 132,482
弥生 458,500
若葉台西 419,500
若葉台東 249,000
 合　　計 13,302,512 

㈱ソリッド 53,000
 合　　計 53,000 

春日市内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（医）徳洲会 福岡徳洲会病院 122,250
㈲共栄資源管理センター 50,000
白水乳腺クリニック 50,000
㈲浜田電業 30,000
ホームガス㈱ 25,000
㈱小倉不動産 20,000
㈱クリーン春日 20,000
カットインこにし 15,477
㈲丸野工務店 10,000
㈲熊谷工務店 10,000

（福）仁風会 特別養護老人ホーム かすがの郷 10,000
㈱カネダイ 10,000
㈱白水堂 10,000
㈱伯玄ガーデン 10,000
㈱デニッシュケア 心・し・あ・わ・せ・楽園・春日 10,000
㈱九州防災センター 10,000
㈱木村電気工事店 10,000
㈱井口タタミフスマ店 10,000
㈲タバル 10,000
村山医院 10,000
プレジール春日 10,000
たから薬局 10,000
高橋ペットクリニック 10,000
大洋電気㈱春日出張所 10,000
大道印刷㈱ 10,000
（福）はるかぜ福祉会 10,000
グループホームさわやかテラス春日・小規模多機
能型居宅介護さわやか憩いの家 春日 10,000
キュウニチ㈱ 10,000
春日液化瓦斯㈱ 10,000
オートヴィークル 10,000
うえぞの整骨院 10,000
（医）マインド 伊原春日クリニック 10,000
㈲村上ライフエナジー 5,000
㈲モリペイント 5,000
㈲西日本体器 5,000
㈲モリミツ 5,000
㈲ナカムラセイカン 5,000
㈲共働タクシー 5,000
㈲筑栄産業 5,000
㈲精華園 5,000
㈲白水木材 5,000
㈲山水社 5,000
㈲三星プロパン 5,000
㈲春日薬局 5,000
㈱九州カルストーン住宅 5,000
㈱本田組 5,000
㈱ナリスコーポレーション 5,000
㈱田島不動産 5,000
㈱かね長 5,000
㈱柿元不動産 5,000
㈱飛鳥緑化建設 春日営業所 5,000
㈱ケイエム企画 5,000
ヤマザキビスケット㈱福岡営業所 5,000
銘酒の舘 ＫＯＢＡ 5,000
松尾商事㈲ 5,000
ハヤトリフォーム 5,000
そうり歯科医院 5,000
セイフティガス㈱ 5,000
サク皮ふ科クリニック 5,000
斉藤工務店 5,000
京三電設工業㈱九州支店 5,000
オタライト㈱ 5,000
（医）渡辺病院 5,000
（医）MC会 またけ胃腸内科クリニック 5,000
（医）古澤こども歯科クリニック 5,000
（医）つくし会病院 介護老人保健施設はなつくし 5,000
（医）川﨑歯科医院 5,000
アサヒみどり販売㈱ 5,000

春日綜合技術㈱ 5,000
㈲銘茶みどり屋 3,000
hair resort Boum Boum kasuga 3,000
西日本大生㈱ 3,000
トミナガコーポレーション 3,000
スカイ時計店 3,000
（公社）春日市シルバー人材センター 3,000
片渕動物病院 3,000
春日白水郵便局 3,000
おかもと内科医院 3,000
福岡日東防疫㈱ 2,900
ねぎぼうず 2,000
春日ちくし台郵便局 2,000
匿名 1,000
春日市外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アイティエス㈱ 60,000
㈱ジェイアイケイ 30,000
藤井液化ガス㈱ 22,000
㈱リョウショク・ワイズ 20,000
㈱障がい者つくし更生会 17,400
㈲南部プロパン 10,000
（福）宰府福祉会 宰府園 10,000
㈱にしけい 福岡南支社 10,000
㈱菜根譚 10,000
久野印刷㈱ 10,000
照栄建設㈱ 10,000
太陽工業㈱ 10,000
第一電建㈱春日営業所 10,000
新日本測量設計㈱ 10,000
オーリック㈱ 10,000
㈱オカトク 10,000
㈲五十鈴貸衣裳本店 5,000
㈱島川本店 5,000
㈱三機産業 5,000
㈱九電工 福岡南営業所 5,000
ミナミ舗装㈱ 5,000
冨洋設計㈱九州支社 5,000
シグマクリニック 5,000
㈱エイコー 5,000
㈲九州予防協会 3,000
寺岡オートドア㈱福岡支店 3,000
内外エンジニアリング㈱福岡支社 3,000
絆データシステム㈱ 3,000
アルク九州販売㈲ 3,000
ＧＲＡＰＨ㈱ 3,000
筑陽印刷 2,000
総合保険 コスモプラザ 2,000
 合　　計 1,114,027 

陸上自衛隊 福岡駐屯地 123,200
春日市民生委員児童委員連合協議会 103,000
航空自衛隊 春日基地 84,800
春日市土木組合 50,000
筑紫農業協同組合 春日地区 30,000
春日市建設業協力会 30,000
春日市商工会 30,000
春日医師団 30,000
つくし中央ライオンズクラブ 30,000

