
左より、渡邉婦人防火委員会会長、
西脇会長、梅次局長、橋本会長

5.平成19年新潟県中越沖地震支援金伝達について

　本年7月16日に発生いたしました、平成19年新潟県中越
沖地震の被災地に対します支援金につきましては、各地の
婦人（女性）防火クラブ、道府県・市町村幼少年防火委員
会など全国の関係者の皆様より、391万4,778円と多額の善
意が寄せられ、皆様に代わりまして、8月24日（金）に新
潟県庁において、（財）日本防火協会 梅次局長から、新潟
県幼少年婦人防火委員会会長 渡邉博文氏に伝達いたしまし
た。なお、その席に新潟市防火連合協議会婦人防火部会長
橋本照子氏と五泉市婦人防火クラブ連絡協議会会長 西脇孝
子氏も同席されました。
　その後の追加支援につきましては、第2次分として、新潟
県にご送金をさせていただきます。謹んでご報告を申し上げます。
　全国から寄せられた支援金は第1次分、第2次分を併せますと286団体、総額4,454,403円の多く
にのぼりました。（平成19年9月4日現在）
　この度の募金活動に、皆様方のご理解とご協力を賜りましたこと、ここに深甚なる謝意を表します
とともに、管内の取りまとめや送金事務等に携わっていただいた方々に深く敬意を表したいと存じま
す。
　被災地の速やかな復興を、心からお祈り申し上げます。

