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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 

損保ジャパン日本興亜株式会社 台東区 ¥24,023 

山口廣信 埼玉県ふじみ野市 ¥10,000 

木下智文 文京区 ¥3,000 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

小松川診療所 本谷廣栄 江戸川区 ¥10,000 

一般社団法人日本倶楽部 千代田区 ¥300,000 

東日本旅客鉄道株式会社有楽町駅長 千代田区 ¥155,511 

クレハ労働組合 福島県いわき市 ¥80,000 

TAO 均整閑 渡部乙清 渋谷区 ¥50,000 

 

 

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 

公益社団法人東京都歯科医師会 千代田区 ¥10,000 

一般社団法人東京都交友会 千代田区 ¥100,000 

山口廣信 埼玉県ふじみ野市 ¥5,000 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

小松川診療所 本谷廣栄 江戸川区 ¥10,000 

田村クリニック 田村清明 世田谷区 ¥1,000 

松原光之 品川区 ¥10,000 

日本板硝子労働組合東京支部 港区 ¥18,572 

公益社団法人調布市医師会 調布市 ¥10,000 

ニュー新橋クリニック 港区 ¥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 

朝日信用金庫 ¥29,978 

八千代銀行 ¥25,188 

 

 



物品物品物品物品 

寄附者名 所在地 物品名 数量 単位 

サンパレス新小岩店 葛飾区 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 

公益財団法人報知社会福祉事業団 港区 ジャイアンツカレンダー 200 本 

一般財団法人日本出版クラブ 新宿区 児童図書 3,045 冊 

メビレーション株式会社 千代田区 雑貨詰合せ 160 個 

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 

株式会社ダッドウェイ 横浜市 プレイマット、おもちゃ詰め合わせ 80 個 

キクヤ川越店 川越市 菓子詰め合わせ 2 箱 

東京トヨペット株式会社 港区 福祉車両 1 台 

クラブ・デ・トラント 千代田区 クリスマスケーキ 42 台 

キクヤ千葉店 千葉市 菓子詰め合わせ 2 箱 

株式会社 メリーチョコレートカムパニー 大田区 フィールフロイデー 3,719 個 

株式会社 オープンハウス 千代田区 贈答品（飲み物等） 8 箱 

マルキ松戸店 松戸市 菓子詰め合わせ 1 箱 

モンテ物産株式会社 渋谷区 クリスマスケーキ 160 台 

一般社団法人スポーツ・トゥ－・ハート・

プロジェクト 
中央区 クリスマスケーキ 70 台 

公益社団法人あゆみの箱 渋谷区 デジタルカメラ、プリンター、感染予防セット 34 点 

日産化学工業株式会社 千代田区 施設希望品 43 点 

株式会社ローソン 

株式会社ローソンマート 
品川区 飲食料品、玩具 2,700 点 

 

 

招待招待招待招待    

寄附者名 所在地 催事名 数量 単位 

三井物産株式会社 千代田区 
「雪と月と花 ―国宝「雪松図」と四季の 

草花―」 
60 名 

東京海上日動サッカー部 大田区 「第 20 回サッカー交流会」 12 名 

Ｋトレーディング株式会社 港区 
「音楽感動宅配便！ふれあいトリオ～吉田 

恭子と仲間たち～」 
359 名 

株式会社丸運 中央区 「FC 東京バス観戦ツアー」 37 名 

一般財団法人 みんなの森財団 千代田区 「母と子のワンデイキャンプ」 13 名 

三菱商事株式会社 千代田区 「ヒカリ展」 24 名 

三菱商事株式会社 千代田区 「奈良原一高 王国」 50 名 

三菱商事株式会社 千代田区 「高松次郎 ミステリーズ」 50 名 

ヒルトン東京 新宿区 「クリスマスパーティー」 66 名 

公益財団法人 井上バレエ団 世田谷区 
井上バレエ団 12 月公演 

「くるみ割人形」全 2 幕 
81 名 

ＲＩＳＥクリエーション株式会社 豊島区 「RIZE ZERO 大森ゴールドジム大会」 21 名 



株式会社 劇団飛行船 川崎市 
マスクプレイミュージカル「ハピネス 

チャージプリキュア ミュージカルショー」 
536 名 

株式会社 劇団飛行船 川崎市 マスクプレイミュージカル「桃太郎」 290 名 

株式会社 OFFICE 究斗 所沢市 ミュージカル落語「芝浜」 27 名 

相田みつを美術館 千代田区 
第 58 回企画展 相田みつを生誕 90 年 

第 4 弾「肩書きのない人生」 
500 枚 

特定非営利活動法人 ＡＣＴ．ＪＴ 豊島区 「立合狂言会」 45 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「風林火山 

クリスマススペシャル 2014」 
52 名 

ＪＷＰ女子プロレス 足立区 「JWP-CLIMAX 2014」 88 名 

 


