
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２７年（２０１５年）４月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

アーキウォーク広島 現金 17,204円 原爆ドームの保存

株式会社晃祐堂
代表取締役　植松　藤盛

筆 1,000本 教育用

公益財団法人広島ＹＭＣＡ
理事長　上久保　昭二

電子黒板ほか 1式 教育用

国際ソロプチミスト平和広島 玩具、絵本、紙芝居 計208点 教育用

小島　美奈子 図書 10冊 教育用

児玉　八重子 図書 20冊 平和の推進

武田　勝昭 現金 20,000円 災害復興支援

Team青麦 図書 142冊 教育用

平成２７年（２０１５年）５月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

佐々木　幸治 現金 10,000円 災害復興支援

全日本教職員組合（全教） サッカーゴールほか 1式 教育用

髙倉　富美子 現金 10,000円 原爆ドームの保存

高田　勝裕 現金 1,000,000円 教育の充実

水内　信行 現金 30,000円 平和の推進

平成２７年（２０１５年）６月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

キリスト教会・広島土砂災害支援室
室長　堀川　寛

冷風機 2台 教育用

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

図書 410冊 教育用

国際ソロプチミスト広島-中央 現金 50,000円 国際協力

国際ロータリー第２７１０地区
ガバナー　金子　克也

現金 13,000,000円 災害復興支援

関川ふれあいグループ
代表者　永井　俊之

熊手、竹ぼうき 計242本 平和記念公園等の環境美化

千葉　亮信 現金 5,000円 原爆ドームの保存

内藤　敏明 現金 10,000円 環境への取組

広島中央ロータリークラブ
会長　戸田　幹雄

ツールカート・掃除機 1式 教育用

寄付内容

寄付内容

寄付内容



箕面市立豊川南小学校６年生 現金 8,200円 原爆ドームの保存

山崎　明美 絵画 1枚 教育用



平成２７年（２０１５年）７月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

今治市立朝倉小学校 現金 8,937円 原爆ドームの保存

永伸商事株式会社
代表取締役　山本　伸次

500ml
ミネラルウォーター

720本 平和の推進

ＮＰＯ法人ＨＰＳ国際ボランティア 図書 1,100冊 教育用

ＮＰＯ法人日本移植支援協会
理事長　高橋　和子

図書 220冊 教育用

ＮＰＯ法人モースト ＤＶＤ 5枚 教育用

角谷　正 現金 50,000円 教育用

株式会社木下製作所
代表取締役　木下　潔

酸素・窒素分析装置 1台 企業活動の支援

株式会社中国放送
代表取締役社長　畑矢　健治

図書 150冊 教育用

修盃会 現金 500,000円 災害復興支援

勝楽寺 現金 41,365円 平和の推進

新温泉町長　岡本　英樹
湯村温泉観光協会長　松本　襄司

現金 30,000円 平和の推進

谷　浩一 現金 10,000円 原爆ドームの保存

ピースピースプロジェクト
代表　多田　多延子

図書 215冊 教育用

広島ビデオ倶楽部 テレビ受像器 1台 公民館学習活動用機器の充実

広島双葉ライオンズクラブ クールタオルセット 350セット 地域福祉の増進

広島平和チャリティーコンサート２０１５
実行委員会

現金 3,700,000円 被爆者援護の充実

ボランティア団体永遠に… 現金 105,716円 災害復興支援

藥本　光明 図書、本棚 1式 教育用

山口　三尊 現金 60,000円 災害復興支援

寄付内容



平成２７年（２０１５年）８月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

上谷　登茂枝 現金 100,000円 原爆ドームの保存

ＮＰＯ法人日本ユニバーサル・サウン
ドデザイン協会
理事長　中石　真一路

スピーカー（卓上型対話
システム　コミューン）

1台 地域福祉の増進

核兵器廃絶・平和建設国民会議 医療機器 22台 被爆者援護の充実

株式会社イズミ 現金 200,000円 原爆ドームの保存

株式会社文華堂 現金 198,746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

コイン通り街づくり委員会
代表　橋本　哲夫

樹木（クロガネモチ） 2本 緑化推進

佐々木　怜子 絵画 1点 教育用

ＪＡ広島市レディースクラブ 児童雑誌 1,620冊 教育用

