
株式会社ブリッジ　様 （東京都日野市）
上尾　直子　様 （福岡県久留米市）
ジャパンゴルフツアー選手会　様 （東京都港区）
名郷根　法育　様 （矢巾町）
富国生命保険相互会社　様 （東京都千代田区）
株式会社テレビ岩手　様 （盛岡市）
株式会社山與　様 （盛岡市）
医療法人社団恵仁会三愛病院　様 （盛岡市）
一般社団法人岩手県私立幼稚園・認定こども園連合会　様 （盛岡市）
医療法人佐藤耳鼻咽喉科医院　様 （盛岡市）
医療法人佐藤皮膚科医院　様 （盛岡市）
社団医療法人久仁会内丸病院　様 （盛岡市）
社会医療法人巖心会栃内病院　様 （盛岡市）
一般社団法人岩手県医師会　様 （盛岡市）
盛岡医療生活協同組合川久保病院　様 （盛岡市）
株式会社石田商会　様 （盛岡市）
株式会社東光舎岩手工場　様 （岩手町）
金子新聞販売株式会社　様 （紫波町）
株式会社理水興業　様 （花巻市）
株式会社クライン岩手事業所　様 （遠野市）
医療法人さとう胃腸科内科　様 （盛岡市）
ふれあいレストラン雲の信号　様 （盛岡市）
カーライフケイズけせん保険サービス　様 （大船渡市）
社団医療法人赤坂病院　様 （盛岡市）
医療法人財団正清会六角牛病院　様 （遠野市）
明峰山石応禅寺　様 （釜石市）
岩手アパレル株式会社　様 （遠野市）
北日本石油株式会社盛岡販売支店　様 （盛岡市）
宮古セントラルホテル熊安　様 （宮古市）
岩手県司法書士会　様 （盛岡市）
モトモチ商事株式会社　様 （盛岡市）
株式会社北星　様 （盛岡市）
和同産業株式会社　様 （花巻市）
株式会社佐武建設　様 （陸前高田市）
新興電気株式会社　様 （盛岡市）
株式会社東海新報社　様 （大船渡市）
大和商事株式会社　様 （大船渡市）
医療法人中庸会　様 （花巻市）
小泉医院　様 （釜石市）
有限会社Ｉ．Ｓ．Ｎ．　様 （二戸市）
長福寺　様 （久慈市）
有限会社タケダ　様 （盛岡市）
岩手県教職員組合　様 （盛岡市）
株式会社吉田印刷　様 （盛岡市）
株式会社中央コーポレーション　様 （花巻市）
大船渡商工会議所　様 （大船渡市）
岩手ふるさと農業協同組合　様 （奥州市）
株式会社鈴正　様 （盛岡市）
岩手日野自動車株式会社　様 （盛岡市）
けせんプレカット事業協同組合　様 （世田米町）
株式会社双葉設備アンドサービス　様 （盛岡市）
一般財団法人岩手済生医会　様 （盛岡市）

令和元年度　寄付・協賛者名簿



岩手県中小企業団体中央会　様 （盛岡市）
株式会社ジャパンファーム　様 （盛岡市）
株式会社サンクス・エクスプレス　様 （矢巾町）
岩手江刺農業協同組合　様 （奥州市）
有限会社共輪自動車　様 （一関市）
医療法人勝久会　様 （大船渡市）
橋爪商事株式会社　様 （大船渡市）
いわて生活協同組合　様 （滝沢市）
株式会社赤澤紙業　様 （盛岡市）
天理教岩手教務支庁　様 （盛岡市）
株式会社志百家　様 （滝沢市）
株式会社岩手広告社　様 （盛岡市）
社会医療法人智徳会　様 （盛岡市）
岩手スバル自動車株式会社　様 （盛岡市）
富士水工業株式会社　様 （盛岡市）
ブリヂストンタイヤ岩手販売株式会社　様 （盛岡市）
株式会社ホンダ四輪販売北・東北　様 （盛岡市）
医療法人財団仁医会釜石厚生病院　様 （釜石市）
公益財団法人いわて産業振興センター　様 （盛岡市）
消費者信用生活協同組合　様 （盛岡市）
東北汽船港運株式会社　様 （大船渡市）
有限会社小原総合サービス　様 （山田町）
株式会社興和電設　様 （盛岡市）
大船渡魚市場株式会社　様 （大船渡市）
一般社団法人岩手県食品衛生協会　様 （盛岡市）
岩手県火災共済協同組合　様 （盛岡市）
盛岡水産株式会社　様 （盛岡市）
公益財団法人総合花巻病院　様 （花巻市）
