
　2019松江水郷祭は、8月3日（土）、4日（日）の2日間ともに天候にも恵まれ、市内外から多くの皆様にお越しいただ

きありがとうございました。開催に際しましては市民、企業・団体の皆さま、関係機関の皆さまのご協力を賜り、無事に

終えることができました。

　また、早朝清掃にご参加いただきました皆さまにも厚く御礼申し上げます。

　◆掲載のご芳名については、略称等を使わせて戴きましたことを、お断り申し上げます。
　◆協賛金高順・五十音順

ご協賛ありがとうございました

2019松江水郷祭

松江環境整備事業協同組合 丸藤伸興アゴおばさん弁当㈲

㈱山陰放送 宍道湖漁業協同組合

西日本ホーム㈱ ㈲福田鉄工所

堀川遊覧船管理事務所 松江学園通り商店街振興組合

松江土建㈱ ㈱ラッシュ

㈱アトラス 協和通信工業㈱

協和通信工業㈱ ㈱佐藤組

㈲日本庭園　由志園 松江遊技業防犯協力会

㈱今井書店 こくみん共済coop島根推進本部

富士通㈱ 松江第一精工㈱

山陰ケーブルビジョン㈱ SMBC日興証券㈱米子支店

㈱オネスト 島根県農業協同組合くにびき地区本部

証友会 日本海テレビジョン放送㈱

しまね信用金庫 島根電工㈱

島根電工㈱ 中国電力㈱島根支社

西日本旅客鉄道㈱米子支社 ㈱一畑百貨店

㈱みしまや しまねフォーラム・エネルギー問題協議会

松江市役所管理職会（土曜会）

(一社)日本自動車販売協会連合会島根県支部

㈱山陰中央新報社 島根県民共済生活協同組合

中浦食品㈱
㈱ミック
山陰中央テレビジョン放送㈱

㈱さんびる
松江しんじ湖温泉地域活性化事業
カナツ技建工業㈱

松江縁日商事業組合松江旅館ホテル組合
(一財)ごうぎん財団 松江城山稲荷神社

㈱國友銃砲火薬店 小松電機産業㈱
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島根県信用保証協会

山陰ヤクルト販売㈱

㈱産機

サンベ電気㈱

㈱JTB松江支店

自治労島根県本部

公益財団法人島根県環境保健公社

㈱コダマ

㈱坂本建築設計事務所

佐藤力法律事務所

山陰開発コンサルタント㈱

山陰水道工業㈱

㈲落合建具製作所

㈱影山呉服松江店

㈲金津鮮魚店

かばはうすホールディングス㈱

かわつ薬局

(一財)くにびきメッセ

㈲伊藤金次郎商店

㈱イマオカ

㈱エクシング直販営業部山陰支店

㈲SB工業

㈱大谷商工

㈱大前組

㈱アイカラー　

アサヒ工業㈱

㈲朝日防水工業

イオン松江ショッピングセンター

㈲井谷賀造園

一畑住設㈱

㈱一畑トラベルサービス

㈱ジェットシステム

㈱島根銀行

島根県市町村職員共済組合宿泊所ホテル白鳥

協同組合島根県鐵工会

山陰運送㈱

山陰クボタ水道用材㈱

㈱山陰ディーゼル商事

㈱サンキ

㈱三晃空調山陰営業所

JR西日本山陰開発㈱

㈱桑原塗装店

㈲建商

㈲黒潮社 ㈱コスモブレイン

㈱彩雲堂

㈱佐々木建設

社会福祉法人　敬仁会

㈱コーアガス島根

㈱岡崎屋

落合電気工業

KAZUKIプライベートクリニック

㈱金見工務店

川井香織建築設計事務所

漁業協同組合JFしまね

（資）一文字家