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

谷　龍介 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

内閣総理大臣　安倍　晋三 現金 1,000,000円 平和の推進

ＢＯＴＴＥＧＡ　Ｓ．p．Ａ
Ｓａｎｄｒｏ　Ｂｏｔｔｅｇａ

現金 97,500円 被爆者援護の充実

平成２７年（２０１５年）９月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

安藤合同事務所
安藤　光子

現金 30,000円 地域福祉の増進

一般社団法人広島市佐伯区医師会
会長　福原　千史

チラシ 2,000枚 救急の日のキャンペーン

株式会社アスティ
代表取締役社長　宮本　聡

バスタオル 5,633枚
老人ホーム等の高齢者への長
寿祝い（敬老の日用）

公益社団法人日本一輪車協会
会長　杉山　重利

一輪車ほか 計12点 教育用

菅原　早苗 現金 1,000円 原爆ドームの保存

デュオ・ヴォンネフォル
浅井　優子
坂田　留美子

現金 10,000円 原爆ドームの保存

中谷　芳信 現金 20,000円 災害復興支援

平野　陽子
平野　勝男
平野　圭

現金 3,000円 原爆ドームの保存

広島県グラウンド・ゴルフ協会 現金 1,000,000円 災害復興支援

寄付内容

寄付内容



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

広島城北学園交流会＠Ｆａｃｅｂｏｏｋ 現金 13,500円 平和の推進

広島西ロータリークラブ
子どもの見守り活動用

ジャンパー
200枚 子どもの見守り活動

広島若葉ライオンズクラブ 図書 11冊 芸術・文化の向上

見山　統規 現金 10,000円 災害復興支援

Ｍｕｓｉｃ　Ｐａｒｔｙ　実行委員会
実行委員長　上田　みどり

現金 830,000円 文化振興、音楽教育の推進



平成２７年（２０１５年）１０月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

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

大牟田　章 図書 16冊 教育用

沖電気工業労働組合 現金 289,600円 被爆者援護の充実

株式会社ベリーファーム
南　こうせつ

現金 1,000,000円 平和の推進

小島　美奈子 現金 100,000円 災害復興支援

シェラトンホテル広島 現金 113,252円 防災まちづくりの推進

瀬尾　祥吾 現金 10,000円 平和の推進

西広島開発株式会社 祇園枝垂桜 1本 公園の景観向上

日比野　貞勝 現金 10,000円 教育の充実

広島西ロータリークラブ
会長　金本　善行

電動車いす 1台 運動障害児の療育支援

広島若葉ライオンズクラブ
会長　元田　賢治

折鶴奉納庫カバー 1式 被爆者援護の充実

三橋　時雄 現金 50,000円 防災まちづくりの推進

遺言者　河野　恭子
遺言執行人　新本　豊三　吉見　弘

所蔵資料の複製品等 1式
佐伯区図書館湯来河野閲覧室

の充実

平成２７年（２０１５年）１１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 被爆者援護の充実

青森県農林水産部 現金 5,500円 防災まちづくりの推進

柿原　健治 現金 50,000円 ふれあいベンチ設置

加古川市立神野小学校６年生 現金 28,000円 原爆ドームの保存

学校創立２０周年記念碑建設委員会
代表　椿　孝夫

校訓碑 1基
広島市立高須小学校創立記念

碑として

公益社団法人広島東法人会
会長　野坂　文雄

租税教育用下敷 2,525枚 教育用

座間市原水爆禁止協議会 現金 200,000円 被爆者援護の充実

第一第二もみじ作業所 現金 25,000円 原爆ドームの保存

田村　耕一郎 現金 10,000円 ふれあいベンチ設置

２０１５サンタ・プロジェクト実行委員会 写真集 15冊 東日本大震災被災地との交流

広島市農業協同組合 現金 1,250,000円 原爆ドームの保存

寄付内容

寄付内容



ＢＯＴＴＥＧＡ　Ｓ．ｐ．Ａ
Ｓａｎｄｒｏ　Ｂｏｔｔｅｇａ

現金 1,000,000円 平和の推進

本多　一助 杖（アカザの木） 70本 地域福祉の推進

松丸　朱美 現金 15,000円 平和の推進

山口　紀子 現金 10,000円 市政全般



平成２７年（２０１５年）１２月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

アイスタイル株式会社
代表取締役　石原　健

図書 412冊 教育用

