
基金 件数 寄附金額（円）
福祉事業基金 11 594,000
防災事業基金 7 245,000
社会教育振興基金 4 460,000
青少年健全育成基金 1 30,000
スポーツ振興基金 3 70,250,000
奨学資金貸与基金 5 366,572
教育復興子育て基金 315 61,173,913
ふるさと振興基金 56 24,598,374
総計 402 157,717,859

氏名・団体名等 住所（市区町村まで） 寄附金額（円） 基金
石川　章　様 神奈川県横浜市 5,000 福祉事業基金
江頭　紀夫　様 福岡県福岡市 10,000 福祉事業基金
新妻　郁男　様 福島県相馬市 100,000 福祉事業基金
墨蘭書道会代表　　　大川　融子　様 東京都福生市 10,000 福祉事業基金
一條　昭治　様 福島県相馬市 10,000 福祉事業基金
***** 5,000 福祉事業基金
株式会社ＡＤＥＫＡ相馬工場　様 福島県相馬市 300,000 福祉事業基金
相馬仏教会　様 福島県相馬市 40,000 福祉事業基金
田代　真　様 東京都新宿区 100,000 福祉事業基金
黒岩　喜代子　様 東京都荒川区 4,000 福祉事業基金
***** 10,000 福祉事業基金
石川　章　様 神奈川県横浜市 5,000 防災事業基金
金丸　千秋　様 神奈川県茅ケ崎市 40,000 防災事業基金
天野　忍　様 静岡県富士市 100,000 防災事業基金
日光市交通指導員連絡協議会　様 栃木県日光市 50,000 防災事業基金
吉田　毅雄　様 大阪府大阪市 10,000 防災事業基金
広橋　佳代　様 千葉県千葉市 20,000 防災事業基金
佐藤　誠　様 神奈川県藤沢市 20,000 防災事業基金
門馬　義雄　様 神奈川県横浜市 100,000 社会教育振興基金
上条　隆典　様 群馬県高崎市 250,000 社会教育振興基金
菅家　礼子　様 福島県福島市 10,000 社会教育振興基金
株式会社いき出版　代表取締役　佐々木　高史　様 新潟県長岡市 100,000 社会教育振興基金
***** 30,000 青少年健全育成基金
***** 70,000,000 スポーツ振興基金
森下　志文　様 東京都江東区 50,000 スポーツ振興基金
大久保　享　様 神奈川県川崎市 200,000 スポーツ振興基金
石川　章　様 神奈川県横浜市 5,000 奨学資金貸与基金
田野入　美恵子　様 京都府京都市 40,000 奨学資金貸与基金
黒岩　喜代子　様 東京都荒川区 4,000 奨学資金貸与基金
上条　隆典　様 群馬県高崎市 250,000 奨学資金貸与基金
ミネアポリス日本語補習校　様 福島県相馬市 67,572 奨学資金貸与基金
堀内　昭雄　様 東京都国分寺市 50,000 教育復興子育て基金
美作真言青年会　会長　阿形　国明　様 岡山県美作市 131,449 教育復興子育て基金
秘書課一同　様 6,332 教育復興子育て基金
丹野　貴浩　様 東京都江東区 80,000 教育復興子育て基金
長尾　和宏　様 兵庫県西宮市 548,910 教育復興子育て基金
石川　章　様 神奈川県横浜市 5,000 教育復興子育て基金
原　健一　様 愛知県半田市 10,000 教育復興子育て基金
荒　比呂志　様 福島県相馬市 100,000 教育復興子育て基金
中島　幸子　様 東京都板橋区 10,000 教育復興子育て基金
南雲　宏道　様 新潟県新潟市 10,000 教育復興子育て基金
ＩＰＰＯ絆の会　様 静岡県裾野市 50,000 教育復興子育て基金
くるみの樹　弘中　菜穂子　様 山口県光市 37,205 教育復興子育て基金
（株）麻生グループ社員　有志一同　様 福岡県福岡市 1,499,027 教育復興子育て基金
琉球ライブ実行委員会　様 広島県広島市 41,000 教育復興子育て基金
連合徳島 女性委員会　様 徳島県徳島市 29,670 教育復興子育て基金

※*****・・・ご寄附いただきました方の希望により非公表とさせていただいております



氏名・団体名等 住所（市区町村まで） 寄附金額（円） 基金
※*****・・・ご寄附いただきました方の希望により非公表とさせていただいております

(有）アクト代表取締役 山田　典央　様 宮城県仙台市 2,000,000 教育復興子育て基金
小林　博　様 新潟県村上市 2,000 教育復興子育て基金
PUNK AID 代表 工藤　武彦　様 兵庫県姫路市 26,500 教育復興子育て基金
有限会社石づか不動産　様 大阪府大阪市 50,000 教育復興子育て基金
