
（順不同、敬称略）

★平成30年度　寄付者ご芳名★

心温まるご支援をありがとうございました。学業に励む子どもたちのために大切に使わせていただきます。

◆団体・職場募金寄付

・(株)スズキ自販沖縄 ・牧港建設(株) ・飲酒運転撲滅の会

・安謝鋳物商事

・愛泉保育園 ・那覇日台親善協会 ・沖縄出光会 ・（一社）沖縄県レンタカー協会

・(有)丸徳ガス産業 ・西協力会・(有)あい保険工房

・沖縄ホンダ労働組合 ・おきなわふぁみりー結の会 ・(株)パイオニア ・沖縄トヨタ自動車(株)

・(株)南都 ・全沖縄おかあさんコーラス連盟 ・フォークバーよいどれかぐや姫

・（一社）沖縄しまたて協会 ・JU沖縄 ・(株)波之上自動車学校

・(株)宮昌工業

・（一社）那覇市医師会 ・一水会 ・沖縄県酒造組合 ・沖縄テレビ放送(株)

・(有)糸満自動車学校

・(有)海邦生コン工業

・沖縄バス(株) ・沖縄ふそう自動車(株) ・(株)オートプラザ琉石

・沖縄県生コンクリート工業組合

・(有)丸真産業マルシンV4 ・建築工事業夢建創

・（資）張本機械工業

・極真会館沖縄支部

・沖縄県卸商業団地協同組合

・(株)琉球総合保険サポート

・（一社）沖縄県医師会 ・（一社）沖縄県歯科医師会 ・（一社）沖縄県薬剤師会 ・（公社）沖縄県看護協会

・オリジン・コーポレーション ・（公社）沖縄県トラック協会 ・大同火災海上労働組合

・(株)琉球銀行牧港支店

・沖縄県個人タクシー事業協同組合

・全国共済農業協同組合連合会沖縄県本部

・あいおいニッセイ同和損保(株)沖縄支店

・（一財）沖縄県自動車標板協会

・（一社）沖縄県ハイヤー・タクシー協会

・（公社）沖縄県宅地建物取引業協会

・沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合青年部

・あいおいニッセイ同和損保(株)沖縄あんしんサポートセンター

・りゅうぎんユイマール助成会 ・(株)沖縄銀行 ・(株)沖縄海邦銀行

・全日本ロータス同友会沖縄県支部 ・（公社）日本ビリヤード協会加盟沖縄支部

・(株)琉球新報社 ・琉球セメント(株)

(株)屋部土建

・オキコ(株) ・海邦病院

・三和金属(株)

・（一社）日本自動車販売協会連合会沖縄県支部 ・沖縄県石油商業組合青年部会

・宮里病院・沖縄中央病院 ・勝連病院

・（医）卯の会新垣病院共済会

・清明会 ・青葉園

・沖縄療育園 ・楽寿園

・オリオンビール(株) ・沖縄ガス(株)

・NEC沖縄支店 ・(株)照正組

・沖縄赤十字病院

・大栄空輸(株) ・琉球通運(株)

