
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２８年（２０１６年）４月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

荒井　輝雄 現金 20,000円 四季の花プランター設置事業

加登岡　ミチ子 現金 100,000円 防災まちづくりの推進

株式会社広庄代表取締役庄田紀子・
株式会社山陰合同銀行頭取石丸文男

プロジエクター １台 教育用

高本　千野紀 現金 20,000円 四季の花プランター設置事業

竹屋小サッカー部 サッカーゴール 1式 教育用

田中　誠 現金 20,000円 防災まちづくりの推進

田部　ハツコ 縮尺模型 1台 猿猴橋の普及

藤登　弘郎 画集 214冊 教育用

箕牧　智之 現金 20,000円 四季の花プランター設置事業

平成２８年（２０１６年）５月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

荒井　浩 現金 50,000円 平和の推進

宇高　淳郎 現金 30,000円 被爆者援護の充実

国際ソロプチミスト広島－中央 現金 1,200,000円 ベンチ設置

マックスバリュ西日本株式会社 現金 782,985円 原爆ドームの保存

翠町会館管理運営委員会　委員長
鶴見　和夫

自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）

1台 救命処置のため

毛利秀元公銅像建立委員会　会長
勝原一明

図書 655冊 教育用

平成２８年（２０１６年）６月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

NPO法人広島国際交流センター 現金 115,720円 防災まちづくりの推進

井上　生一 現金 1,000円 平和の推進

井上　生一 現金 1,000円 被爆者援護の充実

国際ロータリー第2710地区ガバナー
東　良輝

現金 1,069,626円 防災まちづくりの推進

清水　朗弘 現金 30,000円 教育の充実のため

鈴藤　淳 現金 10,000円 ベンチ設置

関川ふれあいグループ　代表者　永井
俊之

熊手、竹ぼうき 135本、65本
平和記念公園などの公園の環

境美化に役立てるため

寄付内容

寄付内容

寄付内容



千葉　亮信 現金 5,000円 原爆ドームの保存

広島中央ロータリークラブ　会長　村
上恒二

テラモトビルメンカートＬほ
か

一式 教育用

山田　佳世子 現金 15,000円 平和の推進



平成２８年（２０１６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

産業用太陽光発電設備
一式

一式 病院機能の充実

一般社団法人広島市医師会　会長
松村　誠

業務用エコキュート一式 一式 病院機能の充実

一般社団法人広島市医師会　会長
松村　誠

臨床化学自動分析装置 一式 病院機能の充実

記録映画「ヒロシマの校庭から届いた
絵」上映実行委員会
実行委員長　石田　俊海

紙芝居ＤＶＤ 205枚 教育用

小畑　富士子 現金 10,000円 ベンチ設置

新温泉町長　岡 本 英 樹　　　　　湯村
温泉観光協会長　松 元 襄 司

現金 30,000円 平和の推進

能仁　達也 現金 50,000円 平和の推進

広島市体操協会 高鉄棒（高低調節可能） 2台
小学生の大会に対応した器具

が必要なため

広島双葉ライオンズクラブ タオルセット 300セット 地域福祉の増進

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

寄付内容



平成２８年（２０１６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 平和記念式典寄附金

阿部　みなみ 現金 10,000円 原爆ドームの保存

核兵器廃絶・平和建設国民会議 内視鏡洗浄消毒装置 ３台 被爆者援護の充実

株式会社文華堂 現金 307,685円 原爆ドームの保存

原水爆禁止十日町市協議会 現金 200,000円 被爆者援護の充実

小林　　直 現金 10,000円 平和の推進

齋藤　元誉 現金 10,000円 原爆ドームの保存

JA広島市レディースクラブ
児童雑誌

「ちゃぐりん」
1,608冊 教育用

島崎　典晃 現金 10,000円 子どもの見守り

鈴木　輝夫 現金 50,000円
ひろしま国際協力基金への寄

附

谷龍介広島ミラクル後援会 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

中島　純三 現金 10,000円 原爆ドームの保存

鍋島　義規 現金 33,000円 平和記念式典寄附金

野田　悌二 現金 50,000円 被爆者援護の充実

広島市被爆教職員の会『広島の先生
たちの物語』制作委員会

ＤＶＤ『広島の先生たちの
物語』

206枚 教育用

和歌山県職員労働組合 現金 784,705円 被爆者援護の充実

平成２８年（２０１６年）９月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

石黒　由佳 現金 50,000円 平和の推進

折鶴の集い　代表　岡野喜久子 現金 10,000円 原爆ドームの保存

株式会社アスティ代表取締役社長　岡
藤　一朗

バスタオル 5,703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。

数研出版株式会社　代表取締役　星
野泰也

現金 10,000円 平和の推進

寄付内容

寄付内容



千本　順子 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 35,965円 防災まちづくりの推進

広島若葉ライオンズクラブ 図書 11冊 芸術・文化の向上

藥本　光明 図書、本棚、囲碁セット 132冊、１点、１セット
広島市立緑井小学校の図書充

実のため

米田　滋 現金 12,000円 被爆者援護の充実

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

広島平和ライオンズクラブ 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

広島中央ライオンズクラブ 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

広島双葉ライオンズクラブ 文具 １式 教育用

広島太田川ライオンズクラブ 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

広島紅葉ライオンズクラブ 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

広島清流ライオンズクラブ 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

広島ワイズライオンズクラブ 文具 １式 教育用

社会福祉法人　広島市手をつなぐ育成会 文具 １式 教育用

平成２８年（２０１６年）１０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 22,618円 防災まちづくりの推進

