
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1日 GAKUEN　様 寄附金　20,000円

石神井学園 7月2日 青木　智津子　様
米10kg

ラジコンカー1台

石神井学園 8月4日 井上　潤一　様 仮面ライダーグッズ

石神井学園 8月13日 村田　有希　様 おもちゃ

石神井学園 11月14日 山本　隆司　様 寄付金　30,000円

石神井学園 12月9日 （株）マイライフプランニング　様 寄付金　590,000円

石神井学園 12月20日 小堀　研一　様 寄付金　50,000円

小山児童学園 4月1日 加藤　安広　様 寄附金　30,000円

小山児童学園 4月1日 ふれあい遺跡クラブ　様 寄附金　11,195円

小山児童学園 4月1日 ㈲ダスカジャパン　様 チョコレート158個

小山児童学園 4月17日 加藤　安広　様 寄附金　20,000円

小山児童学園 4月27日 江端　秋幸　様 ふんいき英単語20冊

小山児童学園 2月15日 ㈱チュチュアンナ　様 スクールソックス他55セット

小山児童学園 7月18日 東興工業㈱ 新品ランドセル黒1個

小山児童学園 6月27日 ㈱チュチュアンナ　様 スクールソックス2足入り他40セット

小山児童学園 11月19日 (株）中央軒煎餅　様 玄米チップス　　158袋

小山児童学園 11月26日 伊東　章　様 白米　28㎏

小山児童学園 11月5日 全国シャンメリー　協同組合　様 シャンメリー１ケース   （24 本入り）

令和元年度　寄附寄託金品受入一覧

令和元年度は、寄附金を４３件で２，２２７，１４９円
寄附物品を１６３件で８，４１７，５１２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。

