社会福祉法人 読売光と愛の事業団

2018 年度 寄付者一覧
2018年４月から2019年３月までの１年間に、1292件、総額5,054万5,603円の
ご寄付を事業団にいただきました。遺贈などを除いた一般寄付は前年度比16％の減
少でした。内訳は表の通りで、「被災者支援」など使途指定されたご寄付（①～④）
が2,294万円（452件）
、
事業団の活動全般に活用させていただくご寄付（⑤）が2,760
万円（840件）でした。18年度は上半期に西日本豪雨や北海道地震があり、被災者
支援のための義援金を募集した分、一般の寄付金が減少したとみられます。復興支援
大学等奨学金は、72％がウエルシア薬局さまからの寄付でした。皆さまのご協力に
深く感謝し、お名前を掲載します。
使途 ①被災者支援

②復興支援大 ③こども支援 ④その他の
学等奨学金
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（千円単位切り捨て）

【北海道】金子達三郎・恵子、近
郊読売会「読売サロン・コンサー

トin小樽」募金者、天理教倶知安
分教会、浜口修身、ホテルグレイ
スリー札幌設置募金箱
【山形】永田千世
【福島】松山弘志

【茨城】茨城中部読売会、茨城女

子短期大学同窓会秋桜会、木村浩
之、真言宗三派結集茨城大会、神
保貴光、三原修、本橋由季子、や
どかり介護・歩む、横山洋、横山
孝、読売茨城広告社、ＹＣ美野里

【栃木】足利ステップアップリー
グ、足利体育協会葉鹿支部、アン
サンブルクレッシェンド、花遊び
の会、山田洋子

【群馬】群馬県立新田暁高校イン
ターアクトクラブ・新田ロータ

リークラブ、野村和夫、藤岡市民
音楽連盟、峯岸秀哉

【埼玉】伊藤修司、岩下一郎、遠

藤実、遠藤商店大感謝祭、大野政
明、大宮国際ＣＣゴルフ愛好会

ディッキーズ、片桐あけみ歌謡教

室発表会、金子琢三、鹿室コスモ

雄、松本昭寿、水谷忠義、山﨑、

槻区）、川越市立大塚小学校卒業

化センター浦和、ＹＣ一ノ割・一

ス祭り実行委員会（さいたま市岩
生、川﨑優子歌謡教室、かわじま
音楽祭実行委員会、河野正蔵、久
喜百雀会舞踊会、黒須光子、黒谷
ＧＧ愛好会ヤクロヘンクツ、幸田

吉村ハル美、読売・日本テレビ文
ノ割西部、ＹＣ一ノ割、ＹＣ熊谷
東部、ＹＣ熊谷西従業員、ＹＣ新

河岸グループ、
ＹＣ三芳ふじみ野、
渡辺敬子

秀穂、越塚政之、小西直子、小鮒

【千葉】伊 藤 敏 幸、 今 関 富 士 子、

イズミ、埼玉県連合読売会ゴルフ

成、
小原稔・倫子、
音楽ボランティ

哲也、近藤きよ、コンフォート・
コンペ参加者、埼玉県立羽生第一
高等学校図書委員会、さいたま市
ターゲット・バードゴルフクラブ
有志と越河さん、埼玉書道三十人
展実行委員会、埼玉第一交通、埼

玉北部読売会鴻巣支部、
斉藤久子、
幸手市読売さわやか野球教室、Ｇ

Ｇ交流会（和土）
、白木保一郎、
新大正琴愛好会、鈴木清美、高橋
登子、髙畠豊子、田口幸男、竹生
田和子、田代幾子、手代木健、中
野、仁木茂、西田裕子、ニュース
ネット入間杯チャリティーボウリ

ング大会、野中智矢、平野ユキオ、
福元恒夫、
古越智恵、
盆栽ターゲッ

ト・バードゴルフクラブ、町田房

大賀八郎、大里綜合管理、岡田勝
ア「たんぽぽの会」
、金子進、喜

久寿司、五井幼稚園後援会（市原
市）
、斎藤稔・久子、佐倉ダンシ

ングクラブ、渋谷昭太郎、新谷俊

子、
曹洞宗千葉県第二教区青年会、
滝川義弘、田中孝放、田中陽子、
永井杯少年サッカー大会、新倉節
夫、西川祐美子、日本太鼓財団千
葉県支部、船橋蘭友会、松戸いず

