
ご寄附いただきました皆様へ 

平成３０年７月西日本豪雨被害緊急寄付金」にご応募いただきました皆様、心温まるご支援、ありがとうございます！ 

「平成 30年 7 月西日本豪雨被害緊急寄附金」として、総額 5,515,872円のご寄附をいただきました。心より御礼申し上げます。 

   当会では、皆様から寄せられました寄附金を倉敷市に寄付いたしました。 

送金された寄附金は、被災地域の子どもたちの健全育成のために有効に活用されます。 

   子ども会の皆様、各関係の方々のご協力をいただき誠にありがとうございます。 

平成 31年 3月 公益社団法人全国子ども会連合 

寄附者一覧（順不同・敬称略） 

常総市子ども会育成連合会（茨城県） 

一般社団法人神奈川県子ども会連合会 

神奈川県子ども会友の会 会員一同 

北海道士別市子ども会育成連絡協議会（会長 佐々木隆） 

帯広市青少年育成者連絡協議会（北海道） 

三笠市地域子ども会育成連絡協議会（北海道） 

一般社団法人新潟県子ども会育成連合会 

八雲町地域子ども会育成連絡協議会（北海道） 

米神子ども会（神奈川県小田原市） 

徳島県子ども会連合会 

比布町子ども会育成連絡協議会 

六美子供会（神奈川県小田原市） 

上千代子供会（神奈川県小田原市） 

67区さくら子供会（神奈川県小田原市） 

島根県子ども会連合会 

一般社団法人茨城県子ども会育成連合会 

ひかり子ども会（神奈川県小田原市） 

そよ風子ども会（神奈川県小田原市） 

学校前子ども会（神奈川県小田原市） 

東富水連合子ども協議会（神奈川県小田原市） 

三島市子ども会連合会（静岡県） 

若草子ども会（神奈川県小田原市） 

葛飾区子ども会育成会連合会（東京都） 

泉地区子ども会育成会連絡協議会（栃木県矢板市） 

神奈川県小田原市 久野小学区 舟原子ども会 

袋井市子ども会育成連合会（静岡県） 

小谷村青少年育成会 代表 相澤元宏（長野県） 

石橋地区子ども会育成会連絡協議会（栃木県下野市） 

坂口スギ子（大阪府貝塚市） 

神奈川県小田原市町田学区連合子ども会 

西大友子ども会育成者協議会（神奈川県小田原市） 

一般社団法人北海道子ども会育成連合会 

谷津子ども会（神奈川県小田原市） 

御嵩町子ども会育成協議会（岐阜県可児郡） 

伊勢崎市子ども会育成会連絡協議会（群馬県） 

小諸市青少年育成会連合会（長野県） 

神奈川県子ども会友の会茅ヶ崎支部（横浜市旭区） 

忠岡町こども会育成者協議会（大阪府泉北郡） 

かすみがうら市子ども会育成連合会（茨城県） 

矢板地区子ども会育成会連合会（栃木県矢板市） 

成田いなほ子ども育成会（神奈川県小田原市） 

鹿沼市子ども会連合会（栃木県） 

浜松市子ども会連合会（静岡県） 

足利市青少年育成会連絡協議会（栃木県） 

天塩町子ども会育成部連絡協議会（北海道天塩郡） 

山形県鶴岡市朝日子供会育成会連合会 

天間小校区子ども会 会長 高柳亜理（静岡県富士市） 

明和町子供育成協議会（群馬県邑楽郡） 

若杉子ども会 中村佳絵（茨城県かすみがうら市） 

ハッスリー子ども会（東京都府中市） 

筑西市子ども会育成連合会（茨城県） 

長沼地区育成会連絡協議会（長野県長野市） 

静岡県富士市子ども会世話人連絡協議会須津校区 

大磯町子ども会育成団体連絡協議会 会長 広瀬しのぶ 

（神奈川県中郡） 

一般社団法人埼玉県子ども会連合会 

富士中央校区子ども会（静岡県） 

富士見台校区子ども会世話人連合会（静岡県） 

福岡県子ども会育成連合会 

東根市子どもクラブ育成連絡協議会（山形県） 

厚木市子ども会育成連絡協議会（神奈川県） 

那須町子ども会育成会連絡協議会 会長 田中文規 

私市山手子ども会（大阪府交野市） 

富士見学区青葉子供会 代表 石川亜紀子（神奈川県小田原市） 

穴部子ども会（神奈川県小田原市） 

坂東市子ども会育成連合会 会長 青柳信夫（茨城県） 

静岡県富士市子ども会世話人連絡協議会丘校区 

相模原市子ども会育成連絡協議会（神奈川県） 

豊山町子ども会連絡協議会（愛知県西春日井郡） 

神奈川県小田原市 35クサナエコドモカイ 

恵庭市子ども会育成連合会 小山忠弘 

大村市子ども会育成連合会（長崎県） 

小野地区子ども会育成会（長崎県諫早市） 

別海町子ども会育成連絡協議会（北海道野付郡） 

富士見地区子ども会連合会（栃木県宇都宮市） 

小竹子ども会（神奈川県小田原市） 

五月台子供会（滋賀県蒲生郡） 

一般社団法人宮崎県子ども会育成連絡協議会 
 
 

