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ご協力ありがとうございました

歳末たすけあい運動期間中は、墨田区浴場組合や向島料理飲食業組合
をはじめとする店舗や企業など、54か所に募金箱を設置していただいたほ
か、区内の学校、企業による街頭募金活動も行われました。ご協力ください
ました皆さん、ありがとうございました。
お寄せいただいた募金は、その全額を墨田区内の小地域福祉活動やふ

れあいサロン事業、おもちゃサロンの運営、障害のある方への見舞金など、
次のように活用させていただきます。

昨年12月1日から28日にかけて実施しました｢歳末たすけあい運動｣
に、墨田区内では2,040件・総額8,752,913円の募金をお寄せいただき
ました。
募金をしてくださいました皆さん、また、毎年募金の取りまとめに社協協

力員としてご協力いただいている民生委員・児童委員の皆さん、町会・自治
会や老人クラブなど各団体の皆さん、事業所の皆さんに心より感謝申し上
げます。

歳末たすけあい運動への

【例えば、この様な活動に活用されています】
＜すみだひとり親さくら会＞
　この会は、ひとり親家庭の皆さんの情報
交換や相談を行っている団体で、勉強会や
交流イベントなどを行っています。特に夏に
行われる「バスハイク」は会員に人気のイベ
ントです。このバスハイクの活動に助成金が活用されています。

　街頭募金の際に使用する旗や募金箱等の購
入費、郵送費、印刷経費など

事務費
　町会・自治会が行っている見守り活動や交流
行事など、福祉活動の支援のため、助成金として
配分

地域福祉活動助成金

　区内の在宅で生活されている65歳未満の
重度障害のある方に対して、見舞金として贈呈
（対象の方667人に、民生委員・児童委員の協
力のもと、平成29年12月に贈呈しました。）

在宅重度障害者見舞金

小地域福祉活動・ふれあいサロンへの助成

募金の使いみち

福祉施設・団体への助成

　障害の有無に関わらず、誰で
も遊ぶことができる「子どもの交
流の場」と「子育て中の保護者同
士の交流の場」、そして「身近な
相談の場」として活動している、
おもちゃサロンの運営費の一部

おもちゃサロンの運営

　区内の福祉施設・団体に対する、活動費・運営費の一部助成

　住民同士の支え合い活動として、地域の見
守り活動やふれあいサロンを行っているグルー
プに対して助成金として配分

＜両三たすけあい委員会（両国三丁目）＞
　地域のつながりや支え合いが必要という考
えの下、当時の民生委員の声かけにより、平
成17年5月に委員会が立ち上げられました。
　お子さんと高齢者との交流の場としてのサ
ロン活動から始められ、現在では民生委員と
町会の協力を受けながら、お子さんと高齢者
との交流のつどい、ふれあいサロン、75歳以
上の高齢者に対する寒中見舞い訪問をそれ
ぞれ年1回実施しています。
　その他、日々の生活を通して気になる住民
への声かけ、見守りを継続的に行っています。

　区内在住で、75歳以上の必要な
方へ贈呈する杖の購入費の一部

杖の贈呈

【例えば、この様な活動に活用されています】

皆さまより
お寄せいただきました

募金は、全て
墨田区内で活用させて

いただきます

皆さまより
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募金は、全て
墨田区内で活用させて

いただきます

募金総額 8,752,913円

募金のくわしい使いみちは、「赤い羽根データベース・はねっと」でご覧いただけます。
http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/ はねっと
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JR錦糸町駅北口での街頭募金（協力：立志舎高等学校）

2月に行われました寒中見舞い訪問では、
高齢者宅へ靴下と飴が届けられました。
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◦「近所のつながり、ささえあい」
　～すみだハート・ライン 21事業の活動を紹介します～
◦社協を支える応援団

2面
◦ご寄附の報告
◦歳末たすけあい
　ご寄附の報告

4～7面
◦高齢者・障がい者のための無料法律相談会
◦生活福祉資金をお貸しします
◦いっしょに食べると楽しいね！街かど食堂・街かどカフェ

3面
◦講習会受講生大募集（点訳・音訳・要約筆記・手話）
◦点訳・音訳・手話体験講座受講生募集中
◦イベント情報コーナー

8面

すみだ社協だよりは、6・8・10・12・3月の各1日に発行します
すみだ社協だよりの視覚障害者向け音訳テープ・CDを無料配付しています。問合せ：☎3614-3900
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社協を応援してくださる企業・団体の
みなさんをシリーズで紹介します。社協を支える応援団

本所法人会は税務行政支援活動を主に行っている本所税務署管内の法人約2,700社が加入する公益法人です。
●地域での取り組みは？
公益社団法人として、地元の人々との交流を大
切にし、小学校では「租税教室」や「税に関する
絵はがきコン
クール」などを
通じて子ども達
に「税」に対す
る理解を深めて
もらっていま
す。

●団体としての活動は？
「チャリティ音楽会」、「チャリティサマーライブ」など、
様々なイベントを開催しています。また、4月 1 日（日）
には「墨堤さくらまつり」にて、今年も恒例の「チャリティ
餅つき大会」を開催いたします。お餅は午前中で売切れてし
まうほどの大盛況です。どなたでもご参加いただけますの
で、多くの方にお越しいただければと思います。そこで集
まった寄附金等はすべて社会福祉協議会に寄附しています。
誰でも安心して生活ができる地域福祉の発展、また地域社会との交流の活性化を目

指し寄附活動を続けてきました。今後も新たな事業やイベント等を企画し、税知識の普
及、社会貢献活動、地域との交流を積極的に行っていきます。

当協議会の募金箱を置いてくださる企業・店舗を募集しています。【�問合せ：☎3614-3900�】

「地域社会貢献活動を積極的に行います」　公益社団法人　本所法人会様

墨田区社会福祉協議会では、地域の支え合い活動である「すみだハート・ライン 21 事業」を行っています。
日常生活で手助けを必要としている高齢の方や障害のある方、産前産後の方等を対象に、家事援助（掃除・炊事・
外出付添）を中心とした在宅福祉サービスを提供しています。この事業は、すべて地域住民の方々が協力会員（有
償ボランティア）として活動しています。
今回はその活動の様子をご紹介します。

利用会員Ｙさんは、お一人暮らしで
身の回りのほとんどの事はご自身でさ
れていますが、体調のことも考え、サー
ビスを利用しながら生活されていま
す。協力会員Ｈさんのことを「テキパ
キと掃除をしてくれるので助かってい
ます」とおっしゃっていました。Ｈさん
も「地域のお役に立てれば」という気
持ちで活動してくださっています。近
所に支えてくれる方がいることで安心
した生活を送ることができます。

利用会員Ｓさんと協力会員Ｔさん。ＴさんはＳさんへ
の活動を始めてまだ２回程ですが、ずっと前からお付き
合いしているような仲の良さです。Ｔさんは「Ｓさんが
いつも私のこ
とを気遣って
くださる」と
お話ししてい
ました。お二
人から相手を
思いやる様子
がうかがえま
した。

◎後援会員の方には、当協議会の在宅福祉サー
ビス情報を掲載した会報誌「こだま」を郵
送いたします。

◎各種専門研修に無料でご参加いただけます。

掃 除
通院付添い

すみだハート・ライン21事業の活動を紹介します

例年、この事業を金銭的に支援してくださる「後
援会員」の募集を行っています。

だれもが住み慣れた地域で幸せな生活を送るには、
地域の支えあい活動がますます重要になってきてい
ます。ぜひ多くの方のご協力をお願いいたします。

まずは、お問合せください。

協力会員Hさん

3月23日（金） 午後2時～3時半 すみだボランティアセンター
（東向島2-17-14）

4月18日（水） 午後2時～3時半 すみだボランティアセンター分館
（亀沢3-20-11 関根ビル4階 ）

5月18日（金）
＊ボランティア説明会と合同です。 午後2時～4時 すみだボランティアセンター

（東向島2-17-14）

とき ところ

【登録資格】１８歳以上の健康な方ならどなたでも登録できます。専門的な資格は必要ありません。
　　　　　＊ご参加いただける場合は、事前に事業室までご連絡ください。

平成30年度

活動できる方を
　　　募集しています！

後援会員
募集！！

協力会員Tさん

利用会員Sさん

利用会員Yさん

右記の説明会にご参加ください。

後援会費年額　一口：1,000円以上

【問合せ・申込み】　すみだハート・ライン２１事業　☎5608-8102

昨年度「チャリティ餅つき大会」
（隅田公園　桜橋デッキスクエア）

第20回

大川常任理事佐生会長大塚副会長永井事務局長
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当協議会への会費・ご寄附は、各種税控除の対象となります。くわしくは、お問合せください。当協議会への会費・ご寄附は、各種税控除の対象となります。くわしくは、お問合せください。

〒131-0032
墨田区東向島2-17-14

すみだボランティアセンター内
経営担当・地域福祉活動担当
	 ☎3614-3900　FAX3610-0294
すみだボランティアセンター
	 ☎3612-2940　FAX3610-0294
すみだ福祉サービス権利擁護センター
	 ☎5655-2940　FAX3612-2944
福祉なんでも相談
	 ☎5655-2121

〒130-0014
墨田区亀沢3-20-11　関根ビル4階

すみだボランティアセンター分館内
すみだボランティアセンター分館事務局
	 ☎5608-2940　FAX5608-2944
すみだハート・ライン21事業室
	 ☎5608-8102　FAX5608-2944
ミニサポート事業
	 ☎5608-3246　FAX5608-2944
すみだファミリー・サポート・センター
	 ☎5608-2020　FAX5608-2944

墨 田 区 社 会 福 祉 協 議 会 の ご 案 内 亀沢保育園
仮園舎

無料法律相談会
高齢者・障がい者のための

弁護士がご相談をお受けします

●遺言をどう書けばいいのか知りたい　●相続のことについて知りたい
●物忘れがひどくなってきたので預金の管理を誰かに頼みたい
●認知症の親が訪問販売で高額な商品を買わされて困っている
●借金が返せなくて悩んでいる　　など

【問合せ・申込み】すみだ福祉サービス権利擁護センター
 ☎5655−2940 63612−2944
　＊月～金曜日の午前９時～午後５時（祝日は除く）

【と　き】3月31日（土）午前10時～午後4時
【ところ】すみだボランティアセンター(東向島2-17-14)
【費　用】無料　【定員】15人　【相談時間】45分
【共　催】�東京弁護士会、第一東京弁護士会、�

第二東京弁護士会
【後　援】墨田区

お困り
事はありま
せんか？

高齢者・障がい者ご自身からのご相談だけでなく、ご家族からの
ご相談も、高齢者・障がい者に関するものであれば、お受けします。
相続・遺言、成年後見、借金、借地借家、近隣との紛争など、�
お悩みごとを抱えている方は、ご相談ください。

この機会にぜひご相談ください。

事前にご予約ください。

街かどカフェ街かど食堂

街かど食堂・街かどカフェ
～地域福祉プラットフォーム～

生活福祉資金をお貸しします－ 生活福祉資金貸付制度 －
「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、そ
の世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。
具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行います。また、原則として、未払い・未契約の費用が対象で、滞納分等は対象になりません。

地域福祉プラットフォームでは、地域の皆さんの
ご協力のもと、カレーを作って食べたり、コーヒー
を飲んだりする交流活動を行っています。小さなお
子さんからお年寄りの方まで、おしゃべりをしなが
ら楽しんでいます。どなたでも参加できます。皆さ
んも一緒にどうですか？

参加された方とともに
カレーライスをつくり、一緒に食べます。

（＊アレルギーには対応していません）
【と　き】3月28日（水）、4月25日（水）、
　　　　5月23日（水）午後4時半～7時
【ところ】キラキラ茶家（京島3-49-18）
【費　用】子ども200円、
　　　　高校生以上300円（未就学児無料）
【申込み】事前に
電話でお申し込み
ください。