み幼稚園、松本光弘、村瀬透・忍、
本橋博、八千代市立勝田台中学校
吹奏楽部、八千代市立萱田中学校
吹奏楽部、ラス・ロサス、ＹＣ中
志津愛読者

【東京】青木忠義、秋森孝夫、ア

クサ生命保険多摩支社、
浅野和子、

クルネットワーク、よみうりラン
ド、よみうりこだまの会、読売新
聞チャリティーブックフェア、読
売創生会、読売釣友会、読売・日

本テレビ文化センター、
読売ＰＲ、
読売理工医療福祉専門学校学生委

員 会、 読 売 旅 行 大 手 町 営 業 所、
RiversideBritishBrass、レジェ
ンドヒーロー90's、和田正行・く
るみ・あんず

【神奈川】愛子、麻生区文化協会
あさお古風七草粥の会、あじさい
リーグ、石井毅、田舎料理やます
日本声楽家協会主催の海の日ガラコンサートでの募金呼びかけ

頑固おやじ会、今野昌子、長田明
彦、加藤正勝、神奈川県立新城高

天野篤、新井良之介、有馬佐和子、

謡協会、秦野るり子、八幡山商店

石川幸子、市原賢、井上広司、井

ばらの会、坂東会、美容室ＢＥＬ

ＥＣＣジュニア亀戸教室、飯田劼、
上紀子、岩崎静枝、岩野ダンスク

ラブ、ウエルシア薬局、内田紀文、
宇津晴史、厩橋簿記講習会、大谷
信義、押鴨邦弘、おもちゃ病院ひ
ので、河内邦男、川窪正江、川嶋
尚久、川原武彦、河原俊也、鬼頭
誠、銀座インズ・有楽会・インズ
３さんさん会、久米川幼稚園（東

村山市）、栗原小巻、Ｋ Ｉ、小出

俊雄、護国寺（慈善茶会）、國光、
小林すみえ、小林てい子、齋藤達
哉・裕美、地園登留麺友会、島田
光昌、下野光太郎、下丸子商栄会

街八栄会（世田谷区）
、早坂浩志、
Ｌ、藤井産業東京支店役員・従業
員、藤岡美世子、平八ゴルフ、ボ

スコ・ワールド、
本所遊技場組合、
松倉克史、松永宏朗、三浦京子&

ハニーシックス、目黒区立中目黒
小学校ドッジボール大会、森健

一・マサ子、森本雅司、森脇英一、
柳沼次男、矢萩運輸、山一ホーム、
山浦かおる、山浦房江、山崎嘉子、

等学校17期生同窓会、神奈川県少
林寺武道競技連盟、金丸電設、金

丸幸男、
川崎市ＰＴＡ連絡協議会、
川崎市秋田県人連合会、川崎市北
部小学生バレーボール連盟、川崎
少年野球、川崎美容組合田島支

部・大師支部・幸支部・中央支

部、菊地敬子、熊谷公明、K  K、
小泉孝雄、国際ソロプチミスト川
崎、小島明子、彩歩の会、産業人
吟詠連盟、末永クリニック患者・
職員、末永祥子、末永直、菅生中

学校区地域教育会議菅生音楽祭

山本薬局、湯島天満宮・梅まつり

（川崎市）
、角妙子、聖和学院中学

吉田英敏、吉野孝之、読売リサイ

付士能力開発協同組合、綱島モー

実行委員会、吉田酉子、吉田祐治、

校・高等学校、髙木陽子、中央着

（大田区）、ジュンコ・フローラ・
スクール、城南信用金庫、白鳥政

昭、新進タクシー新年会参加者、
鈴木眞理子、須田育子、千修、膳

と宴秋川店、全日本各派古流連盟、
高橋愛、髙良義雄、竹内稔、竹岡

元、老眼めがね博物館、谷口博大、
谷本昌善、多摩西部読売会、多摩

中部読売会、東京眼鏡卸協同組合、
東部日本ボールルームダンス連
盟、読売新聞読者センター、戸部
成江、長津昌男、中村与一、錦織
葆、日本詩吟協会、日本声楽家協
会、日本大学経済学部三崎祭実行
委員会、日本伝書鳩協会、日本民

東京都文京区の護国寺で行われた慈善茶会

洋営業企画部、北河内陶芸連盟、
木野文生、紀之定映精、葛島健宏、
栗山美政、黒川陞、桑田進、京阪
百貨店、Ｋ Ｏ、小谷義雄、ＣＯ

ＮＯＢＡ香里ヶ丘テナント会、小
林信彦、酒井泰、阪口清、佐藤卓
士、澤田雅敏、サンディ、ＪＡＦ

近畿地域クラブ協議会、
繁村一男、
四條畷学園高校吹奏楽部、島壯嘉、
城津隆子、新村純子、新家良明、
鈴木稲積、西部日本ボールルーム
ダンス連盟プロフェッショナル選

