
第 29 回（平成 21 年度） 分担金・協賛者一覧（敬称略） 

 

分担金 

幸区町内会連合会 

南河原地区町内会連合会 

御幸地区町内会連合会  

日吉地区町内会連絡協議会 

 

協賛金等 

川崎幸病院 理事長 院長 石井 暎禧 

幸区町内会連合会 

株式会社 東芝 

川崎市幸区医師会 

川崎市幸商店街連合会 

株式会社 喜美代建設 

小島 春男 

幸観光協会 

三五紙業 株式会社 

高橋建設興業 株式会社 

日吉商店街連合会 

三井不動産 株式会社 

安岡 信一 

ラゾーナ川崎プラザ 

有限会社 東商事・南武線ホール 

小澤商事 株式会社 

加藤 康夫 

社団法人 川崎建設業協会 幸友会 

川崎幸ロータリークラブ 

社会福祉法人 川崎市幸区社会福祉協議会 

川崎市幸区歯科医師会 

キヤノン 株式会社 

セレサ川崎農業協同組合 

ひまわり調剤薬局 株式会社  副社長 蕪木 清 

平安会館 さいわい 

株式会社明治スポーツプラザ 

青山 一  

株式会社 ウチダ 

株式会社 エフアンドケーフーズ 

鹿島建設株式会社 東部建築営業所 

社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 川崎中支部 

神奈川県電気工事工業組合御幸支部 

川崎葵ライオンズクラブ 

川崎橘ライオンズクラブ 

川崎多摩川ライオンズクラブ 

川崎鶴見臨港バス 株式会社 

川崎朋友ライオンズクラブ 

川崎武蔵ライオンズクラブ 

河原町団地 2 号館自治会 



河原町地区社会福祉協議会 

KP サービス 

株式会社 ケイベスト 

齊木 篁 

幸区文化協会 

幸交通安全協会 

幸防犯協会 

株式会社 サンアイエンジニアリング 

株式会社 ジー・エル・ジー 

東急バス 株式会社 

株式会社 東ラン 

株式会社 中原屋葬祭センター 

日鉱金属加工 株式会社 倉見工場川崎分工場 

パイオニア 株式会社 

葉山 直次 

ひまわり交通 株式会社 

有限会社 三益商業・三益球殿 

有限会社 三益商事 

青木整形外科 

株式会社 青木製作所 

猪股 清二 

株式会社 植春造園 

株式会社 大庭商店 

株式会社 大部製作所 

川崎市幸区食品衛生協会 

株式会社 川崎大栄商事 

川崎日吉ロータリークラブ 

河原町団地 1 号館自治会 

河原町団地 3 号館自治会 

河原町団地 7．8．9 号棟自治会 

河原町団地 13．14．15 号棟自治会 

協和営造 株式会社 

幸伸工業 株式会社 

光和サービス 株式会社 

小林 ナカ 

小林 豊 

幸安全運転管理者会 

幸区暴力団排除推進協議会 

幸区南河原地区社会福祉協議会 

幸区御幸西地区社会福祉協議会 

幸消防研究会 

幸消防団   

幸防火協会 

幸防災 株式会社 

有限会社 寿司せん 

大同産業 株式会社 

大陽日酸 株式会社 

東京ガス 株式会社 川崎支店 

東京電力 株式会社 川崎支社 

株式会社 トビキク 

株式会社 中商 

株式会社 中村海苔店 

沼田 孝夫 



株式会社 日立製作所 

都鮨 

宗教法人 妙光寺 

幸区交通安全対策協議会 

株式会社 愛花園 

有限会社 相澤設備工業 

株式会社 青山商事 

新井接骨院 

新井理容店 

株式会社 五十嵐電機製作所 

井の雅組 

有限会社 ウィット 

内田 早男 

株式会社 内海商事 

榎本電機製作所 

株式会社 オークラ 

株式会社 大澤商店 

株式会社 オータス 第二京浜川崎 

