寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年4月1日

匿名

愛知県

200000 保健・医療・福祉の充実

平成30年4月1日

小野村 竜 様

東京都

10000 産業の振興

平成30年4月2日

匿名

愛知県

30000 自治体にお任せ

平成30年4月2日

匿名

京都府

10000 自治体にお任せ

平成30年4月3日

匿名

東京都

30000 災害からの復興と被災者支援に関する事業

平成30年4月3日

匿名

愛知県

平成30年4月5日

匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年4月5日

匿名

東京都

10000 災害からの復興と被災者支援に関する事業

平成30年4月5日

匿名

岐阜県

20000 安全で安らぎのあるまちづくりための事業(交通・防災・環境など)

平成30年4月5日

匿名

兵庫県

10000 災害からの復興と被災者支援に関する事業

平成30年4月7日

匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年4月8日

匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年4月8日

匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年4月9日

匿名

東京都

20000 自治体にお任せ

平成30年4月10日 匿名

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年4月10日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年4月11日 匿名

大阪府

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年4月11日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年4月11日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年4月13日 匿名

東京都

50000 生活環境の充実

平成30年4月13日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年4月13日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年4月14日 匿名

岐阜県

30000 自治体にお任せ

平成30年4月14日 匿名

福井県

10000 産業の振興

平成30年4月15日 匿名

大阪府

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年4月15日 匿名

東京都

20000 災害支援に関する事業

平成30年4月15日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年4月15日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

200000 自治体にお任せ

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年4月15日 匿名

兵庫県

10000 自治体にお任せ

平成30年4月15日 匿名

愛知県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年4月16日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年4月17日 匿名

茨城県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年4月18日 匿名

広島県

30000 自治体にお任せ

平成30年4月18日 匿名

東京都

10000 災害からの復興と被災者支援に関する事業

平成30年4月18日 今西 修一 様

滋賀県

10000 災害からの復興と被災者支援に関する事業

平成30年4月19日 匿名

千葉県

20000 災害支援に関する事業

平成30年4月20日 匿名

東京都

10000 生活環境の充実

平成30年4月22日 匿名

静岡県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年4月22日 江島 孝志 様

三重県

10000 産業の振興

平成30年4月22日 匿名

三重県

10000 生活環境の充実

平成30年4月23日 匿名

滋賀県

10000 災害支援に関する事業

平成30年4月24日 匿名

広島県

20000 生活環境の充実

平成30年4月25日 匿名

大阪府

30000 自治体にお任せ

平成30年4月25日 匿名

秋田県

50000 産業の振興

平成30年4月26日 匿名

東京都

平成30年4月26日 糸井 敏子 様

東京都

10000 生活環境の充実

平成30年4月26日 匿名

青森県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年4月26日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年4月26日 匿名

愛媛県

10000 自治体にお任せ

平成30年4月27日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年4月27日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年4月28日 匿名

福岡県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年4月29日 匿名

東京都

200000 保健・医療・福祉の充実

平成30年4月30日 匿名

群馬県

10000 災害支援に関する事業

平成30年5月1日

匿名

京都府

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年5月2日

匿名

千葉県

20000 産業の振興

510000 災害支援に関する事業

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年5月3日

匿名

宮城県

10000 自治体にお任せ

平成30年5月3日

匿名

宮城県

10000 自治体にお任せ

平成30年5月3日

匿名

福島県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年5月4日

匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年5月5日

匿名

秋田県

50000 産業の振興

平成30年5月5日

匿名

東京都

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年5月5日

匿名

千葉県

10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年5月5日

匿名

沖縄県

10000 自治体にお任せ

平成30年5月6日

匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年5月6日

匿名

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年5月6日

匿名

大阪府

10000 生活環境の充実

平成30年5月6日

匿名

神奈川県

平成30年5月7日

匿名

岐阜県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年5月8日

匿名

群馬県

10000 災害支援に関する事業

平成30年5月9日

匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年5月10日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年5月10日 匿名

埼玉県

10000 災害からの復興と被災者支援に関する事業

平成30年5月10日 匿名

岐阜県

30000 保健・医療・福祉の充実

平成30年5月10日 匿名

静岡県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年5月11日 伊達 竜太 様

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年5月11日 神田 正夫 様

茨城県

26000 災害からの復興と被災者支援に関する事業

平成30年5月11日 冨山 和弘 様

茨城県

50000 自治体にお任せ

平成30年5月13日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年5月13日 原 紫津代 様

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年5月13日 原 紫津代 様

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年5月14日 匿名

東京都

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年5月14日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年5月17日 中島 まさ子 様

熊本県

10000 都市基盤の充実

11000 学校教育・生涯学習の推進

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年5月18日 匿名

和歌山県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年5月18日 匿名

東京都

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年5月18日 匿名

岐阜県

10000 自治体にお任せ

平成30年5月20日 匿名

東京都

11000 自治体にお任せ

平成30年5月20日 匿名

東京都

37000 自治体にお任せ

平成30年5月21日 匿名

埼玉県

40000 災害支援に関する事業

平成30年5月22日 吉道 尚紀 様

兵庫県

30000 生活環境の充実

平成30年5月22日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年5月23日 匿名

茨城県

20000 自治体にお任せ

平成30年5月23日 匿名

東京都

60000 自治体にお任せ

平成30年5月23日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年5月23日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年5月24日 匿名

東京都

40000 自治体にお任せ

平成30年5月25日 匿名

東京都

30000 自治体にお任せ

平成30年5月25日 匿名

福岡県

10000 自治体にお任せ

平成30年5月26日 匿名

静岡県

10000 自治体にお任せ

平成30年5月26日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年5月29日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年5月30日 鈴木 正弘 様

茨城県

10000 自治体にお任せ

平成30年5月30日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年5月30日 匿名

茨城県

37000 災害支援に関する事業

平成30年5月31日 匿名

茨城県

17000 災害支援に関する事業

平成30年6月2日

岩崎 忍 様

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年6月3日

霜田 浩正 様

茨城県

17000 自治体にお任せ

平成30年6月4日

小谷 裕子 様

三重県

10000 災害支援に関する事業

平成30年6月5日

匿名

愛知県

20000 災害支援に関する事業

平成30年6月5日

匿名

東京都

17000 産業の振興

平成30年6月5日

匿名

岐阜県

15000 生活環境の充実

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年6月6日

匿名

埼玉県

平成30年6月7日

匿名

愛媛県

10000 自治体にお任せ

平成30年6月8日

匿名

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年6月9日

匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年6月9日

匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年6月9日

匿名

茨城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年6月10日 匿名

埼玉県

20000 自治体にお任せ

平成30年6月10日 匿名

千葉県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年6月10日 匿名

茨城県

37000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年6月10日 匿名

千葉県

10000 都市基盤の充実

平成30年6月10日 匿名

愛知県

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年6月10日 匿名

北海道

40000 自治体にお任せ

平成30年6月10日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年6月10日 匿名

神奈川県

平成30年6月10日 匿名

東京都

平成30年6月11日 匿名

和歌山県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年6月12日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年6月12日 匿名

大阪府

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年6月13日 匿名

東京都

37000 自治体にお任せ

平成30年6月13日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年6月14日 匿名

千葉県

17000 自治体にお任せ

平成30年6月15日 匿名

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年6月15日 匿名

滋賀県

平成30年6月15日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年6月16日 匿名

東京都

40000 自治体にお任せ

平成30年6月17日 匿名

東京都

37000 保健・医療・福祉の充実

平成30年6月17日 匿名

茨城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年6月17日 匿名

岡山県

10000 自治体にお任せ

寄附金の使途

100000 災害支援に関する事業

10000 災害支援に関する事業
10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

200000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年6月17日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年6月17日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年6月17日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年6月17日 匿名

神奈川県

寄附金の使途

10000 産業の振興

平成30年6月17日 村上 敬 様

埼玉県

74000 自治体にお任せ

平成30年6月17日 匿名

東京都

10000 生活環境の充実

平成30年6月18日 匿名

東京都

20000 災害支援に関する事業

平成30年6月19日 匿名

東京都

10000 生活環境の充実

平成30年6月20日 匿名

神奈川県

17000 災害支援に関する事業

平成30年6月20日 匿名

岡山県

20000 災害支援に関する事業

平成30年6月21日 長谷川 均 様

宮城県

30000 災害支援に関する事業

平成30年6月22日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年6月22日 匿名

千葉県

37000 自治体にお任せ

平成30年6月22日 匿名

奈良県

10000 災害支援に関する事業

平成30年6月23日 匿名

長野県

10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年6月23日 匿名

長野県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年6月23日 匿名

東京都

20000 自治体にお任せ

平成30年6月24日 匿名

茨城県

37000 災害支援に関する事業

平成30年6月24日 匿名

石川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年6月24日 匿名

石川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年6月24日 匿名

静岡県

10000 自治体にお任せ

平成30年6月25日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年6月25日 匿名

東京都

17000 自治体にお任せ

平成30年6月25日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年6月25日 匿名

東京都

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年6月26日 匿名

東京都

10000 産業の振興

平成30年6月27日 匿名

茨城県

17000 災害支援に関する事業

平成30年6月28日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年6月28日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年6月30日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年6月30日 匿名

埼玉県

37000 生活環境の充実

平成30年7月1日

花田 滋雄 様

北海道

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年7月3日

匿名

大分県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年7月4日

長谷川 建二 様

神奈川県

30000 災害支援に関する事業

平成30年7月4日

匿名

茨城県

20000 保健・医療・福祉の充実

平成30年7月5日

匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年7月5日

匿名

京都府

10000 自治体にお任せ

平成30年7月5日

匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年7月7日

匿名

東京都

10000 産業の振興

平成30年7月7日

萩原 美恵子 様

群馬県

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月7日

匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月7日

匿名

福岡県

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月8日

匿名

東京都

37000 災害支援に関する事業

平成30年7月8日

匿名

茨城県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年7月8日

匿名

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年7月8日

匿名

静岡県

10000 自治体にお任せ

平成30年7月10日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年7月10日 匿名

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年7月11日 匿名

茨城県

20000 自治体にお任せ

平成30年7月13日 匿名

愛知県

35000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 兒島 聖恵 様

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 今井 洋 様

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

岐阜県

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月13日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月13日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 小林 奈穂 様

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

東京都

80000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 村上 由美子 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月13日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

神奈川県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

兵庫県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 浦田 康子 様

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

埼玉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

千葉県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

宮崎県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

京都府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

千葉県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

北海道

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月13日 匿名

群馬県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

神奈川県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

神奈川県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

秋田県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

大阪府

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

埼玉県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月13日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

300000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

長野県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

群馬県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 小山 博子 様

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

福岡県

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月14日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

福井県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

山口県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月14日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

大阪府

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

三重県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

千葉県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

山口県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

福井県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

岐阜県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

新潟県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

大阪府

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

三重県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

茨城県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

滋賀県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

広島県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

北海道

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

群馬県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

熊本県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

埼玉県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

千葉県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

静岡県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

北海道

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 内藤 昌平 様

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

40000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

熊本県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 森山 雄介 様

福岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

鹿児島県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月14日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

愛知県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

広島県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

神奈川県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

広島県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

富山県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

栃木県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

千葉県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

島根県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 重富 裕司 様

福岡県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

千葉県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 一戸 由美子 様

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

青森県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 太田 宣子 様

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

愛知県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月14日 匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