手会、大丸心斎橋店、髙倉正達、
髙崎径行、田口晃也、武田全弘、

大阪市仏教青年会と大阪府佛教青年会による歳末助け合い托鉢

多田正俊、田中トキエ、田中美希、
ル商店会、樋渡彌生、星川ホーム、

田中正隆、谷本尚功、辻外科リハ

松尾徳彦

みやうち着物学院、宮戸昭治、宮

【大阪】足立由美子、池初美、稲

横須賀学院ＰＴＡ・横須賀学院教

浦杉薫、大阪夕陽丘学園高校１年

前区少年野球連盟、山下小夜子、
育賛助会、横須賀交響楽団、横浜

東邦病院グループ忘年会参加者、
よみうりカルチャー川崎受講者・
講師・職員、読売新聞東京本社発
送部一課ＯＢ「にわけ」会、読売・

日本テレビ文化センター横浜、読
売横浜会、渡辺準一

【新潟】新潟県北部読売会三条支
部

【富山】浦田勝明、現書会、小泉

邦昭、田町一高、富山県東部読売
会

垣昌之、乾照子、息吹、上井律子、
２組、大阪シティ信用金庫、大阪
府佛教青年会・大阪市仏教青年

会、大阪青少年教化協議会、大阪

府眼科医会、大阪福祉防犯協会、
大阪読売サービス、
太田節子・空、
大西功、岡田誠一、小川和代・小
田晴美・吉野由美子・巻幡朋子に
よる「つながりの和作品展」の来
場者、荻巣佳彦、貝塚市軟式野球
連盟、加藤久順、神田英樹、木飼
康之、岸部克則、北大阪振興大東

ビリテーション病院、筒井雅則、
鶴沢杏奈、寺方恒夫、天理教少年
会大阪教区団、とり焼一本松、苗
村武夫、中尾義久、西尾章、西岡
壽夫、西田裕美、西脇龍夫、根本

友紀、橋本尚、橋本誠司、林幹男、
原文雄、東大谷高校生徒会、東畠
憲明、平岡旭代、弘中喜通、福元
淳也、藤井康博、藤川幸夫、仏尚
美術会、古家史郎、細田裕、程岡
幹之、堀岡幸次、マイライフ新聞
社、的場陸奥美、宮地晃代、向井
陽子、明倫産業、籔根洋子、山川
里見、山下直樹、山田壽一、山本
尚孝、山本昇、読売センター金剛