自賠責保険加入1件につき
100円を寄付していただき
ました。

（一社）筑紫歯科医師会 春日会 30,000
春日市母子寡婦福祉会 20,000
春日市シニアクラブ連合会 30,000
春日市シニアクラブ連合会 女性部 20,000
惣利シニアクラブ ことぶき会 27,563
小倉シニアクラブ 長寿会 23,905
紅葉ヶ丘シニアクラブ 紅葉会 22,540
須玖南シニアクラブ 南福寿会 20,000
下白水南シニアクラブ あすなろ会 16,287
松ヶ丘シニアクラブ 松の実会 15,000
昇町シニアクラブ 白寿会 15,000
下白水北シニアクラブ 松葉会 12,000
泉シニアクラブ いずみ会 10,000
大谷シニアクラブ 南寿会 10,000
春日シニアクラブ 若水会 10,000
上白水シニアクラブ 白水会 10,000
小倉東シニアクラブ 春光会 10,000
桜ヶ丘シニアクラブ 松寿会 10,000
白水池シニアクラブ 池の友 10,000
白水ヶ丘シニアクラブ 元気の会 10,000
須玖北シニアクラブ 福寿会 10,000
宝町シニアクラブ 宝寿会 10,000
ちくし台シニアクラブ 睦会 10,000
千歳町シニアクラブ 千寿会 10,000
天神山シニアクラブ さわやか天神会 10,000
光町シニアクラブ 光永会 10,000
日の出町シニアクラブ 高砂会 10,000
平田台シニアクラブ 緑翠会 10,000
大和町シニアクラブ 大和会 10,000
弥生シニアクラブ 弥生クラブ 10,000
若葉台西シニアクラブ 西若葉会 10,000
若葉台東シニアクラブ 東若葉会 10,000
岡本シニアクラブ 仙寿会 8,000
春日公園地区リサイクル部 20,000
春日市緑樹協同組合（環境フェスタ） 19,033
春日市自治会連合会 15,000
（一社）筑紫薬剤師会 春日ブロック 15,000
NPO法人 ニューライフアドベンチャー運動実
行委員会 九州地区実行委員会 14,514
筑紫保護区保護司会 春日支部 10,000
春日市文化協会 10,000
春日市身体障害者福祉協会 聴覚障害者部会 10,000
春日市身体障害者福祉協会 10,000
春日市福祉ボランティア連絡協議会 10,000
春日市体育協会 卓球協会 10,000
春日市グラウンドゴルフ協会 10,000
春日・大野城・那珂川消防組合 職員厚生会 10,000
手をつなぐ育成会かすが 10,000
NPO法人 福岡・翼の会 10,000
男女共同参画ネットワーク春日 10,000
春日柔道育成会 10,000
春日市生活学校 10,000
春日市介護を考える家族の会 ひだまりの会 10,000
ガールスカウト福岡県第29団 10,000
春日市少年の船 実行委員会 6,876
春日ゆりかもめアイの会 6,810
心配ごと相談員 5,000
春日市体育協会 バドミントン協会 5,000
春日市体育協会 ゲートボール連合会 5,000
春日市体育協会 弓友会 5,000
春日市スポーツ少年団 5,000
行政書士 八年会 5,000
ＮＰＯ法人 子育てネットワーク春日 5,000
ＮＰＯ法人 子ども未来ネットワーク春日 5,000
タイムケアスタッフ 4,335
福岡県司法書士会 福岡南支部 3,000
少林拳春日連盟 勝龍館道場 3,000
春日市体育協会 バレーボール協会 3,000

なごみの部屋 1,502
手作り布絵本布おもちゃ イルカくらぶ 1,457
サン・ビオ自治会 サン・ビオキッズ 1,310
春日市剣道連盟 1,000
ナギの木苑 511
春日市介護を考える家族の会ひだまりの会 有志 200
春日市役所 職員 38,376
春日市社会福祉協議会職員労働組合 25,000
春日市社会福祉協議会職員互助会 10,000
春日市社会福祉協議会 職員 7,786
 合　　計 1,359,005 

白水　理紀之助 202,006
白水　光子 200,000
金堂　正芳 200,000
友廣　英司 150,000
鈴木　加代子 50,000
百田　幸之助 50,000
宮﨑　モモエ 50,000
田代　瑞男 50,000
渕上　美年子 20,000
楠原　一馬 20,000
原賀　幸枝 20,000
金堂　実 15,000
友廣　トシエ 13,742
岩瀬　憲二 10,000
門田　昌子 10,000
髙久保　瑞子 10,000
永田　雅雄 10,000
中溝　忠夫 10,000
松永　憲佳 10,000
宮原　シマヱ 10,000
山下　鈴子 10,000
山﨑　俊弘 10,000
高須　矯 7,000
亀﨑　光勝 5,000
篠原　比呂志 5,000
内藤　美千子（いつもの塾） 3,000
軽部　雅子 3,000
古賀　正夫 645
匿名 149,101
 合　　計 1,303,494 

春日市立 大谷小学校
春日市立 春日小学校
春日市立 春日北小学校
春日市立 春日西小学校
春日市立 春日野小学校
春日市立 春日原小学校
春日市立 春日東小学校
春日市立 春日南小学校
春日市立 白水小学校
春日市立 須玖小学校
春日市立 天神山小学校
春日市立 日の出小学校
春日市立 春日中学校
春日市立 春日北中学校
春日市立 春日西中学校
春日市立 春日野中学校
春日市立 春日東中学校
春日市立 春日南中学校
 合　　計 311,123 