おいしい挽きたての
コーヒーを飲みながら、
一緒に過ごします。

【と　き】3月28日（水）、4月25日（水）、
　　　　5月23日（水）午後1時半～3時半
【ところ】ガランドール（石原4-11-12）
【費　用】無料
【申込み】直接会場へ
お越しください。

＊世帯の収入額から、家賃、住宅ローンの返済、定期的支出（療養費・仕送り）等が、一定
金額まで控除されます。なお、障害者世帯には収入基準の適用はありません。

【貸付対象世帯】生活を同一にしている家族を一つの「世帯」と考えます。
○低所得世帯と高齢者世帯は右下表の収入基準以下の世帯が対象になります。
○日常生活には困っていないが、具体的な利用目的のためにまとまった資金が必要な世帯。
　（「貸付の種類」参照）
○返済の見込みが立てられる状況にある世帯。
○墨田区内にお住まいで、住民登録の住所と現住所が一致している世帯。
【利　　　子】連帯保証人を付けると無利子、付けない場合は年利1.5％
【貸付の種類】種類により貸付上限額が設定されています。また、「障害者世
帯」、「高齢者世帯」でも利用できないものもあります。
●出産、葬祭に必要な経費　●住宅の移転等に必要な経費、賃貸契約の更新に伴う経
費　●障害者用自動車の購入に必要な経費　●住宅の増改築、補修等に必要な経費　
●福祉用具等の購入に必要な経費　●負傷又は疾病の療養に必要な経費　●介護
サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費　●災害を受けたことにより臨時
的に必要な経費　●中国在留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費　
●就職の支度に必要な経費　●生業を営むために必要な経費　●技能習得に必要な
経費　●その他日常生活上一時的に必要な経費などが対象となります。

【連帯保証人】１人（65歳未満で、低所得世帯の収入基準以上の収入がある別世帯の人）
【据 置 期 間】６か月以内
【償 還 期 間】最長１０年(貸付の種類により異なります)
【問合せ・申込み】福祉資金担当へ　☎３６１４－３９０２

191,000円

世帯人員 1人 2人 3人 4人 5人

低所得世帯

高齢者世帯 223,000円

272,000円

402,000円

335,000円

519,000円

385,000円

572,000円

425,000円

638,000円

収入基準　4月1日から変更になります。

【問合せ】地域福祉活動担当☎3614-3900

いっしょに食べると楽しいね！

ごぼうや油揚げが入った、
墨田区オリジナルの
“すみちゃんカレー”を作ります。

コーヒー豆を
その場で
挽いて淹れます。
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ご寄附の報告（敬称略） 2017年11月〜2018年1月

一般 ･ 一円玉寄附 ★＝ 1円玉寄附金
氏　名 住　所 寄附金額

2017年

11月
尾﨑　訓子 八広 4 5,000
田中　基博 本所 2 30,000
田中　三伊 本所 2 20,000
霜田　知久 向島 3 10,000
櫻井　光子 江東橋 4 10,000
川上　君江 江東橋 4 10,000
中島　友紀子 向島 3 5,000
匿名 石原 2 10,000
匿名 立花 2 5,000

★ 太平一宝友クラブ 太平 1 13,724
村田　和子 向島 1 5,000
すみだ消費生活展実行委員会 吾妻橋 1 36,658
我まま会　白田博英 墨田 3 5,000
岩立　安巨 立花 3 3,000
藤代　國忠 江東区 300

★ 鐘ヶ渕敬友会 墨田 5 4,219
伴　道子 千歳 1 10,000

★ 横川友の会 横川 1 2,008
★ あやめ会 八広 5 2,068
★ 四丁目友の会 立花 4 5,544
山田　和子 墨田 4 2,000
匿名 向島 1 10,000
匿名 八広 5 5,000
杉山　哲朗 石原 3 10,000

★ 立花年輪クラブ 立花 6 2,627
匿名 立花 2 5,000
連合墨田地区協議会� 中央区 30,000

★ 立花南白鶴会 立花 1 6,087
小磯　幸子 中央区 3,000
立花ゆうゆう館 立花 6 9,885
きき耳すみだ���������������������� 緑 1 2,000
両国クラブ 本所 1 3,000

★ 墨堤会 堤通 2 7,953
★ 駒二寿楽会 東駒形 2 13,420
★ 石四町会　石四喜楽会 石原 4 20,420
石窯パン工房 KAMEYA向島店募金箱 向島 3 11,251
片岡　美和子 京島 1 10,000

12月 尾﨑　訓子 八広 4 5,000
田中　基博 本所 2 30,000
田中　三伊 本所 2 20,000
中島　友紀子 向島 3 5,000
櫻井　光子 江東橋 4 10,000
川上　君江 江東橋 4 10,000
霜田　知久 向島 3 10,000
岩立　安巨 立花 3 3,000

★ 京三長生会 京島 3 20,170
斉藤　昇 菊川 3 30,000
匿名 石原 2 10,000
田中　成男 石原 3 5,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ窓口募金箱 � 6,635

一般 ･ 一円玉寄附 ★＝ 1円玉寄附金
氏　名 住　所 寄附金額

12月 匿名 立花 2 5,000
★ 石四町会　石四喜楽会 石原 4 5,151
★ 横五クラブ 横川 5 2,163
大林　三和子 八広 5 1,000

★ 横川交友会 横川 5 23,000
菅野　みよ 京島 1 10,000
井ノ上　幸枝 東向島 5 5,000
吉羽　洋子 東向島 2 8,955

★ あやめ会 八広 5 1,766
我まま会　白田博英 墨田 3 5,000
髙津　春子 東向島 5 5,000
玉村　広子 堤通 2 3,000
杉山　哲朗 石原 3 10,000
墨田区老人クラブ連合会 吾妻橋 1 89,000
株式会社　クイーンワールド 石原 3 15,000

★ 長浦会 八広 1 656
株式会社　東京三恵 練馬区 30,000
中村　博信 押上 1 10,000
BIG�SHIP まつり�出店者一同 本所 1 13,000

★ 吾妻橋白寿会 吾妻橋 3 1,511
山田　和子 墨田 4 2,000
墨田モラロジー事務所　代表世話人　小宮太郎 石原 4 50,000
岡安　千代 向島 3 20,000

★ 末広会 八広 6 13,637
ふれあいサロン　あづさん 吾妻橋 3 3,656
小磯　幸子 中央区 3,000
匿名 石原 2 10,000

2018年

1月
中島　友紀子 向島 3 5,000
櫻井　光子 江東橋 4 10,000
川上　君江 江東橋 4 10,000
岩立　安巨 立花 3 3,000
尾﨑　訓子 八広 4 5,000
田中　基博 本所 2 30,000
田中　三伊 本所 2 20,000

★ 横川要会 横川 4 15,905
山田　和子 墨田 4 2,000
我まま会　白田博英 墨田 3 5,000
霜田　知久 向島 3 10,000
三浦印刷　株式会社 千歳 2 76,100
千野　栄一 京島 3 383
杉山　哲朗 石原 3 10,000
公益社団法人　本所法人会 業平 1 10,000
匿名 立花 2 5,000
坂本せん餅募金箱 東向島 5 7,306
言問団子募金箱 向島 5 3,810
長命寺桜もち募金箱 向島 5 5,853
小磯　幸子 中央区 3,000
匿名 文花 2 2,694

★ 京島南宝寿会 京島 2 24,866

指定寄附
氏　名 住　所 寄附金額

2017年

11月
飯嶋　モト子 向島������������ 3 10,000
匿名 亀沢������������ 4 1,796
真下　裕道 向島������������ 1 4,847
赤﨑　清貴 文花������������ 3 1,881
髙橋　育恵 緑�������������� 3 6,112
匿名 荒川区 2,351
佐々木　茂 江東橋���������� 5 4,232

12月 飯嶋　モト子 向島������������ 3 10,000
真下　裕道 向島������������ 1 5,788
赤﨑　清貴 文花������������ 3 941
髙橋　育恵 緑�������������� 3 8,933
匿名 荒川区 3,292
佐々木　茂 江東橋���������� 5 1,881

2018年

1月
飯嶋　モト子 向島������������ 3 10,000
真下　裕道 向島������������ 1 4,847
赤﨑　清貴 文花������������ 3 1,881
髙橋　育恵 緑�������������� 3 9,403
匿名 荒川区 3,292
佐々木　茂 江東橋���������� 5 1,411
すみだボランティアセンター 1階自販機 東向島���������� 2 1,485
㈱三盛　東日本事業部 錦糸������������ 1 4,365

その他紙オムツなど多数

（社協が仲介した寄附物品については掲載しておりません。ご了承ください。）

寄附物品
氏　名 品名・数量 住　所

2017年

11月
櫻井　光子 おもちゃ（新品）��1 点 江東橋 4
高橋　雄三 清涼飲料水��5 箱 石原 3
（社）日本かばん協会　ランドセル工業会 ランドセル（新品）　2個 台東区

12月 櫻井　光子 おもちゃ（新品）��3 点 江東橋 4
高橋　雄三 清涼飲料水��5 箱 石原 3
向島法人会 車椅子　3台 東向島 2
学校図書館によい本　いっぱい運動推進連盟 絵本　2箱 千代田区

2018年

1月
櫻井　光子 おもちゃ（新品）　1点 江東橋 4
株式会社京橋千疋屋 フルーツゼリー　多数 中央区
向島法人会 杖　30本 東向島 2
葊田　硝子 ガラス置物（犬）多数 錦糸 2

歳末たすけあい　ご寄附ありがとうございました。（敬称略）
両国一丁目町会婦人部 10,000� 両国1
福祉委員会「両一サロン」有志一同 2,069� 両国1
太田　ヨツエ 1,000� 両国1
川島　堅次 2,000� 両国1
堀木　章夫 1,000� 両国1
匿名 2,000� 両国1
匿名 1,000� 両国1
両国二丁目婦人会 20,000� 両国2
両二会 10,000� 両国2
両二小泉会 10,000� 両国2
両二睦 10,000� 両国2
㈱オカダヤ 3,000� 両国2
鎌田　博光 3,000� 両国2
青木石材興業㈱ 3,000� 両国2
㈱ワイエムジーワン 2,000� 両国2
石井　智子 3,000� 両国2
ちゃんこ川崎 3,000� 両国2
江東観光㈱ 2,000� 両国2
宮崎　春子 2,000� 両国2
㈱八木商事 2,000� 両国2
大木　文雄 2,000� 両国2
櫻井　政章 3,000� 両国2
小池　喜幸 2,000� 両国2
中村園茶舗 2,000� 両国2
㈱タミヤ 2,000� 両国2
とん公 2,000� 両国2
ちゃんこ巴潟 3,000� 両国2
小澤　利男 2,000� 両国2
日吉　敏明 2,000� 両国2
川崎　栄一 2,000� 両国2
国技堂 2,000� 両国2
マルヤ 3,000� 両国2
関口　宗男 3,000� 両国2
斉藤　正安 2,000� 両国2
小池　隆雄 2,000� 両国2
西村　章 2,000� 両国2
池田　貴具 2,000� 両国2
㈱五成興業 3,000� 両国2
マルベリー 3,000� 両国2
大江　勉 2,000� 両国2
㈱トレイドドキュメントサービス 2,000� 両国2
インクス㈱ 2,000� 両国2
朝倉　榮三 2,000� 両国2
式守　正則 2,000� 両国2
両国三丁目婦人クラブ 20,000� 両国3
松坂睦 35,542� 両国3
東両国八町睦 30,000� 両国3
両国相撲甚句会 10,000� 両国3
後藤解体工業㈱ 10,000� 両国3
㈱いちかわ 5,000� 両国3
清水　恒徳 3,000� 両国3
丸山　妙子 10,000� 両国3
トクラ 3,000� 両国3
両国四丁目六三会 30,000� 両国4
両国四丁目婦人会 20,000� 両国4
墨田区更生保護女性会 30,000� 両国4
茂呂　絹枝 5,000� 両国4
千歳一丁目町会 10,000� 千歳1