㈱いない

㈱ウエヤマ

SCアドクロス㈱　

㈱エンジニアリングITO

㈱大野会計事務所

アクアシステム㈱松江支店

㈲朝日砕石　

㈱アテナ

㈱石田コーポレーション松江支社

一畑工業㈱

一畑電気鉄道㈱

じんざい国際特許事務所 松江東ロータリークラブ

松江しんじ湖ロータリークラブ

アースサポート㈱ ㈱アート

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

（一社）島根県旅客自動車協会松江支部 松江一畑交通㈱

松江建設事業協同組合 松江南ロータリークラブ

松江ロータリークラブ ㈱こっこー

㈱マルマン ㈲八雲テント

李白酒造㈲ ㈲キョウワビルト工業
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松江市ガス局

松江市上下水道局

松江エルメック㈱

松江京店商店街協同組合

北陽警備保障㈱

松浦造園㈱

㈱パッケージ中澤

原田トレーディング㈱

㈱樋口敦郎商店

㈲福島造船鉄工所

松江市立病院　

松江中央通商店街振興組合

福間商事株式会社

㈲藤海自動車

㈱藤忠

㈲古志薬局

日本海観光㈱

㈱日本政策金融公庫松江支店

日本生命保険(相)松江支社

㈱庭の川島

㈱ネクサス

野村証券㈱松江支店

東京海上日動火災保険㈱

東光グループ㈱かすみコーポレーション

㈱鳥取銀行松江支店

TOMOMO★FIREWORKS

㈱ナダマチ会計事務所

日商機材㈱

㈱ダナック

玉造温泉旅館協同組合

㈱玉屋

㈱中電工島根統括支社 ㈲土江本店

㈱D-Planning㈲鶴丸

（一社）生命保険協会島根県協会

㈱千茶荘

㈱曽田鐵工

㈱太閤堂

㈲ダイヤロード

㈱太陽電機製作所

(一社)島根県物産協会

松栄㈱

㈲松陽印刷所

宍道湖蜆漁業組合

新和設備工業㈱

（一社）松江観光協会玉造温泉支部　　　　

松江市歯科医師会

松江市交通局

松江市薬剤師会

松江駅本通り商店会

㈱広島銀行松江支店

松江タウンスクエア　キャスパル

㈲福原土木水道工業所

福間商事㈱松江支店

フジキコーポレーション㈱

㈲Ｐｌｕｓ　ｖａｌｕｅ

古津弘也法律事務所

北陽ビル管理㈱

日本労働組合総連合会島根県連合会

㈱人形のはなふさ

㈲野津善助商店

㈱博愛社

㈱原商

㈱ヒキノ電機

㈱テクノプロジェクト

東京靴㈱

東洋ソーラー㈱

㈱巴

㈲中村茶舗

西日本電信電話㈱島根支店

日鉄住金環境プラントソリューションズ㈱松江事業所

日本交通㈱

㈱日本政策投資銀行松江事務所

太平ビルサービス㈱

㈱太陽水道工事

㈲たしろ

㈱谷口印刷

㈱玉造温泉まちデコ

中電技術コンサルタント㈱山陰支社

ピタットハウス松江上乃木店

シンセイ技研㈱

STELLAWORKS

SEVEN　COLORS

㈲創美堂

㈱ソルコム島根支店

島根トヨタ自動車㈱

㈱商工組合中央金庫松江支店
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島根県火災共済協同組合 島根中央信用金庫松江支店 ㈱社長室 伸和機械㈱

