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皆さまからのご皆さまからのご皆さまからのご皆さまからのご寄附寄附寄附寄附    

様々な方々からご寄附をいただきありがとうございます。 

このページでは、皆さまからいただいたご寄附の内容を掲載しています（敬称略）。 

※お名前の公表不可（匿名希望）の寄附は除いています。 
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現金現金現金現金寄附寄附寄附寄附    

寄附者名 所在地 寄附額 

東日本旅客鉄道株式会社有楽町駅長 千代田区 ¥138,748 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

有限会社ドゥ・ラック 金子和昭 狛江市 ¥150,000 

有限会社ドゥ・ラック 坂元博 狛江市 ¥150,000 

株式会社マルエツ 豊島区 ¥1,100,000 

 

 

運営協力費運営協力費運営協力費運営協力費 

寄附者名 所在地 寄附額 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

 

 

募金箱募金募金箱募金募金箱募金募金箱募金 

寄附者名 金額 

八千代銀行 ¥17,498 

 

 

物品物品物品物品 

寄附者名 所在地 物品名 数量 単位 

一般社団法人 全国ビスケット協会 港区 ビスケット 47 箱 

キクヤ川越店 川越市 菓子詰め合わせ 2 箱 

マルキ松戸店 松戸市 菓子詰め合わせ 1 箱 

キクヤ戸田店 戸田市 菓子詰め合わせ 1 箱 

サンパレス新小岩店 葛飾区 菓子詰め合わせ 1 箱 

株式会社ガイア 中央区 菓子詰め合わせ 20 箱 

株式会社 NTT-ME 豊島区 ゲーム機 56 台 

レストランバー 赤坂グレース 久保村方光 港区 車椅子 5 台 

レストランバー 赤坂グレース 久保村カツ子 港区 車椅子 4 台 

レストランバー 赤坂グレース 石黒修吾 港区 車椅子 1 台 

レストランバー 赤坂グレース 牧嶋 和夫 港区 車椅子 2 台 

株式会社ガイア 中央区 タオル 21 箱 



プライム行徳店 市川市 菓子詰め合わせ 3 箱 

プライム尾久 北区 菓子詰め合わせ 1 箱 

マルキ松戸店 松戸市 菓子詰め合わせ 1 箱 

キクヤ船橋店 船橋市 菓子詰め合わせ 1 箱 

マルキ松戸店 松戸市 菓子詰め合わせ 1 箱 

キクヤ昭島店 昭島市 菓子詰め合わせ 1 箱 

 

 

招待招待招待招待    

寄附者名 所在地 催事名 数量 単位 

有限会社アイエムシー音楽出版 港区 
「第 15 回ｼｮﾊﾟﾝ国際ﾋﾟｱﾉｺﾝｸｰﾙ in ASIA 受賞

者記念ｺﾝｻｰﾄ」 
62 名 

三菱広報委員会 千代田区 
Ｊリーグ試合「浦和レッドダイヤモンズ ＶＳ  

セレッソ大阪」 
75 名 

株式会社電通関西支社 大阪市 
プロ野球公式戦「日本ハムファイターズ戦」 

東京ドーム（4 月分） 
80 名 

シュートボクシング協会 台東区 「SHOOT BOXING 2014 act.2」 25 名 

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化

事業団 
港区 

プロ野球公式戦「ヤクルト戦スターシート」

（4/16-23 分） 
12 名 

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化

事業団 
港区 

プロ野球公式戦「ヤクルト戦スターシート」

（4/24-27 分） 
12 名 

株式会社キトー 
山梨県 

中巨摩郡 

「Ｊ1 ヴァンフォーレ甲府ＶＳ浦和レッドダイヤモ

ンズ戦」 
21 名 

三井物産株式会社 千代田区 三井記念美術館「明治工芸の粋」 50 名 

三井物産株式会社 千代田区 
「東京フィルハーモニー交響楽団 第 847 回 

サントリー定期シリーズ」 
2 名 

公益財団法人報知社会福祉事業団 港区 プロ野球公式戦「巨人戦」5/6-17 分 72 名 

施設のこどもたちを励ます会 世田谷区 
「サカモト・ミュージック・スクール創立 45 周年 

記念コンサート」 
83 名 

ＪＷＰ女子プロレス 足立区 「ＪＷＰ-ＭＡＮＩＡＸ２０１４」 123 名 

東京ヨットクラブ 江東区 
「第 22 回 子供の日ボランティア 東京港 

クルージング」 
106 名 

藤川流家元  藤川澄十郎 荒川区 日本舞踊・藤川澄十郎×声優・三宅健太「ゆう」 20 名 

三菱商事株式会社 千代田区 「映画をめぐる美術」 40 名 

三菱商事株式会社 千代田区 「医は仁術」 21 名 

KCJ GROUP 株式会社 江東区 「キッザニア東京」（5・6 月分） 543 名 

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化

事業団 
港区 

プロ野球公式戦「ヤクルト戦スターシート」

（5/3-8 分） 
18 名 

東京ヤクルトスワローズ 田中浩康 港区 「ヤクルト戦 田中シート」５月分 20 名 

東京ヤクルトスワローズ 飯原誉士 港区 「ヤクルト戦 飯原シート」５月分 8 名 

特定非営利活動法人 ＡＣＴ．ＪＴ 千代田区 萬狂言「ファミリー狂言会 春」 29 名 

 