清水　信朗 1,000� 千歳1
江島杉山神社 3,000� 千歳1
安藤　麻江 1,000� 千歳1
一元ヤ㈲ 1,000� 千歳1
プラザホーライ 2,000� 千歳1
田中　輝喜 1,000� 千歳1
伊藤　雅博 1,000� 千歳1
石井　佐知子 1,000� 千歳1
老田　紀久子 2,000� 千歳1
松永　守夫 1,000� 千歳1
島崎　有司 1,000� 千歳1
㈱ビーナス 1,000� 千歳1
古屋　祝男 1,000� 千歳1
エンゼルファミリー両國店 1,000� 千歳1
加藤　博正 7,775� 千歳1
匿名 10,000� 千歳1
千歳中央町会 10,000� 千歳2
千歳江島會 5,000� 千歳2
千歳中央町会子ども会 3,827� 千歳2
森田　晴彦 1,000� 千歳2
㈲鈴晴コーポレーション 3,000� 千歳2
㈲谷常工業商会 1,000� 千歳2
㈲西野紙工所 1,000� 千歳2
進士　栄一郎 3,000� 千歳2
㈱村秀ニット 1,000� 千歳2
小川　幸子 1,000� 千歳2
吉田　勝彦 1,000� 千歳2
風戸　守 1,000� 千歳2
石井　正和 1,000� 千歳2
㈱武部シャーリング工業所 2,000� 千歳2
クリーン冷熱販売㈱ 3,000� 千歳2
坂本　政弥 10,000� 千歳2
㈱東京プロダクツ 1,000� 千歳2
木村運送㈱ 2,000� 千歳2
石崎　重則 1,000� 千歳2
㈱五陽商会 1,000� 千歳2
千登世工業㈱ 1,000� 千歳2
匿名 1,000� 千歳2
千歳三丁目町会 15,000� 千歳3
戸井田　光弘 1,000� 千歳3
清水　満枝 1,000� 千歳3
水谷　澄江 3,000� 千歳3
白木　史子 1,000� 千歳3
奥野　洋子 1,000� 千歳3
水谷　明 1,000� 千歳3
須田　憲次 1,000� 千歳3
岩崎　博 1,000� 千歳3
岡島　基雄 1,000� 千歳3
野口　藤雄 1,000� 千歳3
大下　建吉 1,000� 千歳3
松沼　俊雄 1,000� 千歳3
横島　光徳 1,000� 千歳3
杉本　直樹 1,000� 千歳3
太田　洋文 1,000� 千歳3
沢井製作所 1,000� 千歳3
髙橋　秀昭 1,000� 千歳3
曽根　義忠 1,000� 千歳3
高倉　弘道 1,000� 千歳3

木島　哲夫 1,000� 千歳3
藤井　敦夫 1,000� 千歳3
竹内　克己 1,000� 千歳3
加藤　秀行 1,000� 千歳3
岩原　禎子 1,000� 千歳3
伊部　和広 1,000� 千歳3
赤池　雅一 1,000� 千歳3
杉山　泰史 1,000� 千歳3
野澤　寛宣 1,000� 千歳3
大竹　孝雄 1,000� 千歳3
大石　あつ子 1,000� 千歳3
大隅　隆弘 1,000� 千歳3
木村　隆幸 1,000� 千歳3
北川　利彦 1,000� 千歳3
鈴木　英夫 1,000� 千歳3
高橋　恵子 1,000� 千歳3
藤井　里香 1,000� 千歳3
山本　浩司 1,000� 千歳3
緑一婦人会 20,000� 緑1
洋食ひら井 1,000� 緑1
大室　好子 1,000� 緑1
文具ふくや 1,000� 緑1
㈱小林金属工業所 3,000� 緑1
髙見　和子 1,000� 緑1
㈱福島 5,000� 緑1
十字堂薬局 5,000� 緑1
東京モルトン製造㈲ 3,000� 緑1
大月　和子 3,000� 緑1
かど家 2,000� 緑1
山崎商事㈱ 3,000� 緑1
北川メリヤス工業㈱ 3,000� 緑1
台東インテリア 1,000� 緑1
稲田　恵江 1,000� 緑1
岡田　隆 1,000� 緑1
前川　忠幸 1,000� 緑1
㈱山口紙工所 1,000� 緑1
横手　喜一 2,000� 緑1
野村　佳男 1,000� 緑1
生井　義弘 3,000� 緑1
日下部　善夫 1,000� 緑1
秋山衡材㈱ 1,000� 緑1
国技館サービス十五番案内所長谷川家 3,000� 緑1
近藤　隆 3,000� 緑1
㈱コンバージュ 1,000� 緑1
高井　美津子 1,000� 緑1
桜井　誠一 1,000� 緑1
八箆原　誠 1,000� 緑1
緑二丁目町会 20,000� 緑2
緑二丁目町会婦人部 10,000� 緑2
石川　英昭 5,000� 緑2
木村　誠一 2,000� 緑2
島野　富男 1,000� 緑2
佐々木　祝一 1,000� 緑2
野本　美智子 2,000� 緑2
野本　明 2,000� 緑2
野本　拓見 1,000� 緑2
野尻　陽一 1,000� 緑2
フットマーク㈱ 1,000� 緑2

星野　一夫 1,000� 緑2
石綿　龍之助 1,000� 緑2
伊藤印刷所 1,000� 緑2
東信用組合本所支店 1,000� 緑2
宝田　満男 1,000� 緑2
匿名 2,000� 緑2
匿名 1,000� 緑2
匿名 1,000� 緑2
匿名 1,000� 緑2
緑三丁目町会 10,000� 緑3
緑三丁目町会婦人部 10,000� 緑3
疋田　義雄 3,000� 緑3
緑四丁目婦人会 20,000� 緑4
木村　茂 2,000� 緑4
二色　素代 3,000� 緑4
平塚　正基 10,000� 緑4
小宮山　アサ子 3,000� 緑4
森川　貴志 5,000� 緑4
匿名 2,000� 緑4
立川一丁目町会 3,000� 立川1
立一ふれあい委員会 3,000� 立川1
谷村　隆夫 3,000� 立川1
角田　安弘 5,000� 立川1
横島　幸光 3,000� 立川1
㈱野中商店 1,000� 立川1
梅澤　良明 1,000� 立川1
中瀬　淳 2,000� 立川1
加藤不動産 1,000� 立川1
諸井　光治 2,000� 立川1
山田商店 1,000� 立川1
石川　雅敏 1,000� 立川1
宮崎自動車商会 1,000� 立川1
匿名 3,000� 立川1
安藤　節子 3,000� 立川2
㈲モアクール清水 2,000� 立川2
後関　長生 2,000� 立川2
大木鍍金工業㈱ 2,000� 立川2
佐藤　守彦 2,000� 立川2
新井ハガネ㈱ 1,000� 立川2
中川　悦子 2,000� 立川2
小林　英夫 2,000� 立川2
大屋　善次郎 10,000� 立川3
大屋歯科医院 5,000� 立川3
田村　正一 5,000� 立川3
杉山　達雄 3,000� 立川4
高砂湯 20,000� 立川4
㈱酒井商事 2,000� 菊川1
曽根原　修子 50,000� 菊川1
曽根原　將光 2,000� 菊川1
㈱森下工務店 2,000� 菊川1
濱田　憲太郎 2,000� 菊川1
㈱タカノリ 2,000� 菊川1
㈲森ベアリング製造所 2,000� 菊川1
㈱新興発條製作所 2,000� 菊川1
弓座日野司法書士事務所 2,000� 菊川1
草野　昭三 2,000� 菊川1
三稲総業㈱ 2,000� 菊川1
㈾山下タイヤ商店 2,000� 菊川1

㈱斉藤メリヤス 2,000� 菊川1
㈱河野商店 2,000� 菊川1
㈾丸善 2,000� 菊川1
墨田合紙㈱ 2,000� 菊川1
㈱本所化成 2,000� 菊川1
㈲最上金属製作所 2,000� 菊川1
中川　猪左男 2,000� 菊川1
須賀　安雄 2,000� 菊川1
斉藤　昭吾 2,000� 菊川1
柳田紙工㈱ 2,000� 菊川1
飯田　明 2,000� 菊川1
五月女ビル 2,000� 菊川1
森山　貞春 2,000� 菊川1
丸山　伸次 2,000� 菊川1
かねまん 2,000� 菊川1
三浦　美敏 2,000� 菊川1
売野　愛三 2,000� 菊川1
長谷川　誠 2,000� 菊川1
佐藤　令二 2,000� 菊川1
内田　正明 2,000� 菊川1
村井　由美子 2,000� 菊川1
中村　靖裕 2,000� 菊川1
菊川二丁目悠々くらぶ 5,000� 菊川2
弓座　秀雄 2,000� 菊川2
櫻井　征一 5,000� 菊川2
田中　嘉久雄 5,000� 菊川2
横田　照久 2,000� 菊川2
㈾池田屋酒店 2,000� 菊川2
田村　秀子 2,000� 菊川2
左藤　昌治 3,000� 菊川2
木村　恒雄 2,000� 菊川2
菊川三丁目町会 10,000� 菊川3
吉田　耕一 1,000� 菊川3
田村　論一 1,000� 菊川3
吉田　賢一 1,000� 菊川3
杉山　久子 5,000� 菊川3
田原　絹子 1,000� 菊川3
長谷川　清子 1,000� 菊川3
村上　留次 1,000� 菊川3
酒井　喜美子 1,000� 菊川3
石田　和江 1,000� 菊川3
薄葉　茂子 1,000� 菊川3
内田　美重子 1,000� 菊川3
中林　二郎 1,000� 菊川3
坪川　ユヒ 1,000� 菊川3
尾崎　テル子 1,000� 菊川3
川名　陽子 1,000� 菊川3
上妻　武子 1,000� 菊川3
宮下　清司 1,000� 菊川3
前田　晶雄 1,000� 菊川3
大川　清宏 1,000� 菊川3
松丸　徳子 1,000� 菊川3
匿名 1,000� 菊川3
江東橋一丁目町会 6,000�江東橋1
青島　憲裕 1,000�江東橋1
㈲ライフネット 5,000�江東橋1
橋本　忍 1,000�江東橋1
杉山　雪子 2,000�江東橋1