戸祭地区青少年育成会（栃木県宇都宮市） 
熊本市子ども会育成協議会 

静岡県富士市今泉子ども会 代表 田中慎也 

牛久市子ども会育成連合会（茨城県） 

尾張旭市子ども会連絡協議会（愛知県） 

シモコマヅキクチョウ キシムラシンゾウ 

網干校区子ども会連合会（兵庫県姫路市） 

いわっこ子ども会（神奈川県足柄下郡真鶴町） 

大津茂校区子ども会（兵庫県姫路市） 

有喜地区子ども会育成連合会 会長 田中勝彦  

塩崎子ども会育成連絡協議会（長野県長野市） 

小川村子ども会育成連絡協議会 

大阪府交野市 私市子ども会 

藤沢市子ども会連絡協議会（神奈川県） 

沼津市子ども会育成連絡協議会（静岡県） 

弥生子ども会育成会（神奈川県小田原市） 

よつば子供会（神奈川県足柄下郡） 

栃木県宇都宮市雀宮地区青少年育成会 

つばめ子ども会 代表者 島田美和（茨城県かすみがうら市） 

池上子ども会（神奈川県小田原市） 

小田原市子ども会連絡協議会（神奈川県） 

桜川市子ども会育成連合会（茨城県） 

貝塚市小瀬子ども会（大阪府） 

ミタカシコレン ヤクインイチドウ 

姫路市谷内こども会（兵庫県姫路市） 

神奈川県小田原市豊川地区 桑原こども会 

片浦学区子供会（神奈川県小田原市） 

町田市子ども会育成会連絡協議会（東京都） 

（姫路市子連）香呂小学校区子ども会 代表 新山勝敏 

宇都宮市宝木地区育成会（栃木県） 

小田原市早川学区連合子ども会 会長 李平貢一（神奈川県） 

中久野子ども会（神奈川県小田原市） 

下稲吉 5区子供会（茨城県かすみがうら市） 

神奈川県小田原市永塚子供会 

宮前子ども会（神奈川県足柄上郡） 

北窪子ども会（神奈川県足柄上郡） 

宮上子ども会（神奈川県足柄上郡） 

大久保子ども会（神奈川県足柄上郡） 

遠藤子ども会（神奈川県足柄上郡） 

下井ノ口子ども会（神奈川県足柄上郡） 

山畑育成子供会（大阪府八尾市） 

富士市子ども会世話人連絡協議会（静岡県） 

15区潮子ども会（神奈川県小田原市） 

那珂川町青少年育成協会（栃木県那須郡） 

岡本北地区子ども連合会 会長 岡田春美（栃木県宇都宮市） 

14、15、24班 さつき、ききょう班 鈴木孝佳（栃木県芳賀郡） 

公益社団法人群馬県子ども会育成連合会 

稲沢市子ども会連絡協議会 会長 岩田知子（愛知県） 

岡本小地区子供会育成会連絡協議会（栃木県宇都宮市） 

富士川第一小校区子ども会育成会（静岡県） 

静岡県富士市子連育成会大淵第一校区 

東海市子ども会連絡協議会  

松江市子ども会育成協議会連合会 

一般社団法人宮城県子ども会育成連合会 

公益社団法人全国子ども会連合会 職員一同 

清原地区子ども会育成会連絡協議会（栃木県宇都宮市） 

桜井連合子ども会（神奈川県小田原市） 

下野市国分寺地区子ども会連合会（栃木県） 

宇都宮市御幸地区子ども会（栃木県） 

石川沙織（大平柿木子ども会） （静岡県伊豆市） 

石岡市子ども会育成連合会（茨城県） 

大坪弘幸（兵庫県姫路市） 

山中温泉区子ども会育成委員会（石川県加賀市） 

足利市青少年育成会指導員会（栃木県） 

足利市毛野地区青少年育成会連絡協議会（栃木県） 

伊勢崎市茂呂町子ども会育成会（群馬県） 

北海道由仁町青少年育成協議会 

