
Q.集めた賛助会費は何に利用されていますか？

賛助会費は山北地区のスポーツ活動を支えていただく貴重な財源として利用させていただいて
います。
令和３年度は、246の個人・団体・事業所から 417,000円の賛助会費をいただきました。

ご協力ありがとうございました!!
いただいた賛助会費は下記団体へ支援費として全額配分しています。

支 援 団 体 一 覧 支援費額

競技スポーツ部会（ゲートボール、グラウンド・ゴルフ、ミニテニス、相撲、剣道、
陸上競技、ソフトボール、野球、バドミントン、バレーボール、野球、柔道） 12団体

315,000円

ジュニアスポーツ少年団（柔道、剣道、卓球、バドミントン、ミニバスケットボール、
野球） 6単位団

125,000円

合計支援費額 440,000円

NPO法人さんぽくスポーツ協会では、賛助会員としてご支援いただける方を募集しています。
いただいた賛助会費は地域のスポーツ活動などを支える貴重な財源として、大切に活用させてい
ただきます。

スポーツで、山北地域を盛り上げましょう♪
詳しくは事務局までお問合せください!!
皆さまのご入会お待ちしています!!

≪賛助会員≫
対 象：個人・団体・法人

個 人 １口 1,000円以上
団体・法人 ２口 2,000円以上

今年も賛助会員を募集します!!ぜひ会員になりませんか？

※NPO法人さんぽくスポーツ協会からの支援費23,000円を含みます



【府屋】板垣一男 田宮利久 國井一伸 富樫幸男 板垣茂一 田宮照子 富樫高 小田一衛 大滝慎一 竹田勇

小田吉重 太田文夫 本間義人 斎藤秀行 【岩崎】増子隆行 【中浜】富樫由 【堀ノ内】阿部友良 大滝重蔵 佐藤義雄 本間留吉

富樫吉一 大滝誠 板垣進 増子好治 本間一行 大滝芳秋 佐藤淳一 【大谷沢】五十嵐忠雄 渡辺政勝 渡辺知佳

【温出】本間治久 菅原光春 菅原恵子 富樫和則 【杉平】富樫賢一 松田サキ 【岩石】平方和弥 五十嵐好勝

【荒川口】小田定彦 【小俣】佐藤庄平(故人) 佐藤壮一 佐藤治 田宮喜一 佐藤由美子 【大代】大滝キイ子 【雷】木村晃

間宇一郎 【中継】東海林秀禮板垣茂樹 菅原長巳 菅原仁兵衛 大滝孝蔵 村山隆 菅原敏彦 板垣充 菅原一男

板垣善一郎 【山熊田】大滝利枝子 大滝剛 大滝歩 【大毎】富樫一頼 佐藤隆一 加藤権治郎 渡辺公雄 五十嵐一清

【北中】大滝泰博 【北黒川】斎藤寿昭 斎藤勝子 齋藤誠 【荒川】板垣みさほ 富樫光子 富樫公子 富樫充 【鵜泊】小林徹

本間健二 大滝豊 大滝栄一 大滝美和子 富樫和雄 【寝屋】富樫栄輔 富樫豊 富樫正美 【碁石】板垣和子

【勝木】板垣崇 斎藤雅峰 大滝計三 高橋紀子 斎藤龍爾 本間良夫 宮嶋喜尚 斎藤正志 斎藤俊蔵 【下大蔵】齊藤博幸

齋藤昇 【立島】佐藤優樹 【長坂】佐藤優博 佐藤貞栄 【遠矢崎】加藤勝美 【板屋沢】加藤辰博 【浜新保】滝谷節子

【桑川】本間洋一 本間茂 【今川】中村量徳 中島秀雄 【脇川】渡辺等 斎藤運平 渡辺民矢 渡辺一弥 渡辺俊夫

