
平成２８年度　寄付者一覧（公表について承諾をいただいた方のみ掲載しています。）

　　期間：平成28年4月1日～平成29年3月31日

寄付申込年月日 お名前 ご住所 寄付金額（円） 寄付金指定事業

平成28年4月10日 山村　浩司　様  神奈川県 50,000 自治体におまかせ

平成28年4月11日 別所　匡　様  東京都 30,000 スポーツ振興に関する事業

平成28年4月15日 村田　貴子　様  山梨県 20,000 自治体におまかせ

平成28年4月15日
東京都農林年金受給者協会

西多摩支部  様
東京都 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年4月18日 山川　敦嗣　様  埼玉県 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年4月18日 大石　正実　様  東京都 20,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年4月26日 岡村　清司　様  奈良県 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年5月5日 三角　和正　様  千葉県 10,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年5月18日 大塚　修　様  兵庫県 20,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年5月20日 鷹取　久愛　様  奈良県 20,000 自治体におまかせ

平成28年5月21日 新井　浩史　様  神奈川県 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年6月18日 水内　悠介　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成28年6月19日 大塚　修　様  兵庫県 20,000 その他寄附者が指定する事業(青梅の森)

平成28年6月26日 松尾　憲一　様  埼玉県 30,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年6月29日 田中　健一　様  山梨県 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年7月6日 関谷　昌幸　様  埼玉県 30,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年7月8日 小山　英樹　様  兵庫県 10,000 自治体におまかせ

平成28年7月31日 吉永　豊　様  東京都 20,000 都市基盤の整備に関する事業

平成28年8月2日 株式会社 高島屋立川店  様 東京都 4,978 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年8月3日 永島　正浩　様  神奈川県 10,000 国際交流に関する事業

平成28年8月12日 橋本　康範　様  神奈川県 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年9月11日 杉本　啓司　様  大阪府 20,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年9月22日 高橋　康子　様  栃木県 30,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年9月23日 沼野　史典　様  新潟県 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年9月23日 山口　元気　様  愛知県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年9月23日 塚田　哲郎　様  長野県 50,000 子育て・教育に関する事業

平成28年9月23日 山田　豊敏　様  東京都 50,000 自治体におまかせ

平成28年9月23日 山田　豊敏　様  東京都 50,000 自治体におまかせ

平成28年9月24日 天田　紘史　様  愛知県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年9月25日 箱石　隆久　様  神奈川県 30,000 自治体におまかせ

平成28年9月25日 宮川　保史　様  栃木県 10,000 自治体におまかせ

平成28年9月26日 山西　淳司　様  兵庫県 10,000 自治体におまかせ

平成28年9月26日 濵嵜　恵美　様  福岡県 50,000 子育て・教育に関する事業

平成28年9月26日 鈴木　真紀　様  東京都 10,000 福祉施策に関する事業

平成28年9月27日 鳥井　匡　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成28年9月27日 庄司　拓郎　様  神奈川県 10,000 自治体におまかせ

平成28年9月28日 村山　一弘　様  茨城県 30,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年9月28日 小野　真裕　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年9月28日 嶋﨑　直人　様  東京都 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年9月28日 嶋﨑　直人　様  東京都 50,000 子育て・教育に関する事業

平成28年9月28日 嶋﨑　直人　様  東京都 50,000 自治体におまかせ

平成28年9月28日 上谷　将人　様  東京都 50,000 自治体におまかせ
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寄付申込年月日 お名前 ご住所 寄付金額（円） 寄付金指定事業

平成28年9月29日 中村　和夫　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年9月29日 荒谷　克幸　様  神奈川県 30,000 自治体におまかせ

平成28年9月30日 神谷　明倫　様  神奈川県 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年9月30日 藏内　智己　様  岡山県 20,000 福祉施策に関する事業

平成28年10月1日 藤原　悌　様  千葉県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年10月2日 伴　祐子　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年10月2日 渡邉　悟　様  和歌山県 20,000 自治体におまかせ