千葉県

30000 学校教育・生涯学習の推進

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

沖縄県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

滋賀県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

福岡県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

大阪府

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

神奈川県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 中村 弘幸 様

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

愛知県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 井上 浩己 様

和歌山県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

滋賀県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

広島県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

京都府

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月15日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

埼玉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

福岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

大阪府

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年7月15日 匿名

神奈川県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

茨城県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

大阪府

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

埼玉県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

北海道

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

山口県

70000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

滋賀県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 行原 しづ江 様

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 遠藤 美翼 様

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

福岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月15日 匿名

茨城県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

大阪府

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

沖縄県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 横関 晃宏 様

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

兵庫県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

京都府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

福島県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

茨城県

25000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

長崎県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

15000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 水越 悟史 様

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月15日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月15日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月16日 匿名

山口県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

神奈川県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

京都府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

埼玉県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

兵庫県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

埼玉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

福島県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

宮城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

埼玉県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

京都府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

福井県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月16日 匿名

兵庫県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

愛知県

20000 災害支援に関する事業

平成30年7月16日 匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

福岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

静岡県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

宮崎県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

北海道

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

栃木県

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月16日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

神奈川県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

茨城県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 岡崎 真人 様

愛知県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 白井 滋子 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

神奈川県

12000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

大分県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

埼玉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

神奈川県

平成30年7月16日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

千葉県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

山口県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 秋野 裕子 様

北海道

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

長崎県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

15000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

千葉県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 安井 彰 様

10000 災害支援に関する事業

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月16日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月16日 匿名

北海道

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年7月16日 匿名

埼玉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

広島県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

栃木県

10000 自治体にお任せ

平成30年7月16日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

愛媛県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 飯沼 勝春 様

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

岩手県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

栃木県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

福岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 菊地 信之 様

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月16日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

静岡県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 矢口 みのり 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

埼玉県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

千葉県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

福岡県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

神奈川県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年7月16日 匿名

京都府

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

大阪府

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

兵庫県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

福岡県

15000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 荒牧 瑞枝 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

滋賀県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

千葉県

50000 平成30年7月豪雨

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

北海道

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 佐藤 ゆか 様

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月16日 佐々木 好 様

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

京都府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

京都府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月16日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

長崎県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

徳島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

愛媛県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

広島県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 久保 麻美 様

奈良県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

埼玉県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月17日 舛田 龍市 様

広島県

15000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 芥川 勉 様

広島県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

兵庫県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

愛知県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

鹿児島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

神奈川県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

広島県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

広島県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

神奈川県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

埼玉県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 村田 勇一 様

京都府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

鹿児島県

100000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月17日 匿名

新潟県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

栃木県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

青森県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

福岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

群馬県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

奈良県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

新潟県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

岐阜県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 丸林 勝 様

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月17日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 馬嶋 紘策 様

愛知県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

兵庫県

100000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月18日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

神奈川県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

愛知県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

静岡県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

北海道

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 斎藤 剛史 様

栃木県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

栃木県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

埼玉県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

神奈川県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 中野 敏己 様

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

北海道

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

茨城県

62000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

神奈川県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

兵庫県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月18日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 角谷 洋子 様

静岡県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

北海道

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 高松 芳樹 様

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

神奈川県

25000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

埼玉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

茨城県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

神奈川県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

岐阜県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

山口県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

北海道

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 江口 歳春 様

広島県

300000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

千葉県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

大阪府

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

滋賀県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月18日 匿名

神奈川県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

三重県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 石丸 寿子 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月19日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

茨城県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

福岡県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

茨城県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

広島県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

京都府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 高橋 潮 様

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

三重県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 加藤 佳代 様

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 湯田坂 敏晴 様

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

広島県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

京都府

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月19日 匿名

大阪府

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

北海道

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

千葉県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

広島県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

埼玉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

北海道

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

千葉県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

佐賀県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月19日 匿名

福岡県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

新潟県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

愛知県

60000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

大阪府

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

宮城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月19日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

大阪府

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

三重県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

千葉県

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年7月20日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

北海道

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 栗林 弥生 様

熊本県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 関 由希恵 様

群馬県

6000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 桜井 達夫 様

茨城県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月20日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

長野県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

大阪府

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

宮城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

香川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

宮城県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 岡本 久美子 様

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

広島県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

大阪府

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

北海道

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

愛知県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

千葉県

80000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月20日 匿名

神奈川県

30000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月20日 匿名

神奈川県

平成30年7月21日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 熊谷 朋之 様

岩手県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

広島県

8000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

兵庫県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

熊本県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 大原 千明 様

滋賀県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

神奈川県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

埼玉県

51000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 中村 行孝 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

岡山県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

広島県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

三重県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

愛知県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 森田 龍也 様

30000 災害支援に関する事業

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月21日 柴田 薫 様

愛知県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 柴田 康男 様

愛知県

45000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

愛知県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

宮城県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

大阪府

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

群馬県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

滋賀県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

岐阜県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

東京都

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 原田 宏子 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

埼玉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

埼玉県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

茨城県

25000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

茨城県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 葛西 光春 様

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

宮崎県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 松澤 正貴 様

東京都

130000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

大阪府

150000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月21日 匿名

茨城県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 山下 圭輔 様

栃木県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

神奈川県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月21日 佐々木 智啓 様

兵庫県

12000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

京都府

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日
平成30年7月22日 松本 佳之 様

お名前

おところ

金額（円）

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

京都府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

平成30年7月22日 匿名

神奈川県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

埼玉県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

滋賀県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

岡山県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

京都府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 荒木 伸吾 様

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

千葉県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

埼玉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

大阪府

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

宮城県

10000 自治体にお任せ

平成30年7月22日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

大阪府

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

滋賀県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 安江 浩 様

10000 災害支援に関する事業

寄附金の使途

寄附日
平成30年7月22日 匿名

お名前

おところ

金額（円）

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 安島 弘美 様

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

京都府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

大阪府

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

兵庫県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月22日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

奈良県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

兵庫県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

広島県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

愛知県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

神奈川県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

兵庫県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 宇野 博文 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

滋賀県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

福岡県

5000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月22日 倉員 利典 様

宮城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 大川 峰子 様

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月22日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

愛知県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 宮澤 一行 様

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

千葉県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

広島県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

神奈川県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

兵庫県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

静岡県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 宇都 亮平 様

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月23日 匿名

宮城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

長野県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

三重県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

兵庫県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

福岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

奈良県

60000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

東京都

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

東京都

200000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

新潟県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

大阪府

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

沖縄県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 山本 雅英 様

埼玉県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 大平 さとみ 様

埼玉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月23日 匿名

香川県

平成30年7月24日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

兵庫県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

兵庫県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 近江 俊司 様

広島県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

埼玉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

茨城県

20000 平成30年7月豪雨

10000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月24日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

大阪府

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

茨城県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

東京都

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

千葉県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

東京都

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

福岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

群馬県

13000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

東京都

300000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月24日 奥山 義孝 様

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 丸山 敬 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

福井県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

兵庫県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

大阪府

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

埼玉県

12000 平成30年7月豪雨

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 小林 広人 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 和田 諭史 様

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月24日 幹 圭一郎 様
平成30年7月24日 匿名

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月25日 匿名

群馬県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 匿名

茨城県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 匿名

山梨県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 匿名

栃木県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 匿名

宮城県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 匿名

福島県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 野崎 恭輔 様

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 匿名

宮城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 匿名

滋賀県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月25日 匿名

岐阜県

30000 自治体にお任せ

平成30年7月25日 占部 正夫 様

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月26日 匿名

広島県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

千葉県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

東京都

35000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

千葉県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

兵庫県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

大阪府

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

埼玉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

岡山県

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月26日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

東京都

30000 災害支援に関する事業

平成30年7月26日 匿名

茨城県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

広島県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 古宮 昇 様

兵庫県

35000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 能勢 竜司 様

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月26日 匿名

愛知県

20000 災害支援に関する事業

平成30年7月26日 匿名

茨城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月27日 匿名

新潟県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

千葉県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

静岡県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 森田 里美 様

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

大阪府

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

広島県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

神奈川県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

長崎県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月27日 匿名

大阪府

30000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月27日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

千葉県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

兵庫県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

栃木県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月28日 匿名

広島県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 吉岡 貴代 様

香川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 砂山 春江 様

青森県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

群馬県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

静岡県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月28日 匿名

愛知県

30000 災害支援に関する事業

平成30年7月29日 匿名

東京都

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 稲垣 真也 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

兵庫県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

千葉県

20000 災害支援に関する事業

平成30年7月29日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月29日 匿名

神奈川県

130000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年7月29日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

愛知県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

京都府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 山脇 正雄 様

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 谷口 真佐人 様

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

岐阜県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

広島県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月29日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

岐阜県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 上本 裕史 様

大阪府

12000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

埼玉県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 前田 聡一郎 様

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

静岡県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

京都府

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年7月30日 匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

山口県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月30日 清水 美希 様

茨城県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

大阪府

20000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年7月30日 菊原 均 様

長野県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

神奈川県

7000 平成30年7月豪雨

平成30年7月30日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月31日 竹川 威 様

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月31日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年7月31日 匿名

福岡県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月31日 榎本 暢之 様

広島県

200000 平成30年7月豪雨

平成30年7月31日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月31日 匿名

山形県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年7月31日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年7月31日 匿名

大分県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月31日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月31日 匿名

京都府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月31日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年7月31日 匿名

