
 

 

神奈川県社会福祉協議会では、県民の皆さまからの寄附金品をお預かりし、寄附者の意向に沿って、社会福祉施設や

団体等への支援や、かながわともしびセンターが実施する事業など、広く社会福祉の推進に役立てています。 

平成 27 年度に寄附をいただいた方のご芳名を紹介させていただきます。たくさんのご協力ありがとうございました。

（順不同・敬称略） 

 

 

★ともしび基金 189件 3,630,799 円 

「ともに生きる福祉社会づくり」をすすめるためのさまざまな事業に役立てられています 

＜個人＞  

 

 

 

＜団体＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脇 隆志 樋口正典 太田雄造 松岡万里子 山崎美貴子 名取 岐 

下村優希 横川和司 平岡太朗 前田泰二 安達喜雄 匿名 

 

（公社）全日本不動産協

会神奈川県本部・（公社）

不動産保証協会神奈川

県本部より、ともしび基

金へご寄附いただきま

した。 

(一社)生命保険協会神奈

川県協会より、ともしび

基金へご寄付いただきま

した。 

 

神奈川県グラウンド・ゴ

ルフ協会より、ともしび

基金へご寄附いただき

ました。 

 

（株）マルエツより、 

ともしび基金へご寄附

いただきました。 

 

神奈川県ボウリング協

会より、ともしび基金へ

ご寄附いただきました。 



 

 

 

JA 横浜 相模原市立上溝南小学校 

JA さがみ倉見支店 

JA かながわ西湘 

神奈川県立金沢養護学校 

神奈川県立津久井養護学校 

JA 神奈川県信連 神奈川県立小田原養護学校職員一同 

JA 湘南 神奈川県立藤沢養護学校 

湘南モノレール（株）湘南ボウル 神奈川県立湘南養護学校 

(株)マルエツ 神奈川県立横浜ひなたやま支援学校 

日本農産工業(株) 神奈川県立みどり養護学校 PTA 

(株)湘南国際村協会 神奈川県立茅ヶ崎養護学校 

相鉄ローゼン(株)港南台店 神奈川県立保土ヶ谷養護学校 

ともしびショップ喫茶あーす 神奈川県立大船高等学校 

ともしびショップなのはな (学)岩崎学園情報科学専門学校 

ともしびショップさくら運営委員会 (学)岩崎学園横浜医療情報専門学校 

ともしびショップ保健福祉大学 (学)岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校 

ともしびショップゆめ散歩 (学)岩崎学園横浜リハビリテーション専門学校 

ともしびショップマリン (学)岩崎学園横浜保育福祉専門学校 

ともしびショップアズアバードやすらぎ店 (学)岩崎学園横浜実践看護専門学校 

ともしびショップアズアバードなぎさ店 (学)山本学園横須賀法律行政専門学校 

ともしびショップ県民センター店 (福)恩賜財団済生会平塚病院 

たちばな温泉たちばな湯 (福)恩賜財団済生会若草病院 

梅乃湯 (福)湘南福祉協会総合病院湘南病院 

中島湯 (福)日本医療伝道会総合病院衣笠病院 

いなり湯 (福)進和学園しんわ本人自治会連合会 

喜久の湯 (福)箱根町社会福祉協議会 

葛の湯 (福)神奈川県共同募金会職員一同 

丸子温泉 大正琴サークル湖陽会 

第二常盤湯 天台宗神奈川教区 

千代田湯 神奈川県グラウンド・ゴルフ協会 

中区浴場組合 座間市グラウンド・ゴルフ協会 

よねの湯 神奈川県ゆりの会 

中の湯 妙深寺婦人会 

日本農産工業(株)より、と

もしび基金へご寄付いただ

きました。 



 

(一社)生命保険協会神奈川県協会 (公財)積善会曽我病院 

(一社)かながわ土地建物保全協会 (公財)積善会介護老人保健施設リバーイースト 

(一社)神奈川県保育会 (公財)神奈川県福利協会 

(一社)神奈川県高齢者福祉施設協議会 (公財)神奈川県老人クラブ連合会 

(一社)神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会 (公財)神奈川県身体障害者連合会 

神奈川県交通遺児家庭の会 (一財)神奈川県厚生福利振興会 

神奈川県手をつなぐ育成会 (一財)光之村 

神奈川県知的障害施設団体連合会 (公社)神奈川県社会福祉士会 

神奈川県肢体不自由児者父母の会連合会 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 

神奈川県心身障害児者父母の会連盟 (公社)全日本不動産協会神奈川県本部 

神奈川県保育士会 (公社)不動産保証協会神奈川県本部 

神奈川県医療福祉施設協同組合 (N)神奈川県ホームヘルプ協会 

神奈川県ボウリング場協会 (N)フュージョンコムかながわ・県肢体不自由児協会 

昭和大学保健医療学部看護学科教職員一同 (N)神奈川県障害者地域作業所連絡協議会 

SA よこはまグループ (福)湘南アフタケア協会 

ゴルフガーデンフォレスト (福)神奈川県社会福祉事業団横須賀老人ホーム 

あじさいの会 (福)神奈川県総合リハビリテーション事業団 

メナード東中条 やまゆり知的障害児者生活サポート協会 

匿名 かながわ県民センター募金箱 

神奈川県職員一同 神奈川県社会福祉会館募金箱 

神奈川県警察職員一同 本会職員一同 

  

