令和4年度 有松天満社奉納幟旗ご寄進者一覧（敬称略）

西
側

1

有松学区町内連合会

2

有松・鳴海絞会館

3

有松桶狭間観光振興協議会

4

有松山車会館

5

1

有松商工会

2

有松まちづくりの会

3

愛知県絞工業組合

4

有松福年会

「火の用心」 東丘消防団

5

「火の用心」 有松消防団

6

「火の用心」 太子消防団

6

ありまつあないびとの会

7

株式会社 ｼｭｼｭﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ

7

株式会社 ｼｭｼｭﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ

◎

草心書道会

◎

宮川 一水

No,1 東海ﾎｰｸｽ物流 (株) 長谷川一幸
No,2 東海ﾎｰｸｽ物流 (株) 長谷川一幸
No,3 緑信用農業協同組合

西
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（
3
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2
号
側
）

一
鳥
居
東
側

No,1 東海ﾎｰｸｽ物流 (株) 長谷川一幸

二
鳥
居

No,2 緑信用農業協同組合
No,3 株式会社 近喜

No,4 碧海信用金庫 有松支店

No,4 太子歯科医院

No,5 太子歯科医院

No,5 有限会社 サトエレックス

No,6 有限会社 サトエレックス

No,6 （株）久門精機

No,7 （株）久門精機

No,7 （株）桒島製作所

No,8 （株）桒島製作所

No,8 有限会社 協栄絞

No,9 本田洋服店

No,9 くくる 佐藤

No,10 株式会社 山上商店

No,10 データ保存株式会社

No,11 Ｐieno!（ピエーノ！）

No,11 合同会社 大島装飾

No,12 アルコム 株式会社

No,12 平生会

No,13 西町神功皇后車 山車係

No,13 文峯酉戌会

No,14 西町神功皇后車 楫方

No,14 有友会

No,15 東町布袋車 山車係
No,16 東町布袋車 楫方

東
側

No,15 有松平成戌亥会
No,16 未申会

No,17 中町唐子車 山車係

No,17 午未会

No,18 中町唐子車 楫方

No,18 令和３申会

No,19 有松絞商事

No,19 令和未申会

No,20 藍と絞りの店 中濵商店

No,20 寅尾の会

No,21 株式会社 張正

No,21 株式会社 井桁屋

No,22 早恒染色 株式会社

No,22 株式会社 竹田嘉兵衛商店

No,23 有限会社 絞染色 久野染工場

No,23 株式会社 イーストヒル

No,24 有松工芸

No,24 成忠（株）

No,25 蔵工房

No,25 絞りのやませい 山盛（株）

No,26 祭礼人形師 萬屋仁兵衛

No,26 深谷 範雄

No,27 宮田クリニック

No,27 絞りの久田

No,28 キョーワ薬局 藥房

No,28 髙田 利久

No,29 有松クリニック

No,29 藤枝 静次 生涯現役

No,30 藤田外科

No,30 本田 雅己
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No,31 耳鼻咽喉科 棚橋医院