アンピール春日Ⅱ
春日市立春日中学校

グリーンヒルつじはた前
サニクリーン福岡南
白水大池公園
スクール・オブ・アーツ
筑紫農業協同組合春日支店
天神山テラス
福岡ライフエナジー㈱ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ春日
ふれあいサロン ミシェル
山田ショップ
㈲山水社 春日中央斎場
㈲山水社 柳瀬斎場
㈲福商住宅
大土居地区公民館
岡本地区公民館
下白水南地区公民館
須玖南地区公民館
惣利地区公民館
日の出町地区公民館
弥生地区公民館
春日市ふれあい文化センター
春日市スポーツセンター
春日市立西スポーツセンター
春日コミュニティバスセンター
春日市役所
春日市男女共同参画・消費生活センター じょなさん
ナギの木苑
福祉団体室前
春日市社会福祉センター
 合　　計 1,013,674 

相川　一美
石橋　壯児
友廣　英司
春日市シニアクラブ有志
春日市福祉団体等連絡協議会 有志
春日市民生委員児童委員連合協議会 有志
春日公園地区自治会（敬老）有志一同
JA筑紫 春日支店　
（福）はるかぜ福祉会
福岡県春日警察署 職員
ハローワーク福岡南 職員
ひまわり保育園　
アップルハートやわらぎ春日 アップルハートくつろぎ春日
いきいきフェスタ2016　
ほほえみ祭（徳洲会病院祭）
子ども・子育てフォーラム
春日市議会 議員
春日市役所 職員
春日市社会福祉協議会 職員
匿名
 合　　計 41,600 

春日・大野城・那珂川消防組合 消防本部
 合　　計 5,759 

藤原　士誠
ＮＰＯ法人 子ども未来ネットワーク春日
春日市介護を考える家族の会ひだまりの会 有志
春日まちづくり支援センター「ぶどうの庭」
なごみの部屋
春日市北地域包括支援センター
居宅介護支援事業所 フォーユー
ニチイケアセンター春日南
（福）はるかぜ福祉会
障害者就労支援センター ゆり工房 職員

春日ゆりかもめアイの会
筑紫地区地域活動支援センターつくしぴあ 職員
福岡県春日警察署 職員
福岡県福岡児童相談所 職員
アップルハートやわらぎ春日 アップルハートくつろぎ春日
春日市福祉団体等連絡協議会 有志
春日・大野城・那珂川消防組合 消防本部
春日市民生委員児童委員
福岡県障害者更生相談所 職員
春日市議会 議員
春日市役所 職員
ナギの木苑 利用者
春日市社会福祉協議会 職員
匿名
 合　　計 172,515 

梶川　智史
藤原　士誠
百田　幸之助
アップルハートやわらぎ春日 アップルハートくつろぎ春日
ＮＰＯ法人 子ども未来ネットワーク春日
春日ゆりかもめアイの会
春日市シニアクラブ 有志
春日市商工会 役員
春日市介護を考える家族の会 ひだまりの会 有志
春日まちづくり支援センター「ぶどうの庭」
筑紫地区地域活動支援センターつくしぴあ 職員
居宅介護支援事業所 フォーユー
（公社）春日市シルバー人材センター
絆データシステム
春日市シニアクラブ福祉大会
（福）はるかぜ福祉会
障害者就労支援センター ゆり工房 職員
小規模多機能型居宅介護 愛アルファー
筑紫丘高校野球部OB会 有志
紅葉ヶ丘福祉推進連絡会 有志
ニチイケアセンター春日南
ハローワーク福岡南 職員
福岡県春日警察署 職員
福岡県障害者更生相談所 職員
（福）仁風会 特別養護老人ホーム かすがの郷
春日・大野城・那珂川消防組合 消防本部
春日市民生委員児童委員
春日市立小中学校 教職員
春日那珂川水道企業団職員互助会
JA筑紫 春日支店
障害者生活支援センター にじ 職員
福岡県精神保健福祉センター
ボランティア交流会実行委員会
春日市議会 議員
春日市役所 職員
ナギの木苑 利用者
春日市社会福祉協議会 職員
匿名
 合　　計 278,640 

上村　美央、夏輝
いきいきフェスタ2016
ほほえみ祭（徳洲会病院祭）
ぶどうの庭 であい祭
かすがフリーマーケットin社協　
子ども・子育てフォーラム
南中カレッジ祭
春日市介護を考える家族の会ひだまりの会 有志
紅葉ヶ丘福祉推進連絡会 有志
桜ヶ丘地区福祉推進委員会 有志

春日市役所 職員　
春日市社会福祉協議会 職員
 合　　計 28,200 

9/24 共同募金運動推進大会
１０/３ 駅前街頭募金
10/25 いきいきフェスタ2016 春日西中学校啓発
10/25 いきいきフェスタ2016 共募ブース
10/31 駅前街頭募金
11/3 春日北中学校 （ほほえみ祭（徳洲会病院祭））
11/11 シニアクラブ連合会 福祉大会
11/12 ぶどうの庭 であい祭
11/20 かすがフリマーケットin社協　
11/23 子ども・子育てフォーラム
12/5 春日西中学校（ルミエール春日店）
12/10 南中カレッジ祭
12/19 春日東中学校ボランティア部（サニー宝町店）
12/26 春日中学校（マルキョウ春日店）
 合　　計 131,854 