・糸満市役所

・宜野湾市教育委員会・中城村教育委員会 他匿名希望4団体

・金武町役場

・那覇市役所 ・那覇市保健所地域保健課 ・那覇市役所ちゃーがんじゅう課

・うるま市役所 ・南城市役所 ・伊是名村教育委員会

・豊見城市役所 ・浦添市役所 ・西原町役場

・名護市役所 ・沖縄市役所 ・北谷町役場 ・南風原町役場

・宇保　直人 ・下清水　貴啓 ・真栄田　喜幸 ・比嘉　乾

・田場　哲也 ・蘇　啓誠 ・山城　克己 ・幸喜　洋三

◆個人寄付

・佐渡山　光永 ・濱田　直隆 ・濱田　隆光 ・上江田　ゆり子

・沖縄ファースト会

・沖縄県軽自動車協会 ・専心池坊琉球支部・（一社）沖縄県警備業協会 ・サザン会

・緑の会

・恩納村役場

・那覇市役所那覇市道路管理課

・(有)丸真産業マルシンV1 ・(有)丸真産業マルシンV3

・あけぼの園

・あやはし苑互助委員会

・おきなか福祉会 ・石水の里 ・れいめいの里 ・ゆいまーる

・南天 ・あすかホーム

・嬉の里

・愛の村 ・乙羽会

・名護学院 ・よもぎ学園 ・沖縄中央育成園

・美原福祉会

・てだこ学園 ・あけもどろ学園

・良長園

・いしなぐ福祉会

・そてつの会

・八重山厚生園



・故・野原朝文氏ご家族ご一同様

・金城　国弘 ・照屋　守彦 ・中山　孝一・真志取　浩貴

・多和田　春子

・眞保榮　スミ ・金城　勇徳 ・上原　正照 ・宮里　尚義

・クタンダ　ヒロト

・當山　欣三

・マエダ　マサヒロ

他匿名希望13名

・イラハ　ヒサオ・ウチマ　タケヒロ

・伊集　守政 ・具志堅　興也

・アメク　ナミ

・南風原町立北丘小学校

・久米島町立久米島西中学校 ・石垣市立白保中学校

・県立読谷高等学校 ・昭和薬科大学附属高等学校 ・県立南風原高等学校 ・県立美里高等学校

◆学校募金寄付

・国頭村立安田小学校 ・名護市立名護小学校 ・沖縄市立山内小学校 ・宜野湾市立はごろも小学校

・県立鏡が丘特別支援学校 ・県立八重山特別支援学校 ・県立美咲特別支援学校 ・沖縄看護専門学校

・沖縄リハビリテーション福祉学院 ・沖縄国際大学 ・県立芸術大学 ・沖縄キリスト教学院大学

・うるま市立与勝中学校

・(株)オカノ ・(株)沖縄学販 ・長嶺電機(株) ・(株)リウエン

・ネッツトヨタ沖縄(株) ・(株)大寛組 ・沖縄ナブコ(株)

◆賛助員寄付

・(株)九電工沖縄支店

・金城電気工事(株) ・オリオンビール(株) ・(株)東海産業 ・(株)国建

・（一社）沖縄県建設業協会 ・沖縄ツーリスト(株) ・(株)國興建設 ・(株)リウコム

・沖縄コカ・コーラボトリング(株)

・(株)琉球通運航空

・琉球ダイハツ販売(株) ・トヨタカローラ沖縄(株)・(有)みね造園

・(株)沖縄特電

・琉球物流(株)

・(株)朝日建設コンサルタント

・東洋コンクリート(株) ・(株)琉球新報社 ・那覇鋼材(株)

・沖縄ガス(株) ・(株)沖縄設計センター ・(有)たくし塗装店

・りゅうぎん保証(株) ・沖縄セルラー電話(株) ・(株)湧川商会

・田場工機(有) ・沖縄製粉(株) ・琉球セメント(株) ・(株)技建

・(株)沖縄ゼネラルサービス ・南光開発(株) ・琉球警備保障(株)

・（一社）沖縄県指定自動車学校協会

・なか事務所グループ ・平良　光明 ・花城　和子 ・金城　政太郎

・サンエー運輸(株) ・第一総業(株) ・トーマ産業(株) ・(株)久米島の久米仙

・(公財）沖縄県交通安全協会連合会

・沖縄日通エアカーゴサービス(株)

・A&W沖縄(株)普天間店・A&W沖縄(株)名護店

・ジェフ沖縄(株)豊見城店 ・シェーキーズイオン南風原店 ・にんにく居食屋ありんくりん

◆ボックス寄付

・A&W沖縄(株) ・A&W沖縄(株)牧港店

・A&W沖縄(株)サンエーハンビータウン店

・A&W沖縄(株)古波蔵店 ・A&W沖縄(株)美里店 ・A&W沖縄(株)イオン南風原店

・(株)琉球新報社 ・(株)琉球新報開発 ・琉球新報カルチャーセンター

・タイガー産業(株) ・(株)りゅうせき ・北大東製糖(株) ・オキコ(株)

・(株)沖縄富士通システムエンジニアリング

・A&W沖縄(株)サンエー経塚店 ・A&W沖縄(株)那覇金城店

・那覇市立垣花小学校 ・那覇市立高良小学校 ・糸満市立高嶺中学校

・うるま市立高江洲中学校

・県立看護大学 ・琉球大学

・安里　清榮 ・平良　初子

・沖縄県中央卸売市場

・ファーイーストサービス(株) ・(株)大洋土木コンサルタント

・沖縄セルラー電話(株)