ジャパン・フライフィッシャーズ　様 東京都町田市 200,000 教育復興子育て基金
ミューズ熊坂音楽スタジオ　老・ゆう大音楽専科ＯＢ連合会　様 千葉県流山市 300,000 教育復興子育て基金
田口　五朗　様 埼玉県和光市 50,000 教育復興子育て基金
***** 5,000 教育復興子育て基金
菅沼　育子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
林　康郎　様 東京都目黒区 100,000 教育復興子育て基金
アントニオｗｉｔｈフレンズ　チャリティーコンサート　様 千葉県流山市 50,000 教育復興子育て基金
東日本大震災被災地復興支援 ３.１１法話 歌声の集い　様 195,083 教育復興子育て基金
オクサーナ・ステパニュック 代理 絆プロジェクト 小浜 すみ子　様 東京都八王子市 693,237 教育復興子育て基金
丹野　貴浩　様 東京都江東区 80,000 教育復興子育て基金
阿部　久枝　様 青森県八戸市 110,000 教育復興子育て基金
裾野市職員互助会　様 静岡県裾野市 134,547 教育復興子育て基金
裾野市役所健康福祉部社会福祉課　様 静岡県裾野市 708,000 教育復興子育て基金
国際キワニス日本地区・関西北デイビジョン　副ガバナー 本川 淳一　様 京都府京都市 373,000 教育復興子育て基金
中島　幸子　様 東京都板橋区 10,000 教育復興子育て基金
天理教　佐野原大教会　様 静岡県裾野市 459,800 教育復興子育て基金
PUNK AID 代表 工藤　武彦　様 兵庫県姫路市 31,000 教育復興子育て基金
PUNK AID 代表 工藤　武彦　様 兵庫県姫路市 5,000 教育復興子育て基金
医療法人社団 半田内科医院　理事長　半田　詮　様 石川県金沢市 1,000,000 教育復興子育て基金
奥村　晃三　様 千葉県習志野市 110,000 教育復興子育て基金
山内　佐和子　様 東京都大田区 5,000 教育復興子育て基金
公益社団法人　日本青年会議所 関東地区 東京ブロック協議会 青少年復興支援委員会　様 東京都調布市 33,141 教育復興子育て基金
飯田　隆仁　様 大阪府茨木市 40,000 教育復興子育て基金
東京稲城ロータリークラブ　会長　川島 保之　様 東京都稲城市 100,000 教育復興子育て基金
相馬　祐介　様 新潟県村上市 5,000 教育復興子育て基金
齋藤　信子　様 静岡県裾野市 300,000 教育復興子育て基金
***** 3,000 教育復興子育て基金
天理教　佐野原大教会　様 静岡県裾野市 390,000 教育復興子育て基金
フロール古市場自治会　会長　小浦　泰子　様 神奈川県川崎市 39,390 教育復興子育て基金
コスモ精機株式会社 代表取締役　山川　義男　様 東京都羽村市 100,000 教育復興子育て基金
菅沼　育子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
***** 10,000 教育復興子育て基金
***** 1,000 教育復興子育て基金
くるみの樹　弘中　菜穂子　様 山口県光市 30,000 教育復興子育て基金
裾野市母親連絡会　岩井　良枝　様 静岡県裾野市 21,453 教育復興子育て基金
滋賀県草津市草津学区民生委員児童委員協議会　様 滋賀県草津市 72,546 教育復興子育て基金
丹野　貴浩　様 東京都江東区 80,000 教育復興子育て基金
川上　憲司郎　様 東京都羽村市 1,000,000 教育復興子育て基金
丸山　峰晴　様 福島県相馬市 5,000 教育復興子育て基金
中島　幸子　様 東京都板橋区 10,000 教育復興子育て基金
***** 20,000 教育復興子育て基金
オリエンタルモーター（株）取締役社長　倉石　芳雄　様 東京都台東区 2,000,000 教育復興子育て基金
菊地　徹夫　様 神奈川県横浜市 50,000 教育復興子育て基金
角田　喜代子　様 群馬県前橋市 10,000 教育復興子育て基金
小松　公子　様 静岡県浜松市 10,000 教育復興子育て基金
学校法人みどり幼稚園　職員一同　様 福島県相馬市 20,000 教育復興子育て基金
永井　一也　様 福島県相馬市 10,000 教育復興子育て基金
永井　清美　様 福島県相馬市 30,000 教育復興子育て基金
学校法人みどり幼稚園　保護者一同　様 福島県相馬市 39,622 教育復興子育て基金
日本児童教育専門学校　様 東京都新宿区 10,052 教育復興子育て基金