株式会社ひらの商事　様 （一関市）
医療法人青松会二戸クリニック　様 （二戸市）
いわて平泉農業協同組合　様 （一関市）
株式会社高建重機　様 （八幡平市）
株式会社アウトレジャー　様 （矢巾町）
岩手県交通労働組合　様 （盛岡市）
公益財団法人岩手県予防医学協会　様 （盛岡市）
社団医療法人啓愛会孝仁病院　様 （盛岡市）
菱和建設株式会社　様 （盛岡市）
株式会社ＩＢＣ岩手放送　様 （盛岡市）
岩手西北医師会　様 （滝沢市）
オーシーエス岩手株式会社　様 （盛岡市）
株式会社わしの尾　様 （八幡平市）
高畑電機株式会社　様 （久慈市）
公益財団法人日本社会福祉弘済会　様 （東京都江東区）
医療法人糖友会金子胃腸科内科　様 （盛岡市）
一般社団法人岩手県労働者福祉協議会　様 （盛岡市）
学校法人岩手医科大学　様 （矢巾町）
株式会社高光建設　様 （盛岡市）
岩手中央農業協同組合　様 （紫波町）
岩手基礎工業株式会社　様 （北上市）
一般社団法人奥州医師会　様 （奥州市）
丸モ盛岡中央青果株式会社　様 （盛岡市）
株式会社愛真館　様 （盛岡市）
株式会社ダイトク　様 （盛岡市）
株式会社アドバンス東北　様 （矢巾町）
税理士法人秋山会計事務所　様 （盛岡市）
新岩手農業協同組合　様 （滝沢市）



株式会社菅文　様 （二戸市）
医療法人三船内科　様 （盛岡市）
有限会社岡田保険事務所　様 （盛岡市）
一般財団法人ハピネス共済会　様 （盛岡市）
自由民主党岩手県支部連合会　様 （盛岡市）
名鉄観光サービス株式会社盛岡支店　様 （盛岡市）
旭エンジニアリング株式会社　様 （花巻市）
小田島商事株式会社　様 （花巻市）
小山田電業株式会社　様 （宮古市）
株式会社エフビー　様 （山田町）
リアス環境管理株式会社　様 （宮古市）
岩手トヨペット株式会社　様 （盛岡市）
社団医療法人康生会介護老人保健施設おうしゅく　様 （雫石町）
医療法人遠山病院　様 （盛岡市）
医療法人正康会平舘クリニック　様 （八幡平市）
梨子建設株式会社　様 （盛岡市）
岩手県国民健康保険団体連合会　様 （盛岡市）
株式会社山清商店　様 （盛岡市）
岩手トラックターミナル株式会社　様 （矢巾町）
ちば心療内科クリニック　様 （花巻市）
釜石ガス株式会社　様 （釜石市）
医療法人財団正清会三陸病院　様 （宮古市）
社団医療法人祥和会久慈恵愛病院　様 （久慈市）
株式会社寿広　様 （盛岡市）
東洋電業株式会社　様 （盛岡市）
東北自動車共済協同組合　様 （宮城県仙台市）
有限会社青山経営経理研究所　様 （盛岡市）
医療法人真彰会ひめかみ病院　様 （盛岡市）
北上済生会病院　様 （北上市）
船越湾漁業協同組合　様 （山田町）
永代印刷株式会社　様 （盛岡市）
株式会社リードコナン　様 （盛岡市）
株式会社純情米いわて　様 （盛岡市）
株式会社中舘建設　様 （二戸市）
医療法人一舟会みうら産婦人科内科医院　様 （盛岡市）
株式会社遠野　様 （遠野市）
一般社団法人岩手県産業会館　様 （盛岡市）
一般財団法人岩手教育会館　様 （盛岡市）
岩手県農業協同組合中央会　様 （盛岡市）
岩手繊維株式会社　様 （矢巾町）
株式会社ケア・テック　様 （盛岡市）
佐々木　昭人　様 （盛岡市）
合同会社保険ライフ三陸　様 （宮古市）
サンセール盛岡　様 （盛岡市）
金井耳鼻咽喉科クリニック　様 （滝沢市）
医療法人社団徳心会花城循環器クリニック　様 （花巻市）
一般社団法人岩手県薬剤師会　様 （盛岡市）
一般社団法人岩手県農林漁業団体役職員連盟　様 （盛岡市）
岩手弁護士会　様 （盛岡市）
日産チェリー岩手販売株式会社　様 （盛岡市）
医療法人日新堂八角病院　様 （盛岡市）
