
お名前と寄付金額や物品名等の公表を了解された寄付者の皆様

平成２９年（２０１７年）４月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

大穴　弘紀 現金 10,000円 平和の推進

久保田　美智子 現金 500,000円 被爆者援護の充実

坂出市立坂出小学校６年団７６名 現金 80,000円 平和の推進

太治　雅子 現金 10,000円 広島市安佐動物公園の再整備

中国塗料株式会社 現金 1,000,000円 原爆ドームの保存

㈱みずほ銀行広島支店　他3社 黄色いワッペン 12,500枚 新入学1年生の交通事故防止

渡辺　英樹 現金 50,000円 平和の推進

渡辺　英樹 現金 10,000円 原爆ドームの保存

平成２９年（２０１７年）５月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

荒井　弥枝 現金 20,000円 四季の花プランター設置事業

池田　紀子 ヒラドツツジ 2本
広島市の緑化推進に寄与する

ため

宇高　淳郎 現金 30,000円 被爆者援護の充実

川野　真子 ペットシーツ、猫砂 1,080枚、3袋
迷子の飼い猫を保護してもらっ
たことへのお礼（動物センター
保護動物の飼養管理のため）

啓子メンタルクリニック　院長　越智啓
子

現金 70,000円 平和推進

国際ソロプチミスト広島-中央 現金 50,000円
ひろしま国際協力基金への寄

付

高本　千野紀 現金 20,000円 四季の花プランター設置事業

マックスバリュ西日本株式会社 現金 842,008円 原爆ドーム保存

水内　信行 現金 30,000円 平和推進

箕牧　智之 現金 20,000円 四季の花プランター設置事業

元井　摩弓 現金 10,000円 広島市安佐動物公園の再整備

Le.cien 犬缶詰、おやつ 10個
動物管理センター収容犬のた

め

寄付内容

寄付内容



平成２９年（２０１７年）６月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

イオンリテール株式会社　中四国カン
パニー

現金 7,600円 防災まちづくりの推進

伊藤　琢也 現金 50,000円 原爆ドーム保存

河島　岳志 現金 10,000円 平和の推進

佐藤　寛之 現金 5,000円 平和の推進

新　智之 現金 10,000円 ベンチ設置

関川ふれあいグループ
永井　俊之

熊手
竹ぼうき

230本 平和記念公園などの環境美化

内海水先区水先人会
図書｢水先案内人｣－瀬
戸内海の船を守るものた

ち-
74冊 教育の充実

広島西北ライオンズクラブ
ホルン、ユーフォニウム、
ピッコロ、シンバル

１式 教育の充実

皆川　恵史 現金 1,575,953円 地域福祉の推進

藥本　光明 図書 125冊 小学校図書の充実

藥本　光明 将棋セット 3セット 教育の充実

ライオンズクラブ国際協会３３６－Ｃ地
区

桜の木 1本 広島市の緑化推進のため

Le.cien 犬缶詰、おやつ 10個
動物管理センター収容犬のた

め

平成２９年（２０１７年）７月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

一般社団法人広島市医師会　会長
松村　誠

外来・緩和ケア棟屋上庭
園・ベンチ等

一式 病院機能の充実

株式会社　広島マツダ　代表取締役兼
ＣＥＯ　松田　哲也

現金 10,000,000円 原爆ドームの保存

兒玉　智江 絵本「原爆の怖さの物語」 82冊 教育用

進徳女子高等学校WDP部 犬のフード、タオル等 110個
動物管理センター収容犬のた

め

出島町内会 シェルター等 1式 公園機能の向上

ひろしまフラワーフェスティバル実行委
員会企画実施本部

現金 100,000円 原爆ドームの保存

広島鯉城ライオンズクラブ 平和の時計塔の銘板 1式 平和の時計塔保存のため

Le.cien 犬缶詰、おやつ 10個
動物管理センター収容犬のた

め

寄付内容

寄付内容



平成２９年（２０１７年）８月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

内閣総理大臣