（医）マインド 伊原春日クリニック
（医）古澤こども歯科クリニック
（医）徳洲会 福岡徳洲会病院
ＩＣＨＩＭＡＲＵ定食堂
居酒屋 大関
居酒屋 才谷屋
石津病院
いしばし薬局
石村萬盛堂 惣利店
一天楼
ヴィザヴィ 春日店
オートヴィークル
おもちゃ流通センター
菓子処 うさぎや
春日ちくし台郵便局
春日岡本郵便局
春日原郵便局
春日昇町郵便局
春日上白水郵便局
春日須玖郵便局
春日白水郵便局
春日宝町郵便局
春日野郵便局
春日公園地区公民館
春日原地区公民館
春日原南地区公民館
上白水地区公民館
サン・ビオ地区公民館
下白水南地区公民館
千歳町地区公民館
天神山地区公民館
松ヶ丘地区公民館
毛勝児童センター
白水児童センター
須玖児童センター
光町児童センター
いきいきプラザ 窓口
春日市ふれあい文化センター(社会教育課)
春日市ふれあい文化センター（文化振興課）
春日市福祉ぱれっと館
春日市母子寡婦福祉会 売店
春日市役所 窓口
春日市立北スポーツセンター
春日市立スポーツセンター
春日市立スポーツセンター 温水プール
春日まちづくり支援センター ぶどうの庭

かなで食堂
かにコロッケの店 ひさや
㈱カネダイ
㈱小倉不動産
㈱富貴
㈱障がい者つくし更生会
キッチンよい一日
ギャオス
クリニック提携サロン琥珀
グリーンコープ キープ＆ショップのぼり町
古賀整骨院
サンクス春日小倉二丁目店
JA筑紫 春日支店 窓口
自衛隊福岡病院　
寿司割烹 魚徳
寿し大仙㈲
スナック くろんぼ
炭火豚丼店 西北の杜
セブンイレブン 春日桜ヶ丘４丁目店
セブンイレブン 春日天神山２丁目店
セレモール春日
そば処武蔵
宝町整骨院・鍼灸院
たこカフェ ねこのしっぽ
筑紫地区地域活動支援センター つくしぴあ
チリチリ（CHILI  CHILI)
鉄板王 春日店
福岡県議会議員 中牟田伸二事務所
中村家
にこにこ弁当 岡本店
西日本シティ銀行 春日西支店
西日本シティ銀行 春日原支店
ニチイケアセンター春日
ニチイケアセンター春日南
博多もつ鍋 八慶
パスタキッチン
花のれん
原口酒店
びっくりドンキー
ひまわり保育園
ファミリーらーめん 一竜亭
福神調剤薬局 春日店
ふくの湯 春日店
まあ～ち
むさし鍼灸整骨院 惣利
無添加生地工房 Rapport Kasuga
銘酒の舘 ＫＯＢＡ
やす
やきとり 千両
ヤマト屋酒店
ゆたか整骨院 春日本院
ラーメンやまもと 春日本店
レストラン チャット
和菓子処 つしま屋
和風スナック 髙子
ナギの木苑
かすがボランティアセンター
春日市社会福祉協議会 事務所
匿名
 合　　計 166,826 
 預金利息 190 

１９,２８２,４１９円１９,２８２,４１９円１９,２８２,４１９円１９,２８２,４１９円１９,２８２,４１９円

カット イン こにし 陸上自衛隊福岡駐屯地 福岡徳洲会病院

（順不同：敬称略）　単位：円



個人募金

学校募金

自動販売機による募金

物品募金（バッジ）

物品募金（ボールペン）

物品募金（図書カード）

物品募金（クオカード）

街頭募金・イベント募金

職域募金（募金箱設置による募金）

物品募金（妖怪ウォッチ コラボグッズ）

54

泉 163,000
大谷 585,000
大土居 153,250
岡本 150,000
春日 716,000
春日公園 702,900
春日原 1,000,000
春日原南 239,500
上白水 580,000
小倉 380,000
小倉東 148,578
桜ヶ丘 525,000
サン・ビオ 270,000
下白水北 330,000
下白水南 320,000
白水池 200,500
白水ケ丘 416,000
須玖北 700,000
須玖南 445,000
惣利 291,500
宝町 356,000
ちくし台 266,500
千歳町 238,000
塚原台 222,000
天神山 500,000
昇町 500,000
光町 191,485
日の出町 350,000
平田台 134,017
松ヶ丘 386,000
紅葉ヶ丘 582,800
大和町 132,482
弥生 458,500
若葉台西 419,500
若葉台東 249,000
 合　　計 13,302,512 

㈱ソリッド 53,000
 合　　計 53,000 

春日市内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（医）徳洲会 福岡徳洲会病院 122,250
㈲共栄資源管理センター 50,000
白水乳腺クリニック 50,000
㈲浜田電業 30,000
ホームガス㈱ 25,000
㈱小倉不動産 20,000
㈱クリーン春日 20,000
カットインこにし 15,477
㈲丸野工務店 10,000
㈲熊谷工務店 10,000