株式会社伊藤組　様 （花巻市）
千田工業株式会社　様 （北上市）
医療法人双熊会熊坂内科医院　様 （宮古市）
片倉コープアグリ株式会社宮古工場　様 （宮古市）
社団医療法人新和会宮古山口病院　様 （宮古市）



岩手県商工会議所連合会　様 （盛岡市）
中亀建設株式会社　様 （盛岡市）
国民民主党岩手県総支部連合会　様 （盛岡市）
学校法人二戸学園岩手保健医療大学　様 （盛岡市）
一般財団法人岩手済生医会三田記念病院　様 （盛岡市）
一般社団法人岩手県歯科医師会　様 （盛岡市）
一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会　様 （盛岡市）
特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院　様 （盛岡市）
ネッツトヨタ岩手株式会社　様 （盛岡市）
株式会社あさ開　様 （盛岡市）
株式会社宮田燃料　様 （盛岡市）
西島医院　様 （葛巻町）
医療法人社団帰厚堂南昌病院　様 （矢巾町）
株式会社フロンティア企画　様 （奥州市）
天台宗毛越寺　様 （平泉町）
宮古信用金庫　様 （宮古市）
田老町漁業協同組合　様 （宮古市）
トヨタカローラ岩手株式会社　様 （盛岡市）
株式会社吉田産業盛岡支店　様 （盛岡市）
株式会社テラ　様 （遠野市）
株式会社久慈設計　様 （盛岡市）
東邦岩手株式会社　様 （矢巾町）
花巻温泉株式会社　様 （花巻市）
株式会社ヤマイチ　様 （久慈市）
株式会社三櫻　様 （盛岡市）
岩手県産株式会社　様 （矢巾町）
株式会社トヨタレンタリース岩手　様 （盛岡市）
盛岡ターミナルビル株式会社　様 （盛岡市）
平庭観光開発株式会社　様 （久慈市）
株式会社東山堂　様 （盛岡市）
杜陵高速印刷株式会社　様 （盛岡市）
盛岡青果商業協同組合　様 （盛岡市）
宮城建設株式会社　様 （久慈市）
四季亭　様 （盛岡市）
済生会岩泉病院　様 （岩泉町）
北日本経友会連合会　様 （盛岡市）
コープこうべ災害緊急支援基金（ハート基金）運営委員会　様 （兵庫県神戸市）
マツダ株式会社　様 （広島県安芸郡府中町）
株式会社ダイトーコーポレーション　様 （東京都港区）
株式会社戸澤建設　様 （八幡平市）
盛岡ガス株式会社　様 （盛岡市）
東北ポール株式会社北上工場　様 （北上市）
株式会社三ツ星商会　様 （矢巾町）
株式会社湯田牛乳公社　様 （西和賀町）
有限会社イワセ　様 （紫波町）
河北印刷株式会社　様 （盛岡市）
医療法人社団松誠会滝沢中央病院　様 （滝沢市）
一般財団法人みちのく愛隣協会東八幡平病院　様 （八幡平市）
藤根建設株式会社　様 （八幡平市）
大船渡市農業協同組合　様 （大船渡市）
兼田建設株式会社　様 （久慈市）
協同組合日専連盛岡　様 （盛岡市）
株式会社アシスト　様 （花巻市）
株式会社岩手テクノ　様 （花巻市）
一般社団法人生命保険協会岩手県協会　様 （盛岡市）
三機商事株式会社　様 （盛岡市）



医療法人財団仁医会都南病院　様 （盛岡市）
三八五通運株式会社　様 （矢巾町）
協同組合江釣子ショッピングセンター　様 （北上市）
岩手標識株式会社　様 （花巻市）
株式会社モリレイ　様 （矢巾町）
岩手県酒造組合　様 （盛岡市）
株式会社ミクニ盛岡営業所　様 （滝沢市）
医療法人社団創生会おとめがわ病院　様 （奥州市）
株式会社長谷川建設　様 （陸前高田市）
株式会社畠山冷機工業所　様 （花巻市）
盛岡ガス燃料株式会社　様 （盛岡市）
医療法人純研会澤田内科医院　様 （盛岡市）
医療法人ながのながの脳神経クリニック　様 （盛岡市）
わたなべおしりのクリニック　様 （盛岡市）
おいかわ耳鼻咽喉科医院　様 （奥州市）