***** 10,000 教育復興子育て基金
東京ウイメンズクラブ１０５周年記念委員会 実行委員長 三須慶子 会計委員長 本多理佳　様 東京都千代田区 200,000 教育復興子育て基金
伊予十ヶ寺霊場会　様 愛媛県上浮穴郡久万高原町 8,350 教育復興子育て基金
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PUNK AID 代表 工藤　武彦　様 兵庫県姫路市 8,746 教育復興子育て基金
PUNK AID 代表 工藤　武彦　様 兵庫県姫路市 5,600 教育復興子育て基金
旭電設工業株式会社　代表取締役　八巻　正隆　様 福島県相馬市 1,000,000 教育復興子育て基金
千尋 ｃｈｉｈｉｒｏ展 ｉｎ ｋｏｂｅ　２０１３　様 兵庫県神戸市 21,903 教育復興子育て基金
飯塚ライオンズクラブ会長　藤澤　泰尊　様 福岡県飯塚市 1,590,000 教育復興子育て基金
奥村　芳子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
箱崎　陽子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
奥村　芳子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
箱崎　陽子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
戸部　憲子　様 神奈川県鎌倉市 15,000 教育復興子育て基金
足立区青少年委員会　様 東京都足立区 300,000 教育復興子育て基金
足立区青少年委員会講演会有志　様 東京都足立区 106,556 教育復興子育て基金
天理教　佐野原大教会　様 静岡県裾野市 360,600 教育復興子育て基金
高橋　千秋　様 東京都目黒区 20,000 教育復興子育て基金
会津若松なよたけライオンズクラブ　会長　岩田　ちう　様 福島県喜多方市 150,000 教育復興子育て基金
***** 5,000 教育復興子育て基金
長尾　和宏　様 兵庫県西宮市 1,245,387 教育復興子育て基金
菅沼　育子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
奥村　芳子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
箱崎　陽子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
***** 7,948 教育復興子育て基金
***** 50,000 教育復興子育て基金
早野　守夫　様 神奈川県小田原市 7,000 教育復興子育て基金
日本和装ホールディングス　様 東京都千代田区 23,798 教育復興子育て基金
渡辺　由美子　様 東京都調布市 10,000 教育復興子育て基金
片倉　幸男　様 神奈川県秦野市 10,000 教育復興子育て基金
丹野　貴浩　様 東京都江東区 80,000 教育復興子育て基金
中島　幸子　様 東京都板橋区 5,000 教育復興子育て基金
丸茂　博司　様 宮城県仙台市 4,200 教育復興子育て基金
庵 はづき　代表 吉川　恵美子　様 福島県会津若松市 210,350 教育復興子育て基金
横浜市戸塚区柏尾地区社会福祉協議会　会長 宮本 英雄　様 神奈川横浜市 10,000 教育復興子育て基金
平井　滋　様 福島県郡山市 100,000 教育復興子育て基金
流山市ボーイスカウトガールスカウト連絡協議会　代表 樫村　あい子　様 千葉県流山市 55,000 教育復興子育て基金
（裾野市復興支援プロジェクト）復興支援の会　会長　江波戸　英三　　様 静岡県裾野市 63,843 教育復興子育て基金
菅沼　育子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
奥村　芳子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
箱崎　陽子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
くるみの樹　弘中　菜穂子　様 山口県光市 30,000 教育復興子育て基金
松屋水産株式会社　様 福井県越前市 3,429 教育復興子育て基金
くるみの樹　弘中　菜穂子　様 山口県光市 37,050 教育復興子育て基金
栃木県市貝町議会議員有志一同　様 栃木県芳賀郡市貝町 50,000 教育復興子育て基金
天理教　佐野原大教会　様 静岡県裾野市 329,000 教育復興子育て基金