荒井　浩 現金 20,000円 平和の推進

伊藤　尊則 現金 10,000円
市民主体のまちづくり活動支

援

大矢　浩司 現金 10,000円 原爆ドームの保存

片岡　勧 現金 10,000円 市政全般

株式会社中国新聞社
株式会社中国四国博報堂

現金 200,000円 平和の推進

木本　剛彰 現金 10,000円 防災まちづくりの推進

原水爆禁止西宮市協議会 現金 2,930円 原爆ドームの保存

公益財団法人理想教育財団
理事長　羽山　明

チラシ 68,900枚 教育用

柴田　忍 現金 10,000円 ふれあいベンチ設置

清水　貞博 現金 10,000円 原爆ドームの保存

全日本空輸株式会社 現金 2,280,609円 防災まちづくりの推進

創価学会 図書 319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

有限会社リラックス 現金 58,346円 地域福祉の推進

若本　正文 現金 15,000円 防災まちづくりの推進

寄付内容



平成２８年（２０１６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

一般社団法人広島県建設工業協会 図書 291冊 教育用

今井　恵子 現金 10,000円
原爆ドームの保存、被爆者援

護の充実

岡崎　仁史 現金 30,000円 原爆ドームの保存

オタフクソース株式会社 現金 20,000円 原爆ドームの保存

株式会社新生 現金 3,235円 平和の推進

株式会社フタバ図書 現金 3,427円 原爆ドームの保存

株式会社ユーハイム 現金 22,500円 原爆ドームの保存

神路小学校６年４組大田学級一同 現金 34,083円 平和の推進

岸本　裕輔 現金 50,000円
原爆ドームの保存、平和の推

進

北川　圭一 現金 10,000円
平和の推進、被爆者援護の充

実

住田株式会社
株式会社山陰合同銀行

図書 55冊 教育用

瀬戸山　晃一 現金 1,000,000円 地域福祉の推進ほか

台東区立金竜小学校 現金 36,069円 防災まちづくりの推進

大東建託株式会社広島支店
子どもの見守り活動用

ジャンパー
100枚 子どもの見守り活動

西原　洋彦 現金 50,000円 教育の充実

日本生命保険相互会社 福祉用具 1式 地域福祉の推進

ひろしまきもの遊び 現金 25,810円 原爆ドームの保存

広島もみじライオンズクラブ
会長　松重　裕美子

ワイヤー、ハンガー 26セット 教育用

Ｖ－ｐｒｏ（広島大学ボランティア推進委
員会）

現金 65,000円 国際協力

松田　達馬 現金 10,000円 ふれあいベンチ設置

平成２８年（２０１６年）２月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

飛鳥未来高等学校広島キャンパス 現金 20,100円 防災まちづくりの推進

黄金山さくらの会
下村　邦三

桜の木 14本 黄金山の桜の再生

己斐上みらい
代表　中村　英寛

図書 47冊 教育用

寄付内容

寄付内容



佐々木　静子 現金 10,000円 防災まちづくりの推進

第一生命労働組合広島総合営業職支
部

図書 86冊 教育用

中島　忠雄 図書 8冊 文化振興

広島市高等女学校・広島市立舟入高
等学校同窓会

図書 647冊 教育用

広島市立広島商業高等学校 現金 20,000円 防災まちづくりの推進

広島地区同盟 電化製品等 1式 地域福祉の推進

平成２８年（２０１６年）３月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

一般社団法人広島県LPガス協会
会長　河尻　清

ガスコンロ 6台 社会教育活動用

入野　泰子 絵画 2点
広島市現代美術館の収蔵作品

として

牛田新町４Re友の会 ルームエアコン 1台 教育の充実

株式会社　ポップヒロシマ のぼり旗 100枚 まちづくり支援

株式会社かずもとや呉服店
代表取締役　加藤　和行

掛時計（電池式） 10個
来広者への土産品としての活

用

株式会社中國新聞社 現金 500,000円 防災まちづくりの推進

公益信託桐原秀太郎記念教育振興基金
検査用具、記録用紙
習得尺度シート

５セット、７セット、
７セット

教育の充実

国際ソロプチミスト平和広島 玩具、絵本、紙芝居等 136品 常設オープンスペースの支援

木野川紙業株式会社 現金 401,235円 平和の推進

千代　章一郎 模型 1点
広島市現代美術館の収蔵作品

として

日本マクドナルド株式会社 防犯笛 10,000個 子どもの見守り活動

広島市立中筋小学校
PTA会長　花田　佳典

卓球台 1台 教育の充実

松江　泰治 写真 5点
広島市現代美術館の収蔵作品

として

寄付内容