・沖縄西濃運輸(株)沖縄航空営業所

・A&W沖縄(株)糸満店

・A&W沖縄(株)サンエー宜野湾ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｼﾃｨ店

・A&W Plus Caf'e中部徳洲会病院 ・A&W沖縄(株)那覇新都心おもろ店

・ジェフ沖縄(株)与那原店

・和食処　ばん傘

・ニッシン(株)楽働舘ラクどかん

・(株)メイクマン具志川店 ・(株)メイクマン美浜店 ・(株)メイクマンニューマン店

・(株)メイクマン一日橋店

・沖縄電力(株)那覇支店 ・沖縄電力(株)与那原営業所 ・楚辺印刷

・八重瀬町役場 ・嘉手納町役場

・A&W沖縄那覇空港店 ・A&W沖縄(株)国際通り松尾店



・(株)南都：大石林山招待券

・琉球放送(株)：2018プロ野球公式戦招待券

・沖縄テレビ放送(株)：追悼水木しげるゲゲゲの人生展招待券

・沖縄テレビ放送(株)：OKINAWA POP AVE2018招待券

・沖縄テレビ放送(株)：MINIATURE LIFE展招待券

・(株)琉球新報社営業局：ティラノサウルス展招待券

・(株)琉球新報社営業局：キッズビレッジカーニバル招待券

・琉球ダイハツ販売(株)：琉球ゴールデンキングス公式戦招待券

・（一社）日本自動車販売協会連合会沖縄県支部：東京ヤクルトスワローズ主催試合プロ野球オープン戦招待券

・(株)沖縄銀行末吉支店 ・(株)沖縄銀行松城支店

・(株)沖縄銀行坂田支店 ・(株)沖縄銀行田原支店 ・(株)沖縄銀行石川支店

・タウンプラザかねひで与那原店

・(株)琉球銀行田原支店 ・(株)琉球銀行ポート支店 ・(株)琉球銀行八重山支店 ・(株)琉球銀行西崎支店

・(株)琉球銀行樋川支店 ・(株)琉球銀行北中城支店

・(株)琉球銀行赤道支店 ・(株)琉球銀行嘉手納支店 ・(株)沖縄銀行本店営業部

・(株)琉球銀行那覇空港内出張所

・(株)沖縄銀行赤道支店

・(株)沖縄銀行読谷支店 ・(株)沖縄銀行新都心支店

・(株)沖縄海邦銀行真嘉比出張所 ・コザ信用金庫本店営業部 ・ＪＡおきなわ南風原支店

・(株)沖縄銀行内間支店

・(株)沖縄銀行安慶名支店 ・(株)沖縄銀行与儀支店 ・(株)沖縄銀行八重山支店 ・(株)沖縄海邦銀行三原支店

・(株)沖縄銀行大宮支店 ・(株)沖縄銀行与勝支店

・沖縄地区交通安全協会 ・那覇地区交通安全協会 ・宮古地区交通安全協会 ・(株)第二波之上自動車学校

・(有)稲嶺石油 ・(名）葵石油平良川ＳＳ

・久米島実業社運送 ・ハローエンジェル ・(株)オートプラザ琉石

・沖縄県中部個人タクシー事業協同組合

・東タクシー（名） ・西武タクシー（名） ・(株)みなと交通 ・共同交通(有)

・（地独）那覇市立病院

・嶺井第一病院

・沖縄セントラル病院 ・さよウィメンズメンタルクリニック

・田崎病院 ・天久台病院 ・与那原中央病院

・東和タクシー（資） ・光陽タクシー（名） ・（一社）那覇市医師会

・八重洲クリニック ・大浜第二病院 ・セントペアレント石間 ・野原整形外科

・那覇市立病院8/16の会

・(株)琉球銀行コザ十字路支店 ・(株)琉球銀行南風原支店 ・(株)琉球銀行宜野湾支店 ・(株)琉球銀行小禄支店

・(株)琉球銀行若狭支店 ・(株)琉球銀行県庁出張所 ・(株)琉球銀行普天間支店 ・(株)琉球銀行屋慶名支店

・安里眼科おもろまち駅前

・(株)琉球銀行糸満支店 ・(株)琉球銀行与那原支店 ・(株)琉球銀行石田出張所 ・(株)琉球銀行浦添支店

・(株)琉球銀行古島支店 ・(株)琉球銀行真嘉比支店 ・(株)琉球銀行西原支店 ・(株)琉球銀行与勝支店

◆受贈品寄付

・タウンプラザかねひでパイプライン内間店

・タウンプラザかねひで首里久場川市場

・タウンプラザかねひでサンプラザいとまん店

・タウンプラザかねひでにしのまち市場

・金秀商事(株)サンプラザ県庁売店

・JAおきなわ豊見城支店Aコープ課

・タウンプラザかねひで牧港店 ・タウンプラザかねひで南風原店

・タウンプラザかねひで東風平店 ・マリンプラザかねひで東浜店

・タウンプラザかねひで与儀公園前店

・(株)沖縄銀行石嶺支店 ・(株)沖縄銀行曙町支店

・沖縄サンコーストホテル