流山市観光協会　会長　坂巻　儀一　様 千葉県流山市 30,000 教育復興子育て基金
丹野　貴浩　様 東京都江東区 80,000 教育復興子育て基金
ホテルコーラス相馬　会長　平間　征太郎　様 福島県相馬市 500,000 教育復興子育て基金
秦野市教育委員会生涯学習課　様 神奈川県秦野市 5,455 教育復興子育て基金
中島　幸子　様 東京都板橋区 10,000 教育復興子育て基金
***** 20,000 教育復興子育て基金
***** 5,390 教育復興子育て基金
日本児童教育専門学校　様 東京都新宿区 8,150 教育復興子育て基金
湯浅　武晴　様 千葉県野田市 80,000 教育復興子育て基金
マリヤ洋品店　細田　好　様 東京都杉並区 20,000 教育復興子育て基金
吉田　チエ子　様 埼玉県草加市 32,000 教育復興子育て基金
戸部　翼　様 神奈川県鎌倉市 15,000 教育復興子育て基金
松本　繁嗣　様 兵庫県川辺郡猪名川町 10,000 教育復興子育て基金
天理教　佐野原大教会　様 静岡県裾野市 373,300 教育復興子育て基金
丹野　貴浩　様 東京都江東区 80,000 教育復興子育て基金
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くるみの樹　弘中　菜穂子　様 山口県光市 30,000 教育復興子育て基金
菅沼　育子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
奥村　芳子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
箱崎　陽子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
早野　守夫　様 神奈川県小田原市 7,000 教育復興子育て基金
***** 12,000 教育復興子育て基金
松屋水産株式会社　様 福井県越前市 3,002 教育復興子育て基金
中島　幸子　様 東京都板橋区 10,000 教育復興子育て基金
足立区政を見守る会代表　中田　裕康　様 東京都足立区 50,000 教育復興子育て基金
原　健一　様 愛知県半田市 10,000 教育復興子育て基金
***** 10,000 教育復興子育て基金
早野　守夫　様 神奈川県小田原市 7,000 教育復興子育て基金
菅沼　育子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
奥村　芳子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
箱崎　陽子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
***** 10,000 教育復興子育て基金
相馬高校ＯＢとその仲間、芸術家たちの東日本大震災支援展代表　鈴木　龍郎　様 神奈川県川崎市 280,000 教育復興子育て基金
琉球ライブ実行委員会　様 広島県広島市 37,000 教育復興子育て基金
小沢　裕　様 東京都杉並区 50,000 教育復興子育て基金
キャンドル歌仲間愛好会　会長　吉川　重夫　様 神奈川県横浜市 1,475,641 教育復興子育て基金
女声アンサンブル ディヴァレンジャー代表 及川　響子　様 千葉県我孫子市 20,000 教育復興子育て基金
中央林間連合自治会会長　石岡　嘉彦　様 神奈川県大和市 94,000 教育復興子育て基金
大和市自治会連絡協議会会長　髙橋　輝久　様 神奈川県大和市 100,000 教育復興子育て基金
天理教　佐野原大教会　様 静岡県裾野市 367,300 教育復興子育て基金
丹野　貴浩　様 東京都江東区 80,000 教育復興子育て基金
パスクリエイト株式会社　代表取締役　飯原　崇暁　様 東京都新宿区 82,730 教育復興子育て基金
玉ノ井　太祐　様 東京都足立区 446,587 教育復興子育て基金
PUNK AID 代表 工藤　武彦　様 兵庫県姫路市 7,000 教育復興子育て基金
松屋水産株式会社　様 福井県越前市 1,967 教育復興子育て基金
秦野市教育委員会生涯学習課　様 神奈川県秦野市 11,106 教育復興子育て基金
浦安倫理法人会キャリア会　会長　柳内　光子　様 東京都江戸川区 760,518 教育復興子育て基金
岡山県極真空手道連盟　代表　西田　憲治　様 岡山県倉敷市 30,000 教育復興子育て基金
***** 230,000 教育復興子育て基金
澤井　貴良子 復興支援朗読会　様 北海道札幌市 120,000 教育復興子育て基金