（福）仁風会 特別養護老人ホーム かすがの郷 10,000
㈱カネダイ 10,000
㈱白水堂 10,000
㈱伯玄ガーデン 10,000
㈱デニッシュケア 心・し・あ・わ・せ・楽園・春日 10,000
㈱九州防災センター 10,000
㈱木村電気工事店 10,000
㈱井口タタミフスマ店 10,000
㈲タバル 10,000
村山医院 10,000
プレジール春日 10,000
たから薬局 10,000
高橋ペットクリニック 10,000
大洋電気㈱春日出張所 10,000
大道印刷㈱ 10,000
（福）はるかぜ福祉会 10,000
グループホームさわやかテラス春日・小規模多機
能型居宅介護さわやか憩いの家 春日 10,000
キュウニチ㈱ 10,000
春日液化瓦斯㈱ 10,000
オートヴィークル 10,000
うえぞの整骨院 10,000
（医）マインド 伊原春日クリニック 10,000
㈲村上ライフエナジー 5,000
㈲モリペイント 5,000
㈲西日本体器 5,000
㈲モリミツ 5,000
㈲ナカムラセイカン 5,000
㈲共働タクシー 5,000
㈲筑栄産業 5,000
㈲精華園 5,000
㈲白水木材 5,000
㈲山水社 5,000
㈲三星プロパン 5,000
㈲春日薬局 5,000
㈱九州カルストーン住宅 5,000
㈱本田組 5,000
㈱ナリスコーポレーション 5,000
㈱田島不動産 5,000
㈱かね長 5,000
㈱柿元不動産 5,000
㈱飛鳥緑化建設 春日営業所 5,000
㈱ケイエム企画 5,000
ヤマザキビスケット㈱福岡営業所 5,000
銘酒の舘 ＫＯＢＡ 5,000
松尾商事㈲ 5,000
ハヤトリフォーム 5,000
そうり歯科医院 5,000
セイフティガス㈱ 5,000
サク皮ふ科クリニック 5,000
斉藤工務店 5,000
京三電設工業㈱九州支店 5,000
オタライト㈱ 5,000
（医）渡辺病院 5,000
（医）MC会 またけ胃腸内科クリニック 5,000
（医）古澤こども歯科クリニック 5,000
（医）つくし会病院 介護老人保健施設はなつくし 5,000
（医）川﨑歯科医院 5,000
アサヒみどり販売㈱ 5,000

春日綜合技術㈱ 5,000
㈲銘茶みどり屋 3,000
hair resort Boum Boum kasuga 3,000
西日本大生㈱ 3,000
トミナガコーポレーション 3,000
スカイ時計店 3,000
（公社）春日市シルバー人材センター 3,000
片渕動物病院 3,000
春日白水郵便局 3,000
おかもと内科医院 3,000
福岡日東防疫㈱ 2,900
ねぎぼうず 2,000
春日ちくし台郵便局 2,000
匿名 1,000
春日市外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アイティエス㈱ 60,000
㈱ジェイアイケイ 30,000
藤井液化ガス㈱ 22,000
㈱リョウショク・ワイズ 20,000
㈱障がい者つくし更生会 17,400
㈲南部プロパン 10,000
（福）宰府福祉会 宰府園 10,000
㈱にしけい 福岡南支社 10,000
㈱菜根譚 10,000
久野印刷㈱ 10,000
照栄建設㈱ 10,000
太陽工業㈱ 10,000
第一電建㈱春日営業所 10,000
新日本測量設計㈱ 10,000
オーリック㈱ 10,000
㈱オカトク 10,000
㈲五十鈴貸衣裳本店 5,000
㈱島川本店 5,000
㈱三機産業 5,000
㈱九電工 福岡南営業所 5,000
ミナミ舗装㈱ 5,000
冨洋設計㈱九州支社 5,000
シグマクリニック 5,000
㈱エイコー 5,000
㈲九州予防協会 3,000
寺岡オートドア㈱福岡支店 3,000
内外エンジニアリング㈱福岡支社 3,000
絆データシステム㈱ 3,000
アルク九州販売㈲ 3,000
ＧＲＡＰＨ㈱ 3,000
筑陽印刷 2,000
総合保険 コスモプラザ 2,000
 合　　計 1,114,027 

陸上自衛隊 福岡駐屯地 123,200
春日市民生委員児童委員連合協議会 103,000
航空自衛隊 春日基地 84,800
春日市土木組合 50,000
筑紫農業協同組合 春日地区 30,000
春日市建設業協力会 30,000
春日市商工会 30,000
春日医師団 30,000
つくし中央ライオンズクラブ 30,000