平成28年10月3日 柳堀　浩克　様  福島県 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年10月7日 渡辺　秀哉　様  東京都 20,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年10月7日 渡辺　秀哉　様  東京都 30,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年10月8日 久保　祐司　様  東京都 30,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年10月9日 福島　忠雄　様  東京都 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年10月9日 長島　修　様  東京都 50,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年10月12日 森田　伸也　様  千葉県 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年10月13日 中野　和利　様  埼玉県 50,000 自治体におまかせ

平成28年10月14日 原田　信　様  東京都 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年10月15日 上野　金太郎　様  東京都 50,000 自治体におまかせ

平成28年10月16日 中山　章　様  千葉県 30,000 自治体におまかせ

平成28年10月16日 橋ヶ谷　光久　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年10月16日 浅井　省吾　様  大阪府 10,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年10月17日 廣田　崇　様  兵庫県 30,000 自治体におまかせ

平成28年10月18日 立川　豊　様  千葉県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年10月19日 土師　初美　様  愛知県 30,000 自治体におまかせ

平成28年10月19日 吉武　香子　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年10月20日 菅沼　清彦　様  静岡県 30,000 都市基盤の整備に関する事業

平成28年10月21日 速見　啓之　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年10月23日 東出　祐樹　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年10月23日 溝口　哲弘　様  静岡県 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年10月23日 齊藤　信雄　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成28年10月23日 大島　昇　様  東京都 50,000 子育て・教育に関する事業

平成28年10月25日 濱田　英次　様  埼玉県 50,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年10月27日 木下　幸恵　様  大阪府 50,000 自治体におまかせ

平成28年10月28日 上野　浩一郎　様  岐阜県 40,000 子育て・教育に関する事業

平成28年10月31日 竹田　誠志　様  三重県 30,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年11月3日 谷　栄一郎　様  東京都 50,000 自治体におまかせ

平成28年11月4日 鈴木　将樹　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成27年11月4日 小澤酒造株式会社  様 東京都 119,350 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月5日 今村　哲也　様  埼玉県 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月5日 久保　覚　様  兵庫県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月6日 杉本　洋　様  埼玉県 30,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月6日 山本　眞弘　様  和歌山県 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月6日 山本　宏　様  東京都 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月6日 高杉　忍　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月6日 土居　俊彦　様  東京都 30,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月6日 花嶋　志郎　様  東京都 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月7日 中村　充宏　様  神奈川県 30,000 歴史・文化・芸術に関する事業
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寄付申込年月日 お名前 ご住所 寄付金額（円） 寄付金指定事業

平成28年11月7日 高橋　周司　様  神奈川県 10,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年11月7日 井上　亮太　様 北海道 30,000 スポーツ振興に関する事業

平成28年11月8日 小南　真理子　様  神奈川県 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月8日 真鍋　昭彦　様  福岡県 20,000 自治体におまかせ

平成28年11月8日 松田　憲昌　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年11月9日 野中　敬司　様  神奈川県 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月10日 井上　美恵子　様  東京都 10,000 福祉施策に関する事業

平成28年11月12日 谷　栄一郎　様  東京都 20,000 福祉施策に関する事業

平成28年11月13日 篠田　実　様  長野県 10,000 自治体におまかせ

平成28年11月13日 西村　晃　様  東京都 50,000 自治体におまかせ

平成28年11月13日 西村　久美子　様  東京都 50,000 自治体におまかせ

平成28年11月14日 谷　幸恵　様  石川県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月15日 馬場　雄治　様  大阪府 20,000 自治体におまかせ

平成28年11月15日 中野　和利　様  埼玉県 30,000 自治体におまかせ

平成28年11月10日 関口　雄子　様  東京都 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月18日 三井所　嘉彦　様  福岡県 30,000 自治体におまかせ

平成28年11月18日 三井所　嘉彦　様  福岡県 30,000 自治体におまかせ

平成28年11月19日 西村　怜　様  東京都 50,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月19日 土居　美津枝　様  東京都 20,000 福祉施策に関する事業