イッツクール　大野 修三　様 福岡県福岡市 25,497 教育復興子育て基金
中島　幸子　様 東京都板橋区 10,000 教育復興子育て基金
ギャラリーＫ　小柳　裕子　様 埼玉県越谷市 113,000 教育復興子育て基金
（日本児童教育専門学校）チームひまわり　様 東京都新宿区 3,451 教育復興子育て基金
（日本児童教育専門学校）スタジオリベルタ　様 東京都新宿区 18,480 教育復興子育て基金
早野　守夫　様 神奈川県小田原市 7,000 教育復興子育て基金
読売新聞成田ニュータウンサービスセンター　新聞購読者有志一同　様 千葉県成田市 5,755 教育復興子育て基金
菅沼　育子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
奥村　芳子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
箱崎　陽子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
くるみの樹　弘中　菜穂子　様 山口県光市 36,958 教育復興子育て基金
くるみの樹　弘中　菜穂子　様 山口県光市 30,000 教育復興子育て基金
くるみの樹　弘中　菜穂子　様 山口県光市 30,000 教育復興子育て基金
戸部　翼　様 神奈川県鎌倉市 15,000 教育復興子育て基金
生昇会　代表　クレイグ良和　様 東京都渋谷区 50,000 教育復興子育て基金
佐貫　真木子　様 愛知県日進市 300,000 教育復興子育て基金
天理教　佐野原大教会　様 静岡県裾野市 496,000 教育復興子育て基金
吉田　チエ子　様 埼玉県草加市 17,370 教育復興子育て基金
丹野　貴浩　様 東京都江東区 80,000 教育復興子育て基金
北村　喜代信　様 滋賀県米原市 140,000 教育復興子育て基金
岩﨑　文松　様 滋賀県米原市 140,000 教育復興子育て基金
鍔田　明　様 滋賀県米原市 140,000 教育復興子育て基金
中島　幸子　様 東京都板橋区 10,000 教育復興子育て基金
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福島県仏教会　様 福島県福島市 3,500,000 教育復興子育て基金
株式会社エレガンスヨシダ　代表取締役　吉田　昌起　様 奈良県北葛城郡王寺町 100,000 教育復興子育て基金
フツクラ　様 10,000 教育復興子育て基金
稲城市中央公民館交流まつり実行委員会　実行委員長　合田　ノゾム　様 東京都稲城市 43,000 教育復興子育て基金
日本総研グリークラブ　様 東京都品川区 106,000 教育復興子育て基金
平井　滋　様 福島県郡山市 100,000 教育復興子育て基金
３.１１後の世界、音楽の虹の橋　加藤みほ　様 東京都武蔵野市 18,865 教育復興子育て基金
着方くらぶ和着相愛　代表　佐藤　典子　様 福島県相馬市 100,000 教育復興子育て基金
宇佐美　猪一郎　様 神奈川県横須賀市 50,000 教育復興子育て基金
秦野市教育委員会生涯学習課　様 神奈川県秦野市 5,609 教育復興子育て基金
菅沼　育子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
奥村　芳子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
箱崎　陽子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
琉球ライブ実行委員会　浜部　修　様 広島県広島市 20,000 教育復興子育て基金
松屋水産株式会社　様 福井県越前市 6,609 教育復興子育て基金
全国報徳研究市町村協議会　相馬双葉地方の子ども支援部会　桜川市長　大塚　秀喜　様 茨城県桜川市 20,565 教育復興子育て基金
早野　守夫　様 神奈川県小田原市 7,000 教育復興子育て基金
戸塚区連合町内会自治会連絡会 会長　常盤 欣二　様 神奈川県横浜市 50,000 教育復興子育て基金
東京学芸大学追分小学校クラス会　代表　難波　光定　様 東京都文京区 20,000 教育復興子育て基金
天理教　佐野原大教会　様 静岡県裾野市 347,000 教育復興子育て基金
iARTS　神奈川支部　事務局　谷口　和彦　様 神奈川県横浜市 20,000 教育復興子育て基金
丹野　貴浩　様 東京都江東区 40,000 教育復興子育て基金
岡田　浩士　様 兵庫県宝塚市 10,000 教育復興子育て基金