渡辺幹雄 渡辺泰平 尾形正行 渡辺悟 【寒川】加藤広輪 斎藤重太郎 斎藤外志範 斎藤恵子 後藤誠 斎藤貢 斎藤善策

斎藤忠之 増子喜彦 斎藤優子 斎藤梅子 【越沢】齋藤廣平 斎藤昭男 石割治 斎藤幸雄 斎藤健 斎藤基 斎藤通明

斎藤智洋 斎藤政子 【地区外】板垣貞芳 國井一二 富樫嘉成 鈴木肇 真田富久

【府屋】㈱松山組 平方商事㈲ 秋野屋 藤右エ門商店 丸與木材㈱ 藤原工務店 青木医院 フジイデンキ

富樫木材㈲ やまぶん商店 初野医院 ㈲メディア ブーランジェリーダイゴ ㈲松本組 パン工房まるさ すみRe工房

小田与惣左ェ門商店 村上信用金庫府屋支店 村上市森林組合 岩佐木材㈲ 本図歯科医院 喜多山 山北商工会 心寿し

府屋自動車工業㈱ 総合衣料マルシバ ㈲江口保険 大滝酒店 なおき食堂 森山林業機械㈲ ギャラリー＆カフェえん

【中浜】㈲山北町農林水産加工公社 ㈱エメニクス 【堀ノ内】㈲トガシ住建 【温出】㈱板垣組 【小俣】㈲中俣缶詰

㈲グリーンサービス羽越 【山熊田】さんぽく生業の里(企) 【中継】増子商店 ㈱村文建設 菅原鮮魚店 【大毎】 ㈲大滝食品

㈱板垣ボーリング ㈱丸勝瓦 ㈲佐藤石材店 【北中】㈲山北車輌農機サービス ㈱又助組 つるみ自動車

【寝屋】本間建設㈱ 新潟漁業協同組合山北支所 【勝木】㈱富樫組斎藤建宅 山北徳洲会病院 ㈲八幡鉄工所 前田デンキ

㈲大滝輪店 ㈱佐藤工業 ㈱マルカ工業 長浜屋旅館 ＶＡパーツ ㈲山北鮮魚センター 板垣歯科医院 大滝建具店

㈲日本海企画 高橋工業㈱ JAにいがた岩船山北支店 ㈱カエツハウス工業 大滝林業㈱ ㈲大滝小太郎商店

NPO法人おたすけさんぽく 【碁石】八幡モータース 【下大蔵】㈲山北衛生社 大滝オートサービス

【板屋沢】新潟三桂㈱グループ 【北赤谷】山北木材加工協同組合 【下大鳥】斎藤労務士事務所 【桑川】㈱山正鮮魚

渡辺鉄工所 ㈲笹川流れ観光汽船 【笹川】民宿藤三郎【脇川】㈱渡辺鮮魚【寒川】石川屋 朝日自動車 藤原鮮魚店

【村上地域老人クラブ連合会山北地区協議会】老友会 和楽会 高砂会 長生会 睦会 蓬莱会 日の丸会

【地区内小中学校】山北中学校校長 山北中学校教頭 さんぽく小学校校長 さんぽく小学校教頭 さんぽく小学校職員一同

【団体】バレーボール連盟 FRC（府屋駅伝競走部）

【地区外】㈲内山スポーツ (資)ほんぼ ㈲とがし商店 村上印刷㈱ ㈲山新 ㈱大田電気 寒川運送㈱ ㈲髙野電気商会

246 の個人・団体・事業所の皆さまにご協力いただきました

令和３年度賛助会員としてご支援くださった皆さまへ感謝を込めて…

個 人

団体・事業所

※ 敬称略、順不同

≪一般会員≫
対 象：一般市民
年会費：小・中・高校生 1,000円

一 般 2,000円

令和4年度一般会員も随時募集中です!!

様々な教室がオトクな料金で参加できます★

詳しくは事務局までお問い合わせください♪

NPO法人さんぽくスポーツ協会 TEL 0254-77-2828