平成28年11月19日 鬼頭　弘泰　様  神奈川県 50,000 自治体におまかせ

平成28年11月19日 小林　美邦　様  愛知県 20,000 自治体におまかせ

平成28年11月20日 本間　淳一　様  東京都 30,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月20日 井澤　康子　様  東京都 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月20日 山田　毅史　様  滋賀県 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月20日 佐藤　真実　様  東京都 20,000 自治体におまかせ

平成28年11月20日 馬渕　久雅　様  福岡県 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月20日 中嶋　富美代　様  東京都 30,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月21日 松永　康利　様  東京都 250,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年11月21日 桐原　一裕　様  埼玉県 30,000 スポーツ振興に関する事業

平成28年11月21日 齋藤　理　様  東京都 50,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月22日 板東　徹行　様  東京都 250,000 市立総合病院の整備に関する事業

平成28年11月24日 籔内　咲　様  静岡県 50,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月24日 湯澤　新　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月24日 谷　由利果　様  東京都 50,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月25日 中島　里実　様  東京都 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月26日 阿部　修一　様  神奈川県 30,000 自治体におまかせ

平成28年11月26日 菊地　琢也　様  東京都 50,000 歴史・文化・芸術に関する事業

平成28年11月26日 髙橋　あづさ　様  埼玉県 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月26日 三浦　新二　様  埼玉県 50,000 福祉施策に関する事業

平成28年11月26日 三浦　新二　様  埼玉県 50,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月27日 二宮　恵　様  神奈川県 20,000 自治体におまかせ

平成28年11月27日 二宮　恵　様  神奈川県 20,000 自治体におまかせ

平成28年11月27日 森　好幸　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年11月27日 荻野　栄二　様  東京都 50,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月27日 宮崎　潔子　様  東京都 50,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月28日 下松瀬　卓　様  宮城県 20,000 子育て・教育に関する事業
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平成28年11月28日 後藤　孝太　様  神奈川県 10,000 市立総合病院の整備に関する事業

平成28年11月29日 市川　和成　様  長野県 10,000 自治体におまかせ

平成28年11月29日 陣上　礼子　様  京都府 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月29日 奥山　倫明　様  愛知県 30,000 市立総合病院の整備に関する事業

平成28年11月30日 小玉　賢太郎　様 北海道 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月30日 高瀬　千恵子　様  東京都 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年11月30日 塩野　武男　様  神奈川県 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月30日 川島　敏弘　様  神奈川県 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年11月30日 大西　規夫　様  大阪府 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月2日 月東　稔雄　様  千葉県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月2日 福田　豊　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成28年12月3日 瀧澤　敦　様 北海道 20,000 自治体におまかせ

平成28年12月4日 王　文輝　様  宮城県 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月4日 金森　芳男　様  東京都 260,000 自治体におまかせ

平成28年12月4日 金森　真理子　様  東京都 260,000 自治体におまかせ

平成28年12月4日 綿引　晋治　様  神奈川県 30,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年12月5日 大塚　美知子　様  兵庫県 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月5日 畑　哲郎　様  東京都 50,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年12月5日 渡邉　泰貴　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月6日 白木　秀幸　様 北海道 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月6日 上田　篤　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月6日 橋村　宏美　様  兵庫県 50,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月1日 菅沼　美奈　様  静岡県 30,000 歴史・文化・芸術に関する事業

平成28年12月7日 千田　篤　様  東京都 30,000 市立総合病院の整備に関する事業

平成28年12月7日 川崎　美和子　様  新潟県 10,000 自治体におまかせ

平成28年12月7日 寺内　由美　様  大阪府 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月8日 榎戸　敏文　様  東京都 20,000 市立総合病院の整備に関する事業

平成28年12月8日 長谷川　太一　様  埼玉県 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月9日 石黒　京子　様  東京都 20,000 自治体におまかせ