（一社）筑紫歯科医師会 春日会 30,000
春日市母子寡婦福祉会 20,000
春日市シニアクラブ連合会 30,000
春日市シニアクラブ連合会 女性部 20,000
惣利シニアクラブ ことぶき会 27,563
小倉シニアクラブ 長寿会 23,905
紅葉ヶ丘シニアクラブ 紅葉会 22,540
須玖南シニアクラブ 南福寿会 20,000
下白水南シニアクラブ あすなろ会 16,287
松ヶ丘シニアクラブ 松の実会 15,000
昇町シニアクラブ 白寿会 15,000
下白水北シニアクラブ 松葉会 12,000
泉シニアクラブ いずみ会 10,000
大谷シニアクラブ 南寿会 10,000
春日シニアクラブ 若水会 10,000
上白水シニアクラブ 白水会 10,000
小倉東シニアクラブ 春光会 10,000
桜ヶ丘シニアクラブ 松寿会 10,000
白水池シニアクラブ 池の友 10,000
白水ヶ丘シニアクラブ 元気の会 10,000
須玖北シニアクラブ 福寿会 10,000
宝町シニアクラブ 宝寿会 10,000
ちくし台シニアクラブ 睦会 10,000
千歳町シニアクラブ 千寿会 10,000
天神山シニアクラブ さわやか天神会 10,000
光町シニアクラブ 光永会 10,000
日の出町シニアクラブ 高砂会 10,000
平田台シニアクラブ 緑翠会 10,000
大和町シニアクラブ 大和会 10,000
弥生シニアクラブ 弥生クラブ 10,000
若葉台西シニアクラブ 西若葉会 10,000
若葉台東シニアクラブ 東若葉会 10,000
岡本シニアクラブ 仙寿会 8,000
春日公園地区リサイクル部 20,000
春日市緑樹協同組合（環境フェスタ） 19,033
春日市自治会連合会 15,000
（一社）筑紫薬剤師会 春日ブロック 15,000
NPO法人 ニューライフアドベンチャー運動実
行委員会 九州地区実行委員会 14,514
筑紫保護区保護司会 春日支部 10,000
春日市文化協会 10,000
春日市身体障害者福祉協会 聴覚障害者部会 10,000
春日市身体障害者福祉協会 10,000
春日市福祉ボランティア連絡協議会 10,000
春日市体育協会 卓球協会 10,000
春日市グラウンドゴルフ協会 10,000
春日・大野城・那珂川消防組合 職員厚生会 10,000
手をつなぐ育成会かすが 10,000
NPO法人 福岡・翼の会 10,000
男女共同参画ネットワーク春日 10,000
春日柔道育成会 10,000
春日市生活学校 10,000
春日市介護を考える家族の会 ひだまりの会 10,000
ガールスカウト福岡県第29団 10,000
春日市少年の船 実行委員会 6,876
春日ゆりかもめアイの会 6,810
心配ごと相談員 5,000
春日市体育協会 バドミントン協会 5,000
春日市体育協会 ゲートボール連合会 5,000
春日市体育協会 弓友会 5,000
春日市スポーツ少年団 5,000
行政書士 八年会 5,000
ＮＰＯ法人 子育てネットワーク春日 5,000
ＮＰＯ法人 子ども未来ネットワーク春日 5,000
タイムケアスタッフ 4,335
福岡県司法書士会 福岡南支部 3,000
少林拳春日連盟 勝龍館道場 3,000
春日市体育協会 バレーボール協会 3,000

なごみの部屋 1,502
手作り布絵本布おもちゃ イルカくらぶ 1,457
サン・ビオ自治会 サン・ビオキッズ 1,310
春日市剣道連盟 1,000
ナギの木苑 511
春日市介護を考える家族の会ひだまりの会 有志 200
春日市役所 職員 38,376
春日市社会福祉協議会職員労働組合 25,000
春日市社会福祉協議会職員互助会 10,000
春日市社会福祉協議会 職員 7,786
 合　　計 1,359,005 

白水　理紀之助 202,006
白水　光子 200,000
金堂　正芳 200,000
友廣　英司 150,000
鈴木　加代子 50,000
百田　幸之助 50,000
宮﨑　モモエ 50,000
田代　瑞男 50,000
渕上　美年子 20,000
楠原　一馬 20,000
原賀　幸枝 20,000
金堂　実 15,000
友廣　トシエ 13,742
岩瀬　憲二 10,000
門田　昌子 10,000
髙久保　瑞子 10,000
永田　雅雄 10,000
中溝　忠夫 10,000
松永　憲佳 10,000
宮原　シマヱ 10,000
山下　鈴子 10,000
山﨑　俊弘 10,000
高須　矯 7,000
亀﨑　光勝 5,000
篠原　比呂志 5,000
内藤　美千子（いつもの塾） 3,000
軽部　雅子 3,000
古賀　正夫 645
匿名 149,101
 合　　計 1,303,494 

春日市立 大谷小学校
春日市立 春日小学校
春日市立 春日北小学校
春日市立 春日西小学校
春日市立 春日野小学校
春日市立 春日原小学校
春日市立 春日東小学校
春日市立 春日南小学校
春日市立 白水小学校
春日市立 須玖小学校
春日市立 天神山小学校
春日市立 日の出小学校
春日市立 春日中学校
春日市立 春日北中学校
春日市立 春日西中学校
春日市立 春日野中学校
春日市立 春日東中学校
春日市立 春日南中学校
 合　　計 311,123 

アンピール春日Ⅱ
春日市立春日中学校

グリーンヒルつじはた前
サニクリーン福岡南
白水大池公園
スクール・オブ・アーツ
筑紫農業協同組合春日支店
天神山テラス
福岡ライフエナジー㈱ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ春日
ふれあいサロン ミシェル
山田ショップ
㈲山水社 春日中央斎場
㈲山水社 柳瀬斎場
㈲福商住宅
大土居地区公民館
岡本地区公民館
下白水南地区公民館
須玖南地区公民館
惣利地区公民館
日の出町地区公民館
弥生地区公民館
春日市ふれあい文化センター
春日市スポーツセンター
春日市立西スポーツセンター
春日コミュニティバスセンター
春日市役所
春日市男女共同参画・消費生活センター じょなさん
ナギの木苑
福祉団体室前
春日市社会福祉センター
 合　　計 1,013,674 

相川　一美
石橋　壯児
友廣　英司
春日市シニアクラブ有志
春日市福祉団体等連絡協議会 有志
春日市民生委員児童委員連合協議会 有志
春日公園地区自治会（敬老）有志一同
JA筑紫 春日支店　
（福）はるかぜ福祉会
福岡県春日警察署 職員
ハローワーク福岡南 職員
ひまわり保育園　
アップルハートやわらぎ春日 アップルハートくつろぎ春日
いきいきフェスタ2016　
ほほえみ祭（徳洲会病院祭）
子ども・子育てフォーラム
春日市議会 議員
春日市役所 職員
春日市社会福祉協議会 職員
匿名
 合　　計 41,600 