福島県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年8月1日

匿名

千葉県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年8月1日

匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月1日

匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月1日

匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月1日

匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月1日

匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年8月1日

匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年8月1日

匿名

福井県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月1日

匿名

埼玉県

50000 災害支援に関する事業

平成30年8月1日

匿名

石川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月2日

匿名

長野県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年8月2日

匿名

茨城県

50000 災害支援に関する事業

平成30年8月2日

匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月2日

匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月2日

匿名

和歌山県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年8月2日

匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月2日

匿名

埼玉県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年8月3日

匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月3日

匿名

京都府

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月3日

匿名

神奈川県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年8月3日

匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月3日

匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年8月3日

匿名

山梨県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月3日

西島 智裕 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月4日

匿名

愛知県

30000 自治体にお任せ

平成30年8月4日

匿名

京都府

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月4日

匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年8月4日

匿名

兵庫県

60000 平成30年7月豪雨

平成30年8月4日

匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年8月4日

杉田 裕 様

群馬県

30000 災害支援に関する事業

平成30年8月4日

匿名

兵庫県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年8月4日

匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月4日

匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年8月4日

匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年8月4日

匿名

大阪府

20000 平成30年7月豪雨

平成30年8月4日

匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月4日

匿名

東京都

20000 災害支援に関する事業

平成30年8月5日

匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

匿名

群馬県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

匿名

埼玉県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

匿名

栃木県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月5日

匿名

大阪府

18000 災害支援に関する事業

平成30年8月5日

匿名

千葉県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

匿名

北海道

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

匿名

福岡県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

匿名

神奈川県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

籾山 和栄 様

京都府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月5日

匿名

茨城県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

船津 顕彦 様

佐賀県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

沖縄県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

栃木県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

大阪府

5000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年8月6日

匿名

群馬県

30000 自治体にお任せ

平成30年8月6日

匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

大下 俊之 様

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

兵庫県

200000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年8月6日

中山 佳代 様

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

福岡県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

谷 直樹 様

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

鹿児島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

匿名

愛知県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年8月6日

河島 カヨ子 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月7日

加藤 正造 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月7日

匿名

滋賀県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年8月7日

匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月7日

菊地 健 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月7日

匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年8月7日

匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月7日

匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月7日

渡邉 泉 様

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年8月7日

匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月8日

匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月8日

阿部 敏高 様

長野県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年8月8日

匿名

愛知県

30000 災害支援に関する事業

平成30年8月8日

匿名

埼玉県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年8月8日

匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年8月8日

匿名

福岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月8日

匿名

三重県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月8日

匿名

神奈川県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年8月8日

冨山 清 様

茨城県

30000 都市基盤の充実

平成30年8月8日

匿名

兵庫県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年8月8日

匿名

千葉県

平成30年8月9日

匿名

山口県

平成30年8月9日

匿名

東京都

10000 都市基盤の充実

平成30年8月9日

匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月10日 匿名

愛知県

平成30年8月10日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月11日 匿名

三重県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月11日 匿名

東京都

30000 災害支援に関する事業

平成30年8月11日 匿名

大阪府

110000 保健・医療・福祉の充実

平成30年8月12日 匿名

千葉県

30000 災害支援に関する事業

平成30年8月12日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月12日 匿名

愛媛県

30000 災害支援に関する事業

平成30年8月12日 匿名

東京都

30000 自治体にお任せ

平成30年8月12日 匿名

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年8月13日 匿名

東京都

平成30年8月13日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月14日 匿名

千葉県

30000 災害支援に関する事業

平成30年8月14日 匿名

千葉県

10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年8月14日 岡戸 輝哉 様

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月14日 匿名

神奈川県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年8月15日 匿名

栃木県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年8月15日 匿名

長崎県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年8月16日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

10000 災害支援に関する事業
5000 平成30年7月豪雨

8000 平成30年7月豪雨

5000 平成30年7月豪雨

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年8月16日 匿名

岡山県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月18日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年8月18日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月18日 匿名

神奈川県

平成30年8月18日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月18日 匿名

広島県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月18日 匿名

神奈川県

平成30年8月19日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年8月19日 古川 彰一 様

東京都

20000 保健・医療・福祉の充実

平成30年8月19日 匿名

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年8月19日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月19日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月20日 匿名

東京都

20000 平成30年7月豪雨

平成30年8月20日 坂野 栄 様

茨城県

10000 自治体にお任せ

平成30年8月20日 匿名

静岡県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月21日 匿名

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年8月21日 匿名

栃木県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年8月21日 匿名

東京都

30000 自治体にお任せ

平成30年8月22日 匿名

愛知県

10000 産業の振興

平成30年8月23日 匿名

大阪府

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年8月23日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月23日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月23日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月24日 匿名

奈良県

10000 自治体にお任せ

平成30年8月25日 匿名

愛知県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年8月25日 匿名

大阪府

30000 災害支援に関する事業

平成30年8月25日 笹嶋 隆 様

愛知県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年8月26日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

10000 平成30年7月豪雨

10000 災害支援に関する事業

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年8月26日 匿名

東京都

30000 保健・医療・福祉の充実

平成30年8月26日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月26日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月26日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月26日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月27日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年8月27日 匿名

埼玉県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年8月27日 匿名

千葉県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年8月27日 匿名

佐賀県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月28日 匿名

北海道

10000 自治体にお任せ

平成30年8月28日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年8月28日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年8月29日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年8月29日 匿名

三重県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月29日 匿名

佐賀県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年8月30日 匿名

東京都

平成30年8月30日 匿名

神奈川県

平成30年8月30日 匿名

福岡県

60000 自治体にお任せ

平成30年8月30日 匿名

沖縄県

10000 自治体にお任せ

平成30年8月31日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月31日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年8月31日 匿名

北海道

10000 災害支援に関する事業

平成30年8月31日 渡邉 幸夫 様

東京都

50000 災害支援に関する事業

平成30年9月1日

匿名

福島県

10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年9月1日

匿名

福島県

10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年9月1日

匿名

北海道

18000 災害支援に関する事業

平成30年9月2日

匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年9月2日

匿名

神奈川県

5000 平成30年7月豪雨
10000 災害支援に関する事業

10000 保健・医療・福祉の充実

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年9月2日

匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月2日

匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年9月3日

匿名

奈良県

20000 災害支援に関する事業

平成30年9月3日

匿名

東京都

10000 生活環境の充実

平成30年9月3日

匿名

岡山県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月3日

匿名

茨城県

平成30年9月3日

匿名

兵庫県

平成30年9月4日

匿名

神奈川県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月4日

匿名

神奈川県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月5日

匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月5日

匿名

東京都

30000 災害支援に関する事業

平成30年9月5日

匿名

岐阜県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月6日

匿名

新潟県

20000 災害支援に関する事業

平成30年9月6日

匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月6日

匿名

東京都

平成30年9月6日

匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月7日

匿名

茨城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月7日

匿名

東京都

60000 保健・医療・福祉の充実

平成30年9月7日

匿名

愛知県

200000 保健・医療・福祉の充実

平成30年9月7日

匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月7日

匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月7日

匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月7日

匿名

埼玉県

平成30年9月7日

匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月7日

匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月7日

匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月8日

匿名

長野県

30000 都市基盤の充実

平成30年9月8日

大武 好治 様

福岡県

10000 平成30年7月豪雨

100000 自治体にお任せ
10000 災害支援に関する事業

20000 平成30年7月豪雨

5000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年9月8日

匿名

東京都

30000 災害支援に関する事業

平成30年9月8日

匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月8日

匿名

埼玉県

30000 自治体にお任せ

平成30年9月8日

弘永 治 様

茨城県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月9日

匿名

神奈川県

平成30年9月9日

匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月9日

村上 雅彦 様

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年9月9日

匿名

埼玉県

20000 自治体にお任せ

平成30年9月9日

匿名

北海道

10000 自治体にお任せ

平成30年9月9日

匿名

茨城県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年9月10日 匿名

茨城県

20000 都市基盤の充実

平成30年9月10日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年9月10日 匿名

静岡県

10000 自治体にお任せ

平成30年9月11日 匿名

北海道

10000 自治体にお任せ

平成30年9月11日 匿名

千葉県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月11日 匿名

栃木県

10000 自治体にお任せ

平成30年9月12日 匿名

愛知県

20000 自治体にお任せ

平成30年9月12日 佐竹 雅之 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年9月12日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年9月12日 匿名

福岡県

平成30年9月12日 匿名

東京都

10000 産業の振興

平成30年9月12日 匿名

長野県

10000 自治体にお任せ

平成30年9月12日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年9月13日 匿名

千葉県

20000 災害支援に関する事業

平成30年9月13日 匿名

茨城県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年9月13日 匿名

東京都

30000 自治体にお任せ

平成30年9月13日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月14日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

200000 災害支援に関する事業

30000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年9月15日 匿名

神奈川県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年9月15日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月15日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月15日 匿名

福岡県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月15日 匿名

神奈川県

10000 生活環境の充実

平成30年9月15日 匿名

東京都

30000 自治体にお任せ

平成30年9月15日 上川 学 様

大阪府

30000 保健・医療・福祉の充実

平成30年9月16日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月16日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月16日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月16日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月16日 長押 松美 様

兵庫県

20000 保健・医療・福祉の充実

平成30年9月17日 匿名

東京都

10000 都市基盤の充実

平成30年9月17日 匿名

東京都

30000 平成30年7月豪雨

平成30年9月17日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年9月17日 匿名

千葉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月17日 匿名

茨城県

30000 自治体にお任せ

平成30年9月17日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年9月18日 匿名

神奈川県

平成30年9月18日 匿名

東京都

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月18日 匿名

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年9月19日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月19日 匿名

沖縄県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年9月19日 浦野 晴美 様

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年9月19日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年9月20日 匿名

東京都

20000 自治体にお任せ

平成30年9月20日 匿名

神奈川県

平成30年9月20日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

10000 保健・医療・福祉の充実
10000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日
平成30年9月21日 匿名

お名前

おところ
神奈川県

金額（円）
52000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月22日 鈴木 義将 様

茨城県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年9月24日 匿名

京都府

5000 平成30年7月豪雨

平成30年9月24日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年9月24日 匿名

千葉県

平成30年9月24日 匿名

兵庫県

平成30年9月24日 匿名

東京都

30000 自治体にお任せ

平成30年9月25日 匿名

愛知県

20000 災害支援に関する事業

平成30年9月25日 匿名

大阪府

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月26日 匿名

長野県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年9月26日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業
5000 平成30年7月豪雨

10000 自治体にお任せ

平成30年9月26日 橋本 清明 様

北海道

30000 平成30年7月豪雨

平成30年9月27日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年9月27日 匿名

愛知県

20000 自治体にお任せ

平成30年9月27日 匿名

千葉県

30000 自治体にお任せ

平成30年9月27日 匿名

茨城県

10000 生活環境の充実

平成30年9月28日 匿名

福岡県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月28日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月28日 匿名

広島県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年9月28日 匿名

大阪府

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月28日 小澤 公尚 様

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年9月28日 匿名

茨城県

10000 生活環境の充実

平成30年9月29日 匿名

東京都

40000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月29日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年9月30日 匿名

滋賀県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月30日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年9月30日 匿名

神奈川県

平成30年9月30日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ
10000 災害支援に関する事業

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年9月30日 匿名

山梨県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年9月30日 匿名

山梨県

20000 災害支援に関する事業

平成30年9月30日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月30日 匿名

広島県

40000 災害支援に関する事業

平成30年9月30日 匿名

東京都

平成30年9月30日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年9月30日 匿名

大阪府

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年9月30日 匿名

兵庫県

20000 自治体にお任せ

平成30年9月30日 匿名

東京都

20000 都市基盤の充実

平成30年9月30日 匿名

群馬県

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月30日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年9月30日 匿名

東京都

20000 災害支援に関する事業

平成30年10月1日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年10月1日 匿名

東京都

20000 自治体にお任せ

平成30年10月1日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月1日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月1日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月2日 匿名

石川県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年10月3日 匿名

長野県

30000 生活環境の充実

平成30年10月3日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月4日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年10月4日 匿名

大阪府

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年10月4日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月4日 匿名

茨城県

30000 災害支援に関する事業

平成30年10月4日 匿名

兵庫県

10000 生活環境の充実

平成30年10月4日 匿名

広島県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月4日 匿名

千葉県

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年10月4日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

5000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年10月4日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月5日 匿名

愛知県

20000 災害支援に関する事業

平成30年10月5日 匿名

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年10月5日 堀井 喜良 様

茨城県

30000 自治体にお任せ

平成30年10月5日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年10月5日 匿名

富山県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年10月6日 匿名

福岡県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月6日 匿名

広島県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月6日 匿名

宮城県

60000 災害支援に関する事業

平成30年10月7日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月7日 匿名

東京都

平成30年10月7日 匿名

神奈川県

平成30年10月7日 匿名

北海道

20000 自治体にお任せ

平成30年10月7日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月7日 匿名

広島県

10000 生活環境の充実

平成30年10月8日 匿名

鹿児島県

平成30年10月8日 匿名

京都府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年10月8日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年10月8日 匿名