令和元年度　寄附寄託金品受入状況



小山児童学園 12月3日 加藤　安広　様 寄付金　50,000円

小山児童学園 12月3日 東久留米市　歌謡同好会　様 寄付金　30,000円

小山児童学園 11月19日 日本鏡餅組合　様 鏡餅　１台

小山児童学園 12月12日 イオンリテール(株)東久留米店　様 クリスマス装飾品66点、遊具5点

小山児童学園 12月11日 メリーチョコレートカムパニー　様   フィールフロイデ　６４個

小山児童学園 12月17日 株式会社プレナス「ほっともっと」　様 DVD3本

小山児童学園 11月1日 （株）チュチュアンナ　様 もこもこソックス大人用，子供用　15セット

小山児童学園 11月22日 ムーンバット(株)　様 傘56本、マフラー9枚、　帽子3個

小山児童学園 12月21日 イオンリテール(株)東久留米店　様 お菓子詰め合わせ　64個

小山児童学園 12月24日 クリスマスチャリティーマーケット　様 寄付金　68,450円

小山児童学園 12月12日 一般社団法人　絆の会　様 ミシン　１台

小山児童学園 1月11日 プレイグラウンド・オブ・ホープ　様 絵本　11冊

小山児童学園 1月27日 イト-ヨ-カド-労働組合　東久留米支部　様 寄付金　10,576円

小山児童学園 1月27日 イト-ヨ-カド-労働組合　小手指支部　様 寄付金　2,500円

小山児童学園 1月27日 イト-ヨ-カド-労働組合　石神井公園支部　様 寄付金　4,000円

小山児童学園 1月27日 イト-ヨ-カド-労働組合　練馬高野台支部　様 寄付金　2,500円

小山児童学園 2月3日 フィリップモリスジャパン　様 恵方巻　37本

小山児童学園 2月13日 加藤　安広　様 寄付金　20,000円

小山児童学園 2月14日 株式会社　ハネスト　様 チョコレート　100箱

船形学園 4月8日 佐藤　トキ　様 書籍

船形学園 5月7日 足長おっちゃんの会　様 書籍

船形学園 5月10日 今村　信哉　様 書籍

船形学園 6月12日
特定非営利活動法人

プレイグラウンド・オブ・ホープ　様
木製複合遊具



船形学園 6月12日 浅香　良太　様 書籍

船形学園 8月3日 東京司法書士会　様 清涼飲料水

船形学園 8月20日 中村　典子　様 絵本、ぬいぐるみ

船形学園 9月5日 徳洲会グループ　様 書籍

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20日 ムーンバット㈱　様 洋品

船形学園 12月22日 ワールドメイト　様 雑貨

船形学園 12月23日 （公財）毎日新聞 東京社会事業団　様 玩具等

船形学園 1月14日 トレンドマイクロ㈱　様 絵本、ウィルスバスター

船形学園 2月12日 山村　奨　様 本

船形学園 2月20日 ㈱NIPPO　様 本

船形学園 3月2日 ㈱少年画報社　様 書籍（コミックス）

船形学園 3月23日 中岡　信子　様 ふりかけ

八街学園 4月1日 ㈲ダスカジャパンクァウンテモック　様 チョコレート×83個

八街学園 5月17日 ㈱チュチュアンナ　様 ソックス2足セット×45

八街学園 9月18日 ㈱チュチュアンナ　様 クルーソックス・キッズソックス2足セット×20

八街学園 11月28日 全国ｼｬﾝﾒﾘｰ共同組合　様 ｼｬﾝﾒﾘｰ×24本

八街学園 12月6日 ㈱ﾌﾟﾚﾅｽ　ほっともっと　様
DVD×3本

ﾄﾑとｼﾞｪﾘｰ・ｸﾚﾖﾝしんちゃん・ｵｰｼｬﾝﾌﾞﾙｰ

八街学園 12月9日 日本鏡餅組合　理事長　樋口　元剛　様 鏡餅

八街学園 12月18日 ㈱チュチュアンナ　様 もこもこｿｯｸｽ　2足セット×36

八街学園 12月23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・文具・玩具等

八街学園 12月24日 一般社団法人　東京馬主協会　様 スポーツ用具・ゲーム他

八街学園 1月14日 ﾄﾚﾝﾄﾞﾏｲｸﾛ㈱　様 児童向け書籍11冊・ｶｰﾄﾞ・しおり・ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ



八街学園 3月2日 ㈱少年画報社ﾔﾝｸﾞｷﾝｸﾞBULL編集部　様 書籍（ｺﾐｯｸ本）1冊

勝山学園 4月1日 ㈲ダスカジャパンクァウンテモック　様 チョコレート2箱

勝山学園 4月8日 佐藤　トキ　様 書籍

勝山学園 5月10日 足長おっちゃんの会　様 書籍

勝山学園 5月10日 今村　信哉　様 書籍

勝山学園 5月16日
江戸川区松江第三地区

民生・児童委員協議会　様
寄附金　10,000円

勝山学園 5月16日 特定非営利活動法人 夢シート　様
野球観戦チケット7枚
TDCグルメチケット7枚

勝山学園 5月17日 ㈱チュチュアンナ　様 ソックス2足セット69セット

勝山学園 6月25日 薮本　千津子　様
ジュニア用布団セット、座布団4枚、

座布団シート11枚

勝山学園 7月8日 公益社団法人　日本プロサッカーリーグ　様
明治安田生命Jリーグ

ワールドチャレンジ2019×4枚

勝山学園 7月30日 東興工業㈱　様 ランドセル（赤）1個

勝山学園 8月3日 東京司法書士会　様 カルピス希釈用470㎖×16本

勝山学園 9月5日 ㈱徳洲会　竹林央人　様 コミック本×4冊

勝山学園 9月14日 ㈱リーラ・コーポレーション　様 お菓子一式

勝山学園 9月17日 ヒルトン東京ベイ　様 お菓子一式

勝山学園 9月18日 ㈱チュチュアンナ　様 ソックス等2足入り×30セット

勝山学園 9月18日 ㈲福原建築　福原巧太　様
ブルーシート×2、ＵＶブラック土のう袋50入
り、ＰＰガラ入れ25枚入り、ガラ入れ50枚入り

勝山学園 10月21日 公益社団法人　日本プロサッカーリーグ　様 2019JﾘｰｸﾞYBCﾙｳﾞｧﾝｶｯﾌﾟチケット8枚

勝山学園 11月28日
特定非営利活動法人

プレイグラウンド・オブ・ホープ　様
複合遊具、砂場セット、ｽﾎﾟｰﾂコートﾀイル、

バスケットゴール

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 11月29日 三菱広報委員会　様 2019明治安田生命JIチケット2枚

