
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 7月20日 本橋　文博　様 寄附金　10,000円

石神井学園 11月25日 毛呂　節子　様 寄附金　5,000,000円

石神井学園 12月17日 小堀　研一　様 寄附金　50,000円

石神井学園 12月27日 小堀　善也　様 寄附金　50,000円

小山児童学園 4月1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1日 寺田　誠司　様 寄附金　10,000円

小山児童学園 4月2日 ダスカジャパン  クァウテモック　様 チョコレート　252箱

小山児童学園 4月14日 テンディズ　ゲームズ　様 ボードゲーム　11種類　24箱

小山児童学園 4月21日 加藤　安広　様 寄附金　30,000円

小山児童学園 5月20日 株式会社チュチュアンナ　様 スクールソックス他　２足入り　75セット

小山児童学園 8月17日 イト-ヨ-カド-　 労働組合東久留米支部　様 寄附金　5,310円

小山児童学園 8月17日 イトーヨーカド-　労働組合練馬高野台支部　様 寄附金　1,000円

小山児童学園 8月17日 イトーヨーカド-　労働組合石神井公園支部　様 寄附金　500円

小山児童学園 8月17日 イトーヨーカド-　労働組合小手指支部　様 寄附金　1,250円

小山児童学園 9月15日 株式会社チュチュアンナ　様 レディースソックス　2足入り他41セット

小山児童学園 11月18日 伊東　章　様 精米　30㎏

小山児童学園 11月2日 全国シャンメリー協同組合　様 シャンメリー360ml　１ケース（24本入）

小山児童学園 11月24日 東久留米市　歌謡同好会一同　様 寄附金　30,000円

小山児童学園 11月18日 日本鏡餅組合　様 鏡餅　1.2㎏

小山児童学園 11月30日 ジャパンカインドネス協会　様 クリスマス用　チョコ、 菓子　64個

小山児童学園 11月10日 株式会社プレナス　「ほっともっと」　様 DVD トイストーリー４、むかしばなし　2 点

小山児童学園 12月14日 加藤　安広　　様 寄附金　50,000円

小山児童学園 10月15日 株式会社チュチュアンナ　様 レディースソックス他　2足入り35セット

小山児童学園 11月30日 イオンリテール株式会社　東久留米店　様 クリスマス装飾品　18点　お菓子詰め合わせ　64個

小山児童学園 12月28日 株式会社日本エスコン　エスコンアセットMT　様 生クリームケーキ　6号　12台分

小山児童学園 1月26日 イト-ヨ-カド-　 労働組合東久留米支部　様 寄附金　8,405円

令和２年度　寄附寄託金品受入状況

令和２年度は、寄附金を４０件で３０，５５１，９８６円
寄附物品を２４６件で１８，７７２，９４７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。

令和２年度　寄附寄託金品受入一覧



事業所 受付日
寄附寄託者
（順不同）

寄附金品名

小山児童学園 2月15日 加藤　安広　様 寄附金　30,000円

小山児童学園 3月9日 リ－ティルブランディング株式会社　様 ミルクティーの素　35PC

船形学園 6月29日 公益財団法人　日本漢字能力検定　様 書籍

船形学園 5月8日 ヒルトン東京ベイ　様 クッキー

船形学園 5月19日 株式会社たかくら新産業　様 ルームスプレー

船形学園 9月7日 特定非営利活動法人　夢シート　様 マスク　2400枚

船形学園 9月11日 土屋　唯　様 カルピス　2箱（54本）

船形学園 10月20日 株式会社ガイア　様 お菓子詰め合わせ

船形学園 12月10日 ほっともっと　株式会社プレナス　様 DVD

船形学園 12月20日 ワールドメイト　様 雑貨類

船形学園 12月7日 日本鏡餅組合　様 鏡餅

船形学園 12月22日 毎日新聞東京社会事業団　様 クリスマスプレゼント（おもちゃ）

船形学園 12月24日 一般社団法人　東京馬主協会　様 クリスマスプレゼント（おもちゃ）

船形学園 1月7日 株式会社日本教文社　様 カレンダー・シール・書籍

船形学園 1月12日 ＭＣＭのめぐみ株式会社　様 絵本2冊「クリスマスキャロル」

船形学園 1月21日 日本缶詰びん詰レトルト食品協会　様 缶詰びん詰レトルト食品

船形学園 2月17日 株式会社NIPPO　様 絵本「童話の花束」　10冊

船形学園 3月5日 榊　晃平　　様 「鬼滅の刃」　全巻

船形学園 3月31日 雨谷　真人　様 漫画本65冊

八街学園 4月3日 有限会社ダスカジャパン　クｱウテモック　様 ﾁｮｺﾚｰﾄ×300箱

八街学園 5月20日 株式会社チュチュアンナ　様 ｿｯｸｽ2足ｾｯﾄ×35

八街学園 7月13日 原　慶明・由香　様 寄附金　10,000円

八街学園 8月7日 原　慶明・由香　様
子供用ひんやり冷感ﾏｽｸ2枚セット×10個・

手作りﾏｽｸ×16個

八街学園 8月27日
屋久島　東部茶生産組合
組合長　藤山　武彦　様

お茶　1Kg×10袋

八街学園 9月7日 特定非営利活動法人　夢シート　様 TGﾏｽｸ（ﾎﾜｲﾄ）　ふつうｻｲｽﾞ40枚入×60箱

八街学園 9月15日 特定非営利活動法人　夢シート　様 ﾋﾟｺｳｫｯｼｭ！薬用石鹸×48個

八街学園 11月30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7日 日本鏡餅組合　理事長　樋口　元剛　様 鏡餅×1.2Kg

