
東京都社会福祉事業団

事業所 受付日
寄附寄託者
（順不同）

寄附金品名

事務局 10月28日
多久島法律事務所

弁護士　岩﨑雄大　様
鉄道模型

事務局 12月18日 S・Y　様 寄附金1,400,000円

石神井学園 4月10日 青木　亮輔　様 寄附金14,784円

石神井学園 5月26日 青木　亮輔　様 寄附金14,784円

石神井学園 6月5日 株式会社　チュチュアンナ　様 スクールソックス2足・50セット

石神井学園 6月26日 青木　亮輔　様 寄附金14,784円

石神井学園 7月5日 福田　典子　様 人形焼34箱

石神井学園 7月13日 青木　嘉仁　様 米15kg　砂糖3.2kg

石神井学園 7月31日 青木　亮輔　様 寄附金14,784円

石神井学園 7月5日 福田　典子　様 人形焼48箱

石神井学園 10月16日 株式会社チュチュアンナ　様 靴下

石神井学園 10月30日 青木　嘉仁　様 米10kg

石神井学園 11月21日 山本　隆司　様 寄附金30,000円

石神井学園 12月18日 株式会社チュチュアンナ　様 靴下80足

石神井学園 2月5日 青木　嘉仁　様 米15kg

平成２９年度　寄附寄託金品受入一覧

平成２９年度は、寄附金を４６件で３，８５２，７９３円
寄附物品を１４７件で５，９２１，６５９円（相当）

受け入れさせていただきました。ありがとうございました。

平成２９年度　寄附寄託金品受入状況



小山児童学園 4月3日 （有）タスカジャパン　クァウテモック　様 チョコレート2箱（285個）

小山児童学園 5月13日 株式会社　チュチュアンナ　様
スクールソックス　43セット

スニーカーソックス　34セット

小山児童学園 5月29日 東京都蒟蒻協同組合　様 板こんにゃく50枚

小山児童学園 6月9日 株式会社　兵左衛門　様 子供用お箸６４膳

小山児童学園 6月30日 東久留米青年会議所　様 寄附金14,000円

小山児童学園 7月10日 株式会社 チュチュアンナ　様
クルーソックス2足入り58セツト

キッズソックス6足

小山児童学園 10月10日 株式会社   チュチュアンナ　様 もこもこソックス　2足ｾｯﾄ　64ｾｯﾄ

小山児童学園 11月30日 東久留米市　歌謡同好会　様 寄附金30,000円

小山児童学園 11月1日 全国シャンメリー　協同組合　様 シャンメリー　１ケース（20本入り）

小山児童学園 12月1日 メリーチョコレートカムパニー　様 ドリームタイム　ストーリー　64個

小山児童学園 12月6日
株式会社 プレナス　ほっともっと

様
ＤＶＤ美女と野獣　1本
おさるのジョージ　１本

小山児童学園 12月9日 日本鏡餅組合　様 鏡餅（絵本付）1.2㎏Ⅰ台

小山児童学園 12月10日 塩野　梨紗　様 本　4冊

小山児童学園 12月5日 イオンリテール（株）東久留米店　様
クリスマスツリリー　一式
お菓子詰め合わせ　80個

小山児童学園 12月24日 東京馬主協会　様
クリスマスプレゼント

屋外ｾｯﾄ　6種類

小山児童学園 1月15日 東久留米市商工会　様 文房具詰め合わせ20セット

小山児童学園 1月18日 東久留米　ふれあいの街　様 お菓子詰め合わせ96セット

小山児童学園 2月13日 加藤　安広　様 寄附金20,000円

船形学園 12月3日 ㈱チュチュアンナ　様 靴下

船形学園 11月28日 全国シャンメリー協同組合　様 シャンメリー



船形学園 12月25日 ワールドメイト　様 玩具

船形学園 12月9日 日本鏡餅組合　様 鏡餅、絵本

船形学園 12月5日 ほっともっと　様 ＤＶＤ

船形学園 12月9日 （一社）Earth Color Project　様 書籍

船形学園 12月22日 （公財）毎日新聞東京社会事業団　様 玩具

八街学園 5月2日 千葉黎明高等学校　様 里芋10ｋｇ

八街学園 5月8日 （株）チュチュアンナ　様 スニーカーソックス２足・２２セット

八街学園 8月24日
パールショップともえ
八街ＨＩＺＩＫＡＩ店

店長小林秀晃　様
お菓子類

八街学園 9月15日 ㈱チュチュアンナ　様
スニーカーソックス2足セット×20・

キッズスニーカー７足

八街学園 9月29日
東興工業株式会社

代表取締役　戸田山　勝彦　様
ランドセル×1

八街学園 11月28日 全国シャンメリー協同組合　様 シャンメリー×２４本

八街学園 12月4日 ㈱チュチュアンナ　様 モールソックス2足セット×20

八街学園 12月11日
日本鏡餅組合

理事長　樋口　元剛　様
鏡餅

八街学園 12月19日 ㈱ﾒﾘｰﾁｮｺﾚｰﾄｶﾑﾊﾟﾆｰ　様 ﾒﾘｰﾁｮｺﾚｰﾄ×65個

八街学園 12月19日 ㈱プレナス ほっともっと　様
ＤＶＤ×2

(美女と野獣・おさるのジョージ)