平成28年12月9日 渡辺　一順　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月9日 榎戸　忠昭　様  東京都 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月9日 榎戸　忠昭　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月10日 岡澤　將　様  東京都 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月10日 高瀬　幸広　様  東京都 250,000 自治体におまかせ

平成28年12月10日 笠原　秀文　様  東京都 50,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年12月10日 朝倉　勇一郎　様  東京都 30,000 福祉施策に関する事業

平成28年12月10日 根本　徹　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月11日 中駄　良成　様  東京都 30,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年12月11日 荒井　祥智　様  東京都 20,000 都市基盤の整備に関する事業

平成28年12月11日 坂本　徳一　様  東京都 250,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月11日 河野　義彦　様  東京都 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月11日 鈴木　康之　様  神奈川県 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月12日 山崎　大輔　様  東京都 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月12日 横田　和男　様  大阪府 50,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年12月13日 柴田　拓也　様  東京都 400,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月13日 大久保　秀樹　様  茨城県 20,000 子育て・教育に関する事業
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平成28年12月13日 青木　保幸　様  東京都 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月13日 馬瀬　俊平　様  東京都 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月14日 高山　秀生　様  東京都 30,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月14日 野本　研二　様  神奈川県 10,000 スポーツ振興に関する事業

平成28年12月15日 赤津　欣弥　様  神奈川県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月15日 山口　寿子　様  東京都 30,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年12月15日 河野　正直　様  神奈川県 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月15日 花岡　康彦　様  長野県 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月16日 宮﨑　茂男　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成28年12月16日 小林　政博　様 北海道 20,000 自治体におまかせ

平成28年12月17日 師岡　真紀子　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月17日 小野　一広　様  兵庫県 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月17日 大澤　崇生　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成28年12月17日 小池　愛子　様  東京都 30,000 福祉施策に関する事業

平成28年12月18日 安田　真衣子　様  広島県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月18日 安田　真衣子　様  広島県 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月18日 井上　雄太　様  石川県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月18日 井上　雄太　様  石川県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月18日 高木　諭介　様  埼玉県 100,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月18日 久保　杏子　様  東京都 20,000 福祉施策に関する事業

平成28年12月19日 寺尾　進　様  神奈川県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月19日 クーガン　亜美　様  東京都 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月19日 林　政昭　様  兵庫県 50,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月19日 那須　準子　様  滋賀県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月20日 小井戸　雄一　様  東京都 70,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月20日 吉澤　武司　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成28年12月20日 中本　慎平　様  東京都 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月20日 多田　昌広　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月20日 塩野　武男　様  神奈川県 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月20日 塩野　武男　様  神奈川県 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月21日 渡邊　眞子　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成28年12月22日 細沼　信示　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月22日 浅野　克則　様  長野県 10,000 自治体におまかせ

平成28年12月22日 大岩　加奈恵　様  兵庫県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月22日 大岩　加奈恵　様  兵庫県 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月22日 飯田　隆一　様  東京都 20,000 スポーツ振興に関する事業

平成28年12月22日 東　純哉　様  大阪府 50,000 自治体におまかせ

平成28年12月23日 藤田　剛史　様  神奈川県 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月23日 近藤　圭二　様  徳島県 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月23日 八木橋　孝輔　様  東京都 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月23日 八木橋　孝輔　様  東京都 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月23日 八木橋　孝輔　様  東京都 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月23日 八木橋　孝輔　様  東京都 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月23日 武藤　康正　様  岐阜県 20,000 自治体におまかせ

平成28年12月23日 杉下　雄一　様  静岡県 30,000 スポーツ振興に関する事業

平成28年12月23日 益崎　満子　様  徳島県 20,000 子育て・教育に関する事業
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平成28年12月23日 細沼　知沙香　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月24日 八木橋　孝輔　様  東京都 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月24日 嶋﨑　直人　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月24日 嶋﨑　直人　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月24日 嶋﨑　直人　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月24日 嶋﨑　直人　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月24日 川村　奈美　様  岐阜県 20,000 自治体におまかせ