【静岡】内田芳江、静岡よみうり
カントリークラブ

中部支部管内

【愛知】江 口 浩 平、 加 藤 こ の み、
全ユニー労働組合、東海プリント
メディア、読売ＩＳ東海支社、渡
邉久男

【岐阜】岐阜市立岐阜商業高校・
市岐商デパート、瀬尾幸男
大阪支部管内

【滋賀】大橋功一、駒井朔男、本
郷傳

【京都】赤木弘文、浅野博和、奥

大野区、国際ゾンタ京都Ⅱクラブ、
知念勝三、日高伸幸、平井正勝、

寄付金を持参していただいた四条畷学園高校吹奏楽部の皆さん

古紙回収チーム、蓮生会、わいず

イジーエル内田栄作

倶楽部びわ湖交流会、脇徹

【高知】広浜隆志、松本哲男

越木岩会、越木岩区有財産管理委

【山口】荒川雅子、敬愛堂京野眼

All、清水浩、真言宗姫路祖師講、

ルガハマランドくだまつスポーツ

【兵庫】池 田 幸 子、 井 ノ 口 麻 子、
員会、澤田正人、シニア・One＆

宝塚商工会議所女性会、津山幸一、
寺田義則、中川賢、服部孝司、原

允、武田福麿、多田敏美、田中繁、
戸畑１ＣＵＰ、中原勇二、長宗龍

司、パイオニア工業、橋本文男、

西部支部管内

花田正利、福岡県立鞍手竜徳高等

科クリニック患者・スタッフ、ツ

学校和太鼓部、宝地院、松永恵美、
三瀬洋子、緑ヶ丘第二幼稚園（北

センター、西村平、梅寿軒、吉岡

九州市八幡西区）
、宮本産商、焼

陽、渡辺美代子

き鳥赤ひげ、山下三男、山本宣哉、

田幸昌、秀石正明、深田嘉信、む

【福岡】油 絵 屋 大 哲、 安 室 典 忠、

田市立ゆりのき台中学校生徒会、

母幼稚園、飯塚日新館中学校、今

【佐賀】大橋永佳、栗林白霜

あじさい、江島良彰、尾賀始、小

【大分】金子洋平、西郡匡人

このそう近畿住研、山谷芳雄、三
歓峯浩二

【奈良】井上和久、高橋孝弘、辻

本明、戸田聡、奈良学園中学校高
等学校生徒会、無縁寺有志、森精
通

【和歌山】小﨑博之、浄土真宗本
願寺派社会福祉推進協議会和歌山

教区支部、高矢潤子、丹生一洋、
橋本ライオンズクラブ、初島幼稚
園（有田市）

【岡山】橋目敏行、松原真人
【広島】柴田正寛
【徳島】板東武男
【香川】倉脇一郎

【愛媛】上松佳祐、高橋功次、ワ

ＥＣＣジュニア椎田教室、飯塚聖
本久美子・文徳、ウエストパーク

川直人、狩野チエ子、川手祥照、
北九州選抜歌謡祭実行委員会、光

吉原和文、よみうりＦＢＳ文化セ
ンター受講者、ＹＣ大橋南

【熊本】鶴本壽次郎、中村天香
【宮崎】熊谷利己

【鹿児島】大角美惠子、酒匂俊一、

華保育園父母の会・職員（川崎
町）、髙武館柔道、古賀忍、こが

ねまるクリニック、国際ソロプチ

迫英樹、西尾ミツ
【ＵＳＡ】兼坂学

ミスト北九州-東、小文字さつき

会、阪田三代子、澤井会ＯＢ会、
詩音コーポレーションみやこ音楽
学院、下原ＦＣチャリティーゴル

フコンペ、城ヶ野俊明、城島利夫、
真浄寺、神内義晴・祥子、新日本

スポーツ連盟北九州卓球協議会、
末次恵子歌謡教室、聖峰会、高橋

【 お こ と わ り 】 敬 称 略。 都 道 府 県 内 は
五十音順。読売新聞掲載時に匿名を希望
された方と、西日本豪雨と北海道地震の
災害救援募金に寄付された方は原則掲載
していません。自治会・町内会、幼稚園、
祭典の実行委員会などは市町村名を、公
立学校は「○○県立」「○○市立」を加え
ました。「一同」「皆様」
、団体の代表者名
などは省略しました。

読売光と愛の事業団の事業は、ご寄付によって支えられています。皆さまからの温かいご支援が、事業の充実、
福祉の向上への大きな力となります。皆さまのご理解とご協力をお待ちしています。
新聞掲載は、①事業団の活動全般に使われる「光と愛の福祉寄金」②児童養護施設の生徒の奨学金や子ども
の健全育成の支援などに役立てる「読売こども支援寄金」のいずれかのカットを添えます。ご寄付には税制上
の優遇措置が適用されます。1,000 円以上の寄付者には領収証を送ります。

口座名：福）読売光と愛の事業団
ﾌｸ）ﾖﾐｳﾘﾋｶﾘﾄｱｲﾉｼﾞｷﾞｮｳﾀﾞﾝ
▽三井住友銀行 銀座支店
普通口座 口座番号
７０３５８４０
▽三菱 UFJ 銀行 東京営業部
普通口座 口座番号
４６３４１７８

事業団ホームページ
（http://yomiuri-hikari.
or.jp）からもご寄付いただ
けます。
インターネット

読売光と愛の事業団（東京本部）
００１００－８－１２７４８５
読売光と愛の事業団北海道支部
０２７００－８－４５２１８
読売光と愛の事業団中部支部
００８２０－２－４４２０７
読売光と愛の事業団大阪支部
００９３０－１－２４３８０
読売光と愛の事業団西部支部
０１７４０－０－１５１３０

銀 行 振 り 込 み の 場 合 は、 使 途 や
匿名の有無などを確認したいので、
事 前 に お 知 ら せ く だ さ い（ ☎ 033217-3473）
。口座は次の通りです。

銀行振込

郵便振替

「通信欄」にお名前、ご住所、電話
番号、紙面掲載するお名前や団体名な
どをご記入ください。掲載を望まない
場合は「匿名」と必ず明記してくださ
い。
「被災者支援」｢子ども育成支援｣
「視覚障害者支援」などと記し、使途
を限定することも可能です。加入者と
口座は次のとおりです。

■クレジットカード
ご利用いただけるカード
は、
「VISA」
「MasterCard」
です。登録フォームから申し
込みください。１回のご寄付
金 額 は 1,000 円 以 上 で お 願
いします。読売新聞地域版へ
の氏名の掲載の有無を画面末
尾のアンケートで確認してお
りますので、
ご回答ください。
領収書送付は申し込みから
2 ヶ月かかりますので、ご了
承ください。