岩松校区子ども会世話人連絡協議会（静岡県富士市） 

三ツ松第２住宅（大阪府貝塚市） 

メグロクコドモカイカワライサタ 

一般社団法人千葉県子ども会育成連合会 

館林市子ども会育成団体連絡協議会（群馬県） 

愛媛県子ども会連合会 

一般社団法人高知県子ども会連合会 

小田原市 61区ひばり子ども会（神奈川県） 

茨城県かすみがうら市五反田子ども会 

かすみがうら市子供会横町東 A（茨城県） 

茨城県かすみがうら市横堀大峰子供会 

中脇健輔（兵庫県姫路市飾磨校区子ども会） 

足利市大沼田町鷹ノ巣青少年育成会（栃木県） 

 

吉富町子ども会育成連絡協議会（ジュニアリーダー） 

（福岡県築上郡） 

富士市子連 田子浦校区子ども会育成会（静岡県） 

宇都宮市子ども会連合会 東地区（栃木県） 

太田市子ども会育成団体連絡協議会（群馬県） 

富士市鷹岡校区子ども会世話人連合会（静岡県） 

富岡市子ども会育成会連絡協議会（群馬県） 

北名古屋市子ども会連絡協議会（愛知県） 

山形県子ども会育成連合会 

広見小校区子ども会（静岡県富士市） 

玉村町子育連（群馬県佐波郡） 

栃木県足利市八椚町 1丁目青少年育成会 

生駒市子ども会育成連絡協議会（奈良県） 

大和郡山市子ども会育成者連絡協議会（奈良県） 

笠縫みつばち子ども会（奈良県磯城郡） 

かもしか子ども会（奈良県磯城郡） 

多青空子ども会（奈良県磯城郡） 

宮古子ども会（奈良県磯城郡） 

西八尾子ども会（奈良県磯城郡） 

南千代仲よし子ども会（奈良県磯城郡） 

小阪子ども会（奈良県磯城郡） 

宮森すみれ子ども会（奈良県磯城郡） 

あやめ子ども会（奈良県磯城郡） 

奈良県子ども会連合会 

上川町子ども会育成連絡協議会（北海道川上郡） 

神奈川県子連 清川村子連 清水ケ丘子ども会 

茨城県かすみがうら市大塚東子供会 

吉原小校区子ども会育成会（静岡県富士市） 

足利市山前地区青少年育成会連絡協議会 

ヒダカチクコドモカイイクセイレンラクキョウギカイ 

国府津学区北子ども会（神奈川県小田原市） 

陽東地区子ども会（栃木県宇都宮市） 

山梨県子どもクラブ指導者連絡協議会 

若草子ども会（神奈川県小田原市） 

栃木県下野市南河内地区子ども会育成会連絡協議会 

つくし子ども会（東京都小金井市） 

若葉はやぶさ子供会（東京都小金井市） 

本町二丁目桜子供会（東京都小金井市） 

緒方澄子（東京都小金井市） 

小金井市子供会育成連合会（東京都） 

入生田なかよし子ども会（神奈川県小田原市） 

静岡県富士市子ども会世話人連絡協議会 東校区 

知多市子ども会連絡協議会（愛知県） 

調布市上ノ原地区健全委員会 池恵（東京都） 

三井楽地区青少年健全育成連絡協議会（長崎県五島市） 

石引少年連盟（石川県金沢市） 

材木町校下少年連盟（石川県金沢市） 

田上地区子ども会連合会（石川県金沢市） 

杜の里子ども会連合会（石川県金沢市） 

長土塀少年連盟（石川県金沢市） 

浅野町少年連盟（石川県金沢市） 

千坂少年連盟（石川県金沢市） 

伏見台校区子ども会連合会（石川県金沢市） 

金沢市子ども会連合会（石川県） 

甘楽町子ども会育成会連絡協議会（群馬県） 

"全子連ユース会員有志 

平成 30年度全国子ども会 

シニア・リーダー研修会参加者有志" 

