
一 一
海山 四国溶材陳因島営業所 侑）内海ピル設備 保険のざかい陳

香川工業侑 社会福祉法人あおかけ 侑ナイスウエア HONGO 

因島地区区長連合会 因島商工会議所議員懇話会 菓子処中島 社会福祉法人若菓（鴎であいの家） ナカヰ商店 本四バス開発榊

かしはらクリーニンク店 陳松愛堂 中川電業陳 マキハク機工

一
洵柏原工業 城ーマリンコンサルタント 医療法人社団中郷クリニック 医療法人社団巻幡内科循環器科

一
條カストムインタ・ストリー ジョージア園芸 侑）長崎図工 侑マサキ工業

因島金融懇談会
カットハウス甲子園 新栄産業條 楢原電気工業 益田眼科小児科医院

侑）桂乃産業 侑新生企業 なわて住宅設備 松浦電機

因の島ガスク、・ルーフ。 広島銀行• もみじ銀行・広島県信用組合
金本石材店 條 lんや 侑）西岡工業 松木工業

（協）瀬戸内鉄工センター Cafe &Diningペーパームーン 医療法人社団翠明会J!ii田医院 悧ニシセト商事 棘松葉電器

因の島ガス條・仰ク今ルマ• 生ロガス閥
卸サンロード・（荀宮地工務店・（荀海盛工業

洵河上電業 す l丸因島店 西日本エンジンサービス僻 松村金属侑

隊カワ予ン 鈴木内科医院 日本生命保険相互会社因島営業部 洵松本工業所

因島商工会議所
ピー・シー保全工業陳・（荀大山工業

日本郵便陳因島郵便局
侑｝四辻製作所・（荀エイシンテック /II中屋板金工作所 スタンド楡 怖マルサン設備

内海造船クJレー7，
Iii野工業（有l スタンドライン ネ 7•チユーン 闇⑮清果楢原商店

Hitz日立造船陳
川原工業 昧スチージ 野方接骨院 洵マルナカ商店

内海造船隊・内海エンジニアリンク柑條・ナティーク城山 川原ふとん店 砂月板金店 野間電気 丸芳建設侑

侑）貴恵機商 スナック AQUA bar goccia 三笹原発電所

因島地区互社会 一
〈ーロ： 10,000円〉 ギフトピアイツフク中庄店 スナック紫苑 HEARTS hair みすす美容院

（一初因島観光協会

木本建設 スナハラモータース パーパー秀樹 水ノ上災害防具陳因島営業所

一
共立工業侑 医療法人社団住幸会弓場医院 侑バイクルセンクー京丸 闊ミチフク

Hitz日立造船腕因島工場・ジャパンマリンユナイテッド昧因島工場

内海造船陳因島工場・腕アイメックス 因島郷心会
喜代浜電機 須山モータース 慨橋本組 三庄商工振興会

隊ニチソウテック因島事業所・閥オーナミ因島事業所
因島村上水軍陣太鼓保存会

閻愛幸 因島地区海の日協会 楠見船具店條 清栄クレーン 侑）秦材木店 翡味道園

隊クリエイティフ因島支店 ・Hitz総合サービス隊広島支店 洵 !TMツーリストサーピス 因島中金会 国貞酒店 西華園 悧八紘産業 民宿玉屋

大昌産業棘因島営業所・陳アイイーシー

一
医療法人社団青影会：：：：咤：医院 （協）いんのしまドミナント ク・リコ牛乳小林商店 精工堂 陳はつざく屋 民宿布刈

日立造船因島生活協同組合・因島総合病院 亜花里 因島ハーネス（有 桑原新聞店 侑）瀕戸内検査工業 悧はと印刷 村井石油榊

一
宝くじ

アクサ生命保険腕 因島配管工業闊 棄原石材 瀬戸内電気工業隊 花谷建設隙 村上司法事務所

朝日新聞サービスアンカーASA因烏菊 いんのしまはぷ姫の会 侑)'rア・サービス因島 （協）せとだサン 7•ラサ 土生商船慨 村上スタジオ

一
アタラシヤ支店 いんのしまペンション白滝山荘 ケアホームひだまり セレモニーハウスくしはた 濱岡建設（原町） 村上設計

因島鉄工業団地脇）組合員 ぁ，.ま食堂 因島保温工業陳 ケイコウ産業腕 鮮魚一色商店 濱岡酒造隊 圃村上造船所

因の島ガス闊 指定工事店協会
闇夭海建設 圃因島モータース 警備の昧丸扇技行 第一生命保険條因島営業オフィス ハマタ薬局 侑村上塗装工業

イワキテック Ill)・陳因島加工センター・因の島ガス111) 有田屋 因島薬品陳 洵芸熔設備 大信産業陳 濱木輿東陳 洵村上士木
因島精機棘・因島鉄工陳・圏光産業陳• 陳岡本製作所 （ーネ廿因島医師会 面安西工業 因島料飲組合 侑）家万管業 大成生コンクリート陳 慨ハリソン産業因島 村上溶材陳
片山工業陳•新松浦産業陳• 日昇無線陳

