
平成２２年度　地域歳末たすけあい募金実績報告

町 会 ・ 自 治 会 名 実 績 額 町 会 ・ 自 治 会 名 実 績 額 町 会 ・ 自 治 会 名 実 績 額

瀬崎第一町会 30,000 吉町中央会 15,000 松江中央町会 27,500

瀬崎第二町会 30,000 吉町西親和会 15,000 松江北町会 66,700

瀬崎第三町会 30,000 吉町平和会 15,000 松江自治会 27,200

谷塚コリｰナ住宅棟自治会 40,000 クレール自治会 5,000 新栄町町会 150,000

谷塚本町町会 50,000 谷古宇町会 25,000 長栄町町会 100,000

谷塚南町会 50,000 中央東町会 80,000 草加ネオポリス自治会 23,800

谷塚町北町会 20,000 手代町会 100,000 清門町会 150,000

谷塚西口町会 50,000 手代町中町自治会 40,200 新善町町会 242,333

谷塚中央町会 30,600 コンフォール草加自治会 15,000 稲荷コーポ自治会 20,000

谷塚やぎわ町会　 25,000 氷川町南町会 207,650 金明町町会 100,000

谷塚かえで町会 40,000 氷川町中央町会 158,800 旭町町会 100,000

谷塚みどり町会 25,000 氷川町西部町会 30,000 メイツ草加自治会 10,000

谷塚あづま町会 20,000 氷川草加町会 98,500 新栄町団地自治会 232,375

谷塚町兎町会 98,200 草加氷川ハイツ自治会 10,000 上南自治会 73,000

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 69,000 青柳上町会 100,000

グリーンアベニュー谷塚団地管理組合 12,697 西町立野町会 30,000 青柳根郷町会 30,000

谷塚すみれ町会 15,000 西町第一町会 30,000 青柳志茂町会 60,000

谷塚上町町会 70,000 西町第二町会 65,400 青柳山谷町会 50,000

谷塚仲町町会 20,000 草加南町会 30,000 青柳出戸町会 50,000

両新田東町町会 37,100 草加五丁目町会 60,100 柿木町会 50,000

両新田西町町会 40,000 松江第二町会 20,000 松原四丁目南町会 14,000

草加スカイハイツ町会 30,000 稲荷第一町会 20,000 花栗町会 420,000

新里町町会 379,040 稲荷南町会 60,700 ダイアパレス草加Ⅱ自治会 23,400

ヴィシティ草加自治会 20,000 稲荷中央町会 30,000 苗塚町会 50,000

柳島町会 50,000 稲荷６丁目町会 20,000 草加ハイタウン自治会 10,000

遊馬町会 50,000 稲荷町綾瀬川自治会 10,000 小山町会 50,000

草加市壱丁目町会 30,000 稲荷親和町会 56,100 小山台自治会 66,700

弐丁目町会 60,000 ローズタウン草加自治会 19,300 草加松原ハイツ自治会 10,000

三丁目町会 20,000 栄町一丁目町会 24,000 北谷町会 123,777

四丁目町会 30,000 栄町二丁目町会 70,000 北谷二丁目町会 40,000

五丁目町会 33,800 栄町中央町会 128,801 北谷三丁目町会 167,200

六丁目町内会 90,700 栄町三丁目町会 22,600 学園台自治会 35,500

吉町一丁目町会 20,000 栄町三丁目自治会 34,800 原町町会 150,000

吉町新和会 15,000 コスモガーデンズ草加松原自治会 10,000 草加松原団地自治会 30,000

吉町二丁目町会 30,000 中根町会 295,600 松原地区社会福祉協議会 24,000

吉町三丁目町会 20,000 弁天町会 192,000

吉町四丁目町会 20,000 宮沼自治会 25,800

吉町昭和会 15,000 八幡町会 550,000 合 計 7,233,973

合合合合　　　　計計計計　　　　１１１１１１１１,,,,０８５０８５０８５０８５,,,,９５８９５８９５８９５８円円円円

報告事項（２）

平成２３年２月１日現在　（単位：円）

○○○○戸別募金戸別募金戸別募金戸別募金（町会・自治会扱い）

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 7,233,9737,233,9737,233,9737,233,973円円円円

○○○○大口募金大口募金大口募金大口募金（民生委員・児童委員扱い）

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 2,992,9072,992,9072,992,9072,992,907円円円円
　　　　谷塚地区　　　　　　 238,000円
　瀬崎地区　　　　　　 513,847円
　谷塚西部地区　　　　 368,000円
　草加西部地区　　　　 299,000円
　草加中央地区　　　　 243,000円
　草加東部地区　　　　  70,060円
　稲荷地区　　　　　　 203,000円
　川柳地区　　　　　　 146,000円
　松原地区　　　　　　  17,000円
　新田地区　　　　　　 335,000円
　新田東部地区　　　　 272,000円
　安行地区　　　　　　 288,000円
　※民生委員取扱い大口募金
　　（30,000円以上）
　　聖典㈱・生生眼科クリニック・
　　㈱流通サービス

○○○○街頭募金街頭募金街頭募金街頭募金（奉仕団体等扱い）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　501,315501,315501,315501,315円円円円
　民生委員・児童委員協議会・町会連合
　会・連合婦人会・更生保護女性会・ボ
　ランティア草加連絡協議会・ガールス
　カウト連絡協議会埼玉第17団・第51団
　ボーイスカウト連絡協議会草加第１団
　・草加第３団・草加第４団・草加第７
　団・草加第８団・市役所職員・社会福
　祉協議会役職員

○○○○職域及職域及職域及職域及びびびび個人個人個人個人・・・・団体団体団体団体（支会扱い）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　357,763357,763357,763357,763円円円円
　天理教南埼玉分教会・㈱後藤孵卵場・
　吉町婦人会・谷塚地区社会福祉協議会
　もちつき大会・谷塚地区社会福祉協議
　会グランドゴルフ大会・谷塚東部婦人
　会・新善町婦人会・谷塚中部婦人会・
　明るい社会づくり運動協議会・谷塚西
　部地区社会福祉協議会グランドゴルフ
　大会・草加市腎臓病友の会・(有)清水
　屋・匿名・市役所職員・社会福祉協議
　会役職員
　