寄 附 物 品

向島法人会

当協議会の募金箱を置いてくださる企業・店舗を募集しています。【�問合せ：☎3614-3900�】
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遠藤　浩吉 5,000�江東橋1
杉山　英之 1,000�江東橋1
高橋　勝則 1,000�江東橋1
杉山　都美 1,000�江東橋1
藤田　淳子 2,000�江東橋1
高橋　秀夫 1,000�江東橋1
山岡　博光 2,000�江東橋1
町田　良夫 1,000�江東橋1
林　真一郎 1,000�江東橋1
坂寄　信太郎 1,000�江東橋1
山崎　一男 2,000�江東橋1
杉山　恵利香 1,000�江東橋1
田中　秀和 1,000�江東橋1
高橋　圭介 1,000�江東橋1
高山　五郎 1,000�江東橋1
河野　政一 1,000�江東橋1
山田　滋 1,000�江東橋1
藤田　守行 2,000�江東橋1
小川　裕子 2,000�江東橋1
瀧井　行男 2,000�江東橋1
鈴木　純一 1,000�江東橋1
江東橋二丁目町会 6,000�江東橋2
㈱城東自動車工場 10,000�江東橋2
㈲宮戸製作所 3,000�江東橋2
大瀧　愛子 3,000�江東橋2
ホテルファミーｉｎｎ錦糸町 5,000�江東橋2
蟬丸千恵子 1,000�江東橋2
匿名 3,000�江東橋2
江東橋三丁目町会 10,000�江東橋3
人形焼山田家 1,000�江東橋3
キッチン藤 1,000�江東橋3
濱野　由紀子 3,000�江東橋3
金澤　秀紀 3,000�江東橋3
㈲山元 1,000�江東橋3
黒田　正彦 1,000�江東橋3
栗原　保子 1,000�江東橋3
セキネ楽器店 1,000�江東橋3
丸源 1,000�江東橋3
平澤　光夫 1,000�江東橋3
神田　良男 1,000�江東橋3
㈱満屋 1,000�江東橋3
匿名 1,000�江東橋3
都営江東橋四丁目アパート自治会 14,476�江東橋4
櫻井　光子 5,000�江東橋4
金子　キク子 10,000�江東橋4
小川　右二 1,000�江東橋4
沼澤　章 1,000�江東橋5
匿名 3,000�江東橋5
匿名 2,000�江東橋5
匿名 2,000�江東橋5
匿名 2,000�江東橋5
匿名 3,000�江東橋5
匿名 2,000�江東橋5
匿名 3,000�江東橋5
匿名 3,000�江東橋5
匿名 2,000�江東橋5
匿名 3,000�江東橋5
横網町会 10,000� 横網2
林　孝明 5,000� 横網2
原澤　曻一 3,000� 横網2
丸山　綾子 3,000� 横網2
保科　進 3,000� 横網2
神谷　勲 2,000� 横網2
横山　昇平 2,000� 横網2
小林　久鎮 2,000� 横網2
村木　三義 2,000� 横網2
小野寺　誠 2,000� 横網2
中半産業㈱ 3,000� 横網2
宮沢模型㈱ 3,000� 横網2
前田　宏一 2,000� 横網2
亀沢一丁目町会 30,000� 亀沢1
亀一喜友会 147,312� 亀沢1
㈳東京都建築士事務所協会　墨田支部 12,139� 亀沢1
浅見　典子 10,000� 亀沢1
匿名 5,000� 亀沢1
亀沢二丁目町会 30,000� 亀沢2
亀二喜楽会 20,000� 亀沢2
亀二婦人会 10,000� 亀沢2
亀三クラブ 10,000� 亀沢3
小野　とし子 20,000� 亀沢3
㈱合田 3,000� 亀沢3
㈲協栄製作所 1,000� 亀沢3
亀沢四丁目町会 30,000� 亀沢4
亀四亀楽会 10,000� 亀沢4
中村　和子 2,000� 亀沢4
遠上　佐智恵 3,000� 亀沢4
河原工業㈱ 5,000� 亀沢4
㈲渡井機械 3,000� 亀沢4
㈱ハイドローリック 3,000� 亀沢4
生方　ミヨシ 1,000� 亀沢4
石原一丁目町会 10,000� 石原1
石原一丁目町会婦人部 20,000� 石原1
粥川　清 100,000� 石原1
多田木材㈱ 2,000� 石原1
石垣　功一 5,000� 石原1
㈱榊商店 5,000� 石原1
㈱コクサイモーター 3,000� 石原1
藤井　一 2,000� 石原1
㈲関田紙工 2,000� 石原1
㈲福禄 3,000� 石原1
㈲金枝商店 2,000� 石原1
宮沢　武志 2,000� 石原1
石川シャーリング工場 3,000� 石原1
丸泰繊維工業㈱ 2,000� 石原1
石井　進 1,000� 石原1
㈲幅田屋 2,000� 石原1
佐川　清 2,000� 石原1
畠山　和夫 2,000� 石原1
松本製器㈱ 2,000� 石原1
石原二丁目町会 58,237� 石原2
石原二丁目婦人会 20,000� 石原2
宮本　勝美 1,000� 石原2
田中　裕子 5,000� 石原2
田中　秀幸 5,000� 石原2
田中　洋幸 1,000� 石原2
田中　逸郎 1,000� 石原2
細野　和子 1,000� 石原2
㈲林商店 1,000� 石原2
鈴茂メリヤス㈱ 1,000� 石原2
飯田　富男 1,000� 石原2
大石メリヤス㈱ 1,000� 石原2
成田　正勝 1,000� 石原2
㈱ヒロハマ 1,000� 石原2
南居　政明 10,000� 石原2
土屋　達朗 1,000� 石原2
堀内　俊彦 1,000� 石原2
中村　昌城 1,000� 石原2
石田　耕造 1,000� 石原2

小川　琴子 1,000� 石原2
川島　礼子 1,000� 石原2
南雲　正 1,000� 石原2
木村　みち子 1,000� 石原2
水田　和男 1,000� 石原2
本多　貴雄 1,000� 石原2
細野　実 1,000� 石原2
砂川　寛志 1,000� 石原2
匿名 1,000� 石原2
匿名 12,000� 石原2
石原三丁目町会役員一同 38,000� 石原3
小林紙工㈱ 1,000� 石原4
高林　芳和 1,000� 石原4
澤田　陽一 1,000� 石原4
川村　富子 1,000� 石原4
高野　徹 3,000� 石原4
高野　千恵子 3,000� 石原4
本所石勝㈱ 3,000� 石原4
㈲政鮨 3,000� 石原4
馬場　節子 3,000� 石原4
関谷機工㈱ 1,000� 石原4
㈱アサヒ 3,000� 石原4
㈱片桐ゴム加工所 5,000� 石原4
田中　徳右ヱ門 5,000� 石原4
伊藤　美奈子 1,000� 石原4
根本　幸彦 1,000� 石原4
坂倉　重徳 1,000� 石原4
㈱関製缶所 1,000� 石原4
田崎　和則 1,000� 石原4
秋葉工務店 1,000� 石原4
㈲清平橋米店 1,000� 石原4
大塚　一郎 2,000� 石原4
白井モータース 1,000� 石原4
鳥羽田　信男 1,000� 石原4
片桐　徳一 1,000� 石原4
鈴木板金工業 1,000� 石原4
海野　博幸 1,000� 石原4
山口　紀代二 1,000� 石原4
大山シャーリング㈱ 1,000� 石原4
㈴清水鉄工所 1,000� 石原4
榎本　妙 3,000� 石原4
繊和工業㈱ 1,000� 石原4
矢野　秀夫 1,000� 石原4
㈲若林紙業社 1,000� 石原4
玉川　敏雄 1,000� 石原4
㈲宮田印刷所 1,000� 石原4
星野興業㈱ 3,000� 石原4
惣佐　純江 2,000� 石原4
㈲中村ファイレ 1,000� 石原4
梅津　恒志 1,000� 石原4
田中　広見 1,000� 石原4
恩田　信一 1,000� 石原4
関口　昇 1,000� 石原4
松本　俊雄 1,000� 石原4
奥田　一真 1,000� 石原4
岩岡　英史 1,000� 石原4
東川　博信 1,000� 石原4
田崎　ふく 1,000� 石原4
樋川　光子 1,000� 石原4
牧野　静 1,000� 石原4
川村　雅利 1,000� 石原4
中沢　欣勇 2,000� 石原4
成田　幸枝 1,000� 石原4
中和金属 3,000� 石原4
藪下　慶三 1,000� 石原4
上原　眞 1,000� 石原4
神山　宏海 1,000� 石原4
田中　秀雄 1,000� 石原4
東川　節子 1,000� 石原4
石川　節子 1,000� 石原4
伊佐　トミコ 1,000� 石原4
石毛　恵子 1,000� 石原4
髙橋　綾子 1,000� 石原4
後藤　マツノ 1,000� 石原4
石川　礼子 2,000� 石原4
秋元ビル 5,000� 石原4
本所一丁目町会 10,000� 本所1
本所一丁目女性部 10,000� 本所1
鈴木　慎太郎 3,000� 本所1
山中　みどり 5,000� 本所1
集貝　知子 2,000� 本所1
荒木田　一裕 3,000� 本所1
冨永　さく子 1,000� 本所1
コーポ岩本 3,000� 本所1
中村　桂一 5,000� 本所1
山本　兼郎 3,000� 本所1
岩本　祐幸 3,000� 本所1
石倉　一郎 3,000� 本所2
石倉　敬一郎 1,000� 本所2
田中燃料㈱ 10,000� 本所2
井上　武郎 2,000� 本所2
猪又　健一 2,000� 本所2
猪又　礼子 1,000� 本所2
㈱伊藤バインダリー 2,000� 本所2
河野製作所 1,000� 本所2
尾張屋 2,000� 本所2
荒井湯 1,000� 本所2
髙田　利昭 1,000� 本所2
古屋　恒雄 1,000� 本所2
平井　秀樹 1,000� 本所2
内山　博 1,000� 本所2
山田　秀文 1,000� 本所2
木内　貴代子 1,000� 本所2
田中接骨院 1,000� 本所2
佐藤　光夫 1,000� 本所2
斉藤　定夫 1,000� 本所2
伊藤　英夫 1,000� 本所2
岡田　絹枝 1,000� 本所2
横地　雅好 1,000� 本所2
河野　利子 1,000� 本所2
飯塚　勝美 1,000� 本所2
㈱コトブキ　渡瀬厚一 1,000� 本所2
㈱コトブキ　渡瀬哲次 1,000� 本所2
㈱コトブキ　渡瀬錦二 1,000� 本所2
田口　昇 1,000� 本所2
小野　一男 2,000� 本所2
萩沼　利雄 1,000� 本所2
華厳寺 1,000� 本所2
松原　秀雄 1,000� 本所2
小宮山　正一 1,000� 本所2
加世田　文江 1,000� 本所2
河本　博支 1,000� 本所2
藤田　喜久恵 1,000� 本所2
十一屋菓子店 1,000� 本所2
齋藤　実範 1,000� 本所2
石川　良一 1,000� 本所2
㈱ＮＡＣＡＭＵＲＡ 1,000� 本所2
池上　新平 1,000� 本所2

