
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

石神井学園 4月2日 小堀　善也　様 寄附金100,000円

石神井学園 4月4日 青木　嘉仁　様 米　20Kg

石神井学園 6月13日 ㈱チュチュアンナ　様 靴下

石神井学園 6月29日 青木　嘉仁　様 米　10Kg

石神井学園 11月6日 ㈱チュチュアンナ　様 靴下

石神井学園 12月13日 山本　隆司　様 寄附金30,000円

小山児童学園 4月2日 加藤　安広　様 寄附金30,000円

小山児童学園 4月2日 東久留米市商工会女性部　様 寄附金10,000円

小山児童学園 4月11日 加藤　安広　様 寄附金20,000円

小山児童学園 5月7日 ㈱チュチュアンナ　様
スクールソックス　26足

スニーカーソックス　38足

小山児童学園 5月28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 7月2日 加藤　安広　様 寄附金30,000円

小山児童学園 7月6日 東興工業株式会社　様 新品ランドセル　黒色1個

小山児童学園 8月21日 東京第一ホテル新白河　様 ケーキ　70切れ

小山児童学園 11月9日 東久留米市歌謡同好会　様 寄附金30,000円

平成３０年度　寄附寄託金品受入一覧

平成３０年度は、寄附金を５７件で３６，０８１，４５０円
寄附物品を１２３件で５，２２３，５５７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３０年度　寄附寄託金品受入状況