大阪府

22000 災害支援に関する事業

平成30年10月9日 匿名

神奈川県

平成30年10月9日 匿名

東京都

60000 保健・医療・福祉の充実

平成30年10月9日 匿名

静岡県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年10月10日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月10日 匿名

東京都

20000 災害支援に関する事業

平成30年10月10日 匿名

大阪府

20000 自治体にお任せ

平成30年10月10日 匿名

高知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年10月10日 匿名

愛知県

平成30年10月10日 匿名

茨城県

10000 産業の振興
10000 学校教育・生涯学習の推進

40000 学校教育・生涯学習の推進

10000 自治体にお任せ

200000 学校教育・生涯学習の推進
10000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年10月11日 匿名

山形県

20000 災害支援に関する事業

平成30年10月11日 匿名

茨城県

30000 生活環境の充実

平成30年10月12日 匿名

茨城県

20000 保健・医療・福祉の充実

平成30年10月12日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月12日 匿名

東京都

平成30年10月12日 匿名

東京都

平成30年10月12日 匿名

神奈川県

平成30年10月13日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年10月13日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月13日 匿名

沖縄県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月13日 匿名

東京都

20000 災害支援に関する事業

平成30年10月14日 匿名

兵庫県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月14日 匿名

千葉県

20000 自治体にお任せ

平成30年10月15日 匿名

東京都

50000 自治体にお任せ

平成30年10月16日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月16日 匿名

埼玉県

13000 平成30年7月豪雨

平成30年10月16日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月16日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月17日 匿名

千葉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年10月17日 匿名

神奈川県

平成30年10月17日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月17日 匿名

千葉県

50000 災害支援に関する事業

平成30年10月18日 匿名

東京都

10000 産業の振興

平成30年10月18日 匿名

茨城県

34000 災害支援に関する事業

平成30年10月18日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月19日 柴 芳子 様

静岡県

300000 自治体にお任せ

平成30年10月19日 匿名

東京都

10000 産業の振興

平成30年10月19日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

22000 平成30年7月豪雨
200000 自治体にお任せ
10000 災害支援に関する事業

10000 災害支援に関する事業

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年10月19日 匿名

沖縄県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月20日 匿名

東京都

22000 災害支援に関する事業

平成30年10月20日 匿名

滋賀県

30000 災害支援に関する事業

平成30年10月21日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年10月21日 匿名

東京都

5000 平成30年7月豪雨

平成30年10月21日 匿名

茨城県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年10月21日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月22日 匿名

東京都

22000 自治体にお任せ

平成30年10月22日 匿名

大阪府

60000 産業の振興

平成30年10月22日 北島 麻友子 様

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年10月22日 匿名

東京都

40000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年10月23日 匿名

千葉県

10000 生活環境の充実

平成30年10月23日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月23日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月23日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年10月23日 匿名

埼玉県

20000 災害支援に関する事業

平成30年10月24日 匿名

東京都

34000 自治体にお任せ

平成30年10月24日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月24日 匿名

三重県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月24日 匿名

愛知県

34000 災害支援に関する事業

平成30年10月24日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月25日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月25日 匿名

福岡県

30000 災害支援に関する事業

平成30年10月25日 匿名

三重県

34000 災害支援に関する事業

平成30年10月25日 匿名

兵庫県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月25日 匿名

千葉県

22000 保健・医療・福祉の充実

平成30年10月25日 匿名

新潟県

22000 災害支援に関する事業

平成30年10月25日 匿名

福岡県

10000 産業の振興

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年10月25日 匿名

鹿児島県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月26日 匿名

愛知県

36000 災害支援に関する事業

平成30年10月26日 匿名

茨城県

20000 自治体にお任せ

平成30年10月26日 匿名

千葉県

34000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年10月26日 匿名

茨城県

20000 産業の振興

平成30年10月26日 匿名

大阪府

20000 自治体にお任せ

平成30年10月27日 匿名

茨城県

30000 自治体にお任せ

平成30年10月27日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月27日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年10月27日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月27日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年10月27日 匿名

北海道

30000 災害支援に関する事業

平成30年10月27日 匿名

福岡県

11000 保健・医療・福祉の充実

平成30年10月27日 匿名

北海道

10000 自治体にお任せ

平成30年10月27日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年10月27日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月28日 匿名

千葉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年10月28日 匿名

兵庫県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月28日 匿名

千葉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年10月28日 前田 武 様

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月28日 匿名

京都府

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月28日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月28日 匿名

大阪府

11000 災害支援に関する事業

平成30年10月28日 匿名

群馬県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月28日 匿名

岡山県

36000 災害支援に関する事業

平成30年10月28日 匿名

千葉県

34000 自治体にお任せ

平成30年10月29日 匿名

兵庫県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年10月29日 匿名

東京都

36000 災害支援に関する事業

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年10月29日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月29日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年10月29日 匿名

愛知県

22000 災害支援に関する事業

平成30年10月29日 匿名

茨城県

60000 自治体にお任せ

平成30年10月29日 匿名

茨城県

60000 自治体にお任せ

平成30年10月29日 匿名

茨城県

130000 自治体にお任せ

平成30年10月29日 匿名

大阪府

33000 災害支援に関する事業

平成30年10月29日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年10月29日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年10月29日 匿名

福岡県

34000 災害支援に関する事業

平成30年10月30日 匿名

北海道

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月30日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月30日 匿名

東京都

22000 自治体にお任せ

平成30年10月30日 匿名

北海道

10000 自治体にお任せ

平成30年10月30日 匿名

福岡県

36000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年10月30日 匿名

広島県

244000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年10月30日 匿名

宮城県

平成30年10月30日 匿名

東京都

132000 災害支援に関する事業

平成30年10月31日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月31日 匿名

愛知県

10000 産業の振興

平成30年10月31日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月31日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月31日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月31日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月31日 匿名

群馬県

10000 都市基盤の充実

平成30年10月31日 匿名

千葉県

20000 災害支援に関する事業

平成30年10月31日 匿名

宮城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月31日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

5000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年10月31日 豊島 正治 様

東京都

20000 自治体にお任せ

平成30年10月31日 匿名

茨城県

20000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年10月31日 匿名

茨城県

10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年10月31日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年10月31日 匿名

茨城県

22000 災害支援に関する事業

平成30年11月1日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月1日 匿名

福岡県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月1日 小口 正光 様

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月1日 匿名

石川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月1日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月1日 匿名

東京都

20000 災害支援に関する事業

平成30年11月1日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月2日 匿名

広島県

22000 災害支援に関する事業

平成30年11月2日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年11月2日 匿名

北海道

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月2日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月3日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月3日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月3日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月3日 大森 哲司 様

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月4日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月4日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月4日 匿名

神奈川県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月4日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月4日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月4日 匿名

東京都

20000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月4日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年11月4日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年11月4日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月4日 匿名

三重県

20000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月4日 匿名

東京都

34000 自治体にお任せ

平成30年11月5日 匿名

兵庫県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月5日 匿名

静岡県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月5日 吉野 法子 様

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月5日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月5日 匿名

千葉県

33000 自治体にお任せ

平成30年11月5日 匿名

岩手県

11000 災害支援に関する事業

平成30年11月5日 匿名

三重県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月5日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月5日 匿名

京都府

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月5日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月6日 匿名

千葉県

10000 産業の振興

平成30年11月6日 匿名

京都府

10000 自治体にお任せ

平成30年11月6日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月6日 匿名

東京都

52000 産業の振興

平成30年11月6日 匿名

神奈川県

36000 災害支援に関する事業

平成30年11月6日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月7日 匿名

埼玉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月7日 匿名

北海道

10000 自治体にお任せ

平成30年11月7日 坂本 信 様

千葉県

10000 生活環境の充実

平成30年11月7日 匿名

香川県

30000 災害支援に関する事業

平成30年11月7日 匿名

北海道

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月7日 匿名

宮城県

10000 市民参画の推進・行財政運営の効率化

平成30年11月7日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月8日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月8日 匿名

兵庫県

10000 学校教育・生涯学習の推進

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年11月8日 匿名

宮城県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月8日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月8日 坂尻 利明 様

東京都

54000 自治体にお任せ

平成30年11月9日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月9日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月9日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月9日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月9日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月9日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月9日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月9日 匿名

神奈川県

34000 災害支援に関する事業

平成30年11月9日 匿名

長野県

68000 都市基盤の充実

平成30年11月10日 匿名

大阪府

30000 災害支援に関する事業

平成30年11月10日 匿名

大阪府

10000 平成30年7月豪雨

平成30年11月10日 匿名

神奈川県

平成30年11月10日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月10日 匿名

滋賀県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月10日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月10日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月11日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年11月11日 匿名

東京都

22000 災害支援に関する事業

平成30年11月11日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月11日 匿名

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年11月11日 匿名

大阪府

平成30年11月11日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月11日 匿名

東京都

22000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月11日 匿名

茨城県

22000 災害支援に関する事業

平成30年11月11日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

10000 自治体にお任せ

244000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年11月11日 匿名

東京都

36000 自治体にお任せ

平成30年11月11日 匿名

北海道

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月11日 匿名

神奈川県

平成30年11月11日 匿名

大分県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月12日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月12日 匿名

長崎県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月12日 匿名

兵庫県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月12日 匿名

兵庫県

254000 自治体にお任せ

平成30年11月12日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月12日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月12日 匿名

神奈川県

平成30年11月12日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年11月12日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月12日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月14日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年11月14日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月14日 匿名

千葉県

22000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月14日 匿名

静岡県

30000 平成30年7月豪雨

平成30年11月14日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年11月14日 匿名

愛知県

11000 自治体にお任せ

平成30年11月15日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月15日 匿名

東京都

20000 自治体にお任せ

平成30年11月15日 匿名

千葉県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月15日 匿名

東京都

34000 災害支援に関する事業

平成30年11月15日 河尻 祐奈 様

愛知県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月15日 匿名

宮崎県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月15日 匿名

東京都

20000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月15日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

20000 保健・医療・福祉の充実

10000 学校教育・生涯学習の推進

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年11月16日 匿名

茨城県

98000 自治体にお任せ

平成30年11月16日 匿名

兵庫県

11000 災害支援に関する事業

平成30年11月16日 匿名

茨城県

平成30年11月16日 匿名

東京都

44000 災害支援に関する事業

平成30年11月16日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月16日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月16日 匿名

福岡県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月16日 匿名

鹿児島県

10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年11月16日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月16日 匿名

徳島県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月16日 匿名

千葉県

10000 生活環境の充実

平成30年11月16日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月16日 匿名

埼玉県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月16日 匿名

愛知県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月17日 匿名

東京都

20000 自治体にお任せ

平成30年11月17日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月17日 匿名

茨城県

10000 災害支援に関する事業

100000 平成30年7月豪雨

平成30年11月17日 村井 哲 様

和歌山県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月17日 匿名

神奈川県

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月17日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月18日 匿名