末次町えびす商店会 ステンレス産業㈱ ㈲高見一力堂 千鳥印刷㈱

日東電装㈲ ㈱福島石油 ㈲富士見自工 (協)松江卸センター

松江新大橋商店街振興組合 ㈲みやわき食品 ㈲基工業 山代電気工業㈱

㈲アーク工業所 アイカム㈱ 赤い林檎 ㈲アシスト

足立石材㈱ ㈱アドプレックス山陰支社 ㈱アビィング松江営業所 荒木燃料㈱

㈲荒木文之助商店 池田総合事務所 石倉窯業㈲ ㈱石田コーポレーション松江支社

㈱伊勢宮界隈元気プロジェクト ㈲いづも屋 出岡重量運輸㈱ 医療法人さとう耳鼻咽喉科

㈱魚一　蓬莱吉日庵 内部社会保険労務士事務所 ㈱内村電機工務店松江支店 H-ITCom

㈱ＳＫＮ エステサロンクラリス ㈱エネルギアＬ＆Ｂパートナーズ島根支店 ㈱エフエム山陰

㈲太田硝子店 オートプラス ㈲オーリー ㈲岡三英堂

㈲岡本石材店 ㈱小草建築設計事務所 ㈲お茶の三幸園 合同会社おちらと

㈲オリオン工芸社 ㈱オレンジロード 梶野工務店 片山内科胃腸科医院

㈱川端 ㈱川本製作所松江営業所 ㈲環境計画建築研究所 菊信刃物雑賀店　

㈲きたがき 北寺町商店会 北殿町商店会 ㈲貴谷商会

㈱キッチンおかだ パンタグラフ 輝陽礦業㈲ 行政書士法人彩りサポート 行政書士長谷川将之事務所

木り家 ㈱近畿日本ツーリスト中国四国山陰支店 ㈲錦弘堂食品店 ㈲桂月堂

㈱ケイズ島根支店 ㈱建新化工 ㈱江友　白潟事業所 幸陽建設㈱

㈲古浦印刷 ㈱コースト
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
㈱ベンディング山陰支店

㈱コダキ保険事務所

㈲小西本店 ㈱こびき屋 湖北ベニヤ㈱ コマツ山陰㈱

酒ゴリラ松江乃木店 ㈲サンアイ薬局 ㈲山陰エスピープランニング ㈱山陰管財

山陰酸素工業㈱松江支店 ㈱山陰フジカラー ㈲三栄保温 ㈱サンゲツ中国四国支社

㈱サン・セロ 三和興業㈱　松江営業所 三和電工㈱ システムアトリエ　ブルーオメガ

㈲システムクローヴァー ジブラルタ生命保険㈱松江支社 ㈱シマカ 島根県LPガス協会松江支部

島根県教科図書販売㈱ (一社)島根県経営者協会 (一社)島根県建築士事務所協会松江支部 島根県合板協同組合

(一社)島根県自動車整備振興会 島根県商工会連合会 島根県中小企業団体中央会 島根県電気工事工業組合松江支部

山陰広告協会 島根交通機材㈱ 公益財団法しまね産業振興財団 ㈱島根事務機

㈱島根東亜建物管理 島根塗装店㈱ 島根トヨペット㈱ 島根日産自動車㈱

島根和洋紙㈱ ㈲シマケン内装 社会保険労務士法人村松事務所 ㈱住宅ケンコウ社島根

㈱ユニコン

㈲ヨネザワ写真館

㈲吉田工美

米田酒造㈱

和幸電通㈱

まるなか建設㈱

三井住友海上火災保険㈱山陰支店松江支社

森岡社会保険労務士法人

㈱八雲ソフトウェア 矢野建築設計事務所㈲

ヤンマーキャステクノ㈱松江事業所

宗教法人明宗寺

㈱三原電工

㈲銘板センター山陰

(公社)松江法人会

松江流通研究会

松近土木㈱

マリエ･やしろ㈱

㈱メディアスコープ

和幸㈱

㈱ミック

㈱めのや

矢尾井税理士事務所

㈱ヤマト

特定非営利活動法人松江ツーリズム研究会

松江堀川・地ビール館

㈱マツケイ

㈱松文オフテック

㈱丸三　丸三松江本店

みずほ証券
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㈱出雲金蔵本店 ㈱昭栄松江営業所 松栄印刷㈲ 昭和自動車