八街学園 12月22日
公益財団法人

毎日新聞東京社会事業団　様
玩具、スポーツ用具、文具等

八街学園 12月14日
一般社団法人東京馬主協会

会長　　森　保彦　様
スポーツ用品、ボードゲーム他

八街学園 3月26日 ㈲ダスカジャパンクァウテモック　様 チョコレート　129箱

勝山学園 4月3日
プﾚﾑ・ラワット日本事務局

合同会社文屋　様
絵本1冊

勝山学園 5月8日 (株)チュチュアンナ　様 スクールソックス2足・53セット



勝山学園 6月16日 ㈱　兵左衛門　様 子供用お箸６0膳

勝山学園 6月16日
HPO法人NGOフク21
ふらっとホーム　様

漫画1冊

勝山学園 9月15日 株式会社チュチュアンナ　様
ｸﾙｰｿｯｸｽ2足入り　58セット

ｷｯｽﾞｿｯｸｽ　6足

勝山学園 9月29日 東興工業株式会社　様 ランドセル（黒）１個

勝山学園 11月20日
JXTGエネルギー株式会社
広報部企業ｽﾎﾟｰﾂ室　様

FC東京観戦チケット5枚

勝山学園 11月28日 全国シャンメリー協同組合　様 シャンメリー　24本

勝山学園 12月4日 株式会社チュチュアンナ　様
もこもこソックス2足入り

　60セット

勝山学園 12月5日 ほっともっと　様 ＤＶＤ２本

勝山学園 12月11日 日本鏡餅組合　様 鏡餅セット×1

勝山学園 12月11日 Kトレーディング株式会社　様
「ふれあいトリオコンサート」

チケット　2枚

勝山学園 12月11日
一般社団法人Earth Color Project

様
本4冊

勝山学園 12月19日
株式会社

メリーチョコレートカムパニー　様
ドﾞﾘｰﾑﾀｲﾑｽﾄｰﾘｰﾁｮｺﾚｰﾄ64個

勝山学園 12月22日
公益財団法人

毎日新聞東京社会事業団　様
ｻｯｶｰﾎﾞｰﾙ他遊具、文具等計47点

勝山学園 12月22日 株式会社　基行　様 クリスマスプレゼント60個

勝山学園 12月25日 蓮沼　様 クリスマスグッズ129点

勝山学園 12月25日
一般社団法人

東京馬主協会　様
ゲーム×2　ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｾｯﾄ×3

ｻｯｶｰﾎﾞｰﾙ等7個

勝山学園 12月24日 東海建設株式会社　様 クリスマスケーキ16台

勝山学園 12月28日
一般社団法人

きもの鹿鳴館倶楽部　様
プラズマカー×2台

勝山学園 3月29日 ㈲ダスカジャパンクァウテモック　様 チョコレート2箱

片瀬学園 4月10日 パサージュ辻堂店　様 菓子各種429点



片瀬学園 4月10日 セカンドハーベスト・ジャパン　様
砂糖・味噌・塩
米・醤油等25点

片瀬学園 4月17日 明治神宮祟敬会　様 洗剤セット

片瀬学園 5月8日 （株）チュチュアンナ　様 靴下96足

片瀬学園 5月18日 パサージュ辻堂店　様 菓子各種2223点

片瀬学園 5月18日 セカンドハーベスト・ジャパン　様 砂糖・米・油3点

片瀬学園 6月2日 パサージュ辻堂店　様 菓子各種221点