人を思いやったり、大切にしようとする気持ちは小さな「ともしび」となり心にともります。「と

もしび基金」は、そうした一人ひとりの胸にともった“こころのともしび”を持ち寄り地域を明る

く、そして温かく照らしていこうと始まった活動から設置された基金です。 

私たちの住んでいるまちにはさまざまな人たちが住んでいます。高齢者も若者も、障害のある人も

ない人も、国籍が違っても、ともに手を取り合って歩むことのできる「ともに生きる」福祉社会づ

くりをめざします。 

みなさまの一燈にささえられ「ともしび基金」はさまざまな活動を広めています 



 

 

★一般寄附金  10件 4,482,240 円 

｢社会福祉のために｣｢障害児者のために｣など寄附の趣旨に基づき、さまざまな活動に役立てられています 

 

＜個人＞  

広瀬公子 匿名 

 

＜団体＞ 

日本農産工業（株）   

  

＜指定寄附＞    2件 3,922,240 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョンソン（株）         母と子のつどい事業のために 

神奈川県民共済生活協同組合    児童福祉施設と母子生活支援施設のために 

 

 

★子ども福祉基金  21件 1,732,358 円 

児童養護施設等で生活する児童や里親に養育されている児童を支援するために役立てられています 

 

 

  

 

 

 

 

 

＜個人＞         

スパイビー知子 荒谷昭子 湯山真沙子        故中條伸市 

菅野悠斗・あき・あこ 匿名   

   

 

 

 

神奈川県民共済生活協

同組合より、児童福祉施

設と母子生活支援施設

のためご寄附いただき

ました。 

かながわ子ども福祉基金

にご寄附いただき、 

スパイビー知子様（右）へ

感謝状を贈呈 



 

 

＜団体＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

★交通遺児援護基金  11件 5,020,000円 

交通遺児や、その世帯を支援するためのさまざまな事業に役立てられています 

 

＜個人＞  

青木繁弘          匿名 

 

＜団体＞ 

(一社)神奈川県指定自動車教習所協会 横浜ビルシステム㈱ 

神奈川県設計協同組合連合会 (一社)神奈川県自動車会議所 

大正琴サークル湖陽会 神奈川県石油業協同組合 

海老名市自動車商工組合  

  

 

★寄附品 

寄附された招待券や物品は、神奈川県内の子ども、障害者、高齢者の福祉施設等へ寄贈いただきました 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

あいおいニッセイ同和損害保険(株)MS＆AD ゆにぞんスマ

イルクラブ  

(株)タックルベリー 

歌声クラブ♫  

関東アイスクリーム協

会より児童福祉施設へ

アイスクリーム 3,026

個を寄贈いただきまし

た。 

(株)タックルベリー

より子ども福祉基金

へご寄附いただきま

した。 

神奈川観賞魚親睦会より 

高齢者福祉施設へ金魚飼

育セット 10 セットを寄

贈いただきました。 

あいおいニッセイ同和損

害保険(株)MS＆AD ゆに

ぞんスマイルクラブより

子ども福祉基金へご寄附

いただきました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間を通じてさまざまなご寄附をいただきました 

 
 

関東アイスクリーム協会 児童福祉施設等へアイスクリーム 

神奈川県遊技場協同組合・神奈川福祉事業協会 児童福祉施設等へサーカス招待 

神奈川観賞魚親睦会 高齢者施設へ観賞魚セット 

(公財)報知社会福祉事業団 児童福祉施設へ野球観戦招待、2016巨人軍カレンダー 

湘南弦楽合奏団 高齢者等へクラシックコンサート招待 

神奈川県石油商業組合・神奈川県石油業協同組合 交通遺児等へクラシックコンサート招待 

(N）日産労連 NPOセンター「ゆうらいふ 21」 児童福祉施設・障害児施設等へ観劇招待 

神奈川トヨタ自動車(株) 児童福祉施設等へクリスマスケーキ 

(公社)あゆみの箱 児童福祉施設へビデオムービーカメラ他 

神奈川県生命保険協会 市町村社会福祉協議会へ福祉巡回車 

(一社)神奈川県自動車会議所 介護老人保健施設等へ介護車両 

(株)ツルハホールディングス・クラシエホールディング

ス(株） 
介護老人保健施設へ車いす 

(福)NHK厚生文化事業団 高齢者施設へ介護者車両 

(株)カレンズ カレンダー 

東亜建設工業(株)横浜支店 カレンダー 

                           

  

             

  

 

 

            

日産労連NPOセンター

「ゆうらいふ 21」より、 

人形劇「チャリティーキ

ャラバン」劇団四季「ク

リスマスチャリティー

公演」に児童福祉施設等

の児童を招待いただき

ました。 

神奈川トヨタ自動車㈱

より 

児童福祉施設等へクリ

スマスケーキを寄贈い

ただきました。 

(株)ツルハホールディ

ングス・クラシエホール

ディングスより 

車いすを介護老人保健

施設へ寄贈いただきま

した。 

(一社)神奈川県自動車

会議所より 

介護老人保健施設等へ

介護車両を寄贈いただ

きました。 

 



 

 

使用済み切手・テレフォンカードなど 

 

神奈川県鎌倉警察署 神奈川県定年問題研究会 

神奈川県藤沢警察署 横浜教科書連絡会 

神奈川県警察職員一同 大妻同窓会神奈川 

神奈川県職員一同 元ともしびそごう OB会会長鈴木健一 

東京海上日動火災保険(株) 武枝孝子 

東亜建設工業(株)横浜支店 梅田千代子 

新田小学校 2年生 川﨑規世 

西子連 松田 武 

伊原順子 久保志津 

 

 

 

 

               

 

 

障害者福祉施設

等の活動に役立

てていただきま

した 

福祉施設で使用済切手を利用した手作り製品 

 