春日・大野城・那珂川消防組合 消防本部
 合　　計 5,759 

藤原　士誠
ＮＰＯ法人 子ども未来ネットワーク春日
春日市介護を考える家族の会ひだまりの会 有志
春日まちづくり支援センター「ぶどうの庭」
なごみの部屋
春日市北地域包括支援センター
居宅介護支援事業所 フォーユー
ニチイケアセンター春日南
（福）はるかぜ福祉会
障害者就労支援センター ゆり工房 職員

春日ゆりかもめアイの会
筑紫地区地域活動支援センターつくしぴあ 職員
福岡県春日警察署 職員
福岡県福岡児童相談所 職員
アップルハートやわらぎ春日 アップルハートくつろぎ春日
春日市福祉団体等連絡協議会 有志
春日・大野城・那珂川消防組合 消防本部
春日市民生委員児童委員
福岡県障害者更生相談所 職員
春日市議会 議員
春日市役所 職員
ナギの木苑 利用者
春日市社会福祉協議会 職員
匿名
 合　　計 172,515 

梶川　智史
藤原　士誠
百田　幸之助
アップルハートやわらぎ春日 アップルハートくつろぎ春日
ＮＰＯ法人 子ども未来ネットワーク春日
春日ゆりかもめアイの会
春日市シニアクラブ 有志
春日市商工会 役員
春日市介護を考える家族の会 ひだまりの会 有志
春日まちづくり支援センター「ぶどうの庭」
筑紫地区地域活動支援センターつくしぴあ 職員
居宅介護支援事業所 フォーユー
（公社）春日市シルバー人材センター
絆データシステム
春日市シニアクラブ福祉大会
（福）はるかぜ福祉会
障害者就労支援センター ゆり工房 職員
小規模多機能型居宅介護 愛アルファー
筑紫丘高校野球部OB会 有志
紅葉ヶ丘福祉推進連絡会 有志
ニチイケアセンター春日南
ハローワーク福岡南 職員
福岡県春日警察署 職員
福岡県障害者更生相談所 職員
（福）仁風会 特別養護老人ホーム かすがの郷
春日・大野城・那珂川消防組合 消防本部
春日市民生委員児童委員
春日市立小中学校 教職員
春日那珂川水道企業団職員互助会
JA筑紫 春日支店
障害者生活支援センター にじ 職員
福岡県精神保健福祉センター
ボランティア交流会実行委員会
春日市議会 議員
春日市役所 職員
ナギの木苑 利用者
春日市社会福祉協議会 職員
匿名
 合　　計 278,640 

上村　美央、夏輝
いきいきフェスタ2016
ほほえみ祭（徳洲会病院祭）
ぶどうの庭 であい祭
かすがフリーマーケットin社協　
子ども・子育てフォーラム
南中カレッジ祭
春日市介護を考える家族の会ひだまりの会 有志
紅葉ヶ丘福祉推進連絡会 有志
桜ヶ丘地区福祉推進委員会 有志

春日市役所 職員　
春日市社会福祉協議会 職員
 合　　計 28,200 

9/24 共同募金運動推進大会
１０/３ 駅前街頭募金
10/25 いきいきフェスタ2016 春日西中学校啓発
10/25 いきいきフェスタ2016 共募ブース
10/31 駅前街頭募金
11/3 春日北中学校 （ほほえみ祭（徳洲会病院祭））
11/11 シニアクラブ連合会 福祉大会
11/12 ぶどうの庭 であい祭
11/20 かすがフリマーケットin社協　
11/23 子ども・子育てフォーラム
12/5 春日西中学校（ルミエール春日店）
12/10 南中カレッジ祭
12/19 春日東中学校ボランティア部（サニー宝町店）
12/26 春日中学校（マルキョウ春日店）
 合　　計 131,854 

（医）マインド 伊原春日クリニック
（医）古澤こども歯科クリニック
（医）徳洲会 福岡徳洲会病院
ＩＣＨＩＭＡＲＵ定食堂
居酒屋 大関
居酒屋 才谷屋
石津病院
いしばし薬局
石村萬盛堂 惣利店
一天楼
ヴィザヴィ 春日店
オートヴィークル
おもちゃ流通センター
菓子処 うさぎや
春日ちくし台郵便局
春日岡本郵便局
春日原郵便局
春日昇町郵便局
春日上白水郵便局
春日須玖郵便局
春日白水郵便局
春日宝町郵便局
春日野郵便局
春日公園地区公民館
春日原地区公民館
春日原南地区公民館
上白水地区公民館
サン・ビオ地区公民館
下白水南地区公民館
千歳町地区公民館
天神山地区公民館
松ヶ丘地区公民館
毛勝児童センター
白水児童センター
須玖児童センター
光町児童センター
いきいきプラザ 窓口
春日市ふれあい文化センター(社会教育課)
春日市ふれあい文化センター（文化振興課）
春日市福祉ぱれっと館
春日市母子寡婦福祉会 売店
春日市役所 窓口
春日市立北スポーツセンター
春日市立スポーツセンター
春日市立スポーツセンター 温水プール
春日まちづくり支援センター ぶどうの庭