堀川　憲太郎 1,000� 本所2
谷　英則 1,000� 本所2
小櫃　久男 1,000� 本所2
阿部　多四郎 1,000� 本所2
池上　孝司 1,000� 本所2
春谷　幹男 1,000� 本所2
伊沢　正八 2,000� 本所2
谷口　健彦 1,000� 本所2
星野　吉秀 1,000� 本所2
三浦　昭彦 1,000� 本所2
鈴木　俊次 1,000� 本所2
土浜　久恵 1,000� 本所2
浦澤　信之 1,000� 本所2
髙橋　義之 1,000� 本所2
小林　弘和 1,000� 本所2
守興　良和 1,000� 本所2
河野　和夫 1,000� 本所2
大石　智裕 1,000� 本所2
砥板　純士 1,000� 本所2
橋本　尚夫 1,000� 本所2
西済　克二 1,000� 本所2
中村　与子 1,000� 本所2
伊澤　理恵 1,000� 本所2
富樫　喜美子 1,000� 本所2
西村　ひろ子 1,000� 本所2
延島　行子 1,000� 本所2
宮川　具也 1,000� 本所2
本所三丁目町会 10,000� 本所3
厩橋簿記講習会 100,000� 本所3
金井　日出男 2,000� 本所3
森　信子 3,000� 本所3
能勢　紀代子 2,000� 本所3
岩田　津奈子 2,000� 本所3
佐藤　陽子 3,000� 本所3
山崎　直利 2,000� 本所3
㈱中村紙器製作所 3,000� 本所3
古川　廣 2,000� 本所3
島田　松司 2,000� 本所3
今井田　精司 2,000� 本所3
石原　順一郎 2,000� 本所3
竹之内　光次 2,000� 本所3
前田　和大 2,000� 本所3
並木　一夫 2,000� 本所3
菅原　孝 2,000� 本所3
大野　薫 2,000� 本所3
長岡　末弘 3,000� 本所3
佐藤　聡 2,000� 本所3
脇嶋　邦雄 2,000� 本所3
平野屋　高柴 2,000� 本所3
野口鮮魚店 2,000� 本所3
本所電器㈱ 2,000� 本所3
梶産業㈱ 2,000� 本所3
伊藤　正良 2,000� 本所3
佐々木　清子 5,000� 本所3
石川医院 3,000� 本所3
㈲新世紀メタル 2,000� 本所3
湯本商店 3,000� 本所3
㈱細山 2,000� 本所3
荒木田　小夜子 2,000� 本所3
山本　光利 2,000� 本所3
永野　信康 2,000� 本所3
渡辺　達男 3,000� 本所3
羽吹　志津子 1,000� 本所3
佐藤　清志 1,000� 本所3
㈱施設管理サービス 3,000� 本所3
加藤　重備 2,000� 本所3
匿名 2,000� 本所3
南澤　清隆 2,000� 本所4
大熊　康之 2,000� 本所4
三州家 5,000� 本所4
上坂鉄工所 3,000� 本所4
松井興産 3,000� 本所4
㈱大越工務店 3,000� 本所4
磯電機工業所磯勝 2,000� 本所4
㈲カードック中川 1,000� 本所4
能勢　頼昭 5,000� 本所4
伊東軽合金㈱ 1,000� 本所4
永楽酸素工業所 2,000� 本所4
㈱ショーワ 3,000� 本所4
青恒工販㈱ 1,000� 本所4
野口　泰子 2,000� 本所4
東駒形一丁目町会 10,000�東駒形1
在原　マサ 10,000�東駒形1
野口　悦子 3,000�東駒形1
匿名 50,000�東駒形1
匿名 50,000�東駒形1
鎌形　由美子 10,000�東駒形2
稲田　稔 5,000�東駒形2
石垣　禎弘 1,000�東駒形3
細谷　勲夫 1,000�東駒形3
笠間　義弘 5,000�東駒形3
加藤　良行 1,000�東駒形3
赤松　勲 1,000�東駒形3
秩父　義之 1,000�東駒形3
河邊　義則 1,000�東駒形3
茂木　和夫 1,000�東駒形3
セブンイレブン東駒形三丁目店 1,000�東駒形3
前田　隆弘 1,000�東駒形3
熊本　欣哉 1,000�東駒形3
鈴木　義雄 1,000�東駒形3
藤田　卓央 1,000�東駒形3
金井　伸夫 1,000�東駒形3
小塚　雄司 1,000�東駒形3
伊東　儀雄 1,000�東駒形3
仁木　基之 1,000�東駒形3
松下　節子 1,000�東駒形3
石井　嘉一郎 100,000�東駒形4
伊東　悦子 5,000�東駒形4
中堤　和江 5,000�東駒形4
寺内　幸雄 10,000�東駒形4
リバーピア吾妻橋ライフタワー自治会 12,480�吾妻橋1
墨田区民生委員ＯＢ会 20,000�吾妻橋1
立岡　幸夫 20,000�吾妻橋1
川合　ひとみ 5,000�吾妻橋1
小川尊　己 1,300�吾妻橋1
吾妻橋二丁目町会役員一同 27,500�吾妻橋2
西山　恒八 50,000�吾妻橋2
西山　良子 50,000�吾妻橋2
吾妻橋三丁目町会 10,000�吾妻橋3
ふれあいサロン　あづさん 10,001�吾妻橋3
明治屋酒店 10,000�吾妻橋3
福田　美加 5,000�吾妻橋3
上原　和子 1,000�吾妻橋3
中島　チヨ 1,000�吾妻橋3
匿名 15,000�吾妻橋3
古藤田　一 1,000� 錦糸1
古澤　武雄 3,000� 錦糸1
鹿島　富佐子 10,000� 錦糸1

仲沢　陽子 3,000� 錦糸1
齋藤　正路 10,000� 錦糸1
佐藤　芙蓉 3,000� 錦糸1
小原　喜久枝 3,000� 錦糸1
森川　久恵 3,000� 錦糸1
伊豆山　ミチ子 5,000� 錦糸1
川上　千代子 1,000� 錦糸1
井上　崇 1,000� 錦糸1
伊豆山　弘之 5,000� 錦糸1
川上　晴司 2,000� 錦糸1
清水　敏夫 5,000� 錦糸2
米村　隆明 2,000� 錦糸2
米村　信子 1,000� 錦糸2
トウダＳ＆プレス 10,000� 錦糸2
任田　幸子 5,000� 錦糸2
島崎　巖 2,000� 錦糸2
片岡　庄一郎 2,000� 錦糸2
竹内　千代子 1,000� 錦糸2
廣田硝子㈱ 1,000� 錦糸2
浅野　光章 1,000� 錦糸2
小山　元一 2,000� 錦糸2
太田　謙 1,000� 錦糸2
秋田　利一郎 2,000� 錦糸2
大澤　光雄 1,000� 錦糸2
牛若 1,000� 錦糸2
もんじゃハウスまろん 3,000� 錦糸2
鎌塚　稔 1,000� 錦糸2
吉川　富美子 5,000� 錦糸3
田村ストアー 2,000� 錦糸3
大澤　孝夫 2,000� 錦糸3
柳澤　透 1,000� 錦糸3
小川　博 2,000� 錦糸4
根本　みどり 3,000� 錦糸4
佐野　雅子 3,000� 錦糸4
阿部　正光 1,000� 錦糸4
横山　喜一 1,000� 錦糸4
関口　玲司 3,000� 錦糸4
道家　厚 5,000� 錦糸4
高橋　正弘 2,000� 錦糸4
石鍋　政久 3,000� 錦糸4
江渡　建一 1,000� 錦糸4
小川　敏治 1,000� 錦糸4
宮本　和昭 1,000� 錦糸4
塚田　正光 1,000� 錦糸4
太平一丁目町会有志一同 40,630� 太平1
日蓮宗　東京東部社会教化事業協会 30,000� 太平1
太平住宅 5,000� 太平1
戸根川　賢 1,000� 太平1
左海　政雄 1,000� 太平1
芝野　将年 1,000� 太平1
太平二丁目町会 15,000� 太平2
岡崎　誠一 3,000� 太平2
田村製作所 5,000� 太平2
㈲樋口製作所 3,000� 太平2
髙森　克友 5,000� 太平2
髙森　睦子 2,000� 太平2
髙森　京子 1,000� 太平2
佐久間　ゑみ 3,000� 太平2
上田　廣 1,000� 太平2
寺田　喜市 2,000� 太平2
山本　国稔 2,000� 太平2
栗山　信雄 1,000� 太平2
丸山　良直 3,000� 太平2
福島　浩 2,000� 太平2
中台　健司 2,000� 太平2
本田　隆見 2,000� 太平2
㈱大成工業 3,000� 太平2
江川　清志 2,000� 太平2
片桐　昭男 2,000� 太平2
千葉　知子 1,000� 太平2
明石　佳代子 1,000� 太平2
石和田　真吾 1,000� 太平2
三好会計事務所 2,000� 太平2
山下　峰雄 1,000� 太平2
作山　泰一 1,000� 太平2
鈴木　敏彰 1,000� 太平2
山田　八重子 5,000� 太平2
㈲ヒロタグラスクラフト 1,000� 太平2
岩田　光昭 5,000� 太平3
蒔田　充 1,000� 太平3
松土　秀 3,000� 太平3
久米繊維工業㈱ 5,000� 太平3
池田製作所 3,000� 太平3
日の出乳業㈱ 5,000� 太平3
㈱栃木屋酒店 5,000� 太平3
大沼畳店 3,000� 太平3
㈱宮崎工務店 3,000� 太平3
篠原断裁 3,000� 太平3
小山　栄次郎 2,000� 太平3
㈱明和産業 3,000� 太平3
吉本　静子 3,000� 太平3
石田鍍金 3,000� 太平3
玉英商事 3,000� 太平3
わかくさ 2,000� 太平3
ウィフローリスト 1,000� 太平3
金澤　哲治 2,000� 太平3
折原　將介 2,000� 太平3
徳永　順 1,000� 太平3
アサヒビジネスセンター 5,000� 太平3
大城　卓也 2,000� 太平3
赤坂　一郎 3,000� 太平3
㈱乳糖製菓 3,000� 太平3
高橋　とし子 1,000� 太平3
高杉　政宏 3,000� 太平3
いまくに接骨院 1,000� 太平3
林　忠久 1,000� 太平3
蟻川　芳夫 3,000� 太平3
鈴木　昌秀 1,000� 太平3
林　作平 2,000� 太平3
瀧口　壱嗣 3,000� 太平3
松丸　芳昭 3,000� 太平3
増子　テル子 1,000� 太平3
小笠原　よしみ 1,000� 太平3
久米　マチ子 2,000� 太平3
加藤　廣高 1,000� 太平3
鈴木　タツ 1,000� 太平3
荒川　和子 1,000� 太平3
荒川　悦子 3,000� 太平3
Brillia タワー東京自治会 10,000� 太平4
Brillia タワー東京防災センター 3,000� 太平4
Brillia タワー　渡辺　豊 1,000� 太平4
Brillia タワー　㈱栃木屋酒店 3,000� 太平4
Brillia タワー　岩上　忠義 10,000� 太平4
Brillia タワー　和田徹 1,000� 太平4
Brillia タワー　茂木　慶子 1,000� 太平4
Brillia タワー　矢ケ崎　やすの 1,000� 太平4
Brillia タワー　筒井　邦治 10,000� 太平4
Brillia タワー　久保田　敏示 2,000� 太平4