新潟県幼少年婦人防火委員会より
お礼状をいただきました



平成19年新潟県中越沖地震災害支援金 支援団体一覧（平成19年9月4日現在）

団体名

千葉県婦人防火クラブ連絡協議会

北海道・上川北部幼少年婦人防火委員会

鳥取県女性防火・防災連絡協議会

千葉県・市川市婦人消防クラブ

北海道・旭川市婦人防火クラブ連合会

愛知県婦人消防クラブ連絡協議会

秋田県婦人防火クラブ連絡協議会

北海道・岩見沢地区少年婦人防火委員会

静岡県女性防火クラブ連絡協議会

福島県女性防火クラブ連絡協議会

北海道・積丹婦人防火クラブ連合会

千葉県・香取東部地区幼少年婦人防火委員会

北海道・根室市婦人防火クラブ連絡協議会

群馬県婦人防火クラブ連絡協議会

岐阜県・各務原市女性防火クラブ

岐阜県女性防火クラブ運営協議会

和歌山県・海南市女性消防隊連絡協議会

千葉県・松戸市幼少年女性防火委員会

千葉県・成田市婦人防火指導員連絡協議会

北海道・北留萌地区婦人防火クラブ

長野県・千曲さかき幼少年婦人防火委員会

富山県婦人防火クラブ連絡協議会

北海道・美幌町婦人防火クラブ

北海道・愛別町婦人防火クラブ

北海道・遠軽地区幼年婦人防火委員会

山形県・西置賜幼少年婦人防火委員会

山形市女性防火クラブ連絡協議会

北海道・江別市少年婦人防火委員会

福島県二本松市・安達地方女性防火クラブ連絡協議会

北海道・深川市深川婦人防火クラブ

北海道・標茶女性防火クラブ

千葉県・鎌ヶ谷市婦人防火クラブ連絡協議会

北海道・音更婦人防火クラブ

三重県・伊賀市幼少年女性防火委員会

北海道・音調津婦人防火クラブ豊似婦人防火クラブ

富山県・上市町防火委員会

徳島県美馬西部（組）少年婦人防火委員会

栃木県婦人防火クラブ連合会

愛媛県・松山市女性防火クラブ連合会

広島県女性防火クラブ連絡協議会

千葉県銚子婦人防火クラブ



千葉県銚子婦人防火クラブ

長崎県・佐世保市婦人防火クラブ

福岡県・中間市少年婦人防火委員会

北海道・小樽市少年婦人防火委員会

岡山県婦人防火クラブ連絡協議会

奈良県・生駒市　生駒台女性防火クラブ

北海道・上富良野町女性防火クラブ

北海道・中富良野町女性防火クラブ

（財）岩手県消防協会

北海道・伊達市中央区婦人防火クラブ

北海道・伊達市舟岡町東７区婦人防火クラブ

岐阜県・中津川市連合女性防火クラブ

長崎市婦人防火クラブ連絡協議会

北海道古宇郡・泊村婦人防火クラブ

広島県女性防火クラブ連絡協議会

香川県・善通寺市婦人防火クラブ

千葉県・四街道市防火指導員リーダー

北海道・紋別婦人防火クラブ

福岡県・田川地区幼少年婦人防火委員会

北海道・新冠市街地婦人防火クラブ

佐賀県・鳥栖市鳥栖三養基地区幼少年女性防火委員会

宮城県・栗原市婦人防火クラブ

富山県魚津市・坪野婦人消防団

富山県南砺市・八塚婦人防火クラブ

北海道・羊蹄山ろく（組）　幼少年婦人防火委員会

福岡県・遠賀町女性防火・防災クラブ

和歌山県日高郡由良町・里婦人防火クラブ

北海道沙流郡日高町・厚賀婦人防火クラブ

青森県弘前市・弘前地区消防（事）幼少年婦人防火委員会

北海道・恵庭市幼少年婦人防火協議会

福岡県・久留米市女性防火クラブ連合会

沖縄県・糸満市女性防火クラブ

宮城県・登米市婦人防火クラブ

秋田県・能代市婦人防火クラブ連合委員会

愛媛県・今治市婦人防火クラブ連絡協議会

岐阜県・郡上市女性防火クラブ

福岡県・筑後市幼少年婦人防火委員会

山形県・天童市連合婦人会

石川県・七尾鹿島広域圏女性防火クラブ連合会

福岡県朝倉市・安川婦人防火クラブ

和歌山市婦人防火クラブ連

福岡県福岡市西区・唐泊防火クラブ

茨城県常陸大宮市・山方女性防火クラブ

北海道北見市・北見地区幼年少年婦人防火委員会



北海道北見市・北見地区幼年少年婦人防火委員会

茨城県・龍ヶ崎市婦人防火クラブ連絡協議会

徳島県阿南市・伊島婦人防火クラブ

茨城県常陸大宮市・小倉婦人防火クラブ