福岡県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月18日 匿名

福島県

34000 自治体にお任せ

平成30年11月18日 石塚 淳 様

東京都

20000 産業の振興

平成30年11月18日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年11月18日 匿名

埼玉県

60000 災害支援に関する事業

平成30年11月18日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月18日 匿名

大阪府

120000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月18日 匿名

秋田県

20000 災害支援に関する事業

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年11月18日 匿名

東京都

60000 災害支援に関する事業

平成30年11月18日 匿名

山形県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月18日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月18日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月18日 匿名

茨城県

34000 自治体にお任せ

平成30年11月18日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月18日 匿名

大阪府

33000 災害支援に関する事業

平成30年11月18日 匿名

東京都

33000 災害支援に関する事業

平成30年11月18日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月18日 匿名

神奈川県

10000 産業の振興

平成30年11月18日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月18日 匿名

東京都

34000 自治体にお任せ

平成30年11月18日 匿名

沖縄県

10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年11月19日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年11月19日 匿名

兵庫県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月19日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月19日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月19日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月19日 匿名

東京都

120000 災害支援に関する事業

平成30年11月19日 匿名

福岡県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月19日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月20日 匿名

福岡県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月20日 匿名

三重県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月20日 匿名

福島県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月20日 匿名

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年11月20日 匿名

福岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年11月20日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月20日 匿名

東京都

20000 自治体にお任せ

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年11月21日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月21日 匿名

東京都

22000 災害支援に関する事業

平成30年11月21日 匿名

神奈川県

平成30年11月21日 匿名

宮城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月21日 匿名

栃木県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月21日 匿名

東京都

120000 災害支援に関する事業

平成30年11月21日 匿名

東京都

120000 自治体にお任せ

平成30年11月21日 匿名

茨城県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月21日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年11月21日 匿名

東京都

66000 災害支援に関する事業

平成30年11月22日 匿名

大阪府

20000 災害支援に関する事業

平成30年11月22日 匿名

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月22日 匿名

東京都

34000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月22日 匿名

千葉県

22000 産業の振興

平成30年11月22日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年11月22日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月22日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月22日 匿名

神奈川県

22000 災害支援に関する事業

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月23日 大澤 弘和 様

埼玉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月23日 浅川 直彦 様

千葉県

10000 生活環境の充実

平成30年11月23日 匿名

三重県

22000 自治体にお任せ

平成30年11月23日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月23日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月23日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月23日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年11月23日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年11月23日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月23日 山田 剛史 様

長野県

10000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年11月23日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月23日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年11月23日 匿名

茨城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月23日 匿名

大阪府

244000 災害支援に関する事業

平成30年11月23日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月24日 匿名

大阪府

33000 災害支援に関する事業

平成30年11月24日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月24日 林 良太郎 様

千葉県

21000 災害支援に関する事業

平成30年11月24日 馬淵 正敏 様

岐阜県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月24日 匿名

千葉県

10000 都市基盤の充実

平成30年11月24日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月24日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月25日 匿名

福岡県

平成30年11月25日 匿名

神奈川県

34000 災害支援に関する事業

平成30年11月25日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月25日 匿名

神奈川県

10000 産業の振興

平成30年11月25日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月25日 和田 貴秀 様

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月25日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年11月25日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年11月25日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月25日 匿名

大阪府

30000 災害支援に関する事業

平成30年11月25日 鈴木 浩道 様

埼玉県

20000 災害支援に関する事業

平成30年11月26日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月26日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年11月26日 匿名

三重県

22000 自治体にお任せ

平成30年11月26日 匿名

東京都

22000 災害支援に関する事業

平成30年11月26日 匿名

栃木県

30000 自治体にお任せ

10000 学校教育・生涯学習の推進

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年11月26日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年11月27日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年11月27日 匿名

福島県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月27日 匿名

東京都

平成30年11月27日 匿名

神奈川県

100000 平成30年7月豪雨
10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月27日 大木 泰子 様

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月27日 匿名

埼玉県

22000 自治体にお任せ

平成30年11月27日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月27日 匿名

兵庫県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年11月27日 匿名

東京都

平成30年11月27日 匿名

滋賀県

22000 災害支援に関する事業

平成30年11月27日 匿名

茨城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月27日 匿名

埼玉県

20000 災害支援に関する事業

平成30年11月28日 匿名

東京都

22000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月28日 匿名

神奈川県

20000 災害支援に関する事業

平成30年11月28日 畑中 稔朗 様

青森県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月28日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月29日 須田 寿み江 様

千葉県

100000 災害支援に関する事業

平成30年11月29日 須田 康二 様

千葉県

100000 災害支援に関する事業

平成30年11月29日 匿名

大阪府

33000 災害支援に関する事業

平成30年11月29日 匿名

大阪府

30000 都市基盤の充実

平成30年11月29日 匿名

神奈川県

平成30年11月29日 匿名

東京都

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年11月29日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年11月29日 匿名

岡山県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月30日 匿名

東京都

平成30年11月30日 匿名

大阪府

34000 災害支援に関する事業

平成30年11月30日 匿名

神奈川県

40000 災害支援に関する事業

244000 自治体にお任せ

20000 災害支援に関する事業

120000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年11月30日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年11月30日 匿名

東京都

60000 災害支援に関する事業

平成30年11月30日 匿名

東京都

22000 都市基盤の充実

平成30年11月30日 匿名

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年11月30日 匿名

埼玉県

20000 災害支援に関する事業

平成30年11月30日 匿名

東京都

平成30年11月30日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年11月30日 匿名

熊本県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月1日 匿名

群馬県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月1日 匿名

奈良県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月1日 匿名

東京都

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月1日 匿名

神奈川県

平成30年12月1日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月1日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月1日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月1日 匿名

茨城県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月1日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月1日 匿名

兵庫県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月1日 匿名

愛知県

33000 災害支援に関する事業

平成30年12月1日 匿名

千葉県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月1日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月1日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月1日 匿名

東京都

11000 災害支援に関する事業

平成30年12月1日 匿名

兵庫県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月1日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月1日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月1日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月1日 匿名

千葉県

10000 生活環境の充実

120000 自治体にお任せ

10000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月1日 匿名

千葉県

33000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月1日 匿名

宮城県

10000 産業の振興

平成30年12月2日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月2日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月2日 匿名

三重県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月2日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月2日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月2日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月2日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月2日 匿名

神奈川県

30000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月2日 匿名

宮城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月2日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月2日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月2日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月2日 匿名

新潟県

22000 自治体にお任せ

平成30年12月2日 中井 茂樹 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月2日 匿名

茨城県

34000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月2日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月2日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月2日 匿名

群馬県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月2日 匿名

東京都

20000 自治体にお任せ

平成30年12月3日 匿名

兵庫県

22000 産業の振興

平成30年12月3日 匿名

茨城県

11000 自治体にお任せ

平成30年12月3日 野々垣 浩樹 様

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月3日 匿名

東京都

10000 都市基盤の充実

平成30年12月3日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月3日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月3日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年12月3日 匿名

埼玉県

5000 自治体にお任せ

平成30年12月3日 匿名

福島県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月3日 匿名

長崎県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月3日 匿名

愛知県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月3日 匿名

静岡県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月3日 匿名

静岡県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月3日 匿名

東京都

34000 災害支援に関する事業

平成30年12月3日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月3日 匿名

東京都

10000 都市基盤の充実

平成30年12月3日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月3日 匿名

千葉県

33000 産業の振興

平成30年12月3日 匿名

茨城県

62000 自治体にお任せ

平成30年12月4日 匿名

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月4日 匿名

愛知県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月4日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月4日 匿名

東京都

70000 災害支援に関する事業

平成30年12月4日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月4日 匿名

東京都

10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年12月4日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月4日 匿名

東京都

20000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月4日 匿名

広島県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月4日 匿名

栃木県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月4日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月4日 匿名

静岡県

100000 災害支援に関する事業

平成30年12月4日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月4日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月4日 匿名

東京都

200000 平成30年7月豪雨

平成30年12月4日 松田 雄寿 様

埼玉県

33000 災害支援に関する事業

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月4日 サミティオータコーン ジェサダコーン 様

東京都

313000 災害支援に関する事業

平成30年12月4日 匿名

東京都

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月5日 匿名

神奈川県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月5日 匿名

神奈川県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月5日 山田 有則 様

北海道

10000 自治体にお任せ

平成30年12月5日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月5日 匿名

和歌山県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月5日 匿名

千葉県

22000 生活環境の充実

平成30年12月5日 匿名

栃木県

59000 災害支援に関する事業

平成30年12月5日 有賀 幸子 様

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月5日 匿名

茨城県

平成30年12月5日 匿名

神奈川県

平成30年12月5日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月5日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月5日 岡本 一愛 様

千葉県

32000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月5日 匿名

茨城県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月6日 合志 文利 様

熊本県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月6日 匿名

愛知県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月6日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月6日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月6日 匿名

東京都

60000 災害支援に関する事業

平成30年12月6日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月6日 匿名

広島県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月6日 小川 駿 様

埼玉県

33000 災害支援に関する事業

平成30年12月6日 匿名

愛知県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月6日 匿名

東京都

37000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月6日 匿名

大阪府

50000 平成30年7月豪雨

平成30年12月6日 匿名

福島県

86000 災害支援に関する事業

100000 生活環境の充実
10000 災害支援に関する事業

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年12月6日 山本 貴明 様

兵庫県

11000 自治体にお任せ

平成30年12月6日 黒木 耕次郎 様

埼玉県

44000 災害支援に関する事業

平成30年12月6日 匿名

宮城県

244000 災害支援に関する事業

平成30年12月6日 匿名

大阪府

11000 災害支援に関する事業

平成30年12月6日 匿名

埼玉県

34000 自治体にお任せ

平成30年12月6日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月6日 匿名

福島県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月6日 匿名

福島県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月6日 匿名

福島県

10000 都市基盤の充実

平成30年12月6日 匿名

滋賀県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月6日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月7日 匿名

千葉県

10000 生活環境の充実

平成30年12月7日 匿名

茨城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月7日 匿名

千葉県

37000 災害支援に関する事業

平成30年12月7日 匿名

埼玉県

平成30年12月7日 匿名

埼玉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月7日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月7日 匿名

東京都

30000 都市基盤の充実

平成30年12月7日 匿名

千葉県

33000 災害支援に関する事業

平成30年12月7日 匿名

大阪府

244000 災害支援に関する事業

平成30年12月7日 匿名

岐阜県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月7日 匿名

島根県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月7日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月8日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月8日 匿名

千葉県

30000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年12月8日 匿名

東京都

60000 産業の振興

平成30年12月8日 匿名

石川県

60000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月8日 匿名

神奈川県

33000 災害支援に関する事業

5000 平成30年7月豪雨

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年12月8日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月8日 匿名

東京都

40000 災害支援に関する事業

平成30年12月8日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月8日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月8日 匿名

愛知県

100000 平成30年7月豪雨

平成30年12月8日 匿名

岐阜県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月8日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月8日 匿名

大阪府

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月8日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月8日 匿名

徳島県

10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年12月8日 匿名

三重県

50890 平成30年7月豪雨

平成30年12月8日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年12月8日 匿名

東京都

34000 災害支援に関する事業

平成30年12月8日 匿名

山口県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月8日 匿名

広島県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月8日 匿名

青森県

120000 災害支援に関する事業

平成30年12月8日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月9日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