八街学園 12月17日 株式会社チュチュアンナ　様 ｿｯｸｽ2足ｾｯﾄ×54

八街学園 12月17日 株式会社ﾁｮｺﾚｰﾄｶﾑﾊﾟﾆｰ　様 チョコレート×64箱



事業所 受付日
寄附寄託者
（順不同）

寄附金品名

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 クリスマスおもちゃ  一式

八街学園 12月24日 一般社団法人　東京馬主協会　様 ｽﾎﾟｰﾂ用品・ｹﾞｰﾑ

八街学園 1月12日 ＭＣＭのめぐみ株式会社　様 ｸﾘｽﾏｽｷｬﾛﾙ絵本×2冊

八街学園 1月20日 鰻福亭　様 バナナ×90袋

八街学園 1月21日 内海　真弓　様 お米×5Ｋｇ

八街学園 1月21日 田原罐詰株式会社　様 さばみそ煮缶詰×24缶

八街学園 1月22日 日東ベスト株式会社　様 レトルト食品（ﾖｰﾛｯﾊﾟ風ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ）×30袋

八街学園 1月27日 米屋株式会社　第二工場　様 水羊かん抹茶×140個

八街学園 1月27日 内海　真弓　様 お米5Kg×20袋

八街学園 1月28日 内海　真弓　様 お菓子（スナック菓子）    ×200個

八街学園 1月29日 食品事業部　三育フーズ　様 瓶詰（粗挽白ｺﾞﾏｸﾘｰﾑ）×12個

八街学園 1月29日 讃陽食品工業株式会社　様 瓶詰（S=Oｶﾗﾏﾀｵﾘｰﾌﾞ種抜き）×12個

八街学園 1月29日 国分グループ本社株式会社　様 缶詰（パイン缶）×120個

八街学園 2月1日 エバラ食品工業株式会社　様 ｴﾊﾞﾗ　よせ鍋の素750ｇ×12個

八街学園 2月1日 株式会社エジソン販売　様 玩具（ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ他）

八街学園 2月4日 三共食品株式会社　様 SKOﾎﾜｲﾄﾐｰﾄﾌﾚｰｸ（ﾂﾅ油漬）  ×10個

八街学園 2月5日 ＡＭＣ企画　様
志布志の自然水2Ｌ×84本、ﾏｼﾞｯｸﾗｲｽ（青菜ご飯・梅

じゃこ飯）200食、パン(ﾌﾟﾁｳﾞｪｰﾙ）×96個

八街学園 2月8日 大平食品加工株式会社　様 おかゆ×20パック

八街学園 2月8日 エスビー食品株式会社　様 MAJIﾁｰｽﾞﾌｫﾝﾃﾞｭｶﾚｰ×30食

八街学園 2月12日 株式会社中島董商店　様 ﾃﾞﾗﾉﾝﾅﾄﾏﾄと3種のﾁｰｽﾞﾊﾟｽﾀｿｰｽ×12個

八街学園 2月15日 ホリカフーズ株式会社　様 Foricaｿﾌﾄﾆｭｰｺﾝﾐｰﾄ（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）×10個

八街学園 3月1日 株式会社ワイティーエス　中村　匡秀　様
洗える70億人のマスク

子供用Ｍｻｲｽﾞ（3枚入）×200個

勝山学園 4月3日 有限会社ダスカジャパン　クｱウテモック　様 チョコレート193箱

勝山学園 4月22日 エンジェルアイ株式会社　様 水着素材マスク　大人用80枚　子供用30枚

勝山学園 5月8日 ヒルトン東京ベイ　様
きさﾎﾟﾝﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｾﾞﾘｰ40個入×67袋

クッキー缶21個

勝山学園 5月19日 株式会社たかくら新産業　様 バズオフルームスプレー（空間・衣類用虫よけ）

勝山学園 5月20日 株式会社チュチュアンナ　様 ｿｯｸｽ等2足入り×49セット

勝山学園 5月27日 東京玩具人形協同組合　様 おもちゃ２２個

勝山学園 5月29日 株式会社フレーベル館　様 絵本150冊

勝山学園 5月29日 株式会社トータルデザインセンター　様 マスク×43枚



事業所 受付日
寄附寄託者
（順不同）

寄附金品名

勝山学園 6月25日 株式会社ガイア　様 お菓子　３箱

勝山学園 7月27日 小原　ゆう子　様 本「伝えたい大切な４３の言葉たち」×6冊

勝山学園 7月31日 株式会社龍角散　様 「おくすり飲めたね」ｽﾃｨｯｸ20箱入り　3ケース

勝山学園 8月27日 屋久島東部茶生産組合　様 茶葉1ｋｇ　10袋

勝山学園 8月28日 人間力大學　様 本1冊「前祝いの法則」

勝山学園 8月21日 特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル　様 パソコン　3台

勝山学園 9月7日 松下　剛　様 マスク　60箱

勝山学園 9月15日 松下　剛　様 ピコウオッシュ　薬用石鹸　48個

勝山学園 9月28日 株式会社チュチュアンナ　様 ｿｯｸｽ等2足入り　49セット

勝山学園 10月26日 東興工業株式会社　様 ランドセル（赤）１個

勝山学園 10月27日 特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル　様 ワイヤレスヘッドフォン・イヤフォン　×１台