青森県北津軽郡板柳町・板柳婦人防火クラブ

和歌山県日高郡・荊木婦人防火クラブ

茨城県・取手市婦人防火クラブ

北海道紋別市・上渚滑婦人防火クラブ

福岡県久留米市・城島町婦人防火クラブ

福岡県久留米市城島町・石川國恵

北海道沙流郡・日高町婦人防火クラブ

北海道幌泉郡・　北海道えりも町・新浜婦人防火クラブ

千葉県・君津市防火安全協会

北海道・北斗市女性消防クラブ連合会

福岡県筑紫野市・原田婦人防火クラブ

栃木県足利市婦人防火クラブ

福島県双葉郡・浪江町婦人消防隊

青森県・五所川原地区婦人少年幼年防火委員会

青森県婦人防火クラブ連絡協議会

青森県青森市・沖舘第４町会婦人防火クラブ

鹿児島県指宿市・成川婦人会

和歌山県日高郡日高町・比井婦人防火クラブ

福島県・いわき市久之浜大久婦人消防クラブ

茨城県・笠間市幼少年婦人防火委員会

北海道・士別地方幼少年婦人防火委員会

北海道・占冠婦人防火クラブ

北海道・知内町矢越婦人消防

京都府・精華町婦人防火クラブ連合会

北海道有珠郡・壮瞥町婦人防火クラブ

北海道虻田郡・洞爺町婦人防火クラブ曙支部

沖縄県・那覇市女性防火クラブ

石川県・羽咋郡市広域圏婦人防火クラブ連合会

福島県・郡山市女性消防協力会

宮城県婦人防火クラブ連絡協議会

北海道留萌郡・小平婦人防火クラブ

福島県双葉郡・富岡町　吉田たみ子

佐賀県唐津市・呼子町婦人防火クラブ

宮城県・名取市婦人防火クラブ連絡協議会

岐阜県本巣郡・本巣幼年少年女性防火クラブ連絡協議会

宮城県・塩竈市婦人防火クラブ連合会

茨城県・かすみがうら市婦人防火クラブ連合会

宮城県・岩沼市収入役

愛媛県新居浜市婦人防火クラブ

秋田県・男鹿地区消防職員互恵会



秋田県・男鹿地区消防職員互恵会

福岡県福岡市西区・小呂島婦人防火クラブ

北海道・北広島市婦人防火クラブ

香川県観音寺市・三観地区防火委員会

徳島県・鳴門市防火クラブ　マツタニ　ハツセ

徳島県・鳴門市防火クラブ

千葉県・船橋市幼年少年婦人防火委員会

茨城県鉾田市・鹿行幼少年婦人防火委員会

埼玉県・坂戸地区婦人防火クラブ

北海道・厚岸町防火クラブ連絡協議会

　　　　　　　　　　末広婦人防火クラブ

　　　　　　　　　　筑紫恋婦人防火クラブ

　　　　　　　　　　尾幌婦人防火クラブ

青森県上北郡東北町・表町婦人防火クラブ

北海道・網走市少年婦人防火委員会

和歌山県・伊都消防幼少年婦人防火クラブ

北海道茅部郡・森町婦人消防クラブ連合会

北海道・上川町婦人防火クラブ

福島県・いわき市入旅人消防隊

茨城県・石岡市防火委員会

茨城県東茨城郡・大洗町女性防火クラブ

石川県・かほく市防火委員会

滋賀県女性防火クラブ連絡協議会

島根県女性防火クラブ連絡協議会

北海道島牧村婦人防火クラブ連合会

神奈川県足柄下郡・湯河原町女性防火クラブ

北海道網走郡・大空町少年婦人防火委員会

和歌山県岩出市・那賀幼少年婦人防火委員会

石川県輪島市・奥能登広域圏女性防火クラブ連合会

北海道虻田郡豊浦町・大岸婦人会

茨城県那珂郡東海村・まさき美咲会婦人防火クラブ

岩手県一関市・一関地域婦人消防協力隊

福島県いわき市・三和婦人消防隊

北海道日高郡・日高町産湯婦人防火クラブ

福岡県・宮若市婦人会

青森県北津軽郡・鶴田町婦人防火クラブ連合会

愛媛県・伊予市婦人防火クラブ連絡協議会

福岡県・みやま市女性防火倶楽部

茨城県・土浦市幼少年婦人防火委員会

千葉県・千葉市少年婦人防火委員会

愛媛県・西予市幼少年女性防火委員会

北海道・石狩北部地区幼年少年婦人防火委員会

石川県女性防火クラブ連絡協議会

岩手県岩手町婦人消防協力隊



岩手県岩手町婦人消防協力隊

石川県・金沢市婦人防火クラブ協議会

北海道・神恵内村婦人防火クラブ

北海道・釧路北部少年婦人防火委員会

高知県女性防火クラブ連合会

　　　　室戸市女性防火クラブ連合会

　　　　中芸地区女性防火クラブ連絡協議会

　　　　安芸市女性防火クラブ

