平成２４年度

赤い羽根共同募金実績報告

平成２５年３月２７日現在 （単位：円）
実 績 額
町 会 ・ 自 治 会 名
町 会 ・ 自 治 会 名
実 績 額
実 績 額
100,000 吉町昭和会
15,000 宮沼自治会
47,300
194,200 吉町中央会
15,000 八幡町会
200,000
574,050 吉町西親和会
15,000 松江中央町会
98,100
80,000 吉町平和会
15,000 松江北町会
66,800
104,900 クレール自治会
7,051 松江自治会
26,800
10,000 レクセルガーデン谷塚自治会
5,000 新栄町町会
200,000
50,000 谷古宇町会
122,000 長栄町町会
200,000
中央東町会
草加ネオポリス自治会
75,800
100,000
23,400
30,000 手代町会
216,717 清門町会
200,000
15,000 手代町中町自治会
82,400 新善町町会
271,714
58,000 コンフォール草加自治会
31,700 稲荷コーポ自治会
20,000
50,000 氷川町南町会
221,980 金明町町会
300,000
35,000 氷川町中央町会
100,000 旭町町会
415,800
66,400 氷川町西部町会
69,300 メイツ草加自治会
34,000
69,600 氷川草加町会
98,000 新栄町団地自治会
190,239
グリーンアベニュー谷塚団地自治会
20,000 西町東部自治会
129,100 旭町団地自治会
2,000
グリーンアベニュー谷塚団地管理組合
13,231 西町立野町会
200,000 上南自治会
98,200
谷塚すみれ町会
15,000 西町第一町会
194,250 青柳上町会
330,310
谷塚上町町会
324,100 西町第二町会
65,700 青柳根郷町会
113,310
谷塚仲町町会
203,900 草加南町会
150,000 青柳志茂町会
246,580
両新田東町町会
106,800 草加五丁目町会
69,000 青柳山谷町会
100,000
両新田西町町会
168,800 松江第二町会
50,700 青柳出戸町会
208,200
草加スカイハイツ町会
30,000 稲荷第一町会
127,300 柿木町会
125,000
新里町会
417,910 稲荷南町会
71,750 松原四丁目南町会
27,200
ヴィシティ草加自治会
20,000 稲荷中央町会
70,000 花栗町会
420,000
柳島町会
360,300 稲荷６丁目町会
98,800 ダイアパレス草加Ⅱ自治会
23,400
遊馬町会
378,000 稲荷町綾瀬川自治会
10,000 苗塚町会
150,000
草加市壱丁目町会
134,100 稲荷親和町会
39,600 草加ハイタウン自治会
20,000
弐丁目町会
30,000 ローズタウン草加自治会
38,600 小山町会
50,000
三丁目町会
37,500 栄町一丁目町会
30,000 小山台自治会
63,800
四丁目町会
40,000 栄町二丁目町会
105,000 草加松原ハイツ自治会
45,000
五丁目町会
31,200 栄町中央町会
124,324 北谷町会
60,000
六丁目町内会
30,000 栄町三丁目町会
44,000 北谷二丁目町会
72,000
吉町一丁目町会
20,000 栄町三丁目自治会
35,200 北谷三丁目町会
175,500
吉町新和会
20,000 コスモガーデンズ草加松原自治会
10,000 学園台自治会
54,000
吉町二丁目町会
40,000 松原地区社会福祉協議会
120,127 原町町会
200,000
吉町三丁目町会
50,000 中根町会
200,000
吉町四丁目町会
弁天町会
合
計
20,000
438,150
12,438,193
○戸別募金（町会・自治会扱い）
357,651円
○学校募金（学校・幼稚園・保育園） ○街頭募金（奉仕団体等扱い）
民生委員・児童委員協議会・町会連合会・連合婦人会・
12,438,193 円
656,293円
更生保護女性会・ボランティア草加連絡協議会・天理教
小学校 高砂・新田・谷塚・川柳・
新里・新栄・清門・稲荷・
草越支部・草加南高等学校・草加市役所職員・社会福祉
○大口募金
2,920,369 円
氷川・八幡北・長栄・青柳
協議会役職員
<民生委員・児童委員扱い>
・松原
2,858,027 円
○職域及び個人・団体・イベント（草加市支会扱い）
谷塚地区
237,000 円
中学校 栄・川柳・新栄・瀬崎・花
栗・新田
瀬崎地区
350,000 円
490,520円
草加保健所・蒲公英の丘・榮光の家・そうか光生園・
谷塚西部地区
367,000 円
高 校 草加・草加定時制・草加東
草加キングスガーデン・瀬崎中学校教職員・㈱武蔵野
草加西部地区
230,500 円
幼稚園 谷塚・ルミ・あずま・いな
り・かおり・草加みどり・
銀行松原支店・埼玉りそな銀行草加支店・埼玉りそな
草加中央地区
308,000 円
草加ひまわり・青徳・ひか
銀行松原支店・㈱流通サービス・立正佼成会三郷教会
草加東部地区
38,000 円
り・草加藤・新田・谷塚お
・草加すこやかクラブ連合会・谷塚民謡民舞会・野ば
稲荷地区
236,263 円
ざわ・草加氷川・みのべ・
ら会募金箱・土倉公子・吉田勝美・島田賢二・匿名１
川柳地区
141,816 円
草加ひので・清門・フラワ
件・草加市蕎麦商組合・草加理容師会・草加市商店連
松原地区
50,948 円
ー
合事業協同組合・草加市役所ロビー募金箱・社会福祉
新田地区
343,500 円
協議会募金箱・草加市役所職員・社会福祉協議会役職
新田東部地区
263,000 円
保育園 たかさご・きたうら・あず
ま・やつか・さかえ・きた
員・草加宿場まつり・草加ふささらまつり・福祉まつ
安行地区
292,000 円
や・しのは・あさひ・やな
りin草加・夏休み親子のつどい・草加市すこやかクラ
ぎしま・にしまち・せざき
ブ素人演芸大会
<自販機売上>
62,342 円
しんぜん・しんえい・やは
※クオカード 268枚
図書カード 127枚
㈱伊藤園
30,082 円
北関東ペプシコーラ
た・こやま・ひかわ・あお
32,260 円
やぎ・やつかかみみ・かお
りPutra
※民生委員取扱大口募金
合計 １６，８６３，０２６円
（30,000円以上）
聖典㈱・いきいき眼科クリニック
町 会 ・ 自 治 会 名
瀬崎第一町会
瀬崎第二町会
瀬崎第三町会
谷塚コリｰナ住宅棟自治会
谷塚本町町会
レクセルプラザ谷塚自治会
谷塚南町会
谷塚町北町会
谷塚西口町会
谷塚中央町会
谷塚やぎわ町会
谷塚かえで町会
谷塚みどり町会
谷塚あづま町会
谷塚町兎町会