昭和商事㈱ ㈱伸興サンライズ ㈲伸洋工業 酔仙楼

（合）Ｓｔａｒｔ　Ｂｙ スナック「いちこ」 須山木材㈱ セコム山陰㈱

総合病院松江生協病院 TARGET 大亜工業㈱山陰営業所 大昌㈱

㈲太陽平版 ㈲高浜印刷 ㈲竹谷運送 ㈲オフィスカジャグー

ダックス㈱松江店 タテ町商店街協同組合 ㈲玉木製麺　たまき松江店 地産料理あお山

中国計器工業㈱ (一財)中国電気保安協会山陰支店 中国道路整備㈱ 中電プラント㈱山陰営業所

医療法人辻歯科医院 ㈱ツルミ Ｄ－アシスト　　 ＴＡＧ

㈱テイケイ西日本松江支社 ㈱帝国データバンク松江支店 ㈱ティダ・ダイニング テーラーやまね

テクノ工業㈱ テンプスタッフフォーラム㈱ ㈲桃仙閣 とうほん倶楽部

新東洋膏板㈱ ㈲東洋ユニフォームセンター ㈲友田大洋堂 ㈱トヤ塗装

Ｔｒａｕｍ㈱　トラウム ㈱トリニティ 中梅木 ㈱永江印祥堂

㈱長岡塗装店 長谷社会保険労務士事務所 中脇㈱ ㈱中脇喜一郎商店

浪花寿司 税理士法人錦織会計事務所 錦織酒店 ㈲西村金物店

西本　卓史（野村証券㈱） ㈱日商 ㈱日昇工業 ㈲日淞ハウジング

日新化成㈱ ㈱日新電工 日本銀行松江支店 ㈲根っこや

野白保温㈲ ㈲栄本鉄工 白鳥観光㈲ 八光建設㈱

hana社労士事務所 夿夿厨房 ㈱はらぶん パン屋　空

㈱BSSコスモ ㈲ピー・エム・エー ㈲美芸社 樋野電機工業㈲

㈲平田生花店 平野醤油醸造元 ヒロエマリン ㈱広野組

小竹原榮吉 ㈲風流堂 ㈱深田建設 福島工業㈱

㈱福田屋 ㈲藤谷産業 ㈱藤原鐵工所 ㈲ふたば工芸社

㈲仏壇の原田 プライス ㈲フローレス from40　　

㈱豊洋 ホクサン厨機㈱ ㈱保険アシスト 堀内科胃腸科医院

㈱マーク 賣布神社 馬潟工業㈲ ㈲槇戸商店

㈱マサコーポレーション 松江ガス供給㈱ ㈱松江ガスサービス 松江合同青果㈱

社会福祉法人松江市社会福祉協議会 松江市土地開発公社 ㈱松江情報センター 松江森林組合

松江赤十字病院 松江石油㈱ 松江宅建センター 松江中央水産物㈱

㈱松江浜乃木自動車教習所 ㈲まつえファーマシィー 松江本町商店街協同組合 ㈲松江銘建

(協)松江名産センター　 松江八束清掃協同組合 松江連合青果㈱ マツダオートザム松江

まつもと生花店 まなか ㈲マルカイ ㈲丸加石材工業

㈲丸三商店 ㈲丸善オート ㈲丸和運輸 社会福祉法人みずうみ

㈱みずほ銀行松江支店 ㈲みどり建設 みどり整骨院 ㈲三原住設工業

㈲宮本食肉店 武蔵鋼管㈱ ㈲めのうの店 川島 ㈲もちだ造園

MODESTO ㈱物部 モリタ工業㈱ ㈲森山園

㈱八束電工 ㈱山京　 ㈱山口商店 ㈱ヤマサキ

㈲ヤマサキ車両整備 ㈲八幡自動車 ㈲有美商会 ㈱吉谷

米子信用金庫松江支店 ㈱ラビット ㈱Rendez-Vous ㈱LIXIL松江営業所

㈲リビング松江 ㈲レーベンスマツヤ レストラン西洋軒 ローソン松江駅前店

㈱ロードメンテナンス わかば生花 若林建設㈱ 和光工業㈱

㈲和交車輛 和幸冷温㈱ 和創ダイニング　蒼の音 渡部印刷㈱

渡辺パイプ㈱松江サービスセンター irodori Ｎプランニング キャッツ　アイ

㈱三洋苑 朋寛 野白建材㈱ 社会福祉法人比津ケ丘保育園

㈱フラワーブティックブーケ 合同会社ヴォラドール ㈲八雲タイヤサービス ㈲八束オートサービス
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「松江水郷祭募金サイト個人・法人協賛者」（掲載可の方のみ）
大槻卓矢、 間田央、 引野恵、 門城祐司、 小幡美香、 金山由弥、 中村和美、 古藤栄、 高倉優介、 松浦須美子、
石橋正章、 吉田弘子、 金織真紀、 坂田憲治、 古藤康則、 大坂一貴、 岩垣梨花、 溝口卓也、 溝口幸子、 加藤明
理、 小島稜加、 ㈱清松庵、 井川マサル、 原翔平、 高梨善、 井川綾、 鎌田真由美、 村尾弓恵、 松坂好孝、 土居
一彦、 高田真奈実、 西岡明仁、 高尾健司、 真法哲也、 わくわくおおぐち２１、 西川大器、 森秀雄、 吉川啓介、
藤田夏未、 藤田陽子、 内山興、 貴谷健史、 糸川孝一、 草薙浩、 吉岡佐和子、 竹下昌宏、 齋藤順、 齋藤雪絵、
岩見真稔、 廣富雅昭、 渡部俊介、 モデルスタジオミューズ、 井原和志、 松浦俊彦、 中村妙子、 石倉達也、 込山
和美、 村上裕司、 ㈱小瀬川新聞店、 石田皓太、 上田美和、 村尾航司、 宮澤健志、 ㈲茶風林堂