安倍　晋三

現金 1,000,000円 平和の推進

荒川　昭彦 現金 50,000円 原爆ドームの保存

沖田　典枝 彫刻作品 2点 文化振興（木工美術）

核兵器廃絶・平和建設国民会議

電動ベッド・ファンクション
ベッドＢ・たっちあっぷシ
リーズ・全自動身長体重

計

一式 被爆者援護の充実

金澤　伸行 現金 100,000円 被爆者援護の充実

株式会社　文華堂 現金 570,632円 原爆ドームの保存

川向　博史 現金 10,000円 平和の推進

古月　晴 現金 30,000円 平和の推進

齋藤　元誉 現金 10,000円 原爆ドームの保存

三寿会　代表 相原梢江 現金 2,000円 平和の推進

惨無い運動推進協議会　東京安全運
転愛好会　会長　志野与志野

書籍 24冊
市民に災害防止について広く
知ってもらう、防災広報のため

JA広島市レディースクラブ
児童雑誌

「ちゃぐりん」
1,608冊 教育の充実

新温泉町長　岡本英樹
湯村温泉観光協会長　朝野泰昌

現金 30,000円 平和の推進

生活資料館仁保島村
館長　川﨑　壽

冊子「私たちの村、広島
市－そのうつりかわり－

11,921冊 教育の充実

第一生命労働組合　広島総合営業職
支部　執行委員長　古塚　大介

図書 68冊 教育の充実

但馬　健一 現金 10,000円 ベンチ設置

谷龍介広島ミラクル講演会 現金 100,000円 平和の推進

津南町長　上村憲司 現金 50,000円 被爆者援護の充実

友鉄工業株式会社
代表取締役　友廣　和照

カープＶ７優勝記念デザ
インマンホール蓋

1式 広島市下水道事業を支援

広島県信用農業協同組合連合会 現金 200,000円 原爆ドームの保存

Le.cien 犬缶詰、おやつ 10個
動物管理センター収容犬のた

め

寄付内容



平成２９年（２０１７年）９月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

一般社団法人伝筆協会中四国地域会
代表者　榎本　純子

現金 10,000円 平和の推進

株式会社アスティ
代表取締役社長　岡藤　一朗

バスタオル 5703枚
敬老の日を迎えるにあたり、老
人ホーム等の高齢者の長寿を
祝うため

北広島町立本地小学校 現金 5,710円 防災まちづくりの推進

原水爆禁止西宮市協議会
会長　今村　岳志

現金 5,450円 原爆ドームの保存

小松　茂雄 現金 20,000円 原爆ドームの保存

第一生命労働組合　広島総合営業職
支部
執行委員長　古塚　大介

図書 45冊 教育の充実

冨田　真奈美 現金 10,000円 原爆ドームの保存

広島市立城山北中学校生徒会 現金 34,226円 防災まちづくりの推進

Le.cien 犬缶詰、おやつ 10個
動物管理センター収容犬のた

め

平成２９年（２０１７年）１０月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

イオンリテール株式会社　中四国カン
パニー

現金 572,953円 防災まちづくりの推進

石川　好廣 現金 10,000円 地域福祉の推進

宇都宮　紀晴 現金 50,000円 地域福祉の推進

金沢城北ライオンズクラブ、広島城北
ライオンズクラブ

軽自動車 １台 子育て支援

新　智之 現金 10,000円 ベンチ設置

鈴木　昭彦 現金 10,000円 平和の推進

瀬尾　祥吾 現金 20,000円 原爆ドームの保存

特許業務法人ＨＡＲＡＫＥＮＺＯ　ＷＯＲ
ＬＤ　ＰＡＴＥＮＴ＆ＴＲＡＤＥＭＡＲＫ　広
島事務所　代表　弁理士　竹野　直之

現金 10,000円 平和の推進

豊田　洋明 現金 10,000円 原爆ドームの保存

豊田　洋明 現金 10,000円 公共花壇の維持管理

中矢　裕太 現金 10,000円 子どもの見守り

花田　昭生 ねこ砂 2袋
動物管理センター収容動物の

ため

寄付内容

寄付内容



広島太田川ライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島紅葉ライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島城北ライオンズクラブ 乳幼児用遊具 １式 子育て支援

