
ＮＯ 代表者  氏　　　名 備　　考

1 一般財団法人福山市母子寡婦福祉連合会 会長 佐藤　正子

2 内海学区田島西部地区ボランティアの会 代表 小林　貞夫

3 エルコム市原 代表世話人 伊藤　貞美

4 神辺町ボランティア連絡協議会 会長 坂本　光穂

5 絆チャリティライブ実行委員会 委員長 山本　進

6 熊野学区ふれあい広場「クロ－バ－」 会長 田中　光洋

7 グル－プ「からし種」 代表 縄稚　展久

8 高次脳機能障害者の社会参加・社会復帰支援グル－プ夢々　　　　　　　　大学院生 谷　尚美

9 高次脳機能障がい友の会福山ラポ－ル 会長 田村　陽子

10 こうりん花サ－クル福山 代表 松本　富江

11 コミュニティ－広場≪愛ＬOＶEふくやま≫ 代表 桑田　恵子

12 下安井福祉を高める会 会長 小林　皓志

13 社会福祉法人アンダンテ 理事長 池田　正則

14 社会福祉法人桜樹会　 理事長 安部　博史

15 社会福祉法人こぶしの村福祉会 理事長 三好　浩章

16 社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 ゆめの木・わかば 管理者 松岡　鉄夫

17 社会福祉法人創樹会 理事長 西山　堅太郎

18 社会福祉法人にこにこ福祉会 理事長 瀬良　京子

19 社会福祉法人虹の会生活支援センタ－ジョイジョイワ－クあすか 理事長 藤原　博文

20 社会福祉法人まどか 理事長 村田　直司

21 社会福祉法人湯野福祉会みどり保育園 理事長 松岡　宏道

22 社会福祉法人龍華福祉会　 理事長 門田　匡史

23 食をかんがえる会-はぐ∞ちゃいるど- 代表 平井　正子

24 志和井自治会志和井サロン 会長 豊髙　英治

25 新市町健康福祉まつり実行委員会 委員長 永久　洋子

26 第64回「“社明”絵画展2014ｉｎふくやま」開催実行委員会 委員長 佐藤　忠彦

27 特定非営利活動法人アルファエイト 理事長 望月　国光

28 特定非営利活動法人家族と教育を考える会 理事長 横路　忠

29 特定非営利活動法人児童発達支援放課後等デイサ－ビスギフト 理事長 田川　彰子

30 特定非営利活動法人ＳＰＲＹ 理事長 井上　博之

31 特定非営利活動法人ティファ－レ 理事長 吉川　優子

32 特定非営利活動法人びぃあらいぶ 理事長 竹内　公昭

33 特定非営利活動法人福山市身体障害者団体連合会 理事長 前川　昭夫

34 戸手学区子育てサロン“バンビ” 代表 藤本　睦

平成26年度　　一般財団法人 義　倉　　助成金交付団体一覧表　

［　福 祉 部 門　］

団　　　　　　体　　　　　　名



ＮＯ 代表者  氏　　　名 備　　考

35 西町サロン 代表 世良　有利

36 のばらの会 代表 髙橋　好枝

37 花ネットワ－ク・ＢＩＮＧＯ 会長 田邉　敏

38 浜迫池周辺を守る会 会長 栗原　正樹

39 東中国シニアライフアドバイザ－協会 会長 佐藤　勢子

40 福山アンダンテ 会長 林　富子

41 福山市赤十字奉仕団 委員長 過田　悟

42 福山市老人大学 学長 髙橋　和男

43 ボランティアの会　永遠に 会長 坂井　洋子

44 松永地区精神保健懇話会 事務局長 中田　基晴

45 有限会社親和会 代表取締役 羽田　冨美江

46 朗読の会「三人姉妹」 代表 金輪　容子

505万円

ＮＯ団　　　　　　体　　　　　　名 代表者  氏　　　名 備　　考

1 旭通自治会60周年記念事業実行委員会 委員長 桐島　岩夫

2 芦田川環境マネジメントセンタ－ 会長 田中　宏行

3 芦田の里山と史跡を整備する会 会長 横藤田　守

4 「あみだ様リペア－」実行委員会 事務局長 竹原　善生

5 Ｗｉｌｌ（ういる） 代表 末国　愛里

6 謡と仕舞を楽しむ会 代表 田口　恵子

7 内海町走ろう会 会長 中尾　和春

8 ＭＯＡ美術館福山児童作品展実行委員会 委員長 徳山　威雄

9 大佐山総合グランド完成記念碑保存会 代表 下江　津義

10 大島能学習会 代表 大島　泰子

11 外国人留学生を支援する会 会長 小川　久志

12 神辺走ろう会 会長 井森　正明

13 かんなべ文化連盟芸能部 部長 橋本　征四郎

14 葛原文化保存会 会長 重政　義宣