平成28年12月24日 山崎　麻美　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成28年12月24日 藤巻　慎一　様  東京都 10,000 歴史・文化・芸術に関する事業

平成28年12月24日 藤巻　慎一　様  東京都 30,000 歴史・文化・芸術に関する事業

平成28年12月25日 飯田　愉一　様  東京都 10,000 福祉施策に関する事業

平成28年12月25日 島　秀栄　様  神奈川県 100,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月25日 樫野　理江　様  兵庫県 20,000 自治体におまかせ

平成28年12月25日 根岸　克利　様  東京都 30,000 都市基盤の整備に関する事業

平成28年12月25日 米澤　悠二　様  大阪府 30,000 歴史・文化・芸術に関する事業

平成28年12月26日 寺尾　進　様  神奈川県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月26日 中島　美樹　様  東京都 50,000 自治体におまかせ

平成28年12月26日 梅影　映介　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月26日 田中　勝英　様  東京都 50,000 自治体におまかせ

平成28年12月26日 髙瀬　和博　様  東京都 400,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月27日 高橋　透　様  神奈川県 30,000 スポーツ振興に関する事業

平成28年12月27日 高橋　透　様  神奈川県 30,000 国際交流に関する事業

平成28年12月27日 田中　雅也　様  東京都 30,000 国際交流に関する事業

平成28年12月28日 松本　恵理子　様  東京都 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月28日 加藤　幸弘　様  東京都 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月28日 柳沢　明広　様  長崎県 20,000 自治体におまかせ

平成28年12月28日 桑代　法和　様  東京都 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月28日 並河　大地　様  神奈川県 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月28日 髙橋　暁行　様  埼玉県 50,000 福祉施策に関する事業

平成28年12月29日 安達　健一郎　様  東京都 30,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月29日 吉岡　秀二　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月29日 安田　誠　様  東京都 20,000 自治体におまかせ

平成28年12月29日 浦野　雄司　様  東京都 30,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月30日 鈴木　康史　様  埼玉県 30,000 福祉施策に関する事業

平成28年12月30日 與那嶺　茂人　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月30日 與那嶺　茂人　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月30日 福原　久之　様 北海道 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月30日 村串　香理　様  東京都 20,000 福祉施策に関する事業

平成28年12月30日 尾崎　守　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月31日 Kene　Gautam Vijay　様  東京都 30,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成28年12月31日 松永　和久　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成28年12月31日 田村　友香　様  東京都 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月31日 津田　彰一　様  東京都 10,000 市立総合病院の整備に関する事業

平成28年12月31日 瀬川　大樹　様  東京都 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月31日 荒田　明彦　様  東京都 250,000 市立総合病院の整備に関する事業

平成28年12月31日 大口　正博　様  埼玉県 10,000 都市基盤の整備に関する事業
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平成28年12月31日 山﨑　由紀　様  新潟県 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月31日 山﨑　昌子　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成28年12月31日 河野　純子　様  愛知県 10,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月31日 瀧端　正博　様  神奈川県 10,000 市立総合病院の整備に関する事業

平成28年12月31日 村上　成雄　様  福岡県 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月31日 山口　幹夫　様  東京都 50,000 都市基盤の整備に関する事業

平成28年12月31日 山岸　真士　様  福岡県 20,000 子育て・教育に関する事業

平成28年12月31日 舟崎　理恵　様  富山県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成29年1月2日 橋本　邦広　様  埼玉県 10,000 国際交流に関する事業

平成29年1月5日 玉田　大祐　様  兵庫県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成29年1月8日 松井　敏浩　様  東京都 20,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成29年1月15日 沼田　恵明　様  神奈川県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成29年1月15日 沼田　恵明　様  神奈川県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成29年1月15日 沼田　恵明　様  神奈川県 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成29年1月15日 小平　修　様  東京都 30,000 子育て・教育に関する事業