勝山学園 11月9日 株式会社朝日新聞社　様 「おしごと年鑑２０２０」　2冊

勝山学園 10月30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7日 日本鏡餅組合　様 鏡餅セット×1

勝山学園 12月7日 株式会社プレナス　様
DVD2枚 トイストーリー４　むかしばなし（さるかに合

戦、かちかち山、こぶとりじいさん）

勝山学園 12月17日 株式会社メリーチョコレートカムパニー　様 クリスマスファンシーチョコレート　70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 スポーツ用具、玩具等　合計１５点

勝山学園 12月24日 一般社団法人　東京馬主協会　様 ｻｯｶｰﾎﾞｰﾙ他ゲーム等　　合計10個

勝山学園 12月25日 東海建設株式会社　様 クリスマスケーキ　16台

勝山学園 1月7日 株式会社日本教文社　様
こどもｶﾚﾝﾀﾞｰ×1部

本「ﾏｻﾞｰﾃﾚｻ愛の旅立ち」×1冊

勝山学園 1月12日 ＭＣＭのめぐみ株式会社　様 絵本２冊

勝山学園 1月12日 株式会社グーニーズ　　前澤サンタ　様 前澤サンタ2020プレゼント　52点

勝山学園 1月30日 AMC企画　様 水２L６本入り×10ｹｰｽ

勝山学園 2月1日 株式会社ケイジェイシー　様 キラ・ﾋﾟﾀデコシール等

片瀬学園 4月3日 ダスカジャパン　様 チョコレート

片瀬学園 7月22日 テクワバリューチェーン株式会社　様 ヘッドフォン20個

片瀬学園 7月24日 和三　典子　様 歯ブラシ60本

片瀬学園 8月21日 山﨑　昭子　様 寄附金　50,000円

片瀬学園 8月27日 屋久島東部茶生産組合　様 緑茶葉（1㎏×10袋）

片瀬学園 9月7日 特定非営利活動法人 夢シート　様 マスク（40枚入×60箱）



事業所 受付日
寄附寄託者
（順不同）

寄附金品名

片瀬学園 9月15日 特定非営利活動法人 夢シート　様 薬用せっけん（12個入り×4箱）

片瀬学園 9月15日 NPO法人全国成年後見の会気持ちを結ぶ会　様 お菓子（10箱×24ケース）

片瀬学園 9月15日 くまざわや　様 シャンプー＆トリートメント（2個入り×6ケース）

片瀬学園 9月25日 株式会社チュチュアンナ　様 靴下

片瀬学園 1月29日 アコム株式会社　様 寄附金　500,000円

七生福祉園 4月13日
北野調剤薬局　桜ヶ丘店

代表取締役　薬剤師　齋藤　伸介　様
サージカルマスク

七生福祉園 12月24日
一般社団法人　東京馬主協会

会長　森　保彦　様
玩具8点

七生福祉園 12月24日 森田　高彰　様 鬼滅の刃　漫画全巻　4セット

東村山福祉園 4月25日 半田　真祐　様 寄附金　50,000円

東村山福祉園 12月24日
一般社団法人　東京馬主協会

会長　森　保彦　様
知育玩具（8点）

千葉福祉園 11月16日
東京都千葉福祉園保護者会

会長　植地武夫　様
ディズニー柄マスク他ＤＶＤ　３９タイトル

千葉福祉園 1月21日 藤澤 成美　様 不織布マスク

千葉福祉園 3月12日 藤澤 成美　様 不織布マスク

八王子福祉園 7月27日 武井　建次　様 寄附金　500,000円

八王子福祉園 12月25日 庄司　京美　様 寄附金　100,000円

日野療護園 4月2日 S.Y　様 寄附金　100,000円

日野療護園 5月22日 永井　紘太郎　様 車イス

日野療護園 6月19日 多摩友の会　板垣　陽子　様 寄附金　10,000円

日野療護園 10月23日 槙田　光二　様 寄附金　2,000,000円

希望の郷　東村山 12月9日 中島　保　様 寄附金　100,000円

事務局 9月2日 松本　敏夫　様 寄附金　20,000,000円

事務局 12月15日 藤井　広美　様 寄附金　30,000円

事務局 2月18日 株式会社モリサワ　東京本社　様 絵本

※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） 30,551,986円

寄附品合計（上記以外の寄附品を含む） 18,772,947円相当