No,31 山上 正晃

No,32 医療法人 川本医院

No,32 山中歯科医院

No,33 知多信用金庫有松支店

No,33 すぎと.歯科医院

No,34 株式会社 大垣共立銀行有松支店

No,34 清水山歯科医院

No,35 深谷 貞二

No,35 横井歯科医院

No,36 名古屋有松郵便局長 加藤満宏

No,36 みえスマイル眼科 井田広重

No,37 名古屋境松郵便局

No,37 新美 昭彦

加藤美光

No,38 株式会社 河村工機製作所

No,38 水野 活昭

No,39 （株）松岡鐵工所

No,39 安藤 忠昭

No,40 （株） アコモ

No,40 鵜飼正雄商店

No,41 合同会社 ありまつ中心家守会社

No,41 株式会社 小池製作所

No,42 大富・安井建築

No,42 （株） 松岡コーポレーション

No,43 株式会社 小島産業

No,43 （株）スズサン

No,44 株式会社 テレワーク

No,44 カネコ工業 株式会社 名古屋店

No,45 中京タツミ株式会社

No,45 株式会社 イーストヒル

No,46 株式会社 タツミ

No,46 株式会社 ビーフィールド

No,47 （株）ﾍﾞﾈｯｾｽﾀｲﾙｹｱまどか有松

No,47 株式会社 佐多建設

No,48 有限会社 ヤマセイ自動車

No,48 （株）豊明防災サービス

No,49 有限会社 早川工業所

No,49 株式会社 宮下工務店

No,50 (有) エヌスケアサ－ビス

No,50 ｱｲﾃﾞｨｱﾊﾞﾙﾌﾞ 株式会社

No,51 (有) リバース
ムツミ

No,52 有限会社 睦 商 事
No,53 有限会社 有松水道工業

東
側

No,51 (有) 永井電気商会
No,52 (有) プラムホーム
No,53 アトリエ･有松ローズ
No,54 (有)ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ 代表取締役 脇阪裕之

No,55 ふじい自動車 藤井寛之

No,55 （有）木下酒店

No,56 水田パーキング

No,56 梶野モータース

No,57 長谷川社労士事務所

No,57 平井モータース自転車商会

No,58 服部測量登記事務所

No,58 桑山 工務店

No,59 鈴木琢夫建築設計

No,59 山田合同公認会計士事務所

No,60 ヒラブ・エレクトロ・エアーテック

No,60 緒川商会

No,61 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ名古屋第五十一団

No,61 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･お米 永井商店 永井 鎭

No,62 名古屋情報専門学校

No,62 整体院 北風と太陽

No,63 有松幼稚園

No,63 庭安美人

No,64 きよすみ保育園

No,64 Y'sAxis 山下真弘

No,65 社会福祉法人英沁会ひいらぎ保育園

No,65 南遙日

No,66 美容室 CNナカオ

No,66 美容室 さらさ

No,67 有松関人案内所

No,67 学習塾 あいうえくらぶ

No,68 緑ボクシングジム

No,68 美喜鮨

No,69 ふじ寿し

No,69 鮨処 たつみ

No,70 居酒屋あつし

No,70 かめつた

No,71 焼肉 鳴萬

No,71 居酒屋 潤

No,72 寿限無茶屋

No,72 ダウラギリ

)

No,54 後藤モータース

No,73 やきとり大吉 有松駅前店

No,73 洋菓子 グランパニエ

No,74 members Otae3 ⤴

No,74 平出 雄二

No,75 メンバーズ Amaike

No,75 平出 勝

No,76 浜焼太郎 有松店

寺尾 隆之

No,77 近藤 将士

No,77 デザインリサーチャー 浅野 翔

No,78 栗田 章一

No,78 セブンイレブン大高南店 西垣

No,79 佐伯 薫

No,79 御礼 加藤博紀

No,80 坂下 凌哉

No,80 有限会社 日工設備 梶野 芳文

No,81 有限会社 日工設備 梶野 芳文

東
側

No,82 扇屋 有松店
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No,81 (株)楽一楽座
No,82 つゆくさ歯科医院

No,83 つゆくさ歯科医院

No,83 横井 清明･史晴

No,84 大須賀 彩

No,84 おしょくじ処 味福

No,85 鍼灸 TAKA

No,85 馬車馬

No,86 北川 秀・由紀子・明鈴

No,86 赤ちょうちん

No,87 伊東 良 家族一同

No,87 家内安全 工藤 和巧

No,88 君田 幸大・尊恵

No,88 山田 健史 心願成就

No,89 本田 瑛士・千乃
No,90 KONMASA
No,91 株式会社 マイカースズキ

No,89 ボランティアサークル うさぎのいえ

手
水
舎

No,90 三皿速算塾
No,91

)

No,92 浅野 建設
No,93 つくで歯科 大橋 憲司
No,94 高木 秀幸
No,95 池田 章人
No,96 株式会社 名古屋グランパスエイト
No,97 株式会社 名古屋グランパスエイト
No,98 株式会社 名古屋グランパスエイト
No,99 株式会社 名古屋グランパスエイト

1

有松天満社文嶺講

No,100

2

竹田 宗弘

3

鈴木 章二

4

西村 明敏

5

鋤柄 哲雄

No,104

6

市村 純広

No,105

7

生駒 讓三

No,101
No,102
No,103

北
参
道