かなで食堂
かにコロッケの店 ひさや
㈱カネダイ
㈱小倉不動産
㈱富貴
㈱障がい者つくし更生会
キッチンよい一日
ギャオス
クリニック提携サロン琥珀
グリーンコープ キープ＆ショップのぼり町
古賀整骨院
サンクス春日小倉二丁目店
JA筑紫 春日支店 窓口
自衛隊福岡病院　
寿司割烹 魚徳
寿し大仙㈲
スナック くろんぼ
炭火豚丼店 西北の杜
セブンイレブン 春日桜ヶ丘４丁目店
セブンイレブン 春日天神山２丁目店
セレモール春日
そば処武蔵
宝町整骨院・鍼灸院
たこカフェ ねこのしっぽ
筑紫地区地域活動支援センター つくしぴあ
チリチリ（CHILI  CHILI)
鉄板王 春日店
福岡県議会議員 中牟田伸二事務所
中村家
にこにこ弁当 岡本店
西日本シティ銀行 春日西支店
西日本シティ銀行 春日原支店
ニチイケアセンター春日
ニチイケアセンター春日南
博多もつ鍋 八慶
パスタキッチン
花のれん
原口酒店
びっくりドンキー
ひまわり保育園
ファミリーらーめん 一竜亭
福神調剤薬局 春日店
ふくの湯 春日店
まあ～ち
むさし鍼灸整骨院 惣利
無添加生地工房 Rapport Kasuga
銘酒の舘 ＫＯＢＡ
やす
やきとり 千両
ヤマト屋酒店
ゆたか整骨院 春日本院
ラーメンやまもと 春日本店
レストラン チャット
和菓子処 つしま屋
和風スナック 髙子
ナギの木苑
かすがボランティアセンター
春日市社会福祉協議会 事務所
匿名
 合　　計 166,826 
 預金利息 190 



街頭
募金活動

地域の福祉に
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♥障害者就労支援センターゆり工房
♥障害者生活支援センターにじ
♥春日市身体障害者福祉協会
♥障害福祉サービス事業所はるかぜ
♥多機能型事業所ひいらぎ
♥ＮＰＯ法人子ども未来ネットワーク春日
♥地域支援ネットワークづくり基盤整備事業

★小地域ネットワーク活動の支援
★ふれあい・いきいきサロン
★子育て支援、子育てサロン
★社協だより「しあわせ」の発行
★福祉団体等の活動支援
★福祉講演会の開催

♥春日市母子寡婦福祉会
♥手をつなぐ育成会かすが
♥ボランティア交流会実行委員会
♥ＮＰＯ法人子育てネットワーク春日
♥ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 春日事業所
　春日地域福祉事業所 ひまわり
♥母子世帯　等へ

「誰もがしあわせに暮らせるまちに」
集まった募金は、春日市や福岡県内の福祉のために役立てられています。

赤い羽根共同募金の使いみち赤い羽根共同募金の使いみち赤い羽根共同募金の使いみち

子どもの福祉に
★福祉教育への協力支援
★少年の船への支援
★母子会の活動支援
★保護司会・子育てネットワーク・
放課後児童クラブの活動支援

高齢者の福祉に
★シニアクラブの活動支援
★介護を考える家族の会
　「ひだまりの会」の活動支援
★民生委員・児童委員の活動支援

ボランティア活動に
★各種ボランティア講座
★個人・団体の活動支援
★ボランティア通信の発行
★ボランティア交流会
★ボランティア研修会

災害支援のために
★災害義援金への協力
★要援護者支援マップの作成
★災害ボランティア講座
★災害ボランティアセンターの
設置

●熊本・大分地震（熊本県・大分県）
●北海道・岩手県台風災害義援金
　（北海道・岩手県）

●鳥取地震（鳥取県）
●新潟県大規模火災義援金
　（新潟県）

障がい者の福祉に
★地域交流事業「あいあい広場」
★障害者スポーツ大会
★身体障害者福祉協会・
　手をつなぐ育成会の活動支援

２,８４４,７６０円２,８４４,７６０円歳末
たすけあい募金

（順不同：敬称略）　単位：円

泉 50,000
大谷 117,000
大土居 48,500
岡本 30,000
春日 143,200
春日公園 156,200
春日原 170,000
春日原南 69,500
上白水 110,000
小倉 70,000
小倉東 34,660
桜ケ丘 105,000

サン・ビオ 60,000
下白水南 80,000
下白水北 80,000
白水池 40,100
白水ヶ丘 83,200
須玖北 120,000
須玖南 89,000
惣利 59,700
宝町 89,000
ちくし台 51,900
千歳町 80,000
塚原台 44,400

天神山 100,000
昇町 100,000
光町 26,500
日の出町 70,000
平田台 90,000
松ヶ丘 77,800
紅葉ヶ丘 145,700
大和町 27,000
弥生 91,700
若葉台西 83,900
若葉台東 50,800
 合　　計 2,844,760 

クリスマス会や年末年始の活動助成、
見舞金贈呈事業などへ配分されました。

１１月３日 ほほえみ祭（徳洲会病院祭）
春日北中学校

１２月２６日 マルキョウ春日店にて
春日中学校

１２月１９日 サニー宝町店にて
春日東中学校

１２月５日 ルミエール春日店にて
春日西中学校

平成２８年度  下記の地域に義援金を送りました。

ご協力ありがとうございました。

災害義援金


