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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 

牧タカシ 千代田区 ¥2,172 

㈲ユーモア企画 千代田区 ¥2,828 

杉本靜子 千代田区 ¥5,000 

杉本芳一 千代田区 ¥5,000 

千野輝雄 松戸市 ¥2,000 

東日本旅客鉄道株式会社有楽町駅長 千代田区 ¥117,058 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

株式会社ＩＣＤ 港区 ¥100,000 

斉藤惠治 川崎市 ¥1,000 

 

 

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 

英辰次郎 さいたま市 ¥10,000 

山田富美江 中野区 ¥10,000 

手嶋康 千代田区 ¥10,000 

一般社団法人 東京都人材支援事業団指定業者連絡会 新宿区 ¥10,000 

トモエ商事株式会社 台東区 ¥10,000 

立川市民生委員児童委員協議会 立川市 ¥10,000 

コムシスエンジニアリング株式会社 杉並区 ¥10,000 

瀧野川信用金庫 北区 ¥10,000 

警視庁職員信用組合 千代田区 ¥10,000 

株式会社エプコット 渋谷区 ¥50,000 

高澤流舞踊研究所 高澤爽 品川区 ¥30,000 

日比野武 目黒区 ¥2,000 

東京東信用金庫 墨田区 ¥10,000 

公益財団法人昭和池田記念財団 品川区 ¥10,000 

医療法人社団聡伸会今村医院 板橋区 ¥10,000 

堀田安二 横浜市 ¥2,000 

川北和德 横浜市 ¥4,000 

狛江市民生児童委員協議会 狛江市 ¥2,000 



薬局しらい 日野市 ¥10,000 

山崎 芳恵 品川区 ¥2,000 

東京トヨペット株式会社 港区 ¥10,000 

西日本シティ銀行 東京支店 中央区 ¥10,000 

MS＆AD ゆにぞんスマイルクラブ 千代田区 ¥10,000 

三鷹市民生児童委員協議会 三鷹市 ¥10,000 

青梅信用金庫 青梅市 ¥10,000 

東京リサーチ合奏団 千葉県野田市 ¥10,000 

公益財団法人報知社会福祉事業団 港区 ¥10,000 

川西幹啓 川崎市 ¥10,000 

株式会社三英社製作所 品川区 ¥10,000 

トーア再保険株式会社 千代田区 ¥10,000 

東京消防信用組合 千代田区 ¥10,000 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

東信用組合 墨田区 ¥10,000 

東京信用保証協会 中央区 ¥50,000 

町田市民生児童委員協議会 町田市 ¥10,000 

宗教法人真如苑 立川市 ¥50,000 

ホーチキ株式会社 品川区 ¥10,000 

世田谷信用金庫 世田谷区 ¥10,000 

八王子市民生児童委員協議会 八王子市 ¥10,000 

アビックグループ 港区 ¥10,000 

一般社団法人葛飾区医師会 葛飾区 ¥10,000 

株式会社新潮社 新宿区 ¥10,000 

舳松医院 舳松洋 荒川区 ¥3,000 

 

 

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 

西京信用金庫 ¥32,697 

八千代銀行 ¥4,615 

 

 

物品物品物品物品 

寄附者名 所在地 物品名 数量 単位 

キクヤ千葉店 千葉市 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 2 箱 

キクヤ千葉店 千葉市 菓子詰め合わせ 1 箱 

Ｇｏｌｌａ Oy 渋谷区 バッグ 100 個 

プライム行徳店 市川市 菓子詰め合わせ 1 箱 

キクヤ千葉店 千葉市 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 



株式会社 オープンハウス 千代田区 贈答品（飲み物等） 60 箱 

公益財団法人報知社会福祉事業団 港区 T シャツ 22 枚 

マルキ松戸店 松戸市 菓子詰め合わせ 1 箱 

キクヤ千葉店 千葉市 菓子詰め合わせ 2 箱 

キクヤ川越店 川越市 菓子詰め合わせ 2 箱 

株式会社ガイア 中央区 菓子詰め合わせ 30 箱 

株式会社 オープンハウス 千代田区 贈答品（飲み物等） 16 箱 

ＪＸホールディングス株式会社、 

ＪＸグループ各社 
千代田区 童話の花束 その４４ 11,400 冊 

 

 

招待招待招待招待    

寄附者名 所在地 催事名 数量 単位 

公益財団法人 オリックス財団 港区 
「夏休み アキラさんの“お楽しみ” 

コンサート」 
1,630 名 

相田みつを美術館 千代田区 
第 57 回企画展 相田みつを生誕 90 年 

第 3 弾「一生感動 一生青春」 
1,200 枚 

シュートボクシング協会 台東区 「SHOOT BOXING 2014 act.4」 22 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」9 月分 
18 名 

三菱商事株式会社 千代田区 Ｊリーグサッカー「ＦＣ東京戦」 150 名 

三井物産株式会社 千代田区 
「東山御物の美 

―足利将軍家の至宝―」 
60 名 

一般社団法人スポーツ・トゥ－・ハート・ 

プロジェクト 
中央区 

プロレスリング ZERO1「BIG MARCH 

プレゼンツ『天下一スペシャル』」 
59 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」10 月分 24 名 

東京ヴェルディ１９６９フットボールクラブ 

株式会社 
稲城市 

J リーグサッカー「東京ヴェルディ戦」 

9 月分 
60 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」10 月分 6 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 徳島ヴォルティス」 
125 名 

KCJ GROUP 株式会社 江東区 「キッザニア東京」（10・11 月分） 568 名 

田中ひろし＆たかこ 名古屋市 
「第 15 回全国縦断歌謡フェスティバル 

決勝大会」 
40 名 

ＮＰＯ ＡＶＡ 渋谷区 ドレミファダンスコンサート 298 名 

株式会社アクト・トゥ・ワン 大阪府大阪市 
関西発アイドルグループ「ＪＫ２１」 

東京ワンマンライブ 
27 名 

 