大舘 清  

オーベルグランディオ川崎自治会 

押山税理士事務所 

有限会社 角忠旗店 

株式会社 笠倉工業 

有限会社 風間組 

鹿島田町内会 佐藤昌宏 

鹿島田薬局 有限会社 斉藤 静枝 

加藤 亨 

学校法人 金井学園 小鳩幼稚園 

有限会社 神奈川グルメサービス 

神奈川県 LP ガス協会 川崎南支部 

社団法人 神奈川県自動車整備振興会 川崎中央支部 

神奈川ハウス会 

カナケイ 株式会社 

金子 忠雄 

上西産業 株式会社 

軽部 勝美 

川崎鶏卵 株式会社 

川崎さくらライオンズクラブ 

川崎市食肉商業協同組合 幸支部 

川崎市美化運動実施幸支部 

川崎酒販協同組合（御幸地区・日吉地区） 

川崎商工会議所 

川崎信用金庫 遠藤町支店 

川崎信用金庫 鹿島田支店 

川崎信用金庫 御幸支店 

川崎中央自動車 有限会社 

川崎中部トヨペットサービス 株式会社 

社団法人 川崎南法人会 幸第一支部 

社団法人 川崎南法人会 幸第二支部 

社団法人 川崎南法人会 幸第三支部 

社団法人 川崎南法人会 幸第四支部 

川崎御幸ライオンズクラブ 

川崎ライフサービス 株式会社 



河原町団地 4．5．6 号棟自治会 

河原町団地 12 号館自治会 

城所建設 株式会社 

株式会社 協和製作所 

グリーン薬局 

医療法人社団 正慶会 栗田病院 

黒田精工 株式会社 

小泉興産 株式会社 

小泉 政勇 

五光カメラ  株式会社 

有限会社 小島建設工業所 

有限会社 小嶋工務店 

小林商事 株式会社 

株式会社 小向精機 

近藤 良太郎 

有限会社 斉木商店 

齊木 敏雄 

サイクランド サイキ 

幸区スポーツ活動連合振興会 

幸区青少年交通安全連絡協議会 

幸区 PTA 協議会 

幸区保護司会 

幸区民生委員児童委員協議会 

幸区老人クラブ連合会 

幸地区更生保護女性会 

株式会社 坂倉 

株式会社 相模鉄工所 

アイサポート保険事務所 坂本 治子 

株式会社  崎山建築設計 

佐野 和行 

佐野 昇  

有限会社 三幸紙器製作所 

鹿春商事 

芝信用金庫 幸支店 

株式会社 清水商会 

特別老人ホーム しゃんぐりら 

昭立電気工業 株式会社 

昭和不動産 

株式会社 伸栄工事 

新川崎ロータリークラブ 

有限会社 新星工業所 

神明町町内会 

株式会社 シンワ 

有限会社 杉山製作所 

寿司治 

鈴木 紳夫 

社会福祉法人セイワ 

社会福祉法人セイワ幸風苑 

成和薬局  

関野税理士事務所 

セントラルスポーツ 株式会社 

そば処 満留賀 

有限会社 第一軌道開発 



第一金属工業 株式会社 

株式会社 第一鉄道 

大栄建設 株式会社 

大和塗装 株式会社 

高橋造園 

高橋 美三子 

有限会社 尊昌商事 

田口 博司 

田代精工 株式会社 

田中 晃 

田辺茶舗 

株式会社 タンガロイ 

塚原 耕一 

有限会社 堤設計 

テルヤ電工 株式会社 

東旺ビルサービス 株式会社 

株式会社 都市住宅情報センター 

土地家屋調査士会 川崎支部 

戸手多摩川町内会 

ナイス 株式会社 

中島木材 株式会社 

株式会社 永田工務店 

株式会社 中春建設 

有限会社 中水工業 

有限会社 ナック弁当 

成川 荀 

成川薬局 

西野電気商会 

二宮商事 株式会社 

有限会社 日本ラップ精工 

日本料理 カセ 

沼田工業 株式会社 

沼田 静江 

野口 由美子 