千葉医院　様 （遠野市）
日本労働組合総連合会岩手県連合会　様 （盛岡市）
医療法人卯槌くろだ皮膚科クリニック　様 （盛岡市）
医療法人あすなろ会小林小児科クリニック　様 （盛岡市）
医療法人北点舎ゆとりが丘クリニック　様 （滝沢市）
みずかわ耳鼻咽喉科医院　様 （北上市）
おりそ内科・循環器クリニック　様 （二戸市）
遠藤医院　様 （一関市）
玉田皮膚科・形成外科クリニック　様 （盛岡市）
新津あさくら眼科クリニック　様 （盛岡市）
医療法人慶正会小豆嶋眼科クリニック　様 （岩手町）
南矢巾ハートクリニック　様 （矢巾町）
照井内科消化器科医院　様 （花巻市）
医療法人堀医院　様 （釜石市）
滝田医院　様 （大船渡市）
蓬田内科医院　様 （一関市）
菅原内科循環器科医院　様 （一関市）
有限会社岩手架設工業　様 （盛岡市）
協同組合宮古市魚菜市場　様 （宮古市）
株式会社東家　様 （盛岡市）
中村内科医院　様 （盛岡市）
たかのはし皮膚科　様 （奥州市）
小林外科　様 （久慈市）
岩﨑外科医院　様 （一関市）
阿部医院　様 （一関市）
社団医療法人祐和会介護老人保健施設欅の里　様 （久慈市）
医療法人ハレルヤ会森田小児科医院　様 （盛岡市）
鈴木小児科　様 （滝沢市）
さやかクリニック　様 （北上市）
板倉紀子　様 （奥州市）
花山内科クリニック　様 （奥州市）
医療法人希望会希望ヶ丘病院　様 （陸前高田市）
岩手中央酪農業協同組合　様 （盛岡市）
株式会社岩手めんこいテレビ　様 （盛岡市）
有限会社ほろいわ　様 （八幡平市）
株式会社岩手ホテルアンドリゾート　様 （盛岡市）
医療法人健貢会おおどおり鎌田内科クリニック　様 （盛岡市）
おぼない内科クリニック　様 （矢巾町）
ながの内科クリニック　様 （奥州市）
医療法人三秋会　様 （一関市）
東北食品株式会社　様 （矢巾町）



医療法人芝蘭会いするぎ医院　様 （盛岡市）
内科板倉医院　様 （奥州市）
おおとし消化器科整形外科　様 （奥州市）
川原田小児科医院　様 （宮古市）
介護老人保健施設こずやサンブルク　様 （一戸町）
株式会社川徳　様 （盛岡市）
夕顔瀬内科産婦人科医院　様 （盛岡市）
川上医院　様 （遠野市）
ふるだて加藤肛門外科クリニック　様 （紫波町）
三浦　公嗣　様 （盛岡市）
くろだ脳神経・頭痛クリニック　様 （盛岡市）
鈴木内科消化器科クリニック　様 （奥州市）
北上明　様 （岩手町）
東北労働金庫岩手県本部　様 （盛岡市）
いしかわ内科クリニック　様 （北上市）
坂の上野田村太志クリニック　様 （北上市）
東北労働金庫　様 （宮城県仙台市）
篠村医院　様 （雫石町）
ほそかわ小児科クリニック　様 （二戸市）
渋民歯科クリニック　様 （盛岡市）
松山光男　様 （宮古市）
畠山歯科医院　様 （一関市）
メディケアプラザ中央通りクリニック　様 （盛岡市）
青木眼科クリニック　様 （奥州市）
千葉耳鼻咽喉科医院　様 （二戸市）
大沼小児科医院　様 （花巻市）
川嶋医院　様 （花巻市）
藤巻胃腸科内科クリニック　様 （花巻市）
くまがい歯科クリニック　様 （一関市）
吉田歯科医院　様 （陸前高田市）
日本レジャービジネス株式会社マッハランド　様 （盛岡市）
有限会社すがた　様 （宮古市）
関上こどもクリニック　様 （久慈市）
株式会社佐藤政行種苗　様 （矢巾町）
一般社団法人岩手県不動産鑑定士協会　様 （盛岡市）
医療法人ちとせ医院　様 （北上市）
くらた歯科医院　様 （宮古市）
安部医院　様 （北上市）
株式会社システムベース　様 （北上市）
岩手大崎電気株式会社　様 （雫石町）
花憩庵　様 （金ケ崎町）
たかだ歯科クリニック　様 （滝沢市）
宮守歯科診療所　様 （遠野市）


