
※敬省略、公開希望の方のみ

青森県 つがる縄文の詩津軽コンサート 滋賀県 北川英俊

茨城県 上田高生

埼玉県 アザミ　サチコ

埼玉県 田中末子

東京都 セブン&アイ・ホールディングス

東京都 中山文乃

東京都 C.Y

東京都 カズー

東京都 萩原義行

愛知県 スミケイタ

ウクライナ避難民支援基金　寄付者様一覧

◆対象期間：2022/11/1~2022/11/30◆



※敬省略、公開希望の方のみ

埼玉県 柿崎利雄

埼玉県 支援

千葉県 サンフォニアドラマティーク

東京都 セブン&アイ・ホールディングス

東京都 大和田　篤

山梨県 占い太郎

愛知県 ARMS株式会社

沖縄県 ラザフォード麻弥

海外 浅沼久代

ウクライナ避難民支援基金　寄付者様一覧

◆対象期間：2022/10/1~2022/10/31◆



※敬省略、公開希望の方のみ

北海道 点字ろくの会 愛知県 柴咲

茨城県 創志会 愛知県 社会福祉法人よつ葉の会　職員一同

茨城県 土石流 鹿児島県 社会福祉法人ひいらぎ会

埼玉県 河端直樹

千葉県 Moto Miyake

東京都 セブン&アイ・ホールディングス

東京都 公益社団法人日本歯科医師会

東京都 安心生活応援団

神奈川県 DeKo

福井県 ワネッツ

ウクライナ避難民支援基金　寄付者様一覧

◆対象期間：2022/9/1~2022/9/30◆



※敬省略、公開希望の方のみ

北海道 特定非営利活動法人とむての森 東京都 株式会社中小企業のチカラ

北海道 浜田農園 東京都 公益社団法人日本歯科医師会

茨城県 土石流 東京都 松永創

埼玉県 Max Wong 神奈川県 アクセンチュア株式会社

埼玉県 たけさん 神奈川県 石坂拓也

埼玉県 ピースフル・コンサート越谷実行委員会 福井県 ワネッツ

埼玉県 佐藤一榮 愛知県 tamaパパ

東京都 ささのは 大阪府 ブルーコンシャスグループ株式会社

東京都 しんひくんとママ 和歌山県 織田信長

東京都 つながりで未来をつくるNISHISATO応援隊 香川県 特定非営利活動法人アイルコート

東京都 恩方ホーム職員一同 熊本県 社会福祉法人 諒和会

東京都 株式会社Atip 熊本県 社会福祉法人白日会 特別養護老人ホーム照古苑

東京都 株式会社アースリボーン

東京都 株式会社カシワテック

東京都 株式会社サイラット

ウクライナ避難民支援基金　寄付者様一覧

◆対象期間：2022/8/1~2022/8/31◆



※敬省略、公開希望の方のみ

北海道
特定非営利活動法人ホップ障害者地域生活支援セ

ンター
長野県 社会福祉法人稲田会 YUIを支える会

福島県 小名浜造船株式会社 静岡県 有限会社クラフト

福島県 特定非営利活動法人ひまわり福祉会 愛知県 蒲郡市

栃木県 社会福祉法人益子のぞみの里福祉会 三重県 社会福祉法人安全福祉会

群馬県 永光会 滋賀県 天台宗務庁一隅を照らす運動総本部

群馬県 社会福祉法人光の里 大阪府 ダイハツディーゼル株式会社

埼玉県 特定非営利活動法人 ケアサポートすずらん 大阪府 三協製作所

千葉県 宮田俊夫 大阪府 社会福祉法人大念仏寺社会事業団

東京都 ファイナルブルー 兵庫県 ワインでニコちゃん

東京都 伊藤寛和 兵庫県 株式会社    ジャパンエンジンコーポレーション

東京都 一般財団法人BOAT RACE振興会 兵庫県 株式会社トランスワード

東京都 一般財団法人全日本剣道道場連盟 兵庫県 松田和比古