因島精機闊 生口運送（荀 因島旅館組合 洵ケンキ商事 大同工業陳 陳パルエック・センター 闇村田建設
陳フロンティア・圃松本鉄工所・悧宮地製作所

ヒッツ•ジャ,1:ノマリンユナイテッド因島事業（協）
生口海運怖 因島ロータリークラフ 侑）建築設計事務所第一工房 侑）大日 パルティ因島店 村山塗装

條三和ドック 池田屋青果 J::田お好み焼 光実企業侑 洵大松配管所 陳ハロース因島店(24時間営業） 侑）メイセイ

不二興産（荀 イケモト広告 閻栄進芸塗 侑）光和工業所 大和船舶陳 悧繁栄工業 メガネの 21因島店

一
居酒屋田むら 侑エイシンテック 国際ソロ 7•チミストしまなみ 田頭石材店 ピー・シー保全工業陳 メガネの永田

一
石田造船陳 エスエッチ・サンキョウ條 陳五興工業 田頭士木侑 洵 B&G平和タクシー メガネ・宝石・時計のオオハシ

イワキテッククJレーフ。
因の島運輸腑

居食祭屋菜々 エティオンまきはた。 小手川工業圃 高松建設伽 ピサカフエつ1まざ 怖森屋工業

因島歯科医師会
隊市iiiJ設計 侑）エフテッククJレーフ 洵小林材木店 宝クリーニンク・ 棘備装 焼きどり!>Itっと＆ゞ 7.エスカルゴ

岩本自動車 侑）エム予ィンク・ 小林司法書士事務所 「田熊商工振興会」靡評クリック！ 侑） H宝産業 侑柳屋農園
イワキテック隊・條イワギ・エンジニアリンク・

尾道市農業協同組合 因島胡屋ク"レー7接骨院ゑびすや 圃光産業陳 洵小原水産 洵田熊造船所 美容室ウ・エリィ 山口賢司税理士事務所
隊エム・アイ・シー・シー・亀山商事隊 腕コンサルファーム•第一工房 因島大山神社 圃光商店 (www.enko.jp) 侑）近藤塗研 侑）平木鉄工所 山幸不動産鴎琺人皿睛開幡四兄ま河廿:JI)ニック

因島鉄工陳ク』ルーフ。

しまなみ信用金庫瀬戸田支店 因島カイモト隊 侑）大上 炉クル暉島重柑吉•因島田熊者 ククマ薬局 圃平山峯ー商店 ヤマサキショッ 7•おかの

腕守夢島の駅しまなみ l 協業組合因島貨物センター 大/II橋商店閥 坂井文具店 侑）武田商事 ひろぎん証券陳因島支店 ヤマサキショッ 7・克典

因島鉄工憫• 棘みやおか・鞠メレック・瀬戸内産業腕 税理士法人新川会計事務所 因島機械陳 侑）大出材木店 酒井幹愛税理士事務所 田中工務店 広島県建築土会尾道支部 山本建設

万田発酵陳

中国新聞因島南 販売所 因島汽船闊 大浜商工振興会 相方印刷陳 だるまや商店 広島県中小企業共済協同組合 山本や不動産

東京海J::日動火災保険（荀ラフワン 因島金属陳 閥大山商店 サ・タイガー因島店 チェルシー 節備後海事 陳ユーホー因島店

陳東洋化学商会 広島支社 因島交通安全協会 棘岡恒鋏工場 里実建設 中央電器 侑びんこぺや 医療法人ゆたか会岡崎医院

一
中庄商工振興会

洵因島ゴルフセンター 隊岡野工業 医療法人社団員田クリニック 侑）中技 77ミリーでート臨姻批与・因島土生店 闇善益修整車業

士生町商店街連合会
因島市漁業協同組合 圃岡野製パン所 條沢田チクニカルサービス 陳中電工因島配電センター 福富工業隙 侑ラ・ココット

加納屋建設クJレーフ。 陳フラス
因島商店街連絡協議会 隊小川工業所 棘三協工業 和サーピスセンターふぁみりぃ因島 侑福友ススキ販売 里苑

園因島自動車工業 侑）奥本鉄工所 酌、レモンの島いわぎには三光汽船棘 侑）テクノタクチ 医療法人社団藤井医院 理容みどり
隊加納屋建設・圃加納屋建材店・圃吾城・圃リリーフ ホテルいんのしま

因島商工会議所職員一同 小倉工業悧 三幸工業閥 鉄工団地売店 藤森7-ロタクション 来楽寿司
圃カノウヤ• 三和自動車陳・因島マリーナ・ IKI掬 モリワキ工業

陳因島スーパー お食事処北極 侑）三清工業 寺西薬局圃 藤原司法書士事務所 レストランみつはち

閻因島ススキ岩井モータース お食事処よし成 山陽建設閥 悧東亜 侑）二神愛国堂 連合広島尾道地域協議会

ご協賛ありがとうございました。
因島青果棘明治牛乳宅配センクー おそうじサービス因島 サンライス陳 侑）東邦工業 hair&make Uno per uno ローソン因島重井・中庄•土生店

いんのしま整骨院 越智お好み焼店 サンライト工業洵 ドコモショッ 7・因島店 侑）平成塗装 ローソン因島市役所前店

（一社）因島青年会議所 尾道因島ライオンスクラフ サンリソート隊 陳利守工業 PECORA 

これをもちまして、お礼状に代えさせていただきます。 因島石油商業組合 尾道文化協会因島地区会 三和技研侑 洵富喜商会 陳ベスト 7•ラン中国 募金箱合計金額： 21,090円

因島•水軍ふる里まつり振興協議会会長村J::. 祐司 2017因島水軍まつり実行員会実行委員長巻幡伸一
閻因島総合飲料 （公社）尾道法人会因島支部 侑）ジーワイシー トレ.,ゞ ンピーニ 闘鳳昇楼

因島タクシー腕 御料理こどのは 重井商工振興会 陳トロムソ 宝来寿司