　　　　谷地婦人防火クラブ

　　　　竜婦人防火クラブ

　　　　幡多消防組合少年婦人防火委員会

　　　　三崎浦婦人防火クラブ

　　　　窪津婦人防火クラブ

　　　　久百々婦人防火クラブ

　　　　土佐町田弁女性防火クラブ

　　　　大野見女性防火クラブ

　　　　仁淀地区女性防火クラブ

　　　　香南市女性防火クラブ連合会

　　　　繁藤婦人防火クラブ

石川県・小松市女性防火クラブ連合会

北海道・白老町婦人防火クラブ連合会

宮城県・多賀城市婦人防火クラブ連合会

北海道・洞爺湖町入江４区婦人防火クラブ

福岡県福岡市西区・西浦婦人防火クラブ

茨城県・日立市女性防火クラブ連絡協議会

茨城県水戸市婦人防火クラブ連合会

宮城県七ヶ浜町汐見台地区婦人

栃木県・真岡市婦人防火クラブ連合会

愛知県・蒲郡市女性防火クラブ

愛知県・蒲郡市女性防火クラブ

北海道・歌志内市婦人防火クラブ

福岡県福岡市・西区能古　　山口美智子

沖縄県・那覇市女性防火クラブ　真嘉比支部

秋田県・北秋田市役所

沖縄県・豊見城市女性防火クラブ

京都府・長岡京市婦人防火クラブ連合会

奈良県北葛城郡・王寺町女性防火クラブ

奈良県生駒郡・斑鳩町女性防火クラブ

鹿児島県指宿市・福元婦人防火協力会

福岡県福岡市・姪浜女性防火クラブ

青森県・十和田地区婦人防火クラブ連絡協議会

徳島県・徳島市婦人防火クラブ連合会

徳島県・徳島市婦人防火クラブ連合会

北海道空知郡・上砂川町婦人防火クラブ



北海道空知郡・上砂川町婦人防火クラブ

福井県婦人防火クラブ連絡協議会

茨城県那珂市・菅谷婦人防火クラブ

香川県仲多度郡多度津町・豊原婦人防火クラブ

香川県仲多度郡多度津町・白方婦人防火クラブ

香川県仲多度郡多度津町・四箇婦人防火クラブ

香川県仲多度郡多度津町・多度津婦人防火クラブ

鹿児島県・奄美市名瀬婦人防火クラブ連絡協議会

沖縄県那覇市・宇栄原婦人会

福島県いわき市・江畑婦人消防協力隊

愛媛県上浮穴郡・久万高原町女性防火クラブ

宮城県・黒川郡婦人防火クラブ連

栃木県・塩谷広域女性防火クラブ連合会

和歌山県・新宮市婦人防火クラブ連

北海道・砂川地区少年婦人防火委員会

沖縄県島尻郡南風原町・東部消防婦人防火クラブ

秋田県・にかほ市消防本部

山口県消防クラブ連合会

山梨県女性防火クラブ連絡協議会

（財）日本防火協会役職員一同

北海道・沙流郡平取町・日高西部少年婦人防火委員会

大分県・別府市少年婦人防火委員会

東京都・稲城市女性防火クラブ

大分県杵築市・杵築速見少年幼年婦人防火クラブ委員会

神奈川県川崎市　中村和子

大阪府婦人防火クラブ連絡協議会

石川県・能美幼少年女性防火委員会

山口県・柳井地区防火委員会

茨城県那珂市・白波婦人防火クラブ

茨城県那珂市・下江戸婦人防火クラブ

福島県いわき市・下綴女性防火クラブ

石川県河北郡・津幡町女性防火クラブ連絡協議会

（財）日本防火協会役職員一同

（財）日本防火協会役職員一同

北海道・釧路市家庭防災推進員連絡協議会

和歌山県日高郡日高町・阿尾婦人会

山形県南陽市・橋本テイ子

佐賀県佐賀市・久保泉地区ママバレー防火クラブ

和歌山県有田郡・有田川町消防本部　婦人

佐賀県・佐賀市本庄町高柳地区婦人防火クラブ

北海道・東十勝消防少年

高知県女性防火クラブ連絡協議会

　　　　南国市女性防火クラブ連合会

　　　　潮江婦人消防クラブ



　　　　潮江婦人消防クラブ

　　　　下知婦人消防クラブ

　　　　越知町今成婦人防火クラブ

　　　　仁淀川町池川女性防火クラブ

　　　　　　〃　　中津女性防火クラブ

　　　　　　〃　　名野川女性防火クラブ

　　　　　　〃　　寺村女性防火クラブ

　　　　　　〃　　大崎女性防火クラブ

　　　　佐川町尾川婦人防火クラブ

　　　　宿毛市女性防火クラブ

　　　　大月町女性防火クラブ

茨城県那珂市・飯田女性防火クラブ

茨城県那珂市・平野婦人防火クラブ

茨城県那珂市・若宮婦人防火クラブ