東京都

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月9日 匿名

東京都

22000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

鳥取県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月9日 匿名

神奈川県

22000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月9日 匿名

埼玉県

22000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

千葉県

59000 災害支援に関する事業

平成30年12月9日 匿名

東京都

33000 産業の振興

平成30年12月9日 匿名

栃木県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

北海道

60000 災害支援に関する事業

平成30年12月9日 匿名

福岡県

32000 災害支援に関する事業

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年12月9日 匿名

埼玉県

44000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

東京都

64000 産業の振興

平成30年12月9日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

香川県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月9日 匿名

山梨県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月9日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月9日 匿名

東京都

30000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年12月9日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月9日 匿名

兵庫県

37000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月9日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月9日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月9日 匿名

北海道

37000 災害支援に関する事業

平成30年12月9日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月9日 匿名

秋田県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

京都府

37000 災害支援に関する事業

平成30年12月9日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

京都府

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月9日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月9日 匿名

京都府

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月10日 匿名

神奈川県

平成30年12月10日 匿名

福岡県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月10日 匿名

茨城県

22000 自治体にお任せ

平成30年12月10日 匿名

熊本県

10000 学校教育・生涯学習の推進

20000 自治体にお任せ

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月10日 匿名

宮崎県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月10日 匿名

山形県

10000 都市基盤の充実

平成30年12月10日 匿名

愛知県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月10日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月10日 大黒 浩嗣 様

大阪府

平成30年12月10日 匿名

茨城県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月10日 匿名

埼玉県

22000 生活環境の充実

平成30年12月10日 匿名

茨城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月10日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月10日 匿名

東京都

30000 災害支援に関する事業

平成30年12月10日 匿名

茨城県

111000 災害支援に関する事業

平成30年12月10日 匿名

神奈川県

59000 災害支援に関する事業

平成30年12月11日 匿名

愛知県

平成30年12月11日 匿名

神奈川県

平成30年12月11日 匿名

奈良県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月11日 匿名

大阪府

33000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月11日 匿名

群馬県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月11日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月11日 匿名

北海道

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月11日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月11日 匿名

大阪府

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月11日 匿名

広島県

59000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月11日 匿名

秋田県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月11日 匿名

秋田県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月11日 匿名

秋田県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月11日 匿名

神奈川県

平成30年12月11日 匿名

東京都

平成30年12月11日 匿名

神奈川県

244000 保健・医療・福祉の充実

22000 生活環境の充実
22000 災害支援に関する事業

25000 平成30年7月豪雨
10000 災害支援に関する事業
10000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年12月11日 匿名

東京都

40000 自治体にお任せ

平成30年12月11日 匿名

滋賀県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月11日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月11日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月11日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月12日 匿名

香川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月12日 匿名

静岡県

34000 災害支援に関する事業

平成30年12月12日 匿名

茨城県

40000 自治体にお任せ

平成30年12月12日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月12日 匿名

福島県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月12日 匿名

愛知県

36000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月12日 匿名

沖縄県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月12日 匿名

愛媛県

37000 自治体にお任せ

平成30年12月12日 匿名

福岡県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月12日 匿名

千葉県

20000 自治体にお任せ

平成30年12月12日 匿名

長野県

34000 自治体にお任せ

平成30年12月12日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月13日 匿名

滋賀県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月13日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月13日 匿名

長野県

68000 災害支援に関する事業

平成30年12月13日 吉原 優一 様

長野県

20000 災害支援に関する事業

平成30年12月13日 匿名

新潟県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月13日 成瀬 永 様

岡山県

10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年12月13日 匿名

東京都

59000 自治体にお任せ

平成30年12月13日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月13日 匿名

東京都

60000 災害支援に関する事業

平成30年12月13日 匿名

茨城県

22000 自治体にお任せ

平成30年12月13日 匿名

静岡県

10000 災害支援に関する事業

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月13日 匿名

京都府

10000 生活環境の充実

平成30年12月13日 匿名

静岡県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月13日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月14日 匿名

大阪府

33000 自治体にお任せ

平成30年12月14日 匿名

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年12月14日 品川 明仁 様

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月14日 匿名

東京都

10000 産業の振興

平成30年12月14日 匿名

埼玉県

34000 自治体にお任せ

平成30年12月14日 匿名

千葉県

20000 自治体にお任せ

平成30年12月14日 匿名

茨城県

30000 自治体にお任せ

平成30年12月14日 匿名

北海道

10000 生活環境の充実

平成30年12月14日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月14日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月14日 町田 文子 様

沖縄県

平成30年12月14日 廣瀬 好子 様

茨城県

42000 自治体にお任せ

平成30年12月14日 匿名

茨城県

22000 自治体にお任せ

平成30年12月14日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月14日 匿名

東京都

60000 自治体にお任せ

平成30年12月14日 菅谷 斉 様

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

5000 平成30年7月豪雨

平成30年12月15日 匿名

神奈川県

10000 産業の振興

平成30年12月15日 匿名

埼玉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月15日 匿名

東京都

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月15日 匿名

石川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月15日 匿名

愛媛県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月15日 匿名

奈良県

20000 災害支援に関する事業

平成30年12月15日 久野 友義 様

岐阜県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月15日 匿名

滋賀県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月15日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月15日 匿名

神奈川県

30000 自治体にお任せ

平成30年12月15日 匿名

北海道

20000 自治体にお任せ

平成30年12月15日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月15日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月16日 匿名

福岡県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月16日 匿名

福岡県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月16日 匿名

東京都

33000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月16日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月16日 匿名

茨城県

10000 産業の振興

平成30年12月16日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月16日 匿名

東京都

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月16日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月16日 匿名

埼玉県

30000 災害支援に関する事業

平成30年12月16日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月16日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月16日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月16日 匿名

埼玉県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月16日 匿名

東京都

20000 自治体にお任せ

平成30年12月16日 匿名

神奈川県

平成30年12月16日 匿名

東京都

平成30年12月16日 匿名

鹿児島県

平成30年12月16日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月16日 匿名

佐賀県

34000 自治体にお任せ

平成30年12月16日 匿名

神奈川県

平成30年12月16日 匿名

栃木県

22000 自治体にお任せ

平成30年12月16日 匿名

埼玉県

37000 災害支援に関する事業

平成30年12月16日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月16日 筒井 幹史 様

大阪府

10000 保健・医療・福祉の充実

15000 平成30年7月豪雨
10000 自治体にお任せ
20000 学校教育・生涯学習の推進

36000 災害支援に関する事業

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年12月16日 匿名

茨城県

20000 自治体にお任せ

平成30年12月16日 匿名

三重県

50000 平成30年7月豪雨

平成30年12月16日 匿名

大阪府

10000 産業の振興

平成30年12月17日 匿名

新潟県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月17日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月17日 匿名

福島県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月17日 匿名

神奈川県

平成30年12月17日 匿名

京都府

10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年12月17日 匿名

茨城県

22000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月17日 匿名

茨城県

22000 自治体にお任せ

平成30年12月17日 匿名

長崎県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月17日 匿名

茨城県

平成30年12月17日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月17日 匿名

茨城県

18000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月17日 匿名

茨城県

22000 都市基盤の充実

平成30年12月18日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月18日 匿名

東京都

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月18日 匿名

沖縄県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月18日 匿名

愛知県

120000 災害支援に関する事業

平成30年12月18日 匿名

群馬県

30000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月18日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月18日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月18日 匿名

大分県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月18日 佐戸井 安彦 様

静岡県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月18日 匿名

茨城県

22000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月18日 匿名

東京都

37000 災害支援に関する事業

平成30年12月18日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月18日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

100000 自治体にお任せ

22000 自治体にお任せ

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年12月19日 匿名

埼玉県

60000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年12月19日 匿名

広島県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月19日 匿名

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月19日 飯田 義樹 様

東京都

59000 災害支援に関する事業

平成30年12月19日 匿名

兵庫県

22000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月19日 大川 武志 様

北海道

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月19日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月19日 匿名

青森県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月19日 匿名

神奈川県

10000 都市基盤の充実

平成30年12月19日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月20日 野尻 順子 様

兵庫県

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月20日 匿名

熊本県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月20日 匿名

埼玉県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月20日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月20日 匿名

東京都

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月20日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月20日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月20日 匿名

奈良県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月20日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月20日 匿名

埼玉県

30000 自治体にお任せ

平成30年12月20日 匿名

熊本県

120000 災害支援に関する事業

平成30年12月20日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月20日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年12月20日 匿名

茨城県

32000 自治体にお任せ

平成30年12月20日 宇高 昇 様

千葉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月20日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成30年12月20日 匿名

栃木県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月20日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月20日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月20日 匿名

愛知県

244000 災害支援に関する事業

平成30年12月21日 匿名

新潟県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月21日 匿名

東京都

20000 災害支援に関する事業

平成30年12月21日 匿名

千葉県

22000 自治体にお任せ

平成30年12月21日 匿名

東京都

10000 産業の振興

平成30年12月21日 匿名

北海道

244000 災害支援に関する事業

平成30年12月21日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月21日 匿名

岐阜県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月21日 匿名

静岡県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月21日 匿名

東京都

平成30年12月21日 匿名

茨城県

20000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月22日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月22日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月22日 匿名

兵庫県

11000 都市基盤の充実

平成30年12月22日 匿名

三重県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月22日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月22日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月22日 匿名

茨城県

平成30年12月22日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月22日 匿名

茨城県

100000 災害支援に関する事業

平成30年12月22日 匿名

栃木県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月22日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月22日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月22日 匿名

東京都

30000 自治体にお任せ

平成30年12月22日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月22日 匿名

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年12月22日 匿名

千葉県

34000 災害支援に関する事業

120000 自治体にお任せ

100000 学校教育・生涯学習の推進

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月22日 匿名

東京都

37000 災害支援に関する事業

平成30年12月22日 匿名

福岡県

30000 生活環境の充実

平成30年12月22日 匿名

青森県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月22日 匿名

京都府

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月22日 匿名

北海道

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月23日 匿名

神奈川県

平成30年12月23日 匿名

岡山県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月23日 匿名

大阪府

60000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月23日 匿名

東京都

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月23日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月23日 匿名

和歌山県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月23日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月23日 匿名

千葉県

30000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月23日 匿名

東京都

22000 自治体にお任せ

平成30年12月23日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月23日 匿名

神奈川県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年12月23日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月23日 匿名

神奈川県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月23日 匿名

兵庫県

11000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月23日 匿名

岩手県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月23日 匿名

東京都

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月23日 匿名

茨城県

40000 災害支援に関する事業

平成30年12月23日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月23日 南橋 丈二 様

茨城県

20000 自治体にお任せ

平成30年12月23日 町田 哲平 様

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月23日 匿名

東京都

20000 災害支援に関する事業

平成30年12月23日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月23日 匿名

滋賀県

10000 災害支援に関する事業

22000 学校教育・生涯学習の推進

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月23日 匿名

茨城県

20000 自治体にお任せ

平成30年12月23日 匿名

愛媛県

平成30年12月23日 匿名

東京都

11000 自治体にお任せ

平成30年12月23日 匿名

島根県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月23日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月23日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月23日 匿名

