
八幡町 大和町 白鳥町 高鷲町 美並町 明宝 和良町 市外

３口　【１５，０００円】 ４口　【２０，０００円】 ６口　【３０，０００円】 ４口　【２０，０００円】 ４口　【２０，０００円】 １０口　【５０，０００円】 ２口　【１０、０００円】 ２口　【１０，０００円】

き　ね　や 本州採石 そよかぜ 上村運送　 深戸自動車  畑佐土木 清和工業 大桜産業

前田プロパン ２口　【１０，０００円】 ２口　【１０，０００円】 高鷲燃料 水口建設 ４口　【２０，０００円】 1口【５，０００円】 １口　【５，０００円】

２口　【１０，０００円】 アサノ鋳造 アサヒフォージ　白鳥工場 ホリデイハウス　グリーンガーデン ２口　【１０，０００円】 明宝特産物加工　 伊藤木管 エフワン

愛濃技建 ウスダ　 澤崎建設　 まるや石油 越美化成　 ２口　【１０，０００円】 岩尾建築 ジーケーエス

上田仏壇店 岡部内科 サンキョウ自動車 ２口　【１０，０００円】 ヴィラふくべ 坪井石油 エヌ・シー・アイ ダイワテクノ

オオサキメディカル　 尾関商店　 清水モータース　 上野貿易 春陽会　慈恵中央病院 西脇建設　 澤　建　築 飛騨会計事務所

加藤紀典税理士事務所 スポーツショップダイコクヤ　 白鳥印刷 エヌエーオー ばんの内科 明方愛林 藤村建設 伏屋社会保険労務士事務所

郡上八幡動物病院 大興計測技術 白鳥恵那愛知電機　 川　清 古田調剤薬局 明宝オートサービス 二村建設　 山十メディカル

郡上八幡ロータリークラブ タシロ工業　 白鳥自動車整備協業組合 高建コーポレーション 丸通工芸 明宝マスターズ 古川土木　

郡上螺子 とんかつ　かつ弥 高橋建設 サンエイ食品　 １口　【５，０００円】 １口　【５，０００円】 松田電機工業所

小林モータース 畑中水道 中部石油　 スクラム 青山製作所岐阜工場 オ　ク　ド マルゴオートサービス

淨　國　寺 丸義ボーリング 覇　楼　館 ソシアル １５６物産 奥美濃建設 マルト産業

八幡化成　 母袋工房 福　寿　会 高鷲自動車整備工場 太田歯科医院 共栄商事 ユーアイホーム

八幡信用金庫　本店 ヤマシタ工務店 丸惣建設工業 たかすファーマーズ 太田モータース 相　互 和良工業

パブリックシステム １口　【５，０００円】 １口　【５，０００円】 永田工務店 オゼキ電気 丸登建設 和良自動車

平澤商店 青木新聞店 東　建　設 ハイウェイたかす 合　掌　苑 明宝温泉開発　

廣瀬泰三司法書士事務所 あおやま 荒井建築設計事務所 北栄工事 加藤電化 めいほう高原開発

丸　芳　組　 イズミ工務店 石徹白漁業協同組合 丸八建設　 カワイ工業　 明宝レディース

めぐみの農業協同組合　郡上本部 エスライン郡上 イナバ製作所 揚山土木 ケイエスケイ

山鐵鋼材 大塚林業　 内ヶ島商店 １口　【５，０００円】 ジェイエムみなみ

１口　【５，０００円】 カイインダストリーズ　大和剣工場 エコー不動産 明野管理組合 司法書士　小澤秀生事務所

あくだ渓流苑 カトウルーフ　 大中石油　 一　ふ　じ 大同メタル工業　

安　神　寺 甲山製作所　大和工場 大　西　組 上野石油　 日本まん真ん中温泉子宝の湯

安　養　寺 木嶋プロパン 大西商事　 久　進 ネーブルみなみ

イチシマ 郡上砕石販売協同組合 奥美濃プロデュース クックラひるがの 羽佐古工業

◆賛助会費報告

『支え合い　つながりづくり　まちづくり』を理念に、皆さまの「ふだんのくらしをしあわせ」にを目的に事業を展開しています。
社協の行う地域福祉の財源は、皆様からいただく会費・共同募金・寄付金から成り立っています。皆様のあたたかいお気持ちを心より深謝申し上げます。