寄付内容



イオンリテール株式会社中四国カンパ
ニー

現金 637,235円 防災まちづくりの推進

今澤　道俊 現金 10,000円 原爆ドームの保存

沖電気カスタマアドテック労働組合 現金 85,000円 原爆ドームの保存

沖電気カスタマアドテック労働組合 現金 85,000円 被爆者援護の充実

小田原　俊明 現金 20,000円 被爆者援護の充実

城所　淳司 現金 10,000円 ベンチ設置

原水爆禁止西宮市協議会 現金 1,010円 原爆ドームの保存

コマニー株式会社 現金 20,465円 原爆ドームの保存

座間市原水爆禁止協議会 現金 200,000円 被爆者援護の充実

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－

11,660部 教育用

生活資料館仁保島村　館長　川﨑　壽
冊子「わたしたちの町、広
島市－そのうつりかわり

－」
255冊 公民館・図書館の資料

瀬尾　祥吾 現金 15,000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

図書 106冊 教育用

出島町内会　会長　丸本　睦弘
iPadAir2 WiFi16GB　ス
ペースグレイアップルＭＧ
Ｌ12Ｊ／Ａ　保護フィルム･

3台 教育用

寺師　康一郎 現金 10,000円 防災まちづくりの推進

広島きれい㈱ 現金 1,000,000円
安佐南区被災地の復興に資す

る緑化

広島南交通安全協会　会長　浮田照
義

自転車用ヘルメット 30個 教育用

マックスバリュ西日本株式会社 現金 508,039円 防災まちづくりの推進

鈴木 博見 現金 12,000円
ひろしま国際協力基金への寄

付

平成２８年（２０１６年）１１月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

石内　孝幸 現金 50,000円 子どもの見守り

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 被爆者援護のため

寄付内容



エクセル株式会社 代表取締役
瀬来　和男

スポーツ専用ＬＥＤ照明
型式：EHG700A-WB-SET

34台
広島のスポーツを行う施設環

境をよりよくしたい

加古川市立神野小学校 現金 34,384円 原爆ドームの保存

（株）ＥＣＣ地球救済キャンペーン事務
局

現金 100,000円 被爆者援護のため

川野　登美子
ＤＶＤ『語りでつづる原爆
の子の像』～六年竹組の
仲間たち～

214枚 教育用

菊池　政一 現金 100,000円 地域福祉の推進

公益社団法人　広島東法人会　会長
野坂　文雄

租税教育下敷 2,675枚 教育用

新　智之 現金 10,000円
市民主体のまちづくり活動支

援

高村　真 現金 10,000円 平和の推進

原野　鉄也 現金 50,000円 防災まちづくりの推進

広島安佐商工会　会長　仁井　孝尚 図書 234冊 教育用

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

マックスバリュ西日本株式会社 現金 872,374円 原爆ドームの保存

㈲サイクルショップカナガキ　代表取締
役　金垣　総一郎、㈱山陰合同銀行
頭取　石丸　文男

ティンパニー 1台 教育用

平成２８年（２０１６年）１２月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

青木　広子 現金 50,000円 被爆者援護のため

江藤　浩光 現金 50,000円 広島市安佐動物公園の再整備

大西　アヤメ 現金 50,000円 地域福祉の推進

大矢　浩司 現金 10,000円 原爆ドームの保存

㈱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

㈱デンソー九州  代表取締役社長
柳下　制也

フラワーボックス外 一式
設立１０周年に係る地域貢献事業の

一環として

寄付内容



角田　正紀 現金 50,000,000円 救急業務及び応急手当の普及啓発

川野　真子 ペットシーツ、猫砂 1,080枚、5袋
迷子の飼い猫を保護してもらっ
たことへのお礼（センター保護

動物の飼養管理のため）

北川　圭一 現金 10,000円 被爆者援護のため

工藤　昭利 現金 50,000円 広島市安佐動物公園の再整備

けやき平和コンサートの会 現金 50,000円 平和の推進

眞岡　律雄 現金 50,000円 平和の推進

三栄パブリックサービス株式会社 現金 42,872円 原爆ドームの保存

清水義和・広岡紀里子 ペットシーツ、猫砂 72枚、2袋
センター保護動物の飼養管理

のため

創価学会（中国方面事務総局） 書籍「女性たちのヒロシマ」 84冊 公民館・図書館の資料

長崎　美江 現金 10,000円 原爆ドームの保存

中村　裕美 ペットシーツ、猫砂 90枚、1袋 動物愛護のため

中村　裕美 現金 50,000円 動物愛護のため

広島建設青年交流会、一般社団法人広島県建