Brillia タワー　鴻野　敦司 1,000� 太平4
Brillia タワー　木塚　靖夫 10,000� 太平4
Brillia タワー　平原　総子 1,000� 太平4
Brillia タワー　小川　絹江 1,000� 太平4
Brillia タワー　染谷　由香利 1,000� 太平4
Brillia タワー　佐賀　正男 1,000� 太平4
Brillia タワー　鳥居　恭子 1,000� 太平4
Brillia タワー　中嶋　光宏 1,000� 太平4
Brillia タワー　大池　美佐子 1,000� 太平4
Brillia タワー　松木　武治郎 1,000� 太平4
Brillia タワー　三瓶　喜一郎 3,000� 太平4
Brillia タワー　指宿　良三 3,000� 太平4
Brillia タワー　佐伯　安彦 1,000� 太平4
Brillia タワー　小野　典子 1,000� 太平4
Brillia タワー　横川　雅勝 2,000� 太平4
Brillia タワー　船津　於菟彦 1,000� 太平4
Brillia タワー　藤田　宏之 1,000� 太平4
Brillia タワー　三木　勝子 1,000� 太平4
Brillia タワー　大木　清司 1,000� 太平4
Brillia タワー　椙田　美穂 1,000� 太平4
Brillia タワー　木山　貢 1,000� 太平4
Brillia タワー　倉橋　良子 2,000� 太平4
Brillia タワー　阿部　幸男 5,000� 太平4
Brillia タワー　長谷部　佳宏 1,000� 太平4
Brillia タワー　濱野　智子 1,000� 太平4
Brillia タワー　市川　わかこ 1,000� 太平4
Brillia タワー　堀越　英夫 1,000� 太平4
Brillia タワー　渡部　博 1,000� 太平4
Brillia タワー　川嶋　市子 1,000� 太平4
Brillia タワー　中野　行正 1,000� 太平4
Brillia タワー　村上　三江子 1,000� 太平4
Brillia タワー　浅水　宝啓 1,000� 太平4
㈲武知製袋所 1,000� 太平4
㈱沼田皮革製作所 5,000� 太平4
小清水　リツ子 2,000� 太平4
真中　美恵子 1,000� 太平4
ラーメン桂林 3,000� 太平4
村木　透 2,000� 太平4
㈱豊栄パッキング製作所 2,000� 太平4
墨田鉄工所 1,000� 太平4
玉家 1,000� 太平4
はらだ整骨院 2,000� 太平4
中村　博 1,000� 太平4
植木　政幸 2,000� 太平4
菊地　正義 2,000� 太平4
森田　昭 1,000� 太平4
田中　省一 2,000� 太平4
大塚鋲螺㈱ 1,000� 太平4
ベルトサカイ 1,000� 太平4
㈲藤塚石油 1,000� 太平4
村越　久江 1,000� 太平4
㈱ホクシン 1,000� 太平4
㈲関工業所 1,000� 太平4
㈲丸登鉄工所 1,000� 太平4
㈱小川工作所 1,000� 太平4
沼田　揚一朗 1,000� 太平4
藤塚　茂隆 1,000� 太平4
藤塚　陸子 1,000� 太平4
林　喜以 1,000� 太平4
金子　里子 1,000� 太平4
武内　明 1,000� 太平4
加藤　善久 1,000� 太平4
村田　百合子 1,000� 太平4
藤塚　明 1,000� 太平4
藤塚　晶子 1,000� 太平4
匿名 1,000� 太平4
匿名 1,000� 太平4
匿名 1,000� 太平4
匿名 1,000� 太平4
トミンハイム横川一丁目自治会 10,000� 横川1
野口　祥一 5,000� 横川1
長谷川　寿子 10,000� 横川1
酒寄　伸 2,000� 横川1
諸井　伸司 1,000� 横川1
小田切　栄一 1,000� 横川1
佐藤　順 5,000� 横川1
新井製本所 1,000� 横川1
内田　泰之 2,000� 横川1
大庭　一之 1,000� 横川1
柏原　文人 1,000� 横川1
福田　正人 10,000� 横川1
福田　恵知子 10,000� 横川1
田村　洋子 5,000� 横川1
髙田　浩次 1,000� 横川1
関　賢一 1,000� 横川1
佐々木　昭仁 1,000� 横川1
中村　寛人 1,000� 横川1
野口　育子 1,000� 横川1
青木　俊和 1,000� 横川1
長谷川　博一 1,000� 横川1
佐藤　孝一 1,000� 横川1
丸山　泰司 1,000� 横川1
有田　幸訓 1,000� 横川1
石山　祐司 3,000� 横川1
大塚　勝久 1,000� 横川1
横川二丁目町会 20,000� 横川2
高島　章 1,000� 横川2
江川　和佑 1,000� 横川2
小寺　啓允 3,000� 横川2
桧山　勝美 1,000� 横川2
小林　利明 1,000� 横川2
加茂　登千 1,000� 横川2
島村　幸男 1,000� 横川2
水野　昭一 1,000� 横川2
東出　四郎 1,000� 横川2
佐藤　照 1,000� 横川2
上野　司 1,000� 横川2
仲野　栄一 1,000� 横川2
犬塚　和男 1,000� 横川2
山本　信一 1,000� 横川2
川島　隆司 1,000� 横川2
生澤　輝雄 2,000� 横川2
萩原　正孝 2,000� 横川2
岡本　利夫 1,000� 横川2
山田　喜一 1,000� 横川2
並木　広文 1,000� 横川2
㈲ワタナベガレーヂ 1,000� 横川2
松倉　和男 1,000� 横川2
須釜　良典 1,000� 横川2
江川　雅年 1,000� 横川2
加藤　波太郎 1,000� 横川2
竹内　秀樹 1,000� 横川2
若井　孝太郎 1,000� 横川2
江尻　幸男 1,000� 横川2
茂本　晋吾 1,000� 横川2
田島　浩司 1,000� 横川2
有田　浩之 1,000� 横川2
篠崎　晴己 1,000� 横川2
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松浦　正躬 1,000� 横川2
並木盛自動車㈱ 1,000� 横川2
㈲大栄金型 1,000� 横川2
内田　勝康 1,000� 横川2
片切　義雄 1,000� 横川2
金原　啓一 1,000� 横川2
羽口　幸男 1,000� 横川2
斉藤　実 1,000� 横川2
風戸　弘樹 1,000� 横川2
海野　哲也 1,000� 横川2
鈴木　隆 1,000� 横川2
清水　和夫 1,000� 横川2
本間　和浩 1,000� 横川2
桑島　康二 1,000� 横川2
島田　佳昌 1,000� 横川2
小幡　康二 1,000� 横川2
田中　康元 1,000� 横川2
鈴木　宏尚 1,000� 横川2
伊藤　勝 1,000� 横川2
毎川　義之 1,000� 横川2
白畑　真一 1,000� 横川2
岡田　節子 1,000� 横川2
関　秀和 1,000� 横川2
本邑　健一郎 1,000� 横川2
折原商店 10,000� 横川3
金﨑クリーニング店 2,000� 横川3
保坂　晴美 3,000� 横川3
平田　忠正 2,000� 横川3
㈲タカマツ 3,000� 横川3
島田　修二 1,000� 横川3
富民木工㈱ 3,000� 横川3
㈱成佳屋 10,000� 横川3
滝澤　幸一 1,000� 横川3
柴崎　正子 2,000� 横川3
㈱本所不動産 2,000� 横川3
神谷　和利 1,000� 横川3
追川　晃 1,000� 横川3
藤沢　昭二 2,000� 横川3
山中　隆司 3,000� 横川3
山崎　千晴 2,000� 横川3
三森工芸 1,000� 横川3
本橋　治子 1,000� 横川3
斉藤　清司 1,000� 横川3
横川四丁目町会 10,000� 横川4
㈱桑名製作所 10,000� 横川4
白石　行男 5,000� 横川4
横川五丁目南部町会 5,000� 横川5
横川五丁目北部町会 5,000� 横川5
横五クラブ 5,000� 横川5
横川交友会 5,000� 横川5
渡　良夫 1,000� 横川5
㈱やおきん 5,000� 横川5
深野　晴實 5,000� 横川5
山田　利江 2,000� 横川5
澤登　晴一 2,000� 横川5
業平橋住宅自治会 5,000� 業平1
小林　みどり 3,000� 業平1
橋本　泰子 10,000� 業平1
佐藤　富士子 5,000� 業平1
山田　徳治 2,064� 業平1
業二南つくも会 2,000� 業平2
三田　兼久 2,000� 業平2
木崎　和子 2,000� 業平2
亦野　民枝 5,000� 業平2
亦野　久代 2,000� 業平2
松浦　節子 5,000� 業平2
大島印刷㈱ 1,000� 業平2
吉田　京子 3,000� 業平2
地子　キヌ 3,000� 業平2
荒井　茂 2,000� 業平2
髙橋　和夫 1,000� 業平2
高橋　式部 1,000� 業平2
栃本　美智子 1,000� 業平2
村瀬　昌子 1,000� 業平2
五十部　恒光 1,000� 業平2
業平三丁目婦人部 5,000� 業平3
佐藤　武久 1,000� 業平3
木村　民雄 2,000� 業平3
若生　通昌 6,000� 業平3
石島　卯之助 1,000� 業平3
桐生　孝行 5,000� 業平3
清水　貞子 5,000� 業平3
小林　清一 3,000� 業平3
栗原　正成 3,000� 業平3
㈲ムラタ 3,000� 業平3
斉藤　実 2,000� 業平3
大島事務所 5,000� 業平3
業平四丁目町会 2,000� 業平4
東鋼材㈱ 5,000� 業平4
㈲武石重三商店 2,000� 業平4
梅原　武 3,000� 業平4
土倉　欣也 1,000� 業平4
まるあ秋元運送㈲ 2,000� 業平4
佐藤　好亮 5,000� 業平4
丸井　則和 1,000� 業平4
村岡　俊美 1,000� 業平4
鈴木　美治 1,000� 業平4
古姓　政廣 1,000� 業平4
㈱古澤オフィス 1,000� 業平4
関口　芳春 2,000� 業平4
松本　ヤエ子 1,000� 業平4
堀　志宜 1,000� 業平4
加瀬　民雄 1,000� 業平4
星　光男 1,000� 業平4
㈱大東自動車 2,000� 業平4
山本　修司 2,000� 業平4
三橋　耕一 2,000� 業平4
松田　稔 2,000� 業平4
佐久間　隆 2,000� 業平4
匿名 5,000� 業平5
小梅一丁目町会 10,000� 向島1
小梅一睦会 5,000� 向島1
向島一丁目婦人会 5,000� 向島1
㈱糟谷 100,000� 向島1
田中　孝二 3,000� 向島1
五十畑工業㈱ 10,000� 向島1
㈲大越タイヤー 5,000� 向島1
小林　光子 10,000� 向島1
山中　幹男 1,000� 向島1
小梅寿司 2,000� 向島1
堤　惇子 2,000� 向島1
糟谷　浩子 3,000� 向島1
糟谷　孝男 10,000� 向島1
石井　利夫 2,000� 向島1
山本　町子 2,000� 向島1
五十畑石材工業 2,000� 向島1
斉藤　光子 2,000� 向島1
古宇田　礼子 2,000� 向島1

㈱ケーテー製作所 10,000� 向島1
中島産業㈱ 2,000� 向島1
塩井　美左 1,000� 向島1
関根　忠雄 2,000� 向島1
㈲福田商店 2,000� 向島1
水村　佳子 1,000� 向島1
隅田川診療所 10,000� 向島1
碇　亜子 5,000� 向島1
㈱スエヤス薬局 3,000� 向島1
沢畠　喜久 3,000� 向島1
桜井　常洋 2,000� 向島1
遠山　雅子 1,000� 向島1
田子　和子 10,000� 向島1
東亜鏡工業㈱ 2,000� 向島1
田村　行弘 2,000� 向島1
野村　眞 2,000� 向島1
㈱サンロック 10,000� 向島1
柳沢　永一 2,000� 向島1
㈱森田金網篩製作所 3,000� 向島1
中山　富士雄 1,000� 向島1
マグネット 1,000� 向島1
伊藤　竹子 1,000� 向島1
山崎ガラス 1,000� 向島1
あすなろ薬局 1,000� 向島1
原田　敏雄 10,000� 向島1
向島二丁目睦町会 10,000� 向島2
二宮　徹 2,000� 向島2
梅原　より子 2,000� 向島2
山口　あや子 2,000� 向島2
山田　豊 2,000� 向島2
平井　哲夫 2,000� 向島2
竹内　利雄 2,000� 向島2
㈱川崎ハガネ 3,000� 向島2
佐々木　国光 2,000� 向島2
加賀美　輝彦 2,000� 向島2
阿久沢　良二 1,000� 向島2
波木井　照夫 5,000� 向島2
松崎　正宏 3,000� 向島2
桶田　晴生 2,000� 向島2
秋山　雄治 1,000� 向島2
向島二・三町会 44,186� 向島3
小梅二丁目町会 10,000� 向島3
小梅三丁目町会 10,000� 向島3
佐原　謙治 3,000� 向島3
戸部　義久 3,000� 向島3
安宅　恵子 3,000� 向島3
村井　珠子 5,000� 向島3
安藤　有一 10,000� 向島3
丸山印刷工業㈱ 5,000� 向島3
五月女　秀雄 1,000� 向島3
本郷　ミヱ子 1,000� 向島3
江原　正雄 1,000� 向島3
藤平　昌子 1,000� 向島3
鈴木　武一 1,000� 向島3
奈良　好康 1,000� 向島3
植村　ヒロ子 1,000� 向島3
向島四丁目南町会 15,000� 向島4
向島四丁目北町会 20,000� 向島4
向島四丁目北町会「夜店の会」 5,000� 向島4
石井　利男 5,000� 向島4
㈱川合染工場 10,000� 向島4
前田　喜代子 5,000� 向島4
ササキ　電気 5,000� 向島4
鈴木　光夫 1,000� 向島4
小野塚　興一 1,000� 向島4
上田　政美 3,000� 向島4
濱名　忠義 1,000� 向島4
藤田　総平 10,000� 向島4
向島五丁目東町会少年部 1,000� 向島5
向島まちおこしの会 10,000� 向島5
中村　優子 5,000� 向島5
向　初明 3,000� 向島5
荻田　芳江 3,000� 向島5
山下　洋子 3,000� 向島5
東向一南町会 10,000�東向島1
墨田区茶道協会 32,820�東向島1
米本　常則 5,000�東向島1
吉野　一夫 10,000�東向島1
曳舟松風会 11,579� 押上2
曳舟竹寿会 11,578�東向島2
曳舟白梅会 11,578�東向島2
切手整理グループ 50,000�東向島2
鳩谷　恒子 3,000�東向島2
都丸　傳子 2,064�東向島2
川島　まち子 3,000�東向島2
菅沼　慶子 2,000�東向島2
㈱辰巳エンタープライズ 10,000�東向島2
匿名 3,000�東向島2
㈱北條工務店 10,000�東向島3
タカ美容室 3,000�東向島3
㈱上原 3,000�東向島3
㈲高田 5,000�東向島3
髙田　ミネ子 2,000�東向島3
飯島　かよ子 3,000�東向島3
菅沼　基子 3,000�東向島3
錦糸クリーニング 2,000�東向島4
飯塚　俊一 5,000�東向島4
森井　真理 1,000�東向島4
川名　健雄 5,000�東向島5
川名　百世 5,000�東向島5
㈱三和 5,000�東向島5
川名　見佳 1,000�東向島5
東向島六丁目第一町会 10,000�東向島6
東向島六丁目第一町会イモ煮会 17,139�東向島6
八広公園ラジオ体操会 24,800�東向島6
野苅家　阿久利 30,000�東向島6
澤　正吉 1,000�東向島6
久保　修一 1,000�東向島6
河野　貞元 1,000�東向島6
清水　正子 1,000�東向島6
吉永　昭悟 2,000�東向島6
石崎　正生 2,000�東向島6
大場　真志 3,000�東向島6
武藤　光子 1,000�東向島6
渋谷　昭助 1,000�東向島6
三山　勲 1,000�東向島6
浅野　健治 1,000�東向島6
八木　信雄 1,000�東向島6
富井　修次 1,000�東向島6
菊橋　星 2,000�東向島6
中村　八 1,000�東向島6
羽山　寿 1,000�東向島6
白崎　民一 1,000�東向島6
牛島　一夫 1,000�東向島6
堤通一丁目町会 10,000� 堤通1
奈良　美津江 5,000� 堤通1
㈱ヒロカワ製靴 5,000� 堤通1
深田鉄工㈱ 5,000� 堤通1