片瀬学園 6月12日 セカンドハーベスト・ジャパン　様 砂糖・米・油3点

片瀬学園 6月19日 (株)兵左衛門　様 箸48膳

片瀬学園 6月28日 片瀬地区民生委員・児童委員協議会　様 寄附金30,000円

片瀬学園 6月28日 片瀬にこにこ広場　様 寄附金20,000円

片瀬学園 7月7日 セカンドハーベスト・ジャパン　様 砂糖・米・油3点

片瀬学園 8月3日 セカンドハーベスト・ジャパン　様 砂糖・米・油4点

片瀬学園 9月1日 パサージュ辻堂店　様 菓子各種340点

片瀬学園 9月11日 セカンドハーベスト・ジャパン　様 砂糖・米・油等7点

片瀬学園 9月15日 チュチュアンナ　様 靴下96足

片瀬学園 10月5日 セカンドハーベスト・ジャパン　様 砂糖・米・油等7点

片瀬学園 10月12日 パサージュ辻堂店　様 菓子各種192点

片瀬学園 11月2日 セカンドハーベスト・ジャパン　様 砂糖・米・油等7点

片瀬学園 11月30日 シャンメリー協同組合　様 シャンメリー20本

片瀬学園 12月4日 チュチュアンナ　様 靴下96足



片瀬学園 12月5日 中国家庭料理山東　様 お米　25㎏

片瀬学園 12月7日 セカンドハーベスト・ジャパン　様 砂糖・米・油等7点

片瀬学園 12月12日 塩野　梨沙　様 絵本　4冊

片瀬学園 12月12日 日本鏡餅組合　様 鏡餅

片瀬学園 12月14日
ほっともっと
㈱プレナス　様

ＤＶＤ２本

片瀬学園 12月19日 メリーチョコレートカムパニー　様 チョコレート48個

片瀬学園 12月22日
毎日新聞

東京社会事業団　様
玩具等

片瀬学園 12月25日 東京馬主協会　様 玩具等

片瀬学園 12月29日
㈱リクルート

ライフスタイル　様
ひとくち餃子　180個入

片瀬学園 1月22日 パサージュ辻堂店　様 菓子各種508点

片瀬学園 2月23日 セカンドハーベスト・ジャパン　様 砂糖・米・油等7点

片瀬学園 3月15日 セカンドハーベスト・ジャパン　様 砂糖・米・油等7点

片瀬学園 3月26日 ㈲ダスカジャパンクァウテモック　様 チョコレート

七生福祉園 5月6日
アコム株式会社

代表取締役社長兼会長　木下　盛好　様

「笑顔のおてつだい」バリアフリーコンサー
ト

アコム〝みる〟コンサート物語チケット

七生福祉園 6月2日 脇　栄子　様 畳ベット　1台

七生福祉園 12月24日 一般社団法人　東京馬主協会　様 玩具10点

七生福祉園 2月5日 東京都七生福祉園成人課保護者会　様 布団乾燥機　外８点

東村山福祉園 12月24日 一般社団法人 東京馬主協会　様 知育玩具(10点)

千葉福祉園 12月17日
東京都千葉福祉園保護者会

会長　植地武夫　様
ジュース類

千葉福祉園 12月26日 東京馬主協会　様 玩具



八王子福祉園 1月21日 団蓮会　様 寄附金30,000円

※寄付を頂いた方のうち、公表に同意頂いた方のみ公表いたしております。

寄附金合計（上記以外の寄附金を含む） 3,852,793円

寄附品合計（上記以外の寄附品を含む） 5,921,659円相当