小山児童学園 11月9日 フィリップモリスジャパン㈱　様 ジュース　66箱

小山児童学園 11月13日 伊東　章　様 お米　25kg

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　20本

小山児童学園 7月11日
一般財団法人

リブレット基金事業財団　様
小学生以下自転車
男子向け　1台

小山児童学園 12月3日 加藤　安広　様 寄附金50,000円

小山児童学園 10月10日 ㈱チュチュアンナ　様
ふわふわソックス
２足入　28セット

小山児童学園 11月14日 ほっともっと　様 DVD　2本

小山児童学園 12月15日 イオンリテール㈱　東久米店　様
クリスマス電飾一式

お菓子詰め合わせ　80個

小山児童学園 11月22日 メリーチョコレートカムパニー　様 フィールフロイデ　71個

小山児童学園 11月14日 毎日新聞東京社会事業団　様 玩具、用具、文具

小山児童学園 12月21日 東京馬主協会　様 玩具、遊具一式

小山児童学園 12月24日 日神不動産投資顧問㈱　様 ケーキ　９台

小山児童学園 12月27日 二瓶　髙吉　様 みかん　10kg×５箱

小山児童学園 2月6日 加藤　安弘　様 寄附金20,000円

船形学園 5月4日 ㈱チュチュアンナ　様 靴下

船形学園 4月6日 (一社)Earth Color Project　様 書籍

船形学園 4月21日 名取敏雄　様 菓子

船形学園 10月23日
特定非営利活動法人

プレイグランド・オブ・ホープ　様
遊具

船形学園 12月25日 ワールドメイト　様 雑貨

船形学園 12月7日 日本鏡餅組合　様 鏡餅



船形学園 11月13日
一般財団法人

リブレット基金事業財団　様
自転車

船形学園 12月14日
一般社団法人

Earth Color Project　様
書籍

船形学園 12月21日
公益財団法人

毎日新聞東京社会事業団　様
玩具

船形学園 12月24日
一般社団法人

東京馬主協会　様
玩具

船形学園 1月12日
ヤマト運輸㈱

千葉主管支店　様
文具

八街学園 5月7日 （株）チュチュアンナ　様
スニーカーソックス
２足入　22セット

八街学園 7月20日
東興興行㈱代表取締役

戸田山　勝彦　様
ランドセル黒　１個

八街学園 9月12日 ㈱チュチュアンナ　様
クールソックス

２足入　12セット

八街学園 10月2日 (有)スポーツショップ　ケーホ―　様
フットサルボール　２個
バスケットボール　２個

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　20本

八街学園 12月10日
日本鏡餅組合

理事長　樋口　元剛　様
鏡餅

八街学園 12月10日
㈱プレナス

ほっともっと　様
DVD×２

（ドラえもんのび太の宝島・SING）

八街学園 12月18日 ㈱メリーチョコレートカンパニー　様 メリーチョコレート　72個

八街学園 12月21日
公益財団法人

毎日新聞東京社会事業団　様
玩具・スポーツ用品・文具等

八街学園 12月24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

勝山学園 4月6日
一般財団法人

EATH COLOR PROJECT　様
絵本　1冊

勝山学園 4月26日 コストコホールセールジャパン㈱　様 テーブルセット　５セット

勝山学園 5月7日 ㈱チュチュアンナ　様
スニーカーソックス
２足入 128セット

勝山学園 5月8日 特定非営利活動法人 AVA　様
ドレミファダンスコンサートチケット

２枚

勝山学園 5月14日 NPO法人NGOフク21ふらっとホーム　様 漫画1冊



勝山学園 6月5日
特定非営利活動法人

夢シート　様
野球観戦チケット　８枚
TDCグルメチケット　８枚

勝山学園 6月11日 株式会社兵左衛門　様 天然木の塗り箸

勝山学園 6月14日
公益財団法人

日本漢字能力検定協会　様
漢検テキスト　10冊
漢検問題集　11冊

勝山学園 7月18日 株式会社プログレッシブ　様 お菓子詰め合わせ

勝山学園 10月19日
一般財団法人

リブレット基金事業財団　様
小学生用自転車　１台

勝山学園 11月12日 JXTGエネルギー㈱　様
FC東京観戦チケット

＠5200×３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　20本

勝山学園 12月4日 ㈱チュチュアンナ　様
ふわふわソックス
2足入　64セット

勝山学園 12月6日 ほっともっと　様
DVD２枚　@6480×１
　　　　 @1543×１

勝山学園 12月10日 日本鏡餅組合　様 鏡餅セット×1

勝山学園 12月13日
一般社団法人

Earth Color Project　様
本２冊　@3780×１
　　　　@2592×１

勝山学園 12月18日 ㈱メリーチョコレートカムパニー　様
チョコレート（フィールフロイデ）

@500×71個

勝山学園 12月21日
公益財団法人

毎日新聞東京社会事業団　様
サッカーボール他遊具、文房具54点

勝山学園 12月24日 東海建設㈱　様 クリスマスケーキ　16台

勝山学園 12月24日
一般社団法人

東京馬主協会　様
バスケットボール他ゲーム９点

勝山学園 2月4日
公益社団法人

日本プロサッカーリーグ　様
富士ゼロックススーパーカップチケット

勝山学園 2月27日 コストコホールジャパン株式会社　様 幼児用スイミングプール＠8963×３個

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 7月12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 7月12日 かたせ・にこにこ広場　様 寄附金20,000円



片瀬学園 8月27日 シンプルパフォーマンスセラピー協会　様 スイカ　３個

片瀬学園 9月12日 チュチュアンナ　様 靴下　96足

片瀬学園 9月26日 シンプルパフォーマンスセラピー協会　様 シャインマスカット　24房

片瀬学園 10月4日
一般財団法人

リプレット基金事業財団　様
子ども用自転車　２台

片瀬学園 10月9日 中国家庭料理山東　様 お米　25kg

片瀬学園 10月30日 シンプルパフォーマンスセラピー協会　様 メープルプリン　44個

片瀬学園 11月28日 全国シャンメリー協同組合　様 シャンメリー　20本

七生福祉園 6月13日
サンキョー㈱SAP日野ボウル店

店長　入野　聡　様
ボウリングゲーム

6/23・14：00～18：00・2ゲーム

七生福祉園 12月25日
アコム㈱　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2/3

27枚

七生福祉園 12月25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1日 七生福祉園成人保護者会　様 コードレス掃除機　他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 6月22日 上遠野　俊也　様 絵画

千葉福祉園 12月25日
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25日 東京馬主協会　様 玩具

八王子福祉園 8月23日 黒﨑一男　様 寄附金14,803円

八王子福祉園 10月2日
八王子福祉園四葉会

会長　内藤　治男　様
寄附金300,000円

日野療護園 4月6日
多摩友の会

高尾高幡方面　様
寄附金5,000円

日野療護園 1月15日 S・Ｙ　様 寄附金100,000円

希望の郷東村山 1月15日 S・Ｙ　様 寄附金100,000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） 36,081,450円

寄附品合計（上記以外の寄附品を含む） 5,223,557円相当