15 小林絵画・デッサン教室 主宰者 小林　敏昭

16 スタジオ橘髙なつ 社長 橘髙　なつ

17 声楽研究グル－プ・ドゥ－スフル－ル 代表 平本　弘子

18 青少年育成音楽の集い実行委員会 会長 甲斐　敬文

団　　　　　　体　　　　　　名

合　　計 福祉部門 　４６　団体

［　教 育 部 門　］



ＮＯ 代表者  氏　　　名 備　　考

19 創作童謡詩同人このゆびとまれ 代表 井上　和子

20 男声合唱団コ－ル・フロイデ 団長 田中　邦彦

21 常金丸学区体育会 会長 平林　秀樹

22 常金丸剣道教室 会長 千葉　荘太郎

23 津之郷交通安全自治会 会長 髙橋　稔明

24 つぼう郷土史研究会 会長 桒田　定

25 特定非営利活動法人日本を美しくする会福山尾道掃除に学ぶ会　 代表世話人 高田　信江

26 特定非営利活動法人福山シンフォニ－オ－ケストラ　 理事長 松岡　巖

27 戸手剣道教室 会長 小野　和幸

28 のびる文庫 代表 西本　章

29 ばらオ－ナ－会 会長 甲斐　髙嶺

30 晩照会 会長 藤田　伸一

31 東学区まちづくり推進委員会 委員長 佐藤　賢一

32 備陽史探訪の会 会長 田口　義之

33 備後シャンソンを楽しむ会 代表 岡崎　雅亮

34 びんご多文化まちづくりチ－ム 代表 村田　民雄

35 びんご文化力を繋ぐ会 会長 皿田　雄三

36 びんごモノづくり村 代表 小林　正明

37 深津学区ふれあい事業推進委員会 委員長 塩飽　新

38 深津時代行列保存会 会長 寺地　弘

39 ぷくぷく 代表 藤田　千春

40 福山北警察署管内少年補導協助員連絡協議会 会長 河上　正次

41 福山市スポ－ツ少年団陸上の部 部長 小林　康史

42 福山市西部市民大学 学長 牧平　律夫

43 福山市多文化共生の場づくり推進委員会 会長 前田　道子

44 福山シティオペラ 代表 藤井　文子

45 福山市文化財協会 会長 佐道　弘之

46 福山市平和美術展実行委員会 会長 東　強

47 福山城ア－トプロジェクト実行委員会 委員長 林　克士

48 福山商工会議所女性会 会長 内海　由子

49 福山城博物館友の会 会長 村上　範慥

50 福山市立加茂小学校 校長 藤井　義則

51 福山市立川口小学校吹奏楽クラブ 校長 池田　正道

52 福山市立城北中学校 校長 平石　一夫

53 福山市立深津小学校音楽クラブ 校長 寺地　靖仁

54 ふくやま文学館友の会 会長 岡﨑　忠

団　　　　　　体　　　　　　名



ＮＯ 代表者  氏　　　名 備　　考

55 福山文化連盟 会長 藤田　伸一

56 福山北部野球団 代表 重本　貞治

57 府中サッカ－協会 会長 西澤　孝夫

58 府中市Ｂ＆Ｇ海洋センタ－ 所長 石山　巌

59 ミュ－ジアム花 代表 塚本　登志枝

60 民謡原田流直希会 会主 原田　直希

61 朗読　「山彦の会」 会長 北川　佳代子

62 和文化体験学習会 代表 若柳　吉吾

675万円

ＮＯ 代表者  氏　　　名 備　　考

1 太田家住宅を守る会 会長 大井　幹夫

2 神辺町観光協会 会長 高橋　邦宏

3 特定非営利活動法人ビジネスサポ－ト・Ｂｉｎｇｏ 理事長 藤本　徳樹

4 特定非営利活動法人備後まちづくり共議会 理事長 田原　健広

5 広島県アパレル工業組合 理事長 平　謙介

6 広島県はきもの協同組合 理事長 井田　陽三

7 備後い草再生プロジェクト実行委員会 委員長 出原　昌直

8 備後絣協同組合 代表理事 森田　和幸

9 備後ふくやま伝統産業展実行委員会 委員長 小川　賢三

10 福山あしな商工会 会長 林　吉宏

11 福山北商工会 会長 甲斐　敬文

12 福山特産品研究会 代表 清水　照久

13 和楽美有限責任事業組合 代表組合員 田中　秀俊

300万円

ＮＯ 代表者  氏　　　名 備　　考

1 音訳グル－プ　クイ－ンズ´Ｂ（ビンゴ） 代表 中島　タマイ

20万円

団　　　　　　体　　　　　　名

合　　計 教育部門 　６２　団体

総　　計 団体総数 １２１　団体
助成金総額

１,４８０万円

［　殖 産 部 門　］

団　　　　　　体　　　　　　名

合　　計 殖産部門 　１３　団体

［　ゼナ基金助成　］

団　　　　　　体　　　　　　名

合　　計 　１　団体