株式会社　ＡＤＥＫＡ　労働組合　様 福島県相馬市 20,000 教育復興子育て基金
特定非営利活動法人ACTION　for　NIPPON　理事長　志太　勤一　様 東京都渋谷区 73,600 教育復興子育て基金
泉谷　武四郎　様 埼玉県越谷市 100,000 教育復興子育て基金
阿賀野市認定農業者会　様 新潟県阿賀野市 100,000 教育復興子育て基金
***** 20,000 教育復興子育て基金
***** 30,000 教育復興子育て基金
***** 5,000 教育復興子育て基金
和泉本町一丁目町会　町会会長　鈴木　和彦　様 東京都狛江市 81,307 教育復興子育て基金
***** 10,000 教育復興子育て基金
川中　幸次　様 大阪府門真市 150,000 教育復興子育て基金
***** 4,000 教育復興子育て基金
***** 100,000 教育復興子育て基金
中島　幸子　様 東京都板橋区 10,000 教育復興子育て基金
くるみの樹　弘中　菜穂子　様 山口県光市 30,000 教育復興子育て基金
***** 5,051 教育復興子育て基金
長住バプテスト教会　様 福岡県福岡市 4,685 教育復興子育て基金
松川パン商店（東日本大震災募金）　様 長野県松本市 15,565 教育復興子育て基金
泉谷　武彦　様 東京都板橋区 100,000 教育復興子育て基金
長尾　和宏　様 兵庫県西宮市 5,677,994 教育復興子育て基金
流山市ボーイスカウトガールスカウト連絡協議会　代表 樫村　あい子　様 千葉県流山市 59,000 教育復興子育て基金
大鷲　清人　様 東京都目黒区 1,000,000 教育復興子育て基金
戸部　翼　様 神奈川県鎌倉市 15,000 教育復興子育て基金
島田　正子　様 茨城県水戸市 50,000 教育復興子育て基金
フツクラ　様 20,000 教育復興子育て基金
菅沼　育子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
奥村　芳子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
箱崎　陽子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
早野　守夫　様 神奈川県小田原市 7,000 教育復興子育て基金
株式会社WDI　代表取締役　清水　謙　様 東京都港区 2,318,819 教育復興子育て基金
裾野市西地区区長会　会長　芹沢　則雄　様 静岡県裾野市 13,131 教育復興子育て基金
***** 20,000 教育復興子育て基金
天理教　佐野原大教会　様 静岡県裾野市 378,400 教育復興子育て基金
鈴木　隆夫　様 東京都文京区 100,000 教育復興子育て基金
武野　温恭　様 北海道中川郡豊頃町 100,000 教育復興子育て基金
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中山　士朗・治子　様 長崎県長崎市 50,000 教育復興子育て基金
（日本児童教育専門学校）チームひまわり　様 東京都新宿区 4,871 教育復興子育て基金
畑　智恵子　様 神奈川県大和市 100,000 教育復興子育て基金
丹野　貴浩　様 東京都江東区 40,000 教育復興子育て基金
中島　幸子　様 東京都板橋区 10,000 教育復興子育て基金
***** 10,000 教育復興子育て基金
マリヤ洋品店　細田　好　様 東京都杉並区 15,000 教育復興子育て基金
くるみの樹　弘中　菜穂子　様 山口県光市 50,694 教育復興子育て基金
菅沼　育子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
奥村　芳子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
箱崎　陽子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
***** 100,000 教育復興子育て基金
第６８回国民体育大会稲城市実行委員会　会長　髙橋　勝浩　様 東京都稲城市 44,723 教育復興子育て基金
天理教　佐野原大教会　様 静岡県裾野市 370,300 教育復興子育て基金
松屋水産株式会社　様 福井県越前市 6,959 教育復興子育て基金
早野　守夫　様 神奈川県小田原市 7,000 教育復興子育て基金
丹野　貴浩　様 東京都江東区 40,000 教育復興子育て基金
富士通アイソテック株式会社　　様 福島県伊達市 250,000 教育復興子育て基金
