
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 11月30日 ジブラルタ生命保険（株）　様 寄附金 559,600円

石神井学園 12月16日 小堀　研一　様 寄附金 50,000円

小山児童学園 4月14日 加藤　安広　様 寄附金 30,000円

小山児童学園 5月24日 株式会社　チュチュアンナ　様 大人用スクールソックス２足入り他５５セット

小山児童学園 7月6日 加藤　安広　様 寄附金 80,000円

小山児童学園 6月11日 株式会社　チュチュアンナ　様 大人用クルーソックス　　２足入り他30セット

小山児童学園 11月4日 ほっともっと　様 DVD 　２点

小山児童学園 12月10日 加藤　安広　様 寄附金 30,000円

小山児童学園 12月17日 読売新聞　清瀬東久留米店　様 カレンダー、ノート等

小山児童学園 11月25日 イオンリテール　東久留米店　様 クリスマスツリー　１本

小山児童学園 12月23日 イオンリテール　東久留米店　様 お菓子詰め合わせ　60個

小山児童学園 10月26日 株式会社　チュチュアンナ　様 大人用クルーソックス　　2足入り他31セット

小山児童学園 12月25日 エスコンアセット　マネジメント　様 生クリームケーキ　15台

小山児童学園 2月14日 加藤　安宏　様 寄附金 30,000円

小山児童学園 2月22日 イトーヨーカドー　労働組合　東久留米市k部　様 寄附金 11,880円

船形学園 8月2日 公益財団法人　日本漢字能力検定　様 書籍

船形学園 7月16日 ㈱スナックミー　様 菓子箱3箱

船形学園 7月7日 土屋　唯　　様 ウエルチ56本

船形学園 7月26日 文屋木下豊　様 絵本「ちよにやちよに」

船形学園 10月28日 湯浅一郎　様
経机香炉・花立

インタラクティブボード

船形学園 11月12日 テンデイズ　ゲームズ　様
ボードゲーム

カードゲーム18点

船形学園 12月23日 チュチュアンナ　様 靴下52足

船形学園 11月5日 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱　様
スープの素

240本

船形学園 12月13日 ほっともっと　様 DVD2枚

船形学園 12月10日 日本鏡餅組合　様 お鏡餅

船形学園 12月23日 毎日新聞東京社会事業団　様
雑貨・ゲーム類

29点

令和３年度　寄附寄託金品受入状況

令和３年度は、寄附金を２９件で１４,７３６,２６０円
寄附物品を１５９件で７,１５６,１４０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３年度　寄附寄託金品受入一覧



船形学園 12月16日 須賀清次　　様 切り餅20㎏

船形学園 12月24日 一般社団法人　東京馬主協会　様
おもちゃ等

13点

八街学園 4月1日 （有）ﾀﾞｽｶｼﾞｬﾊﾟﾝ　ｸｧｳﾃﾓｯｸ　様 ﾁｮｺﾚｰﾄ×60箱

八街学園 5月25日 いなば食品（株）　様 ひと口さば水煮115g 24缶×10箱

八街学園 6月22日 （株）フレーベル館　様 書籍×68冊

八街学園 6月29日
「おやすみﾙｰｼｰ」制作チーム

代表　新妻　耕太　様
絵本

八街学園 9月24日
信州の出版社　文屋
代表　木下　豊　様

絵本1冊

八街学園 10月13日
学校法人　実践学園

理事長　内藤　彰信　様
素食ｶﾚｰﾌﾚｰｸ 全素

（1Kg×20）×4箱

八街学園 10月29日 遠藤　功　様 冬瓜×20個

八街学園 11月29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1.2Kg×1個

八街学園 12月13日 ほっともっと　様
DVD×2点 Disneyあの夏の

ﾙｶ・めいさくどうわ③

八街学園 12月14日 公益社団法人　報知社会福祉事業団　様
2022報知ｼﾞｬｲｱﾝﾂ

ｶﾚﾝﾀﾞｰ×2点

八街学園 12月16日 （株）ﾒﾘｰﾁｮｺﾚｰﾄ　ｶﾑﾊﾟﾆｰ　様
ｸﾘｽﾏｽﾌｧﾝｼｰﾁｮｺﾚｰﾄ

×64個

八街学園 1月11日 株式会社　ＹＥＳ　様 雪松餃子（36個入×12ﾊﾟｯｸ）432個

勝山学園 4月28日 株式会社ビー・セブン　様 ダンボール知育玩具「ダンごっこ」　１ケ

勝山学園 5月31日 株式会社チュチュアンナ　様 ｿｯｸｽ等2足入り＠770×39セット

勝山学園 5月31日 株式会社ガイア　様 お菓子　2箱

勝山学園 6月15日 一般財団法人　絆の会　様 宮崎駿監督作品集DVD　外9点

勝山学園 7月19日 一般財団法人　絆の会　様 ぬいぐるみ　＠500×12袋

勝山学園 9月24日 信州の出版社　文屋（ぶんや）　様 絵本「ちよにやちよに」　1冊

勝山学園 9月24日 株式会社チュチュアンナ　様 ｿｯｸｽ等2足入り＠770×49セット

勝山学園 10月13日
学校法人実践学園

理事長　内藤　彰信　　様
素食カレーフレーク全素　1ｋｇ×20袋×4箱

勝山学園 11月29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10日 日本鏡餅組合　様 鏡餅セット一式

勝山学園 12月13日 株式会社プレナス　様 DVD×2枚

勝山学園 12月22日 株式会社チュチュアンナ　様 ソックス2足入り＠770×45セット

勝山学園 12月20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、玩具等計12点

勝山学園 12月24日
東海建設株式会社

代表取締役　平田　剛久　　様
クリスマスケーキ＠2600×7　＠4,600×7　＠5,100×

1

勝山学園 12月24日
一般財団法人　東京馬主協会

会長　森　保彦　　様
バスケットボール他ｹﾞｰﾑ等計13個

勝山学園 2月3日 アヲハタ株式会社　様 イチゴジャム×24本



片瀬学園 4月12日 日本音楽医療福祉協会　様 えんとつ町のプペル（絵本）3冊

片瀬学園 4月12日 （一財）明治神宮崇敬会　様 洗剤セット20箱

片瀬学園 5月19日 金田　絢子　様 寄附金 30,000円

片瀬学園 6月25日 YOKO BAKES　様 ブラウニー３０個

片瀬学園 8月16日 ナカガワ　リョウ　様 寄附金 30,000円

片瀬学園 10月20日 アコム㈱　様 寄附金 500,000円

七生福祉園 6月30日 東京日野ロータリークラブ  西山尚之　様 ベンチ

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6点

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

（６点）

八王子福祉園 11月10日
原田歯科医院
原田達也　様

歯科用ユニット、デンタルチェアー

八王子福祉園 12月28日 武井建次　様 寄附金 600,000円

日野療護園 4月22日 多摩友の会　高尾高幡方面　様 寄附金 10,000円

事務局 6月18日 小林　剛一　様 寄附金 24,780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） 14,736,260円

寄附品合計（上記以外の寄附品を含む） 7,156,140円相当