平成29年1月16日 土屋　忠晴　様  山梨県 50,000 市立総合病院の整備に関する事業

平成29年1月21日 日野　彩子　様  神奈川県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成29年1月21日 坂口　貴子　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成29年1月24日 大澤　崇生　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成29年1月24日 大澤　崇生　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成29年1月24日 大澤　崇生　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成29年1月26日 鈴木　一平　様  大阪府 30,000 自治体におまかせ

平成29年2月1日 土屋　奈緒子　様  東京都 10,000 スポーツ振興に関する事業

平成29年2月1日 土屋　奈緒子　様  東京都 30,000 スポーツ振興に関する事業

平成29年2月5日 谷　栄一郎　様  東京都 50,000 自治体におまかせ

平成29年2月6日 久保　俊智　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成29年2月6日 原島　健輔　様  東京都 400,000 子育て・教育に関する事業

平成29年2月6日 長谷川　恵美子　様  東京都 30,000 子育て・教育に関する事業

平成29年2月7日 井上　玄　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成29年2月9日 繁田　洋一　様  東京都 50,000 国際交流に関する事業

平成29年2月9日 日高　修　様  東京都 20,000 歴史・文化・芸術に関する事業

平成29年2月15日 村山　一弘　様  茨城県 30,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成29年2月20日 青梅信用金庫  様 東京都 1,000,000
その他寄付者が希望する事業（小中学生
を対象とした文化、スポーツ振興）

平成29年2月22日 中村　久理子　様  東京都 10,000 福祉施策に関する事業

平成29年2月25日 堺　昭彦　様  大阪府 30,000 自治体におまかせ

平成29年2月26日 鈴木　真理　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成29年2月26日 本間　啓之　様  神奈川県 20,000 スポーツ振興に関する事業

平成29年2月26日 本間　啓之　様  神奈川県 30,000 スポーツ振興に関する事業

平成29年2月27日 藤原　文雄　様  東京都 250,000 子育て・教育に関する事業

平成29年2月28日 吉永　豊　様  東京都 20,000 都市基盤の整備に関する事業

平成29年3月5日 細田　初男　様  埼玉県 50,000 子育て・教育に関する事業

平成29年3月6日 屋木　妙子　様  東京都 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成29年3月11日 植田　亜希子　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成29年3月11日 小倉　直子　様  神奈川県 50,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成29年3月13日 綱島　陽介　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業
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平成29年3月13日 堺　佳代子　様  大阪府 30,000 子育て・教育に関する事業

平成29年3月15日 東芝労働組合青梅支部　様 東京都 2,000,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成29年3月17日 浜口　太郎　様  大阪府 10,000 自治体におまかせ

平成29年3月17日 吉田　真太郎　様  愛知県 30,000 自治体におまかせ

平成29年3月18日 保谷　芳行　様  東京都 10,000 自治体におまかせ

平成29年3月19日 森　繁信　様  宮城県 20,000 子育て・教育に関する事業

平成29年3月22日 小崎　日義　様  神奈川県 20,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成29年3月25日 木下　佳　様  神奈川県 10,000 子育て・教育に関する事業

平成29年3月26日 野嵜　富和　様  東京都 10,000 梅の里の再生・復興に関する事業

平成29年3月27日 Kene　Gautam Vijay　様  東京都 20,000 青梅の森の保全、整備に関する事業

平成29年3月27日 野中　敬司　様  神奈川県 30,000 自治体におまかせ

平成29年3月29日 佐和　浩之　様  神奈川県 10,000 国際交流に関する事業

平成29年3月29日 三尾　泰司　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成29年3月29日 三尾　泰司　様  東京都 20,000 自治体におまかせ

平成29年3月30日 佐々木　真一郎　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成29年3月30日 佐々木　真一郎　様  東京都 30,000 自治体におまかせ

平成29年3月31日 赤津　欣弥　様  神奈川県 30,000 子育て・教育に関する事業

平成29年3月31日 梶芳　功系兆　様  東京都 30,000 梅の里の再生・復興に関する事業
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