株式会社 ハヤカワ 

有限会社 林電設 

有限会社 東川住宅 

学校法人 ひかり学園 

株式会社 日三商事 

日吉小売酒販組合 

日吉第一地区社会福祉協議会 

日吉第三地区社会福祉協議会 

日吉第二地区社会福祉協議会 

有限会社 平間電気設備 

有限会社 広沢塗装 

深瀬 幹男 

深見 政則 

福田管工 株式会社 

藤岡  勝  

有限会社 藤田商事 

株式会社 藤森工業 

北信興業  株式会社 

株式会社 星野食品 



ボヘミアン 有限会社 

株式会社 前田工業所 前田 弘昭 

合名会社 松葉屋 

松山整形外科 

丸正実業 有限会社 

有限会社 丸菱管設 

三井不動産住宅サービス 株式会社 

株式会社 みやこ屋 

株式会社 御幸土地 

御幸東第二地区 民生委員・児童委員協議会 

御幸東地区社会福祉協議会 

御幸米穀小売商組合 

株式会社 村松工務店 

森下 勲 

森田建材 株式会社 

株式会社 ヤマシタ 

有限会社 ユーケイホーム 

夢見ヶ崎ローンテニスクラブ 

菱和興産 株式会社 

株式会社 旅館ランドリー 

六龍 

渡誠工務店  

株式会社 和田電業社 

渡辺 芳安 

有限会社 新設備 

五十嵐 洋子 

有限会社 井久木材商店 

いづみ文具 株式会社 

イトウ青果 

伊藤 美洲穗 

上田動力工業 株式会社 

大貫酒店 

株式会社 小澤工務店 

株式会社 小和田屋 

有限会社 加瀬スプリング製作所 

加藤 昭一 

金子 幸三郎 

亀岡 健  

有限会社 川一商事 

喜久寿司 

有限会社 キタジマフーズ 

協伸工業 有限会社 

齋藤 弘子 

幸区選挙管理委員会 

幸区納税貯蓄組合連合会 

さいわいクリニック 

酒井 清 

有限会社 清水技研  

学校法人 志村学園 白山幼稚園 

聖徳 

食堂 万福 

親和車輌工業 株式会社 

スナック瞳 



高橋 貞光 

髙橋 昭司 

高橋 文男 

株式会社 高村工務店 

竹内歯科医院  

田中製菓 株式会社 

つがる 

土倉 護曜 

有限会社 堤米店 

綱川 幸子 

角鹿 

宗教法人 東明寺 

鳶・木村組 

株式会社 富永商店 

有限会社 中塚牛乳店 

有限会社 肉の鈴松 

株式会社 肉のヤナギヤ 

仁田 キミ子 

野口 貴  

ハミングステ―ジ パークシティ新川崎店 

ビジネスイン オカベ 

日の出畜産 

深瀬 勇  

株式会社 フジ電科 

船橋 照枝 

有限会社 別井商会 

北斗産業 株式会社 

社会福祉法人 母子育成会 

星川タイル 

本田工業 株式会社 

丸和電気 有限会社 

みゆき幼稚園 

明和工業 株式会社 

山下 昭二 

特老ホーム 夢見ヶ崎 

ゆりこどもクリニック 

読売新聞 元住吉東専売所 

Y ショップ川崎サノヤ 

秋元建築店 

旭シンクロテック 株式会社 

磯田 司朗 

入沢 須美恵 

有限会社 蛍光舎 

有限会社 スリーエス 園部 弘子 

中塚 興司 

仁藤 スヱ 

早川 五三六 

マカベ電気 

松村塗装工業 株式会社 

三吉野 

株式会社 山本商店 

幸区幸町 4 丁目町内会 



 

祝金等 

御輿幸連合会 会長 山本隆義 

牧野 美智子 

竹内 三郎 

井筒屋 

川崎市地域女性連絡協議会幸地区 

川崎市立南河原中学校 PTA 

幸区 PTA 協議会 会長 齋藤 茂 

前橋 正敏 

 

（並び順は、協賛金賛同者・お祝金等の金額等・五十音順です。金額等につきましては、省略しております。） 