令和２年度賛助会員　　４１４事業所　　２，６２０，０００円
期間：令和２年９月９日～令和２年１２月４日分
【令和２年１２月４日現在】

賛助会員報告
　（アイウエオ順、敬称略、法人格略称）



八幡町 大和町 白鳥町 高鷲町 美並町 明宝 和良町 市外

イトウ林産 郡上旬彩館　やまとの朝市 カーハウスシミズ 庄川砂利 細川設備

岩崎模型製造　 郡上舗道　 篭原左官店 白鳥フーズ ボ　ル　ツ　

インフォメーションネットワーク郡上八幡 郡上大和総合開発　 カタギリテック スズケン 丸千被服　

大垣共立銀行　八幡支店 郡上ラボ 金山住建 大日興業　 マルフジ

大滝鍾乳洞 ケ　イ　ズ　 カ　ネ　コ　 タカスエクステリア 美並合板

大原林産 さくら歯科医院 河合建設　 高鷲タクシー 美並製作所

小野建材 山甲自動車 郡上ガス　 滝村建築　 美並電気商会

カーポートマドカ 島崎　大和店 郡上設備 拓友産業 美並フォレスト　

筧歯科医院 清水電設合同会社 郡上物産 タ　ナ　カ ミノグループ

カツラ工業　 Daikyo 沢崎商店 中部スノーアライアンス　 山田化成

願　蓮　寺 寅　嬉　屋 三光工務店 つるだクリニック 山田プラスチック

木　越　組 中尾建設 さんたべーる デイリー郡上カントリー倶楽部 横山建材

岸山商店 日　昇 サンテック 東和観光　 渡辺菓子舗

木下自動車 ノーヒデンキ　 實井メタル 平沢工業

岐阜県郡上生コンクリート協同組合 畑中石油店 しろとり 蛭ケ野商事

岐阜ダイハツ販売　 日置自動車 白鳥ガラス ひるがの別荘管理センター

教　林　寺 尾藤商店 白鳥交通 穂　積　

キ　ン　グ ピノキオ薬局　大和店 白鳥木材加工協同組合 穂積建設　

郡上エネルギー　 平野醸造 白鳥林工協業組合 牧歌コーポレーション

郡上ガス　八幡営業所 古川工務店 鷲見建設 松田建築

郡上漁業協同組合 フレンドシップ　つくしの家 瀬上建設　 マルハチフィードバック

郡上建設業協会 宝暦みそ セ　ブ　ン 三島木工

郡上合板 マコト鈑金　 曽我工務店 南出測量設計

郡上ゴム工業　 増田工務店　 大建湯口　 向鷲見観光　

郡上市医師会 丸高商事 玉越製作所 リカーショップなかだ

郡上自家用自動車組合 丸忠精肉店 テラキチ

郡上市観光連盟 丸八農機大和 て　ら　だ

郡上市商工会 ミノグループ　資材事業部 とおやま

郡上自動車整備協業組合 三輪接骨院 仲畑通信機

郡上砂利採取事業協同組合 メイコウザン　大和工場 長良川木材事業協同組合

郡上森林組合 もすライス ナル自動車　

郡上電気 山内石油 西村工業　

郡上生コン　 大和商事　 西村歯科

郡上八幡玩具協同組合 大和タクシー　 濃洲工房白鳥工場



八幡町 大和町 白鳥町 高鷲町 美並町 明宝 和良町 市外

郡上八幡自然園 リサイクル濃飛 濃飛西濃運輸　

郡上八幡　土里夢 ノーベル郡上工場

郡上八幡福祉事業協同組合 野田建設　

郡上八幡　ホテル積翠園 野田コンサルタント

郡上八幡ライオンズクラブ 白鳳会　鷲見病院

郡上板金 白山測量

郡上防災 白山電機

クニタスポーツ 日置アルミ　

国藤療院 藤　建　設

小酒井陶苑 北栄建設

小駄良電工　 ホンダスタジオ

悟　竹　院 丸一建設　

コメダ珈琲　郡上八幡店 丸栄造園

サーラ郡上 丸　三

斉藤美術館 丸正自動車

酒やビック　郡上八幡店 マルフジ建鉄

サダフィール　 マルヤ飯店

三栄コンサルタント 三島建築

三和建工　 ミノール

慈　恩　寺 美濃建築製品センター

慈教保育園 山越建設

システムアイ 山本電工

司法書士野口洋輔事務所 レストラン日高

清水建設 わ　か　ば

清水パーツ商会

浄　因　寺

浄　光　寺

照　明　寺

白木屋歯科医院

白滝工業

新生会　八幡病院

新　橋　亭

信和商事

杉下医院



八幡町 大和町 白鳥町 高鷲町 美並町 明宝 和良町 市外

スミトメ

せせらぎ緑風苑

セリアエンジニアリング

専　光　寺

善　光　寺

大日造園土木

高 垣 組

高垣工務店

田中家具

タニグチサイン

タニグチ商事

たにざわ

たんごや

中日新聞　白雲堂

中部電装　

長　敬　寺

トーエネック

ドコモショップ　郡上八幡店

トラベルピオ

長棟建具

名　畑　組

西　建

日本ハイウェイサービス

丹羽工務店

野首木工所

のだみつ花店

野村石油店

八幡環境

八幡観光バス

八幡建設

バロー八幡店

ひかりの丘こども園

日之出電気

日吉クレーン工業



八幡町 大和町 白鳥町 高鷲町 美並町 明宝 和良町 市外

平野本店

ファースト

福　常　寺

舟　渡　屋

ブリヂストンはぎの　

ベイホックトラベル

穂積トレイド

細江自動車

ホテル郡上八幡

堀谷医院

本　覚　寺

本　福　寺

マルコ金物店

三浦建築工業

明　願　寺

明　厳　寺

妙高保育園

森信建設

森田商店

ヤスモク

山石古民家工社

ゆうゆ杉下

吉　田　屋

ラッキー

Recopa

蓮　生　寺

蓮　心　寺

和　田　梅

和田合板

和田木工所


