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み な さ ま の 善 意 あ り が と う ご ざ い ま す
社会福祉法人都城市社会福祉協議会では、みなさまからいただいた善意寄付や忌明寄付を福祉向上の
ために使わせていただいております。掲載事項につきましては、ご本人の承諾を得ております。
なお、空欄（寄付内容等）につきましては、寄付者の希望により掲載しておりません。

○忌明寄付（10月～11月受け入れ分）� ※公職の候補者からの寄付はお断りしています。

■本所管内� （敬称略　単位：円）
住所 寄付者 故人 寄付内容 住所 寄付者 故人 寄付内容 住所 寄付者 故人 寄付内容

太郎坊町 島田　芳博 國夫 30,000 庄内町 溝下　和子 忠雄 20,000 下水流町 亀澤　悦子 恒夫 50,000 
都北町 宮内美保子 佐々木ミツ子 30,000 立野町 有田　栄次 一恵 40,000 庄内町 髙橋伊保美 敏文 100,000 
平江町 德留千代子 小一郎 30,000 吉之元町 藥丸キヨ子 良英 20,000 広原町 市成　幸葊 幸夫 30,000 

関之尾町 徳重ミツ子 正則 30,000 立野町 久保　郁子 正典 20,000 郡元町 原田　隆幸 トヨ 30,000 
金田町 髙橋　富保 ミツノ 20,000 野々美谷町 福留　道子 幸男 30,000 上長飯町 宮下　修子 鈴木ヨシノ 20,000 

西諸県郡
高原町 吉川サトミ 光夫 20,000 郡元町 立山トミ子 大迫時吉 20,000 横市町 山﨑ナミ子 幸雄 20,000 

熊本市 押川　朋史 澄子 30,000 志比田町 松山　久男 慶視 30,000 郡元町 鎌田　一男 フサエ 30,000 
天神町 𠮷原　和雄 フヂ子 100,000 祝吉1丁目 松原八重子 国紘 30,000 野々美谷町 松原　隆志 イ子 30,000 
上東町 坂元伸一郎 トミ子 30,000 一万城町 浜田　正則 朝子 30,000 安久町 鎌田　義徳 　美智子 30,000 

上長飯町 中島美智子 環 30,000 鷹尾1丁目 森永牛乳タカオ販売店
安藤富美雄 安藤タミエ 30,000 下水流町 藏園　セツ 照男 30,000 

宮丸町 平川　修子 正和 30,000 菓子野町 久保　盛男 久 20,000 吉尾町 髙橋サザ子 民夫 30,000 
安久町 瀬口　安子 則道 30,000 上長飯町 花岡　幸代 堀田サチヱ 20,000 上長飯町 花岡　幸代 初義 20,000 
庄内町 平田　玲子 尚孝 30,000 吉之元町 森重　光幸 アリヱ 20,000 大王町 修行　和子 辰雄 50,000 
早鈴町 岩﨑　淳司 利美 30,000 

■山之口支所管内
西向原 綿屋　政典 シヅ子 30,000 田原 當瀬　輝雄 信子 30,000 桑原 岩﨑　和男 文子 30,000 
五反田 前田としえ 信良 30,000 西向原 伊勢テルエ 勇三 30,000 

■高城支所管内
有水 松永フミ子 稔文 20,000 大井手 藤安　澄夫 マサ 30,000 有水 瀬戸口勝美 フク 30,000 
桜木 中村　泰久 幸子 30,000 

■山田支所管内
中霧島 白 谷 　 満 邦子 30,000 長谷 濵 　 富 繁 ヒサ子 20,000 中霧島 谷口　泰美 坂元郁代 30,000 

■高崎支所管内
大牟田 柿木　早子 龍光 50,000 縄瀬 米𠮷　誠次 ハツミ 30,000 前田 榎 薗 　 浩 美木男 30,000 
縄瀬 鶴 𠮷 　 巌 シヅ子 20,000 大牟田 宮原　伸郎 佐保子 30,000 大牟田 德丸太一郎 ヨシ子 30,000 

神之山町 吉永　英美 ハルミ 30,000 縄瀬 有馬　孝子 岡野　郁 50,000 東霧島 木下　梅生 白石ハツエ 20,000 
岩満町 鶴ヶ久保隆志 ホヅミ 30,000 縄瀬 川邊久美子 ミヨ 50,000 縄瀬 石橋エイ子 竹之下勝行 10,000 

○善意寄付（10月～11月受け入れ分）
住所 寄付者 寄付内容 住所 寄付者 寄付内容

前田町 護国寺 （10月分）お米22㎏
（11月分）お米32㎏

中原町 都城歌謡会・協会 岡元　常信 50,000 
千町 匿名 10,000 

上町 宮崎都城信用金庫 第24回理事長杯
都城地区チャリティーゴルフコンペ 81,565 都城市総合文化祭

文化ホール de フリマー 8,000 

千町 匿名 10,000 関之尾町 堂園　一秋 24,424 
志比田町 ㈲ぎょうざの丸岡 838,961 


