
生環17 戎井正俊2千円

生環15 井奥 稔5千円

福祉17 道井 紅2千円

音文19 加茂周治2千円

国際13 多賀浩三3千円

福祉22 中川美佐江1千円

園芸20 下田ゆみ子1千円

一般 南 弓子1千円

福祉3 桑原サト子2千円

園芸6 上野 尭2千円

国際20 藤井ノブ子2千円

福祉12 北島輝子2千円

食文7 久保田盛利3千円

生環17 林 宏文3千円

食文22 石中康彦3千円

福祉19 藤田健一5千円

福祉22 永井和子5千円

生環18 久保建彦5千円

国際7 牧田 譲1万円

生環14 忰部保人1千円

国際16 小畑浩昭5千円

福祉21 岸野清美1千円

音文22 九鬼美代1千円

福祉18 阪田國彦1千円

生環22 冨川 修1千円

美工21 山地良和1千円

福祉11 鈴木輝男1千円

食文19 久保洋明1千円

福祉17 國頭隆雄2千円

生環14 宝田三郎2千円

音文11 中西和子3千円

国際11 下村玲子3千円

福祉21 清水克祐3千円

食文20 片岡泰雄3千円

音文8 小坂芳弘3千円

美工22 坂田直美5千円

国際14 青木千惠子5千円

生環14 操田登志子1万円

福祉17 市岡克子1万円

福祉19 伊谷幸子1千円

福祉17 伊谷正弘1千円

生環13 村井英子2千円

福祉19 桐山晃子1千円

福祉16 水野光明1千円

音文20 中島洋子1千円

食文17 藤原 治1.5千円

国際5 中村吉宏3千円

福祉11 阪田輝夫5千円

生環19 綿本六夫5千円

生環11 黒﨑幸雄1万円

福祉20 川部忠夫1千円

園芸22 森本和摩1千円

福祉21 小山剛生1千円

生環9 元田弘忠1千円

国際19 保田ちよ子1千円

国際8 佐伯義昭1千円

福祉19 片桐陽子1千円

国際22 長谷川千鳥1千円

国際13 野村静代1千円

福祉8 大久保洋子3千円

福祉21 佐治詔子3千円

生環1 児玉 浄/守見子5千円

福祉22 西尾みさ子1万円

生環22 髙山時男1千円

福祉22 中畑一夫1千円

国際22 藤川敏子1千円

音文19 古後弘子1千円

福祉18 古後健一1千円

福祉9 土部貞子1千円

園芸20 井上次夫1千円

国際19 高田公子2千円

園芸20 市原俊彦1千円

食文20 岡田利勝3千円

生環13 榊原弥栄子5千円

国際14 久保正志3千円

福祉13 白井かほる3千円

福祉3 細野恵久3千円

生環18 水町亮治1万円

食文3 住田暉江5千円

音文13 後藤拓代5千円

福祉11 阿部和子5千円

福祉16 原田隆弘3千円

福祉19 日下部美知3千円

音文20 濱田慶子1千円

国際9 北山秀俊5千円

食文7 藤本一子3千円

生環17 秋山静司1千円

生環22 髙砂雅人1千円

園芸15 田原厚子1千円

福祉14 沖 邦輔1千円

食文20 大槻隆文5千円

生環13 道満俊徳3千円

国際9 重松豊彦2千円

園芸15 中田郁子5千円

音文13 村岡 孝2千円

食文10 三島博子2千円

福祉22 塚本幸子1千円

福祉20 畑中英直1万円

生環22 清武房江5千円

生環13 谷口文子5千円

食文21 安田典子2千円

福祉18 松本治美1千円

生環12 宮崎芳江1万円

園芸15 堺 汎3千円

生環18 杉原ふき子3千円

福祉12 妹尾芳子2千円

国際10 土井昭政1千円

音文17 渕上晴子2千円

福祉21 真川俊雄1千円

福祉20 津田節子2千円

福祉11 増金スミ子2万円

生環21 才上眞行1千円

生環21 浜田哲夫3千円

美工21 田中正子2千円

生環18 山口昭則1千円

生環16 三谷裕善1千円

音文5 常信久子3千円

福祉14 植村 勝3千円

生環3 桝田みどり/紀美子1万円

福祉1 胤艸武宏2千円

生環21 藤下裕史3千円

福祉13 藤田忠之3千円

福祉18 大川美枝子1千円

生環14 入口康子1千円

食文20 田辺正夫1千円

食文20 藏本公子2千円

福祉12 三木善隆2千円

福祉14 藤井健次5千円

国際10 甲田節子2千円

音文17 橋本幸代1千円

福祉20 森川和己2千円

園芸22 藤津匡章2千円

福祉7 飛毛慶隆3千円

生環18 島ノ江繁吉2千円

音文20 小原香苗5千円

食文11 塩崎敏江5千円

食文7 江本和嘉子1万円

音文22 平尾節子1千円

福祉18 臼井 清3千円

生環11 小泉 宏1千円

美工22 稻田正広3千円

音文12 天井順子3千円

食文22 坂上照代1千円

一般 野見喜昭1千円

国際11 長谷川洸士2千円

国際13 柳川瀬淳一3千円

福祉21 黄 芳 2千円

生環14 臼井八枝子3千円

福祉19 中部周二1千円

生環17 田路義弘1千円

食文21 小椋宗二2千円

福祉18 広瀬範義2千円

生環16 北浦俊明5千円

福祉10 形部康子3千円

音文8 有田幸司/秀子1万円

福祉 匿名 5千円

音文5 深川久美子2千円

園芸20 黒田美恵子1.5千円

個 人

須磨区会 1万円
国際部会 1万円
むかしあそび研究会

13期有志 6千円
楽遊クラブ銀雅有志

1万1千円
銭太鼓北山 3千円
大正琴プリムラ有志

5千円
グループわ 1.5千円

団体・グループ西日本豪雨災害 支援金募金

昨年7月上旬に発生した西日本豪雨は、

各地に甚大な被害をもたらしました。グルー

プわでは､7/24発行のぎゃらりーわ83号に

支援金募金のお願いを同封し､10月まで募

金活動を進めてきました。

その結果、記載の通り個人159名と7団体・
グループから合計519,500円の募金を頂き

ました。ご厚志ありがとうございました。
とくに被害が大きかった岡山県真備地区

では､今､仮設住宅が整備されたところです。

グループわ では神戸市社会福祉協議会を

介して現地と連絡をとりながら､2月頃には

慰問チームを結成し､被災地への訪問活動

をおこなうための準備を始めています。

166口52万円のご厚志をいただきました

募金順に記載(左上から下へ)

10