長崎県・諫早市女性防火クラブ連絡協議会

滋賀県甲賀市・甲賀少年女性防火委員会

桑原　俊子（岡山県・倉敷市女性防火クラブ連絡協議会会長）

兵庫県婦人防火クラブ連絡協議会

　　　　　佐用町防火委員会

　　　　　加西市少年婦人防火委員会

　　　　　小野市幼年婦人防火委員会

　　　　　加東市少年婦人防火委員会

　　　　　たつの市婦人防火クラブ

　　　　　明石市婦人防火クラブ

　　　　　三木市婦人防火クラブ

　　　　　高砂市婦人消防クラブ

　　　　　加古川市少年婦人防火委員会

　　　　　養父市婦人防火クラブ

　　　　　宍粟市幼少年婦人防火委員会

　　　　　西脇多可婦人防火クラブ

　　　　　西宮市家庭防火クラブ

　　　　　兵庫県婦人防火クラブ連絡協議会

埼玉県・越谷市婦人防火クラブ連絡協議会

長野県・上小地区幼少年婦人防火委員会

茨城県下妻市・千代川婦人防火クラブ

滋賀県・彦根市幼女性防火委員会

山形県・東根市婦人防火クラブ連絡協議会

滋賀県東浅井郡・湖北地域幼少年女性防火委員会

東京都・稲城市女性防火クラブ

合計　286団体

「平成19年 新潟県中越沖地震災害に対する支援金（第1次集計のご報告）」の訂正について（お詫



び）

　8月22日付の防火協97号にてお送りしました「平成19年新潟県中越沖地震災害に対する支援金
（第1次集計のご報告）」におきまして、下記団体名に誤りがございました。ここに訂正するととも
に、ご迷惑をおかけした関係団体並びに関係者に謹んでお詫びいたします。

振込日
付 訂正前 訂正後

19.7.31 なし 北海道・音更婦人防火クラブ

〃 上市町防火委員会 富山県・上市町防火委員会

19.8.1 奈良県・生駒市　伊駒台女性防火クラブ 奈良県・生駒市　生駒台女性防火クラブ

19.8.10 奈良県北葛城郡・斑鳩町女性防火クラブ 奈良県生駒郡・斑鳩町女性防火クラブ

〃 鹿児島県・奄美市名瀬婦人防火クラブ事
務局

鹿児島県・奄美市名瀬婦人防火クラブ連絡協
議会

19.8.20 兵庫県・伊丹市会計管理者 なし

　

http://www.n-bouka.or.jp/netnews/inner.php?ID=cE&now_year=2007&now_month=9&posi=0
http://www.n-bouka.or.jp/netnews/inner.php?ID=cG&now_year=2007&now_month=9&posi=1
http://www.n-bouka.or.jp/netnews/inner.php?ID=cH&now_year=2007&now_month=9&posi=2
http://www.n-bouka.or.jp/netnews/inner.php?ID=cI&now_year=2007&now_month=9&posi=3
http://www.n-bouka.or.jp/netnews/inner.php?ID=cK&now_year=2007&now_month=9&posi=5
http://www.n-bouka.or.jp/netnews/inner.php?ID=cL&now_year=2007&now_month=9&posi=6
http://www.n-bouka.or.jp/netnews/inner.php?ID=cM&now_year=2007&now_month=9&posi=7
http://www.n-bouka.or.jp/netnews/inner.php?ID=cN&now_year=2007&now_month=9&posi=8
http://www.n-bouka.or.jp/netnews/inner.php?ID=cQ&now_year=2007&now_month=9&posi=9
http://www.n-bouka.or.jp/netnews/inner.php?ID=cP&now_year=2007&now_month=9&posi=10