設工業協会、公益財団法人建設業福祉共済
団、西日本建設業保証㈱

図書 987冊 教育用

広島市商ピースデパート 現金 30,000円 原爆ドームの保存

広島市立広島工業高等学校　機械科
銅板折り鶴 製作班　「平和の板金術
師」

現金 20,000円 原爆ドームの保存

広島ユネスコ協会 現金 200,000円 原爆ドームの保存

藤代　國忠 現金 200円 平和の推進

藤代　國忠 現金 200円 平和の推進

藤登　弘郎 現金 10,000円 原爆ドームの保存

松下　竜男 現金 50,000円
ひろしま国際協力基金への寄

付

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 22,650円 原爆ドームの保存

南　心司 現金 50,000円 広島市安佐動物公園の再整備

森本　絖代 現金 10,000円 原爆ドームの保存



山根　康宏 現金 10,000円 原爆ドームの保存

㈲えびの瓦商店　代表取締役　海老野　徹、㈱
山陰合同銀行　頭取　石丸　文男 ピアニカ ２３台 教育用

平成２９年（２０１７年）１月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

網岡　卓二 現金 2,000,000円 防災まちづくりの推進

新井　恵子 現金 50,000円 被爆者援護のため

新井　恵子 現金 50,000円 子どもの見守り

イオンリテール株式会社
中四国カンパニー

現金 8,000円 防災まちづくりの推進

イオンリテール株式会社
中四国カンパニー

現金 9,500円 防災まちづくりの推進

今井　恵子 現金 5,000円 平和の推進

今井　恵子 現金 5,000円 被爆者援護のため

岩崎　忠 現金 50,000円 広島市安佐動物公園の再整備

ＥＤＷＡＲＤ　ＤＩＣＡＲＬＯ 現金 30,000円 原爆ドームの保存

岡崎　仁史 現金 30,000円 原爆ドームの保存

小倉　友花 現金 50,000円 被爆者援護のため

川野　真子 ペットシーツ、猫砂 1,080枚、5袋
迷子の飼い猫を保護してもらったこと
へのお礼（センター保護動物の飼養

管理のため）

熊懐　邦高 現金 180,000円 平和の推進

小寺　哲平 現金 10,000円 ベンチ設置

小林　郷子 現金 10,000円 広島市安佐動物公園の再整備

佐藤　志津男 現金 10,000円 平和の推進

佐藤　秀子 現金 10,000円 平和の推進

創価学会(中国方面事務局） 図書 234冊 教育用

瀧端　正博 現金 50,000円 地域福祉の推進

津田　文夫 現金 60,000円 原爆ドームの保存

寄付内容



出島町内会 造形遊具等 1式 公園機能の向上

寺本　康子 ペットシーツ、オムツ 100枚、18枚
センター収容動物の飼養管理

のため

西広島開発㈱ 代表取締役 下紺 秀則 イロハモミジ 1式 公園の景観向上

増本　健 図書 638冊 教育用

松井　智紀 現金 50,000円 平和の推進

ゆたか園デイサービス利用者一同 現金 7,650円 地域福祉の推進

吉政　輝保 現金 50,000円 原爆ドームの保存

平成２９年（２０１７年）２月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

阿部　みなみ 現金 10,000円 原爆ドームの保存

今治市立朝倉小学校 現金 5,748円 原爆ドームの保存

Walking with Dogs Project
タオル・ブランケット、トイ

レシーツ
48枚、1袋 センター保護動物の飼養管理

原爆ドーム世界遺産登録２０周年記念
行事実行委員会

現金 120,242円 原爆ドームの保存

佐藤　克彦
フレキハードル１０台ほか

６点
１式 教育用

新　智之 現金 10,000円 市民主体のまちづくり活動支援

世界文化遺産広島20周年記念写真展
参加者一同

現金 100,000円 原爆ドームの保存

和田　昌弘 現金 10,000円 ベンチ設置

平成２９年（２０１７年）３月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

大久保　重伸 現金 50,000円 子どもの見守り

㈱商工組合中央金庫広島西部支店 図書 266冊 教育用

公益信託桐原秀太郎記念教育振興基
金

検査用具　　知能検査用
具　　　　スキャナ

１セット　１セット　　１５台 教育用

木野川紙業株式会社　代表取締役
陣場　健

現金 426,255円 平和の推進

社会福祉法人もみじ福祉会　第一・第
二もみじ作業所

現金 25,000円 原爆ドームの保存

(株)日本マクドナルド 防犯笛 12,000本 子どもの見守り

寄付内容

寄付内容



広島中央ロータリークラブ　会長　黒
瀬　真一郎

iPad Air2 Wi-Fi 32G　ス
ペースグレイ(教育機関向

け）
5台一式 教育用

河野恭子　　新本豊三　　吉見弘 図書 500冊 湯来の歴史・文化の啓発

ワイエムセゾン株式会社 現金 701,732円 原爆ドームの保存