富士通アイソテック労働組合　　様 福島県伊達市 250,000 教育復興子育て基金
富士通アイソテック第１２回労使研修会　様 福島県伊達市 80,000 教育復興子育て基金
中島　幸子　様 東京都板橋区 10,000 教育復興子育て基金
清林寺　　　　　　　　　　　様 東京都文京区 10,000 教育復興子育て基金
中小路　淳美　様 東京都豊島区 100,000 教育復興子育て基金
平井　滋　様 福島県郡山市 100,000 教育復興子育て基金
フツクラ　様 10,000 教育復興子育て基金
菅沼　育子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
奥村　芳子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
箱崎　陽子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
松屋水産株式会社　様 福井県越前市 4,933 教育復興子育て基金
戸部　翼　様 神奈川県鎌倉市 15,000 教育復興子育て基金
小山　義之　様 兵庫県加古川市 300,000 教育復興子育て基金
平成２６年掛川市成人式実行委員会　様 静岡県掛川市 9,565 教育復興子育て基金
丹野　貴浩　様 東京都江東区 40,000 教育復興子育て基金
オクサーナ・ステパニュック　様 東京都八王子市 654,162 教育復興子育て基金
中島　幸子　様 東京都板橋区 10,000 教育復興子育て基金
ボランティアグループちくたくはぁと　代表　大北　千明　様 福島県郡山市 50,000 教育復興子育て基金
特定非営利活動法人相馬光陽パークゴルフ　様 福島県相馬市 136,000 教育復興子育て基金
相馬　祐介　様 新潟県村上市 5,000 教育復興子育て基金
天理教　佐野原大教会　様 静岡県裾野市 264,100 教育復興子育て基金
東日本大震災復興支援チャリティコンペ実行委員会　実行委員長　松本　もとし　様 群馬県高崎市 304,300 教育復興子育て基金
のんびり処夢屋　お客様募金　　福田　久江　様 群馬県高崎市 35,768 教育復興子育て基金
隊長ソウルバンド　勝俣　敦祐　様 神奈川県横浜市 57,323 教育復興子育て基金
株式会社　エコ・ファクトリー　代表取締役　有田　一成　様 東京都稲城市 50,000 教育復興子育て基金
株式会社　川上商店　代表取締役　有田　一成　様 東京都稲城市 50,000 教育復興子育て基金
原　健一　様 愛知県半田市 10,000 教育復興子育て基金
早野　守夫　様 神奈川県小田原市 7,000 教育復興子育て基金
南流山東町会　会長　 田中　通夫　様 千葉県流山市 208,008 教育復興子育て基金
***** 10,000 教育復興子育て基金
稲城市立若葉台小学校　校長　小黒　仁史　様 東京都稲城市 47,873 教育復興子育て基金
***** 3,000,000 教育復興子育て基金
羽野　裕幸　様 福岡県飯塚市 10,000 教育復興子育て基金
羽野　祐子　様 福岡県飯塚市 10,000 教育復興子育て基金
報徳学園　様 兵庫県西宮市 100,000 教育復興子育て基金
藤花ちゃん東日本応援Project実行委員会実行委員長　村瀬　正臣　様 愛知県江南市 93,811 教育復興子育て基金
***** 10,000,000 教育復興子育て基金
***** 10,000 教育復興子育て基金
菅沼　育子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
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奥村　芳子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
箱崎　陽子　様 茨城県守谷市 3,000 教育復興子育て基金
第７回東日本大震災チャリティーコンサート「薩摩琵琶坂田美子と竜馬四重奏」世話人　三須　慶子　様 東京都千代田区 251,324 教育復興子育て基金
アート森羅万象プロジェクト　代表　早川　千尋　様 兵庫県神戸市 42,767 教育復興子育て基金
***** 10,000 教育復興子育て基金
PUNK AID 代表 工藤　武彦　様 兵庫県姫路市 5,500 教育復興子育て基金
花澤　昭夫　様 福島県相馬市 100,000 教育復興子育て基金
ゴトウ　カズヤ　様 2,000 教育復興子育て基金
ＩＰＰＯ絆の会　様 静岡県裾野市 200,000 教育復興子育て基金