福島県子ども会育成会連合会 

川棚町子供育成会連絡協議会（ 長崎県東彼杵郡） 

大阪市子ども会育成連合協議会 

鹿児島県子ども会育成連絡協議会 

仙台市子ども会育成会連合会 

長谷川佐世子（神奈川県小田原市三の丸学区連合子ども会） 

上諫早校区育成会（長崎県諫早市） 

山形県寒河江市子ども会育成連合会 

岩手県子ども会育成連合会 

新湊校区連合子ども会（大阪府堺市） 

山梨貴司（神奈川県小田原市） 

長井市子ども会育成会連絡協議会（山形県） 

江東区少年団体連絡協議会（東京都） 

菱田昭彦（北海道檜山郡 江差町子ども会連合会） 

片石明広（北海道檜山郡 江差町子ども会連合会） 

一般社団法人長野県子ども会育成連合会 

高根沢町子ども会育成会連絡協議会（栃木県塩谷郡） 

掛川市子ども会連合会（静岡県） 

福島県子ども会育成会連合会 

七飯町地域子ども会育成連絡協議会（北海道亀田郡） 

堺市こども会育成協議会（大阪府） 

名古屋市子ども会連合会 

その他個人・団体様 

 

倉敷市へ寄贈の様子 



公募寄附金の募集に関わる募金目論見書 

 

「平成30年７月西日本豪雨被害緊急寄附金」の募集について 

 

（募集の趣旨、目的及び資金使途） 

 2018年７月5日から西日本を主に発生した記録的な豪雨により、甚大な被害が発生しています。この災害で被災された方々

の生活再建の一助とするため、下記により寄附金を募集しております。寄附金は、額面の100％を被災地教育委員会へ送金

します。皆様の暖かいご支援をお待ちしております。 

記 

１. 募集の総額及び単位  

総額：  項目２に記した募集期間中に集めた金額とする。 （目標額 ５，０００，０００円） 

 

２. 募集期間 

寄附金の募集の期間は、平成 30年７月 12日(木)から平成 30年 9月 30日(日)までとする。 

 

３. 募集対象 

 当会の関係者をはじめ広く一般の企業、個人の皆様にお願い致します。 

 

４. 申込方法 

「公募寄附金申込書_平成30年7月西日本豪雨被害緊急寄附金」に所定の事項をご記入の上、郵送かファックス又はメール

添付ファイルで下記にお送りください。 

宛名： 全国子ども会連合会事務局 寄附金係 

郵送の場合： 〒112－0012 東京都文京区大塚6-1-14 全国子ども会ビル 

ファックスの場合： 03－5319－1744 

Ｅmailの場合 ： bokin@kodomo-kai.or.jp 

 

５. 寄附金の使途について 

被災地教育委員会へ寄附金として送金する。 

 

６. 振込口座 

◆巣鴨信用金庫 大塚支店 普通預金 ３１８８８６５ 

公益社団法人全国子ども会連合会 ｼｬ)ｾﾞﾝｺｸｺﾄﾞﾓｶｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ 

 

◆郵便振替をご利用の場合 

００１４０-９-６４８４７１ 

全子連国内災害救援募金口 ｾﾞﾝｺﾚﾝｺｸﾅｲｻｲｶﾞｲｷｭｳｴﾝﾎﾞｷﾝｸﾞﾁ 

◆銀行からゆうちょ銀行への振込み 

〇一九（ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ）店 当座 ０６４８４７１ 

※振込手数料は振込者負担となります。 

 

７. 寄附者氏名の公表等 

 当会のホームページに団体名、法人名（氏名）、個人名、及び金額を掲載する。 

※匿名希望の場合は、その旨の申し出を受ける。 

以上 


