
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２１年（２００９年）４月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

市川　武弘 現金 5,000円 原爆ドームの保存

市川　武弘 現金 5,000円 新球場の整備

鵜川　稲山 書 1点 教育用

株式会社みずほ銀行広島支店
株式会社損害保険ジャパン広島支店
明治安田生命保険相互会社広島支社
第一生命保険相互会社広島総合支社

黄色いワッペン
（交通事故傷害保険付）

13,000個 新入学1年生の交通事故防止

ケニス株式会社 手回し発電機 1,000個 教育用

財団法人広島陸上競技協会 樹木（ハナミズキ） 1本
日本陸連の環境問題に取り組む諸活
動（グリーンプロジェクト）にともなう実
践活動

社会福祉法人もみじ福祉会
もみじ作業所

現金 35,000円 原爆ドームの保存

食協株式会社 現金 600,000円 新球場の整備

中国新聞社 ストレッチャー 2台 新球場の整備

中川正幸
中川光明
中川悟

現金 100,000円 被爆者援護の充実

日本赤十字社広島県
支部広島市地区本部

自動体外式除細動器 37セット 教育用

広島北ロータリークラブ ベビーベッド等の備品 一式 新球場の整備

広島紅葉ライオンズクラブ
車いす利用者の
介助者用観客席

20席 新球場の整備

広島市皆賀園保護者会 樹木（泰山木）、石碑 2点 皆賀園開園10周年記念

広島軟式野球私設リーグ連盟 アルミフレーム車いす 1台 新球場の整備

広島ニューライオンズクラブ
会長　山本　正二

AED
（自動対外式除細動器）

2セット 新球場の整備

広島双葉ライオンズクラブ
会長　川野　哲生

CARPの歴史モニュメント 1基 新球場の整備

広島ライオンズクラブ 植栽等 一式 新球場の整備

有限会社エノモト
代表取締役　榎本　暢之

現金 390,000円 新球場の整備

ＹＭ＜＜セゾン＞＞カード
共同事業者

現金 500円 新球場の整備

ＹＭ＜＜セゾン＞＞カード
共同事業者

現金 383,569円 新球場の整備

寄付内容



平成２１年（２００９年）５月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

上西　不二夫 和太鼓・台 一式 教育用

川口　尊司

電子血圧計
電子体温計

ＬＥＤペンライト
クッション

2個
3個
4個
1個

広島市立広島市民病院
神経内科用

茶臼台町内会
会長　日山　勝彦

公園遊具 2基 子供の遊び場の充実

藤の木学区町内会連合会 スクリーンほか 一式 教育用

平成２１年（２００９年）６月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

協同組合福祉・環境ラボ
代表理事　兼田　祐輔

aiパーク駐車装置
利用説明用看板

2台
2枚

身体に障害をお持ちの方の
駐車スペース支援

コカ・コーラウエスト株式会社
代表取締役社長兼ＣＥＯ　末吉　紀雄 一輪車 50台 教育用

国際ソロプチミスト広島-中央 現金 100,000円 ひろしま国際協力基金

財団法人日本陸上競技連盟 樹木（サトザクラ） 1本
日本陸連の環境問題に取り組む諸活
動（グリーンプロジェクト）にともなう実
践活動

青輝会
代表　堀内　芳蔵

掲示板 1台 社会教育活動

関川ふれあいグループ 熊手・竹ぼうき 165本
平和記念公園など公園の環
境美化

野地テック株式会社
代表取締役　野地　栄造

現金 1,000,000円 新球場の整備

マツダ株式会社
マツダRX-8

ハイドロジェンRE
1台

広島市交通科学館の博物
館資料

平成２１年（２００９年）７月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

株式会社フジ
クーラーボックス
ウォータージャグ

2個
2個

環境学習用

社団法人日本一輪車協会
会長　前畑　安宏

一輪車 20台 教育用

東洋観光株式会社
代表取締役　今井　誠則

現金 2,000,000円 新球場の整備

広島中央ライオンズクラブ
会長　小野裕伸

木製書架 2個 読書環境の整備充実

寄付内容

寄付内容

寄付内容