広島清流ライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島中央ライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島デルタライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島ニューライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島フェニックスライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島双葉ライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島平和ライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島ライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島鯉城ライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島ロイヤルライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島ワイズライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島若葉ライオンズクラブ 文具 １式 教育用

藤田　力 現金 10,000円 防災まちづくりの推進

松尾ゴム㈱代表取締役　松尾　仁 雨衣 39着 豪雨災害の被災地支援

マックスバリュ西日本株式会社 現金 584,935円 防災まちづくりの推進

マックスバリュ西日本株式会社 現金 782,710円 原爆ドームの保存

山本　憲子 現金 30,000円 平和の推進

Le.cien 犬用缶詰、おやつ 10個
動物管理センター収容犬のた

め

平成２９年（２０１７年）１１月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

イオンモール株式会社 現金 15,250円 防災まちづくりの推進のため

一般社団法人日本鳩レース協会 現金 100,000円 原爆ドームの保存

宇高　淳郎 現金 30,000円 被爆者援護の充実

宇都宮　紀晴 現金 10,000円 地域福祉の推進

大下　修司 現金 20,000円 スポーツ振興、ベンチ設置

奥村　拓真 現金 50,000円 スポーツ振興

寄付内容



㈱ECC地球救済キャンペーン事務局 現金 100,000円 被爆者援護の充実

株式会社山陽マルナカ 現金 109,637円 防災まちづくりの推進のため

けやき平和コンサートの会 現金 30,000円 平和の推進

宍戸　和子 英語教材 200点 教育用

大本山　永平寺
昭和６２年　同安居会

現金 20,000円
原爆ドームの保存、平和の推

進

中野　寿子 ペットシーツ 192枚
動物管理センターに収容されて

いる動物達のため

藤田　富美子 現金 10,000円 平和の推進

ボッテガ社　サンドロ・ボッテガ 現金 1,000,000円 平和の推進

 Ruamredee International School 現金 84,576円 原爆ドームの保存

Le.cien 犬缶詰、おやつ 10個 動物管理センター収容犬のため

平成２９年（２０１７年）１２月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

石井　鶴三
写真集　①「枯野の猛禽
阿知須干拓」　②「枯野の
猛禽　笠岡 阿知須 平田」

①170冊  ②73冊 教育用

伊藤　尊則 現金 10,000円 スポーツ振興

大矢　浩司 現金 10,000円 原爆ドームの保存

沖田　晃崇 補聴器 2個 療育支援

株式会社山陰合同銀行
頭取　石丸　文男

野外用電波時計 1台 教育の応援

㈱中国新聞社　代表取締役社長　岡
谷義則
㈱中国四国博報堂　代表取締役社長
池田繁実

現金 200,000円 平和の推進

株式会社広島教弘 現金 2,732円 原爆ドームの保存

株式会社やしま　代表取締役　中須賀
賢一

野外用電波時計 1台 教育の応援

川俣　茂 現金 15,000円 原爆ドームの保存

木戸　さとみ 現金 10,000円 ベンチ設置

座間市原水爆禁止協議会 現金 100,000円 被爆者援護の充実

三栄パブリックサービス株式会社 現金 98,486円 原爆ドームの保存

宍戸　和子 書籍『Prayers for Peace』 144冊 平和の推進

白鳥　茂治 現金 10,000円 スポーツ振興

寄付内容



瀬尾　博 現金 500,000円

防災まちづくりの推進、被爆者
援護の充実、街路ごみ容器の
維持管理、教育の充実、地域
福祉の推進、原爆ドームの保
存、平和の推進、環境への取
組、公共花壇の維持管理及び
子どもの見守りのため