勝山学園 11月29日 合同会社　文屋　様 絵本１冊「おじいさんのまきストーブ」

勝山学園 11月29日 株式会社プレナス　様
DVD３枚（ｸﾚﾖﾝしんちゃん新婚旅行ﾊﾘｹｰﾝ、
トムとジェリー５、オーシャンブルー原色の生

命）



勝山学園 12月9日 日本鏡餅組合　様 鏡餅セット×1

勝山学園 12月20日 ムーンバット株式会社　　様 傘55本

勝山学園 12月23日 一般社団法人EATH　COLOR　PROJECT　様 絵本1冊

勝山学園 12月23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５３点

勝山学園 12月23日 ﾎﾞﾘｼｮｲｻｰｶｽ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社 　様 ﾎﾞﾘｼｮｲｻｰｶｽ東京公演ﾁｹｯﾄ9枚

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

勝山学園 12月25日 一般社団法人　東京馬主協会　様 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ他ゲーム等　　合計９点

勝山学園 2月19日 ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　様 TARP4個、幼児用玩具7個

片瀬学園 5月17日 ㈱チュチュアンナ　様 靴下96足

片瀬学園 5月17日 シンプルパフォーマンスセラピー協会　様 自転車2台

片瀬学園 7月5日 かたせ・にこにこ広場　様 寄付金　20,000円

片瀬学園 7月5日 片瀬地区民生委員 児童委員協議会　様 寄付金　30,000円

片瀬学園 4月1日 ダスカジャパン　様 チョコレート

片瀬学園 7月30日 東興工業㈱　様 ランドセル1個

片瀬学園 7月30日 藤沢市社会福祉協議会　様 お菓子

片瀬学園 8月3日 東京司法書士会　様 カルピス470ｍｌ　24本

片瀬学園 8月22日 TOKYO FM　様 書籍2冊

片瀬学園 9月6日 ノジマ電機　様 55型4Ｋテレビ1台

片瀬学園 9月9日 チュチュアンナ　様 靴下96足

片瀬学園 11月7日 朝日新聞社　様 おしごと年鑑

片瀬学園 11月29日 全国シャンメリー協同組合　様 シャンメリー24本

片瀬学園 12月20日 チュチュアンナ　様 靴下66足

片瀬学園 12月20日 ムーンバット㈱　様 長傘48本



片瀬学園 12月24日 東京馬主協会　様 玩具等

片瀬学園 12月24日 シンプルパフォーマンスセラピー協会　様 アイスクリーム100個

片瀬学園 12月24日 ㈱プレナス　様 ＤＶＤ3枚

片瀬学園 12月24日 モンテ物産㈱　様 デコレーションケーキ5号　12台

片瀬学園 12月24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24日 日本鏡餅協会　様 鏡餅1個

片瀬学園 12月24日 毎日新聞 東京社会事業団　様 玩具等

片瀬学園 1月16日 トレンド マイクロ㈱　様
絵本10冊

ウイルスバスター1

七生福祉園 6月18日 河西　祐子　様 地球儀1台

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10点

七生福祉園 1月10日
東京都七生福祉園　成人保護者会代表

福島　民雄　様
ポータブルトイレ3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12日
東京都立つばさ総合高等学校　校長

　小山公央　様
手作りポケットティッシュカバー

八王子福祉園 1月19日
八王子福祉園　四つ葉会会長

内藤治男　様
寄付金　30,000円

日野療護園 4月2日 多摩友の会　高尾高幡方面　髙野　友子　様 寄付金　10,000円

希望の郷東村山 12月3日 南萩会　家族有志代表　榎本　和代　様 寄付金　8,795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） 2,227,149円

寄附品合計（上記以外の寄附品を含む） 8,417,512円相当