茨城県

20000 都市基盤の充実

平成30年12月24日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月24日 匿名

神奈川県

平成30年12月24日 匿名

香川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月24日 匿名

千葉県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月24日 匿名

大阪府

30000 自治体にお任せ

平成30年12月24日 匿名

東京都

22000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月24日 匿名

愛知県

20000 自治体にお任せ

平成30年12月24日 匿名

東京都

37000 産業の振興

平成30年12月24日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月24日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月24日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月24日 匿名

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年12月24日 匿名

千葉県

平成30年12月24日 匿名

茨城県

平成30年12月24日 匿名

愛知県

平成30年12月24日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月24日 匿名

大分県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月24日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月24日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月24日 匿名

神奈川県

10000 産業の振興

平成30年12月24日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

244000 災害支援に関する事業

10000 自治体にお任せ

132000 自治体にお任せ
40000 災害支援に関する事業
120000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月24日 匿名

東京都

10000 生活環境の充実

平成30年12月24日 匿名

神奈川県

60000 災害支援に関する事業

平成30年12月24日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月24日 高木 順子 様

東京都

20000 都市基盤の充実

平成30年12月24日 匿名

広島県

11000 災害支援に関する事業

平成30年12月24日 匿名

神奈川県

平成30年12月24日 匿名

東京都

200000 災害支援に関する事業

平成30年12月24日 匿名

千葉県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月24日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月24日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月24日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

10000 自治体にお任せ

平成30年12月24日 菊月 まゆ子 様

神奈川県

22000 産業の振興

平成30年12月25日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月25日 匿名

千葉県

11000 自治体にお任せ

平成30年12月25日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月25日 匿名

千葉県

20000 自治体にお任せ

平成30年12月25日 匿名

埼玉県

11000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月25日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月25日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月25日 匿名

東京都

30000 産業の振興

平成30年12月25日 匿名

神奈川県

平成30年12月25日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月25日 匿名

北海道

20000 災害支援に関する事業

平成30年12月25日 匿名

神奈川県

60000 災害支援に関する事業

平成30年12月25日 匿名

神奈川県

32000 自治体にお任せ

平成30年12月25日 匿名

千葉県

20000 産業の振興

平成30年12月25日 匿名

千葉県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月25日 匿名

滋賀県

10000 災害支援に関する事業

10000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月25日 匿名

富山県

11000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月25日 長島 里佳 様

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月25日 匿名

東京都

20000 自治体にお任せ

平成30年12月25日 匿名

北海道

22000 産業の振興

平成30年12月25日 匿名

茨城県

100000 災害支援に関する事業

平成30年12月25日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月25日 南谷 嘉彦 様

愛知県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月25日 匿名

山形県

45000 災害支援に関する事業

平成30年12月25日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月25日 匿名

静岡県

20000 自治体にお任せ

平成30年12月25日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月25日 角谷 和美 様

東京都

1000000 災害支援に関する事業

平成30年12月25日 匿名

茨城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月25日 匿名

茨城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月26日 匿名

大阪府

37000 自治体にお任せ

平成30年12月26日 匿名

埼玉県

20000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月26日 匿名

千葉県

10000 生活環境の充実

平成30年12月26日 匿名

東京都

10000 産業の振興

平成30年12月26日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月26日 匿名

神奈川県

59000 災害支援に関する事業

平成30年12月26日 匿名

東京都

59000 災害支援に関する事業

平成30年12月26日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月26日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月26日 匿名

茨城県

50000 自治体にお任せ

平成30年12月26日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月26日 匿名

京都府

10000 自治体にお任せ

平成30年12月26日 匿名

神奈川県

10000 生活環境の充実

平成30年12月26日 匿名

兵庫県

10000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月26日 匿名

静岡県

37000 災害支援に関する事業

平成30年12月26日 匿名

神奈川県

平成30年12月26日 匿名

東京都

平成30年12月26日 匿名

東京都

22000 自治体にお任せ

平成30年12月26日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月26日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月26日 匿名

滋賀県

5000 平成30年7月豪雨

平成30年12月26日 匿名

三重県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月26日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月26日 匿名

神奈川県

11000 災害支援に関する事業

平成30年12月26日 匿名

愛知県

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月26日 匿名

長野県

60000 自治体にお任せ

平成30年12月26日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月27日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月27日 匿名

北海道

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月27日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月27日 匿名

愛媛県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月27日 匿名

愛媛県

20000 自治体にお任せ

平成30年12月27日 匿名

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月27日 匿名

茨城県

40000 自治体にお任せ

平成30年12月27日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

12000 平成30年7月豪雨
244000 災害支援に関する事業

平成30年12月27日 金子 英哲 様

茨城県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月27日 匿名

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月27日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月27日 匿名

東京都

30000 災害支援に関する事業

平成30年12月27日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月27日 匿名

茨城県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月27日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月27日 匿名

東京都

74000 自治体にお任せ

平成30年12月27日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月27日 鳥井 慶明 様

愛知県

30000 災害支援に関する事業

平成30年12月27日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月28日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月28日 匿名

茨城県

60000 災害支援に関する事業

平成30年12月28日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月28日 匿名

東京都

20000 災害支援に関する事業

平成30年12月28日 匿名

東京都

33000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月28日 匿名

岩手県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月28日 匿名

千葉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月28日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月28日 匿名

茨城県

20000 自治体にお任せ

平成30年12月28日 匿名

茨城県

32000 自治体にお任せ

平成30年12月28日 村上 洋一 様

大分県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月28日 匿名

東京都

20000 自治体にお任せ

平成30年12月28日 匿名

岩手県

37000 災害支援に関する事業

平成30年12月28日 匿名

東京都

11000 平成30年7月豪雨

平成30年12月28日 匿名

東京都

10000 生活環境の充実

平成30年12月28日 匿名

茨城県

平成30年12月28日 匿名

兵庫県

平成30年12月28日 匿名

長野県

平成30年12月28日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月28日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

100000 災害支援に関する事業
30000 学校教育・生涯学習の推進
120000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月28日 稲葉 秀樹 様

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月28日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月28日 匿名

宮崎県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月28日 匿名

宮崎県

10000 保健・医療・福祉の充実

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年12月28日 中野 定子 様

奈良県

37000 災害支援に関する事業

平成30年12月28日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月28日 匿名

埼玉県

497000 自治体にお任せ

平成30年12月29日 匿名

東京都

10000 都市基盤の充実

平成30年12月29日 匿名

大阪府

30000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月29日 坂口 康孝 様

埼玉県

10000 生活環境の充実

平成30年12月29日 藥袋 佳祐 様

奈良県

22000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月29日 匿名

千葉県

10000 産業の振興

平成30年12月29日 匿名

埼玉県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月29日 三浦 美波 様

東京都

20000 災害支援に関する事業

平成30年12月29日 匿名

茨城県

22000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年12月29日 匿名

埼玉県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月29日 匿名

東京都

60000 災害支援に関する事業

平成30年12月29日 匿名

東京都

11000 市民参画の推進・行財政運営の効率化

平成30年12月29日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月29日 匿名

大阪府

100000 平成30年7月豪雨

平成30年12月29日 匿名

岡山県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月29日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月29日 伊達 竜太 様

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月29日 匿名

神奈川県

30000 災害支援に関する事業

平成30年12月29日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月29日 森 剛 様

兵庫県

37000 災害支援に関する事業

平成30年12月29日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月29日 匿名

神奈川県

244000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月29日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月29日 匿名

静岡県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月29日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

茨城県

22000 自治体にお任せ

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月30日 匿名

神奈川県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月30日 匿名

神奈川県

22000 生活環境の充実

平成30年12月30日 匿名

神奈川県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

愛知県

22000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月30日 匿名

兵庫県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月30日 匿名

島根県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月30日 匿名

鳥取県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

神奈川県

平成30年12月30日 匿名

愛知県

22000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月30日 匿名

東京都

10000 都市基盤の充実

平成30年12月30日 匿名

埼玉県

30000 自治体にお任せ

平成30年12月30日 匿名

東京都

30000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

東京都

30000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

愛知県

37000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月30日 匿名

茨城県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月30日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月30日 匿名

茨城県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月30日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月30日 匿名

福井県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月30日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月30日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月30日 匿名

埼玉県

59000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月30日 匿名

東京都

32000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月30日 中込 健太 様

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

千葉県

20000 学校教育・生涯学習の推進

寄附金の使途

10000 市民参画の推進・行財政運営の効率化

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月30日 匿名

東京都

37000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月30日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月30日 匿名

東京都

30000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

茨城県

20000 自治体にお任せ

平成30年12月30日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月30日 匿名

広島県

平成30年12月30日 小林 直人 様

東京都

50000 平成30年7月豪雨

平成30年12月30日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

東京都

60000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

石川県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

兵庫県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月30日 匿名

東京都

60000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

茨城県

37000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

東京都

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月30日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 中野 京 様

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 高井 雅子 様

岐阜県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月30日 匿名

埼玉県

60000 自治体にお任せ

平成30年12月30日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月30日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月30日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

神奈川県

平成30年12月30日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月30日 匿名

東京都

60000 災害支援に関する事業

244000 災害支援に関する事業

10000 自治体にお任せ

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成30年12月30日 匿名

東京都

20000 自治体にお任せ

平成30年12月30日 匿名

神奈川県

平成30年12月30日 匿名

千葉県

平成30年12月31日 匿名

神奈川県

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

静岡県

10000 生活環境の充実

平成30年12月31日 匿名

長野県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月31日 匿名

香川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

茨城県

10000 産業の振興

平成30年12月31日 匿名

東京都

60000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年12月31日 匿名

東京都

60000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 池田 和正 様

東京都

60000 都市基盤の充実

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月31日 匿名

千葉県

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

愛知県

20000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

神奈川県

20000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

群馬県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月31日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

沖縄県

42000 産業の振興

平成30年12月31日 匿名

東京都

22000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

東京都

平成30年12月31日 匿名

北海道

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月31日 長竹 智宏 様

群馬県

22000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

茨城県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

10000 災害支援に関する事業
10000 自治体にお任せ
10000 学校教育・生涯学習の推進

5000 平成30年7月豪雨

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

愛知県

120000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

神奈川県

30000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月31日 匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

東京都

30000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

東京都

37000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

茨城県

20000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 深見 久美子 様

千葉県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月31日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

千葉県

平成30年12月31日 匿名

東京都

120000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月31日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

三重県

37000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

愛知県

120000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月31日 匿名

三重県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

東京都

30000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

福岡県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

沖縄県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成30年12月31日 伊村 啓 様

北海道

10000 学校教育・生涯学習の推進

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

神奈川県

10000 学校教育・生涯学習の推進

寄附金の使途

寄附日
平成30年12月31日 匿名
平成30年12月31日 天倉 一博 様

お名前

おところ
高知県
神奈川県

金額（円）

寄附金の使途

11000 自治体にお任せ
50000 平成30年7月豪雨

平成30年12月31日 匿名

東京都

37000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

東京都

37000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

東京都

18000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

神奈川県

平成30年12月31日 匿名

静岡県

10000 平成30年7月豪雨

平成30年12月31日 匿名

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

長野県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

千葉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月31日 匿名

東京都

平成30年12月31日 匿名

愛知県

平成30年12月31日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

長野県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

栃木県

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

東京都

30000 災害支援に関する事業

平成30年12月31日 匿名

愛知県

10000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成30年12月31日 匿名

千葉県

30000 生活環境の充実

平成30年12月31日 匿名

神奈川県

平成30年12月31日 匿名

東京都

平成30年12月31日 匿名

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月31日 匿名

東京都

22000 都市基盤の充実

平成30年12月31日 匿名

福岡県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月31日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 内田 つかさ 様