平成２１年（２００９年）８月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

浦辺　紀 現金 24,000円 被爆者援護の充実

オタフクソース株式会社
代表取締役　佐々木　茂喜

現金 10,000,000円 マツダスタジアム整備

核兵器禁止平和建設国民会議 医療器具 一式 被爆者援護の充実

國廣　哲治 現金 2,000円 子育て支援

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

JA広島市レディースクラブ
児童月刊雑誌
（年間購読）

134冊 教育用

内閣総理大臣　麻生　太郎 現金 1,000,000円 平和記念式典寄付金

新潟県中魚沼郡津南町
町長　小林　三喜男

現金 50,000円 被爆者援護の充実

日米元軍人友好ソフトボール広島大会
実行委員会　会長　瀬川　隆彦

日米不再戦誓の碑
（ベンチ型）

1基
日米不再戦と世界平和を祈
念

松本　モトミ 図書等 一式 教育用

もく　まさあき 現金 10,000円 原爆ドームの保存

平成２１年（２００９年）９月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

オタフクソース株式会社 図書 1,278冊 教育用

株式会社世界文藝社 現金 35,000円 平和推進

川﨑　壽
冊子「わたしたちの町、広島
市－そのうつりかわり－」 12,200冊 教育用

協同組合広島総合卸センター
理事長　櫻井　親

現金 50,000円
広島市制施行120周年記念
事業の推進

財団法人理想教育財団
理事長　羽山　明

ポスター・チラシ 113,400枚 教育用

広島市西部団地組合連合会
理事長　櫻井　親

現金 50,000円
広島市制施行120周年記念
事業の推進

広島市中区医師会第９支部 自動体外式除細動器 一式 教育用

広島東南ロータリークラブ
会長　中谷　一彌

ラクラックス
（患者移動用マット）

5枚
緩和ケア医療支援による地
域社会への貢献

広島若葉ライオンズクラブ
会長　八林　脩

図書 21冊 芸術・文化の向上に資する

寄付内容

寄付内容



平成２１年（２００９年）１０月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

神奈川県座間市原水爆禁止協議
会

現金 50,000円 被爆者援護の充実

株式会社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

株式会社クレディセゾン
中四国支店

現金 320,000円 原爆ドームの保存

髪笑 現金 5,963円 被爆者援護の充実

原水爆禁止西宮市協議会 現金 2,656円 原爆ドームの保存

財団法人ﾍﾞﾙﾏｰｸ教育助成財団
理事長　齋藤　諦淳

液晶テレビほか 一式 教育用

佐々木　栄治 図書 89冊 教育用

中国ＣＧＣみどりとこころの基金 樹木（ハナミズキ） 3本
環境保全活動及び地域貢
献活動

「平和への思い」みのかも実行委員会
代表　森　弓子 現金 105,000円 原爆ドームの保存

政本　裕哉 現金 100,000円 マツダスタジアム整備

明治大学グリークラブ広島公演
実行委員会

現金 251,193円 原爆ドームの保存

平成２１年（２００９年）１１月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

有田　守成 絵画 1点 施設の環境整備

井口･鈴が峰魅力さがし委員会
委員長　楠　勲二

｢西国街道いのくち
歴史の散歩道｣案内板

6基
井口･鈴が峰地区のまちづく
り推進

沖電機カスタマアドテック労働組
合

現金 51,000円 被爆者援護の充実

沖電機カスタマアドテック労働組
合

現金 51,000円 原爆ドームの保存

沖電機工業労働組合 現金 172,436円 被爆者援護の充実

株式会社大方工業所
代表取締役　大方　幸一郎

現金 1,000,000円 マツダスタジアム整備

株式会社福屋
代表取締役社長　大下　洋嗣

「広島市制施行120周年展
ひろしま・人と街の物語」開

催に伴うパネル製作等
一式

「広島市制施行120周年展
ひろしま・人と街の物語」開催

株式会社中国新聞社
代表取締役社長　川本　一之
株式会社中国博報堂
代表取締役社長　冨里　良一