東京都 一般社団法人日本舶用工業会 和歌山県 社会福祉法人やおき福祉会

東京都 金井弘毅 岡山県 坂井敬子

東京都 公益社団法人日本海員掖済会 徳島県 社会福祉法人山城会

東京都 小林千代子 香川県 社会福祉法人真理亜福祉会

東京都 西本 克己 香川県 多度津造船株式会社

東京都 石井弘明 愛媛県 BEMAC株式会社

東京都 中川正子 福岡県 社会福祉法人宰府福祉会

東京都 田島義資 福岡県 社会福祉法人悠光会

東京都 匿名 長崎県 社会福祉法人ほかにわ共和国

東京都 木下園子 熊本県 アートプロセス

神奈川県 Akiko Takahashi 大分県 社会福祉法人みのり村

神奈川県 エイチエムティビジネスシステム 海外 TakayukiMatsunaga

神奈川県 かもめプロペラ株式会社

神奈川県 株式会社金剛コルメット製作所

神奈川県 原 照雄

神奈川県 社会福祉法人喜楽会

神奈川県 小澤由里

山梨県 田中智

ウクライナ避難民支援基金　寄付者様一覧

◆対象期間：2022/7/1~2022/7/31◆



※敬省略、公開希望の方のみ

宮城県 株）アトム・ウェブ・システムズ 東京都 小苅米 美津子 兵庫県 医療従事者の皆様に感謝します

宮城県 岩附昭広 東京都 森谷謙一 兵庫県 土谷喜輝

茨城県 Jimmy.tanaka 東京都 千代勝正 島根県 井上明夫

茨城県 不二造園土木株式会社 東京都 長谷川隆治 岡山県 デカゲリラ

栃木県 ウクライナがんばれ 東京都 東京都立大学経済経営学部宮本ゼミ 岡山県 ペコ

群馬県 金井知巳 東京都 桃太郎飴 岡山県 よっちゃん

群馬県 中村直樹 東京都 福田英彦 広島県 ☆よんちゃん

埼玉県 ｈａｌｕ 神奈川県 jim 愛媛県 潮冷熱株式会社

埼玉県 中山健二 神奈川県 ガッツ 福岡県 芦屋町モーターボート競走事業

埼玉県 北辰商事株式会社 神奈川県 きんじ 福岡県 樋口特定非営利活動法人　たんがく

千葉県 力石裕孝 神奈川県 ささやかながら 福岡県 凡張

東京都 Chieko Asami 神奈川県 ロニー・クインタレッリ 長崎県 社会福祉法人ゆうわ会

東京都 PhilHohoemi 神奈川県 社会福祉法人聖和むつみ会 長崎県 有限会社県央リサイクル開発

東京都 Pink Fukuming 神奈川県 仲皿大盛 大分県 一燈園

東京都 おひとよし人吉 神奈川県 特定非営利活動法人 シンフォニー 鹿児島県 しげちゃん

東京都 かっつん 新潟県 福田泰 鹿児島県 とそ清風園職員互助会

東京都 てんし 富山県 とやま311ネット

東京都 はーくんパパ 岐阜県 Love Ukraine Слава Україні

東京都 はたぼー 岐阜県 ZEST　CORPORATION

東京都 ハッシー 愛知県 カリヨンの郷

東京都 みーる 愛知県 つかちゃん

東京都 医療法人財団青溪会駒木野病院 愛知県 井上慶大

東京都 株式会社トユウ 愛知県 日本丸

東京都 株式会社ナスタ 滋賀県 和醸

東京都 株式会社内部監査 京都府 Mickey_Doshisha

東京都 戸部卓治 大阪府 井上憲文

東京都 佐々木志穂 大阪府 加藤元臣

東京都 笹川順平 大阪府 株式会社大阪ボイラー製作所

東京都 山田泰久 大阪府 藤木義昭

東京都 山本和弘 兵庫県 さとぶぅ

ウクライナ避難民支援基金　寄付者様一覧

◆対象期間：2022/6/1~2022/6/30◆
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