「協　力」
国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所大橋川出張所、 国土交通省中国地方整備局松江国道事務所、 国土交通省中
国運輸局島根運輸支局、 国土交通省大阪航空局美保空港事務所、 国土交通省大阪航空局出雲空港出張所、 海上保安庁
境海上保安部、 大阪管区気象台松江地方気象台、 島根県警察本部、 松江警察署、 島根県松江県土整備事務所、 島根
県松江保健所、 島根県立美術館、 松江市消防本部、 松江市立病院、 松江市交通局、 松江維持安全協議会、 西日本
旅客鉄道㈱米子支社松江駅、 一畑電車㈱、 松江一畑交通㈱、 一畑バス㈱、 日ノ丸自動車㈱、 島根県旅客自動車協
会、 宍道湖漁業協同組合、 白鳥観光㈲、 ㈲鶴丸、 （一財）尾道海技学院山陰事務所、 ㈱ソルクス、 松江中央水産
物㈱、 野代神社、 円成寺、 松江市立湖南中学校、 白潟公民館、 白潟保育所

「（一社）島根県旅客自動車協会松江支部」
㈲生馬タクシー、 ㈲川津タクシー、 第一交通㈱、 双葉タクシー㈱、 ㈲古江タクシー、 ㈲本庄タクシー、 ㈲マカタ
タクシー、 松江一畑交通㈱、 ミツワタクシー㈱、 ㈲水都タクシー

「（一社）日本自動車販売協会連合会島根県支部」
いすゞ自動車中国四国㈱広島・島根支社松江支店、 島根トヨタ自動車㈱、 島根トヨペット㈱、 トヨタカローラ島根
㈱、 ネッツトヨタ島根㈱、 島根日産自動車㈱、 ㈱日産サティオ島根、 島根日野自動車㈱、 西日本三菱自動車販売㈱
山陰事業部、 三菱ふそうトラック・バス㈱中国ふそう、 山陰スバル㈱松江店、 島根ダイハツ販売㈱、 ㈱島根マツ
ダ、 ㈱ホンダクリオ島根、 ㈱ホンダカーズ松江、 島根中央ホンダ販売㈱、 ㈱スズキ自販島根

「松江旅館ホテル組合」
てんてん手毬、 なにわ一水、 夕景湖畔すいてんかく、 松平閣、 ホテル一畑、 松江アーバンホテルグループ、 松江
皆美館、 大橋館、 松江館、 松江エクセルホテル東急、 野津旅館、 グリーンリッチホテル松江駅前、 岡本旅館、 民
宿にしむら、 旅館あおやま、 旅館おおさこ、 旅館寺津屋、 ホテルやくも、 松江しんじ湖温泉旅館協同組合、 松江
しんじ湖温泉振興協議会、 松江しんじ湖温泉旅館協議会

「松江市町内会・自治会連合会」
川津地区自治連合会、 朝酌地区町内会・自治会連合会、 持田地区自治会連合会、 本庄地区町内会連合会、 城東地区
町内会・自治会連合会、 城北地区町内会連合会、 城西地区町内連合会、 白潟地区町内会連合会、 朝日地区町内会・
自治会連合会、 雑賀地区町内会連合会、 法吉地区自治会連合会、 生馬地区町内会・自治会連合会、 古江地区自治協
会、 大野地区自治会連合会、 秋鹿地区自治会連合会、 乃木地区自治会連合会、 忌部自治協会、 津田地区町内会・自
治会連合会、 古志原地区自治会連合会、 竹矢地区自治協会、 大庭地区自治協会、 鹿島自治連合会、 島根地区自治会
連合会、 美保関町自治連合会、 八雲町自治会連合会、 玉湯地区自治会連合会、 宍道地区自治会連合会、 八束地区自
治会連合会、

「早朝清掃協力団体」
一畑グループ、 ＮＴＴ西日本グループ、 苧町町内会、 カナツ技建工業㈱、 山陰ケーブルビジョン㈱、 ㈱山陰合同銀
行、 （一社）島根県経営者協会、 島根県警察学校、 大和ハウス工業㈱山陰支店、 中国電力㈱、  ㈱不動産テトラ、
松江葵ライオンズクラブ、 松江いっぷく会、 まつえ環境市民会議、 松江湖城ライオンズクラブ、 松江市高齢者クラ
ブ連合会、 松江市２１世紀ウィメンズプロジェクト、 松江商工会議所女性会、 松江商工会議所青年部、 松江しんじ
湖ロータリークラブ、 松江たばこ販売協同組合、 松江東ロータリークラブ、 松江南ロータリークラブ、 松江遊技業
防犯協力会、 松江ライオンズクラブ、 松江ロータリークラブ
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