白鬚東第二自治会 5,000� 堤通2
白鬚東水神自治会 6,000� 堤通2
白鬚東第一自治会 101,985� 堤通2
大水　郁夫 3,000� 堤通2
佐藤　芳次 1,000� 堤通2
花田　邦夫 2,000� 堤通2
熊木　一吉 2,000� 堤通2
高浜　幾 1,000� 堤通2
井上　久子 3,000� 堤通2
津久井　正 1,000� 堤通2
小椋　順子 3,000� 堤通2
本田　滝男 1,000� 堤通2
小島　光雄 1,000� 堤通2
岡田　昭 1,000� 堤通2
長浜　孝夫 14,000� 堤通2
児玉　勝幸 1,000� 堤通2
松田　正博 1,000� 堤通2
竹内　茂雄 1,000� 堤通2
浅野　和浩 1,000� 堤通2
阿部　幹夫 1,000� 堤通2
里見　恭子 10,000� 堤通2
鈴木　康治 1,000� 堤通2
北澤　和彦 1,000� 堤通2
藤巻　恵一 1,000� 堤通2
浦澤　正子 1,000� 堤通2
山川　由美子 1,000� 堤通2
林　克次 1,000� 堤通2
仙野　トヨ子 3,000� 堤通2
中田　玉枝 1,000� 堤通2
明田川　光一 1,000� 堤通2
糸数　金一郎 1,000� 堤通2
佐藤　道子 10,000� 堤通2
矢口　導江 2,000� 堤通2
横山　康夫 2,000� 堤通2
桝谷　百合子 1,000� 堤通2
横山　慶子 1,000� 堤通2
平井　愛子 1,000� 堤通2
石井　文三 3,000� 堤通2
菅原　朗 1,000� 堤通2
鈴木　愛子 3,000� 堤通2
山石　善生 2,000� 堤通2
大木　孝子 1,000� 堤通2
鈴木　静子 1,000� 堤通2
伊藤　清子 1,000� 堤通2
きたむら歯科クリニック 5,000� 堤通2
横川　玲子 1,000� 堤通2
永井　敬子 1,000� 堤通2
行方　玉乃 1,000� 堤通2
瀬川　忠 1,000� 堤通2
筒井　昭 1,000� 堤通2
清水　利男 500� 堤通2
斉藤　ちゑ子 1,000� 堤通2
大内　キヨ 1,000� 堤通2
宇津木　好男 2,000� 堤通2
平渡　実 2,000� 堤通2
大竹　忠寛 1,000� 堤通2
小澤　伸幸 1,000� 堤通2
小池　靖夫 1,000� 堤通2
鈴木　茂 2,000� 堤通2
池田　嘉代子 1,000� 堤通2
石井　悠太 3,000� 堤通2
矢崎　勉 1,000� 堤通2
小川　久喜子 2,000� 堤通2
後藤　一呂志 5,458� 墨田1
匿名 10,000� 墨田1
墨東ゴム工業会 140,000� 墨田2
広瀬　克之 5,000� 墨田2
町山　侑子 5,000� 墨田2
坂本設備 3,000� 墨田2
百瀬　五郎 5,000� 墨田2
荒井　重市 3,000� 墨田2
松田　春繁 3,000� 墨田2
メルテスみうら 5,000� 墨田2
匿名 2,000� 墨田2
匿名 2,000� 墨田2
匿名 3,000� 墨田2
匿名 1,000� 墨田2
匿名 2,000� 墨田2
匿名 3,000� 墨田2
匿名 5,330� 墨田2
我まま会　白田　博英 7,962� 墨田3
向島珠算学校 5,000� 墨田3
廣田　充男 6,000� 墨田3
髙橋　貞夫 3,000� 墨田3
髙橋　信子 1,000� 墨田3
阿部　恒男 1,000� 墨田3
都丸　綾子 1,000� 墨田3
田沼　礼子 1,000� 墨田3
船木　アサ 1,000� 墨田3
和田　まつ代 1,000� 墨田3
都筑　トヨ 1,000� 墨田3
大澤　千恵子 1,000� 墨田3
滝澤　ヤス子 1,000� 墨田3
森川　せき子 1,000� 墨田3
竹川　ヨシ江 1,000� 墨田3
秋山　ますえ 1,000� 墨田3
上野　まち子 1,000� 墨田3
鈴木　幸子 1,000� 墨田3
宮島　三津子 1,000� 墨田3
酒処たんぽぽ 12,000� 墨田3
隅田中睦町会 25,000� 墨田4
ほがらか保育園園長　牧野　菊次 50,000� 墨田4
有村　哲哉 3,000� 墨田4
篠崎　式子 1,000� 墨田4
高木　恒子 3,000� 墨田4
小田木工業㈱ 10,000� 墨田4
會澤　照男 5,000� 墨田4
鈴木　正一 2,000� 墨田4
小林　敬子 5,000� 墨田4
小松　浪子 10,000� 墨田4
㈲エイコーファスナー 5,000� 墨田4
中川　清 3,000� 墨田4
渡辺　寿美子 1,000� 墨田4
高師　久子 1,000� 墨田4
神林　イサ子 5,000� 墨田4
内藤　憲三 3,000� 墨田4
木ノ下保育園職員一同 19,129� 墨田4
木ノ下保育園園長　吉岡　麻紀子 5,000� 墨田4
篠原　行男 1,000� 墨田4
篠原　元子 1,000� 墨田4
小野　信子 2,000� 墨田4
匿名 2,000� 墨田4
北村　嘉津美 3,000� 墨田5
北澤　明子 5,000� 墨田5
タイガーマスク 10,000� 墨田5
加藤　三郎 2,000� 墨田5
匿名 3,000� 墨田5
匿名 5,000� 墨田5

匿名 5,000� 墨田5
匿名 500� 墨田5
匿名 5,000� 墨田5
押上一丁目町会 30,007� 押上1
押上一丁目仲町会 10,000� 押上1
押上南町会役員一同 19,000� 押上1
押上一丁目仲町会婦人会 5,000� 押上1
（公社）東京都宅地建物取引業協会墨田区支部 73,000� 押上1
墨田リサイクル事業協同組合 50,000� 押上1
髙橋製作所 3,000� 押上1
吉野　行英 5,000� 押上1
大森　好子 5,000� 押上1
多賀　康之 2,000� 押上1
㈲米田 2,000� 押上1
大塚　良弘 10,000� 押上1
金川商店 2,000� 押上1
中村水道設備㈱ 2,000� 押上1
㈱オカヤス 3,000� 押上1
沖山　泰則 2,000� 押上1
村田　憲一 1,000� 押上1
丸高商店 1,000� 押上1
匿名 5,000 押上1
中之郷町会 30,000� 押上2
押上二丁目町会 10,000� 押上2
中之郷女性部 5,000� 押上2
半田酒店㈱ 3,000� 押上2
松邑　裕之 3,000� 押上2
西尾　勝男 2,000� 押上2
宇田川　幸子 5,000� 押上2
小野　志保子 3,000� 押上2
松尾　恭宏 3,000� 押上2
藤原　壽江 2,000� 押上2
関　紀子 1,000� 押上2
設楽　弘明 3,000� 押上2
㈲原山ニット 1,000� 押上2
田島　眞佐子 2,000� 押上2
大野　毅 2,000� 押上2
新井田　正文 1,000� 押上2
小池　偉次 2,000� 押上2
石川　清二 2,000� 押上2
羽鳥　進 2,000� 押上2
坂井　金造 1,000� 押上2
一坊寺　和実 2,000� 押上2
矢野　英雄 2,000� 押上2
山内　慶久 1,000� 押上2
八木　稔 1,000� 押上2
㈱アルス 2,000� 押上2
そばやの吹雪 2,000� 押上2
中村　正勝 2,000� 押上2
深沢　照男 2,000� 押上2
エスタガーデン居住者 65,354� 押上2
谷内　誠 3,000� 押上2
見﨑　信正 3,000� 押上2
古屋　茂樹 3,000� 押上2
林　等 1,000� 押上2
辻田　久 1,000� 押上2
芳賀クリニック 20,000� 押上2
土肥　繁子 1,000� 押上2
岡本不動産 2,000� 押上2
田中　稔 5,000� 押上2
成毛　寛行 3,000� 押上2
杉浦　克正 3,000� 押上2
箕輪　淳一 3,000� 押上2
石井　雅子 2,000� 押上2
㈲石川電機工業 2,000� 押上2
宮本　友雄 1,000� 押上2
北野　美晴 1,000� 押上2
下村　千代子 1,000� 押上2
千葉　元 2,000� 押上2
㈲穂髙金属工業 5,000� 押上2
本田　典靖 1,000� 押上2
高梨　敏明 1,000� 押上2
村川　護夫 1,000� 押上2
石川　郁子 1,000� 押上2
村川　末広 1,000� 押上2
小川　仁 1,000� 押上2
江添　宏子 1,000� 押上2
袴塚　和彦 1,000� 押上2
匿名 1,834� 押上2
押上文花町会 10,000� 押上3
押上南長寿クラブ 14,296� 押上3
文花白寿会 2,071� 押上3
白寿会 1,900� 押上3
白寿会　松本紀良 2,000� 押上3
白寿会　松本雅代 1,000� 押上3
白寿会　都平和子 1,000� 押上3
白寿会　小久保紀美子 1,000� 押上3
白寿会　南雲正美 1,000� 押上3
白寿会　若月宇三郎 3,000� 押上3
白寿会　豊臣茂 1,000� 押上3
白寿会　野澤孝晴 1,000� 押上3
白寿会　三村厚美 1,000� 押上1
白寿会　小菅芳雄 1,000� 押上1
白寿会　長嶋和子 1,000� 押上1
白寿会　大平富雄 1,000� 押上1
白寿会　宮城正 1,000� 押上1
米川　達次 5,000� 押上3
横山医院 10,000� 押上3
冨田　明 10,000� 押上3
戸津　寛司 2,000� 押上3
口町　光弘 2,000� 押上3
源川　英雄 1,000� 押上3
脇本　敏江 3,000� 押上3
吉田　孝三 1,000� 押上3
佐藤　眞理子 2,000� 押上3
大宮紙器印刷 10,000� 押上3
吉田　紀夫 1,000� 押上3
吉田　庫夫 1,000� 押上3
若山　雅男 1,000� 押上3
横尾　輝子 1,000� 押上3
㈲高埜製作所 10,000� 押上3
小宮　武 5,000� 押上3
冨塚　ミツ 3,000� 押上3
桜井　寿子 10,000� 押上3
齋藤　君子 5,000� 押上3
川西　信明 3,000� 押上3
張福染織㈲ 3,000� 押上3
㈲鈴銀技工 3,000� 押上3
村下　美穂 10,000� 押上3
匿名 5,000� 押上3
匿名 3,000� 押上3
匿名 3,000� 押上3
匿名 2,000� 押上3
上野向島質屋協同組合 200,000� 京島1
㈲大友製作所 3,000� 京島1
美松 1,000� 京島1
奥寺　国蔵 3,000� 京島1
佐東　弘信 3,000� 京島1