現金 250,000円 平和推進

株式会社不二ビルサービス ケア事業部
代表取締役　森元　英司 現金 150,000円 高齢者福祉施策の推進

財団法人日本塗装工業会
広島県支部

原爆ドーム外柵塗装 一式 社会奉仕

寄付内容

寄付内容



社団法人広島東法人会
会長　森本　弘道

租税教育用下敷 2,660枚 教育用

末次　絵里菜 現金 1,000円 福祉の充実

広島ライオンズクラブ
会長　沢近　紀夫

自動体外式除細動器 10セット 教育用

平成２１年（２００９年）１２月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

医療法人仁医会　井口医院
にし小児科
久保田小児科医院
広島安佐商工会　事務局長　柚山　敏男
可部金融懇談会　幹事
もみじ銀行可部支店次長　高橋　克己
田中学習会可部校　　室長　藤中　浩治
可部ジュニア（可部ソフトボール育成会）
安佐北少年ソフトボール連盟
可部学区子ども会育成協議会　会長　村上
法子
二宮内科
あさひ塾
可部ＦＣ　監督　林田　良久
真﨑　浩

自動体外式除細動器 1セット 教育用

株式会社パーカーコーポレーション
機械本部

遠赤外線放射融雪装置 一式
遠赤外線放射融雪装置の
暖房機転用の共同研究

財団法人多山報恩会
理事長　増井　清

図書カード 100枚 教育用

シージーケー株式会社
代表取締役　下河内　一成

現金 310,000円 マツダスタジアム整備

斯林　三枝子
ワンタッチボディー
サポーターAタイプ

1個 消化器外科手術用

中国電設工業株式会社 現金 500,000円 マツダスタジアム整備

千代田ホームスクール 絵本 6冊 プレイルーム用

内藤　順一 図書 206冊 教育用

広島YMCA クリスマスリース 1個 小児病棟用

吉井　豊 現金 10,000円 原爆ドームの保存

平成２２年（２０１０年）１月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

不在者　住吉　アサコ
不在者財産管理人　東間　眞司

現金 5,000,000円 広島市のため

不在者　吉川　清一
不在者財産管理人　東間　眞司

現金 1,200,000円 広島市のため

不在者　吉野　正
不在者財産管理人　東間　眞司

現金 5,000,000円 広島市のため

平成２２年（２０１０年）２月分 （敬称略・50音順）

寄付内容

寄付内容



寄付者 寄付目的等

梶下　光子
おりがみのコマ

切り絵
35個
1枚

院内学級用

株式会社サンコーサプライ
代表取締役　清水　武美

現金 300,000円 マツダスタジアム整備

株式会社むさし 現金 1,500,000円 マツダスタジアム整備

神垣あゆみ企画室 現金 20,000円 原爆ドームの保存

三洋コーテック株式会社
代表取締役　小川　幸男

現金 500,000円 マツダスタジアム整備

中村角株式会社
代表取締役　中村　成朗

現金 1,000,000円 マツダスタジアム整備

広島東南ロータリークラブ
金箔鯱瓦

金箔鬼瓦復元レプリカ
３点 広島城において展示するため

広島東南ロータリークラブ 保管ケース ３点 広島城において展示するため

有限会社イフ美容室
秋本　安子

ベンチ 1基
市民全般が快適に過ごせる
公園空間の創設

平成２２年（２０１０年）３月分 （敬称略・50音順）

寄付者 寄付目的等

宇根越　由美 図書 40冊 教育用

株式会社アスティ 現金 1,500,000円 マツダスタジアム整備

株式会社F＆Aアクアホールディ
ングス

現金 1,500,000円 マツダスタジアム整備

株式会社研創
代表取締役社長　林　良一

現金 500,000円 マツダスタジアム整備

株式会社真名志鉄工所
代表取締役　真名志　輝雄

現金 500,000円 マツダスタジアム整備

株式会社巴機工 現金 30,000円 マツダスタジアム整備

栗栖　晃 プラズマテレビ 1台 園児の情操教育向上

原小学校ＰＴＡ 図書 98冊 教育用

広島ガス株式会社 ガスコンロ・ガスオーブン等 347台
公民館における社会教育活
動

広島陵北ロータリークラブ 現金 100,000円 マツダスタジアム整備

マックスバリュ西日本株式会社 現金 142,667円 環境への取り組み

寄付内容

寄付内容