東京都

59000 保健・医療・福祉の充実

10000 学校教育・生涯学習の推進

120000 自治体にお任せ
10000 災害支援に関する事業

10000 災害支援に関する事業
120000 自治体にお任せ

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成30年12月31日 匿名

京都府

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月31日 匿名

兵庫県

20000 平成30年7月豪雨

平成30年12月31日 匿名

兵庫県

37000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成30年12月31日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月31日 匿名

千葉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成30年12月31日 匿名

茨城県

20000 平成30年7月豪雨

寄附金の使途

平成31年1月7日

匿名

埼玉県

11000 自治体にお任せ

平成31年1月7日

匿名

茨城県

10000 災害支援に関する事業

平成31年1月7日

匿名

神奈川県

平成31年1月7日

匿名

山口県

10000 災害支援に関する事業

平成31年1月8日

匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年1月9日

匿名

東京都

32000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年1月12日 匿名

東京都

20000 生活環境の充実

平成31年1月12日 匿名

滋賀県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年1月12日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成31年1月13日 匿名

北海道

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年1月13日 匿名

神奈川県

34000 災害支援に関する事業

平成31年1月13日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成31年1月14日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成31年1月14日 匿名

茨城県

平成31年1月14日 匿名

栃木県

20000 災害支援に関する事業

平成31年1月14日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年1月15日 匿名

東京都

60000 市民参画の推進・行財政運営の効率化

平成31年1月18日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成31年1月19日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成31年1月19日 匿名

神奈川県

平成31年1月19日 匿名

茨城県

10000 産業の振興

100000 産業の振興

10000 学校教育・生涯学習の推進
100000 災害支援に関する事業

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

寄附金の使途

平成31年1月21日 匿名

茨城県

20000 文化・スポーツ振興基金(全国大会出場時などの助成)

平成31年1月23日 匿名

栃木県

10000 災害支援に関する事業

平成31年1月24日 匿名

大阪府

33000 災害支援に関する事業

平成31年1月25日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成31年1月25日 匿名

大阪府

20000 保健・医療・福祉の充実

平成31年1月25日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成31年1月25日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成31年1月25日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成31年1月26日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年1月26日 匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成31年1月26日 天野 緑 様

東京都

10000 自治体にお任せ

平成31年1月27日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成31年1月27日 匿名

神奈川県

平成31年1月28日 匿名

千葉県

平成31年1月30日 匿名

東京都

平成31年1月30日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成31年1月31日 匿名

兵庫県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月1日

匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成31年2月2日

匿名

熊本県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月2日

匿名

静岡県

11000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月3日

匿名

岩手県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月6日

匿名

茨城県

20000 産業の振興

平成31年2月7日

匿名

静岡県

10000 災害支援に関する事業

平成31年2月7日

匿名

愛知県

10000 災害支援に関する事業

平成31年2月7日

匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成31年2月8日

匿名

神奈川県

37000 自治体にお任せ

平成31年2月9日

匿名

大阪府

10000 災害支援に関する事業

平成31年2月9日

匿名

千葉県

10000 生活環境の充実

10000 災害支援に関する事業
10000 学校教育・生涯学習の推進
100000 災害支援に関する事業

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成31年2月10日 匿名

東京都

60000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月10日 匿名

京都府

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月10日 匿名

茨城県

10000 生活環境の充実

平成31年2月11日 匿名

広島県

10000 災害支援に関する事業

平成31年2月11日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成31年2月11日 匿名

東京都

20000 生活環境の充実

平成31年2月12日 匿名

神奈川県

22000 災害支援に関する事業

平成31年2月13日 匿名

千葉県

10000 災害支援に関する事業

平成31年2月13日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成31年2月13日 匿名

神奈川県

36000 自治体にお任せ

平成31年2月13日 匿名

愛知県

36000 自治体にお任せ

平成31年2月14日 匿名

茨城県

10000 生活環境の充実

平成31年2月15日 匿名

茨城県

10000 自治体にお任せ

平成31年2月15日 匿名

長崎県

500 都市基盤の充実

平成31年2月16日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月16日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成31年2月16日 匿名

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月17日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成31年2月17日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成31年2月18日 匿名

福島県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年2月18日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月18日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月18日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成31年2月19日 匿名

兵庫県

20000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月20日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月20日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月20日 匿名

東京都

10000 都市基盤の充実

平成31年2月20日 匿名

山口県

11000 災害支援に関する事業

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成31年2月20日 匿名

千葉県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年2月21日 匿名

東京都

11000 保健・医療・福祉の充実

平成31年2月21日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成31年2月21日 匿名

埼玉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月22日 匿名

東京都

22000 自治体にお任せ

平成31年2月22日 匿名

東京都

59000 産業の振興

平成31年2月22日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月23日 匿名

埼玉県

60000 自治体にお任せ

平成31年2月23日 匿名

石川県

10000 災害支援に関する事業

平成31年2月23日 匿名

富山県

10000 自治体にお任せ

平成31年2月24日 匿名

神奈川県

平成31年2月24日 匿名

滋賀県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年2月24日 匿名

滋賀県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年2月24日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成31年2月24日 匿名

広島県

34000 自治体にお任せ

平成31年2月25日 匿名

埼玉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月26日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月26日 匿名

神奈川県

平成31年2月27日 匿名

静岡県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月27日 匿名

兵庫県

10000 都市基盤の充実

平成31年2月27日 匿名

茨城県

20000 自治体にお任せ

平成31年2月28日 匿名

神奈川県

10000 自治体にお任せ

平成31年2月28日 匿名

愛知県

60000 自治体にお任せ

平成31年2月28日 匿名

鹿児島県

121000 自治体にお任せ

平成31年2月28日 匿名

埼玉県

33000 自治体にお任せ

平成31年2月28日 匿名

鳥取県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年2月28日 匿名

千葉県

20000 災害支援に関する事業

平成31年3月1日

東京都

10000 産業の振興

匿名

寄附金の使途

10000 市民参画の推進・行財政運営の効率化

20000 災害支援に関する事業

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成31年3月1日

匿名

大阪府

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年3月1日

匿名

新潟県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月2日

匿名

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月2日

匿名

神奈川県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月2日

匿名

茨城県

40000 災害支援に関する事業

平成31年3月3日

匿名

静岡県

60000 自治体にお任せ

平成31年3月3日

匿名

福井県

22000 保健・医療・福祉の充実

平成31年3月3日

匿名

千葉県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年3月3日

匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成31年3月3日

匿名

愛知県

33000 保健・医療・福祉の充実

平成31年3月3日

匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月3日

富 和彦 様

東京都

10000 自治体にお任せ

平成31年3月4日

匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月5日

匿名

愛知県

30000 自治体にお任せ

平成31年3月5日

匿名

三重県

42000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月6日

匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成31年3月6日

匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月7日

匿名

愛知県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年3月8日

匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月8日

匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月8日

匿名

福島県

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月9日

匿名

茨城県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年3月9日

匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月10日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成31年3月10日 匿名

兵庫県

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月10日 匿名

東京都

10000 産業の振興

平成31年3月11日 匿名

東京都

10000 産業の振興

平成31年3月11日 匿名

愛知県

10000 保健・医療・福祉の充実

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成31年3月12日 匿名

東京都

60000 災害支援に関する事業

平成31年3月13日 匿名

神奈川県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年3月14日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月14日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成31年3月15日 匿名

京都府

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月15日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成31年3月15日 藤井 佑果 様

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成31年3月16日 匿名

神奈川県

59000 自治体にお任せ

平成31年3月16日 匿名

兵庫県

10000 自治体にお任せ

平成31年3月16日 匿名

東京都

20000 都市基盤の充実

平成31年3月16日 匿名

三重県

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月17日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成31年3月17日 匿名

青森県

平成31年3月17日 匿名

東京都

平成31年3月17日 匿名

神奈川県

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月17日 匿名

埼玉県

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月17日 匿名

神奈川県

34000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月18日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月18日 匿名

千葉県

100000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月19日 会田 邦晴 様

埼玉県

22000 災害支援に関する事業

平成31年3月19日 山崎 裕二 様

愛知県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年3月20日 匿名

京都府

10000 都市基盤の充実

平成31年3月20日 匿名

神奈川県

平成31年3月21日 匿名

兵庫県

10000 自治体にお任せ

平成31年3月21日 匿名

大阪府

10000 自治体にお任せ

平成31年3月21日 匿名

神奈川県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月21日 青木 悟 様

神奈川県

10000 都市基盤の充実

平成31年3月22日 匿名

神奈川県

60000 災害支援に関する事業

8000 保健・医療・福祉の充実
10000 学校教育・生涯学習の推進

37000 災害支援に関する事業

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成31年3月23日 匿名

三重県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年3月23日 匿名

京都府

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年3月23日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月23日 匿名

千葉県

10000 自治体にお任せ

平成31年3月23日 匿名

愛知県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月24日 匿名

茨城県

10000 自治体にお任せ

平成31年3月24日 匿名

福島県

平成31年3月24日 匿名

愛知県

10000 都市基盤の充実

平成31年3月25日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成31年3月26日 匿名

大阪府

平成31年3月27日 匿名

奈良県

平成31年3月28日 匿名

神奈川県

平成31年3月28日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成31年3月28日 匿名

石川県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月29日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月29日 匿名

東京都

60000 災害支援に関する事業

平成31年3月29日 匿名

茨城県

20000 災害支援に関する事業

平成31年3月29日 匿名

北海道

34000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月29日 匿名

東京都

10000 自治体にお任せ

平成31年3月29日 匿名

大阪府

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年3月29日 匿名

千葉県

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年3月30日 匿名

愛媛県

10000 自治体にお任せ

平成31年3月30日 匿名

東京都

22000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月30日 匿名

東京都

22000 災害支援に関する事業

平成31年3月30日 匿名

愛知県

10000 自治体にお任せ

平成31年3月30日 匿名

愛知県

30000 自治体にお任せ

平成31年3月30日 匿名

千葉県

10000 産業の振興

平成31年3月30日 匿名

茨城県

60000 自治体にお任せ

100000 災害支援に関する事業

244000 災害支援に関する事業
10000 自治体にお任せ
10000 災害支援に関する事業

寄附金の使途

寄附日

お名前

おところ

金額（円）

平成31年3月30日 匿名

東京都

10000 都市基盤の充実

平成31年3月30日 匿名

東京都

34000 自治体にお任せ

平成31年3月30日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月30日 匿名

茨城県

100000 災害支援に関する事業

平成31年3月31日 匿名

神奈川県

平成31年3月31日 匿名

東京都

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月31日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成31年3月31日 匿名

東京都

10000 災害支援に関する事業

平成31年3月31日 匿名

東京都

10000 保健・医療・福祉の充実

平成31年3月31日 匿名

福岡県

10000 学校教育・生涯学習の推進

平成31年3月31日 匿名

埼玉県

10000 自治体にお任せ

平成31年3月31日 匿名

千葉県

10000 学校教育・生涯学習の推進

10000 都市基盤の充実

寄附金の使途