高村　真 現金 10,000円 平和の推進

中野　寿子 ペットシーツ 384枚
動物管理センターに収容され

ている動物達のため

根尾　洋子 根尾谷淡墨桜の苗 １本 教育支援

広島安佐ロータリークラブ タブレット、絵本 一式 療育支援

広島市商ピースデパート 現金 30,000円 原爆ドームの保存

松田　守隆 現金 50,000円 原爆ドームの保存

マツダパーツ株式会社 現金 43,854円 原爆ドームの保存

松見　和行 現金 10,000円 広島市安佐動物公園の再整備

安野　史朗 現金 50,000円 原爆ドームの保存

山岸　伸次 現金 10,000円 平和の推進

Le.cien
犬缶詰、おやつ、ベッド

シーツ
一式

動物管理センター収容犬のた
め

平成３０年（２０１８年）１月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

大牟田　聡 現金 10,000円 平和の推進

「この世界の片隅に」札幌上映会実行
委員会

現金 41,961円 原爆ドームの保存

佃　　次郎 現金 10,000円 平和の推進

トーク出版代表取締役　石田利英
図書（輝く公立の星、まん

が広島カープ物語）
216冊ずつ 教育用

登根　慎太郎 現金 10,000円 スポーツ振興

中野　寿子 ペットシーツ 192枚
動物管理センターに収容され
ている動物達の衛生維持のた

め

フリーペーパーLazo 粉ミルク 2缶
動物管理センター収容犬猫の

ため

松井　智紀 現金 50,000円 平和の推進

松田　達馬 現金 10,000円 教育の充実のため

村山　　仁 現金 10,000円 平和の推進

山岸　伸次 現金 20,000円 平和の推進

Le.cien 犬缶詰、おやつ 10個
動物管理センター収容犬のた

め

寄付内容



平成３０年（２０１８年）２月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

天沼　健自 現金 10,000円 原爆ドームの保存

祇園地区青少年健全育成連絡協議
会・祇園学区社会福祉協議会

資料（冊子） 800冊
地域防災意識の向上に資する

ため

国際ソロプチミスト平和広島　会長　和
田　庸子

絵本 3,237冊 幼児教育

国際ソロプチミスト平和広島　会長　和
田　庸子

折鶴展示ケース 1台 平和の推進

国際ソロプチミスト平和広島　会長　和
田　庸子

障害児用移動台 1台 運動障害児の療育支援のため

全日本教職員組合 折りたたみ椅子 150脚
被災地の学校の教育活動や避
難所としての機能強化に役立

てるため。

段原おやじの会 しだれ桜 2本
地域の安全安心及び振興に関
する活動に際し、シンボルとし

て植樹する。

友鉄工業株式会社
代表取締役　友廣　和照

カープＶ８優勝記念デザ
インマンホール蓋

1式 広島市下水道事業を支援

中野　寿子 ペットシーツ 192枚
動物管理センターに収容され
ている動物達の衛生維持のた

め
広島県ジュニアゴルフ振興会
代表　枝広　美子

スナックゴルフスクール
セット

2式 教育用

安田女子中学高等学校 桜の苗 1本 教育用

Le.cien 犬缶詰、おやつ 10個
動物管理センター収容犬のた

め

平成３０年（２０１８年）３月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

大久保　篤 現金 10,000円 教育の充実のため

公益信託　桐原秀太郎記念教育振興
基金
受託者　三井住友信託銀行株式会社

スキャナ富士通ＳｃａｎＳｎ
ａｐ　ＦＩ－ＩＸ500Ａ

2台 特別支援教育の充実

幸本　和 現金 10,000円 スポーツ振興

木野川紙業株式会社　代表取締役
陣場　健

現金 333,456円 平和の推進

Teatro蒼 現金 17,600円 原爆ドームの保存

寄付内容

寄付内容



中野　寿子 ペットシーツ 192枚
動物管理センターに収容され
ている動物達の衛生維持のた

め

株式会社フクナガ
代表取締役　福永　健道

運動遊具 1式 療育支援のため

フリーペーパーLazo 粉ミルク ２缶
動物管理センター収容犬猫の

ため

古田　雅美 ペットシーツ 200枚
動物管理センター収容動物の

飼養管理のため

細見　秀春 現金 5,000円
教育の充実のため

(袋町小･平和資料館)

又場　日出 ペットシーツ 200枚
動物管理センター収容動物の

飼養管理のため

le.chien 犬缶詰、おやつ 10個 動物管理センター収容犬のため