吉田照美チャリティ絵画展実行委員会　代表　吉田　茂　様 千葉県流山市 558,570 教育復興子育て基金
明治大学校友会 流山地域支部　支部長　小畴　尚　様 千葉県流山市 50,000 教育復興子育て基金
３.１１法話声明ライブ　様 千葉県流山市 159,673 教育復興子育て基金
和多田　美津子　様 京都府城陽市 20,000 教育復興子育て基金
美作真言青年会　会長　阿形　国明　様 岡山県美作市 154,049 教育復興子育て基金
***** 5,059 教育復興子育て基金
加瀬　斌朗　様 千葉県千葉市 50,000 ふるさと振興基金
石川　章　様 神奈川県横浜市 10,000 ふるさと振興基金
瀧本　敏幸　様 静岡県裾野市 100,000 ふるさと振興基金
安　キヨ子　様 埼玉県さいたま市 30,000 ふるさと振興基金
日本短波クラブ　事務局　大武　逞伯　様 神奈川県鎌倉市 10,000 ふるさと振興基金
佐藤　信二　様 神奈川県相模原市 5,000 ふるさと振興基金
夢つくり鯛一同　西川　惠洋　様 奈良県大和郡山市 55,000 ふるさと振興基金
滝田　昌宏　様 神奈川県川崎市 37,333 ふるさと振興基金
***** 30,000 ふるさと振興基金
株式会社日本香堂　代表取締役社長　小仲　正克　様 東京都豊島区 19,171,286 ふるさと振興基金
清水　武男　様 東京都大田区 100,000 ふるさと振興基金
三浦　康雄　様 愛知県春日井市 30,000 ふるさと振興基金
***** 30,000 ふるさと振興基金
上田　裕一　様 神奈川県横浜市 100,000 ふるさと振興基金
菅　美紀子　様 北海道札幌市 30,000 ふるさと振興基金
村瀬　芳昭　様 千葉県柏市 15,000 ふるさと振興基金
***** 100,000 ふるさと振興基金
***** 80,000 ふるさと振興基金
池田　裕子　様 東京都葛飾区 20,000 ふるさと振興基金
松山　耕三　様 北海道恵庭市 10,000 ふるさと振興基金
***** 20,000 ふるさと振興基金
***** 10,000 ふるさと振興基金
株式会社　関・空間設計　代表取締役社長　渡邉　宏　様 宮城県仙台市 200,000 ふるさと振興基金
***** 2,395 ふるさと振興基金
***** 30,000 ふるさと振興基金
***** 4,490 ふるさと振興基金
古舘　恒介　様 アメリカ合衆国 1,000 ふるさと振興基金
大和田　晋　様 福島県相馬市 5,000 ふるさと振興基金
***** 4,490 ふるさと振興基金
佐藤　秀敏　様 埼玉県さいたま市 100,000 ふるさと振興基金
田中　康彦　様 神奈川県鎌倉市 50,000 ふるさと振興基金
***** 9,900 ふるさと振興基金
濱中　逸子　様 沖縄県宜野湾市 10,000 ふるさと振興基金
林　裕次　様 神奈川県横浜市 10,000 ふるさと振興基金
宮原　良子　様 千葉県市原市 172,500 ふるさと振興基金
***** 4,490 ふるさと振興基金
石川　憲二　様 兵庫県加古川市 100,000 ふるさと振興基金
***** 10,000 ふるさと振興基金
齋田　充穂　様 東京都世田谷区 1,000,000 ふるさと振興基金
齋田　量穂　様 東京都世田谷区 1,000,000 ふるさと振興基金
***** 500,000 ふるさと振興基金
***** 4,490 ふるさと振興基金
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柴田　智恵美　様 栃木県日光市 50,000 ふるさと振興基金
コスモ精機株式会社　代表取締役　山川　義男　様 東京都羽村市 100,000 ふるさと振興基金
平野クリニック　平野　進　様 埼玉県羽生市 500,000 ふるさと振興基金
***** 100,000 ふるさと振興基金
相良　勇　様 東京都中野区 10,000 ふるさと振興基金
渡・　満洲　様 福島県相馬市 100,000 ふるさと振興基金
後藤　謙次　様 東京都品川区 100,000 ふるさと振興基金
本馬　貞夫　様 長崎県長崎市 20,000 ふるさと振興基金
***** 30,000 ふるさと振興基金
***** 100,000 ふるさと振興基金
大谷　昌之　様 北海道帯広市 10,000 ふるさと振興基金
加藤　喜久男　様 山形県南陽市 10,000 ふるさと振興基金
松尾　圭祐　様 東京都江東区 6,000 ふるさと振興基金
花澤　昭夫　様 福島県相馬市 200,000 ふるさと振興基金