佐々木　金五郎 3,000� 京島1
鈴木　克巳 10,000� 京島1
㈲森野バネ製作所 3,000� 京島1
フユムロニット㈱ 3,000� 京島1
佐々木　セツ子 2,000� 京島1
匿名 1,515� 京島1
匿名 10,000� 京島1
京島二丁目協和町会 10,000� 京島2
京島南宝寿会 7,500� 京島2
和田　幸忠 5,000� 京島2
江森　健二 5,000� 京島2
吉原左官工業 5,000� 京島2
倫理研究所　京島支部 5,000� 京島2
京三中央寿和会 20,000� 京島3
柏屋 10,000� 京島3
白土　明 3,000� 京島3
市川クリーニング 5,000� 京島3
㈱サハラ 10,000� 京島3
佐藤　幾洋子 5,000� 京島3
㈲佐藤熔接工業 10,000� 京島3
志賀　育子 3,000� 京島3
㈲寺尾商店 7,000� 京島3
八木　一夫 5,000� 京島3
小泉　幾一 3,000� 京島3
麻生　潤子 5,000� 京島3
野苅家　広治 1,000� 京島3
サンワーク工業㈱ 5,000� 京島3
㈲高島工務店 3,000� 京島3
阿部製作所 5,000� 京島3
鳶　新井施工 3,000� 京島3
喫茶アブロード 3,000� 京島3
㈱日建 5,000� 京島3
髙橋　光子 3,000� 京島3
大川　英一 2,000� 京島3
山下　美明 1,000� 京島3
高橋　正義 1,000� 京島3
大山整形外科 3,000� 京島3
キャナリー落語教室 45,227� 文花1
羽生　克己 2,000� 文花1
伊藤　昌男 3,000� 文花1
八巻　康平 2,000� 文花1
黒﨑　健一 5,000� 文花1
ヘアーサロン文花 1,000� 文花1
熊谷　悦郎 2,000� 文花1
永藤　福信 2,000� 文花1
永藤　千代子 1,000� 文花1
工藤　榑章 1,000� 文花1
中川　良見 1,000� 文花1
小野　五郎 1,000� 文花1
佐藤　宗男 1,000� 文花1
小堀　伊代子 1,000� 文花1
安藤　佐千子 1,000� 文花1
岡部　勝利 1,000� 文花1
金田　芳枝 1,000� 文花1
前田　健三 1,000� 文花1
高間　暁海 1,000� 文花1
斉藤　剛 1,000� 文花1
中橋　正明 1,000� 文花1
渡部　和子 1,000� 文花1
永野　淳三 1,000� 文花1
学校法人藤井学園　あづま幼稚園 2,000� 文花1
原　武志 1,000� 文花1
磯山　勲市 1,000� 文花1
亀山　博司 1,000� 文花1
伊藤　敏夫 1,000� 文花1
小林　豊 1,000� 文花1
秋葉　武 2,000� 文花1
吉田　定次 1,000� 文花1
髙島　保 1,000� 文花1
花王㈱ 289,560� 文花2
伊達　粂子 5,000� 文花2
にいむら美容室 1,000� 文花2
㈲ナダヤモータース 1,000� 文花2
東日紙商㈱墨田支店 1,000� 文花2
吉田機工㈱ 1,000� 文花2
吉野　寿昌 1,000� 文花2
セブンイレブン墨田文花二丁目明治通り店 1,000� 文花2
㈱東京電燈社 1,000� 文花2
島村　守計 1,000� 文花2
臼井　隆也 1,000� 文花2
小不動　昌宏 2,000� 文花2
志田　雅孝 1,000� 文花2
渡辺　せつ子 1,000� 文花2
笠倉　忠夫 1,000� 文花2
中西　敏二 2,000� 文花2
鴇田　潤一 1,000� 文花2
柴原　幸夫 1,000� 文花2
五十嵐　敬浩 1,000� 文花2
相良　喜久雄 1,000� 文花2
千輪寿 1,000� 文花2
安藤　誠紀 1,000� 文花2
日名川通信 1,000� 文花2
㈱G.GEXPRESS 1,000� 文花2
金子　忠史 1,000� 文花2
PetitBonheur 2,000� 文花2
匿名 16,540� 文花2
中村　眞 3,000� 文花3
門脇　文 2,000� 文花3
伊藤税務会計事務所 10,000� 文花3
伊藤　君栄 2,000� 文花3
風見　敏明 5,000� 文花3
阿部　みね子 3,000� 文花3
㈱山栄電工 3,000� 八広1
匿名 20,000� 八広1
匿名 7,000� 八広1
八広二丁目親和町会 35,500� 八広2
八広二丁目親和町会　古源　弘 3,000� 八広2
八広二丁目親和町会　南　正吉 1,000� 八広2
八広二丁目親和町会　小島木　四男 1,000� 八広2
八広二丁目親和町会　久場　秀雄 1,000� 八広2
八広二丁目親和町会　中川　清 1,000� 八広2
八広二丁目親和町会　堀口　義晃 1,000� 八広2
八広二丁目親和町会　寺田　利男 1,000� 八広2
八広二丁目親和町会　高野　紀昭 1,000� 八広2
八広二丁目親和町会　北原　三子人 1,000� 八広2
八広二丁目親和町会　伊藤　信子 1,000� 八広2
栄セルロイド工業所 3,000� 八広2
小杉紙器製作所 3,000� 八広2
㈲共栄化工 10,000� 八広2
上野工業所 2,000� 八広2
カツノ原動機㈲ 2,000� 八広2
㈲黒川タイル 2,000� 八広2
峯尾木工㈲ 3,000� 八広2
丸山製作所 2,000� 八広2
大里組 2,000� 八広2
磯　政幸 2,000� 八広2
丸基ゴム 2,000� 八広2
高橋　幸子 1,000� 八広2
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長坂　弘子 1,000� 八広2
石井　喜美子 2,000� 八広2
原澤　鎮宏 2,000� 八広2
小柳　敏明 2,000� 八広2
神成　達雄 2,000� 八広2
岸本　長七 1,000� 八広2
藤井　次男 1,000� 八広2
山川　政邦 1,000� 八広2
正木　都代子 1,000� 八広2
越前 1,000� 八広2
野口　孝道 1,000� 八広2
福岡　義久 10,000� 八広2
匿名 2,000� 八広2
匿名 1,000� 八広2
匿名 1,000� 八広2
墨田区民生児童委員協議会第五地区一同 10,000� 八広3
南　和俊 100,000� 八広3
㈲南製作所 5,000� 八広3
佐久間　令子 10,000� 八広3
竹岡　喜一郎 1,000� 八広4
我楽多（和） 4,355� 八広4
㈱塚田鋲螺製作所 5,000� 八広4
長谷川　満里子 1,000� 八広4
松崎　登 2,000� 八広4
㈱エヌエックスナカムラ 1,000� 八広4
原　喜市 3,000� 八広4
行方ゴム工業㈱ 2,000� 八広4
㈲矢作工業 3,000� 八広4
㈱石井精工 5,000� 八広4
鎌形製作所 3,000� 八広4
㈱吉岡商店 5,000� 八広4
篠﨑鍍金工業所 5,000� 八広4
野村　正太郎 3,000� 八広4
須貝　利喜夫 1,000� 八広4
明和商事 2,000� 八広4
㈱杉山寛次郎商店 5,000� 八広4
ヤマザキ加工 2,000� 八広4
匿名 1,000� 八広4
匿名 1,000� 八広4
匿名 3,000� 八広4
本多　清司 2,000� 八広5
イーグル（喫茶） 3,000� 八広5
清水　春枝 3,000� 八広5
石崎　俊一 2,000� 八広5
鈴木　彰 3,000� 八広5
安田　博道 1,000� 八広5
㈲ジュン 3,000� 八広5
㈲泉屋 5,000� 八広5
㈱ウエマサ 3,000� 八広5
苅部　清 1,000� 八広5
匿名 2,000� 八広5
八広六西町会 5,000� 八広6
八広六丁目東町会 20,000� 八広6
八広六西町会婦人部 3,000� 八広6
西九青年会 5,000� 八広6
平坂　安璋 2,000� 八広6
㈱トーホク 3,000� 八広6
東信工業㈲ 5,000� 八広6
㈲うぬまプリント 3,000� 八広6
千代田青果 1,000� 八広6
宇野　正行 5,000� 八広6
宇野　慎太郎 1,000� 八広6
岡本　智 2,000� 八広6
栗原　伸行 1,000� 八広6
植松　春義 1,000� 八広6
今井　武彦 1,000� 八広6
中村　勝 1,000� 八広6
日進クリーニング 1,000� 八広6

多賀谷　孝道 1,000� 八広6
飯島　賢治 1,000� 八広6
内川製作所 1,000� 八広6
細川　元紀 1,000� 八広6
島田　吉男 1,000� 八広6
内田　勝 1,000� 八広6
池亀　潔 1,000� 八広6
相沢　幸男 1,000� 八広6
岸　治夫 1,000� 八広6
立花平成町会 10,000� 立花1
立花一丁目団地六号棟自治会 40,000� 立花1
立花東町会 20,000� 立花1
立花一丁目町会婦人部 3,000� 立花1
たちばなサロン 11,000� 立花1
㈲立花金属製作所 5,000� 立花1
東邦発条㈱ 2,000� 立花1
㈱中田工作所 5,000� 立花1
樰澤　信博 2,000� 立花1
遠藤　定衛 5,000� 立花1
横田　義一郎 5,000� 立花1
横田　孝子 5,000� 立花1
影山　敬四郎 1,000� 立花1
影山　キエ 2,000� 立花1
山吉　松蔵 2,000� 立花1
槐　正子 2,000� 立花1
渡部　茂 2,000� 立花1
秋元　秀夫 5,000� 立花1
滝口　喜一 2,000� 立花1
石田　光保 10,000� 立花1
髙橋　春男 2,000� 立花1
赤津　明 1,000� 立花1
㈲小林技研 2,000� 立花1
㈱トレジャー事務器製作所 5,000� 立花1
森嶌　義雄 3,000� 立花1
守屋　明美 1,000� 立花1
㈲タカギ工芸社 1,000� 立花1
山元　通永 1,000� 立花1
宇佐美　俊彦 2,000� 立花1
砂山　藤広 1,000� 立花1
林　重子 1,000� 立花1
滝口　弘子 2,000� 立花1
和田　一見 3,000� 立花1
立花接骨院 2,000� 立花1
菊池　益夫 2,000� 立花1
春山　英二 1,000� 立花1
手塚　寿美 1,000� 立花1
中田　ヨシ子 1,000� 立花1
原　敏幸 1,000� 立花1
山崎　静江 1,000� 立花1
足立　照江 1,000� 立花1
吉本　政弘 5,000� 立花1
八木　宰 1,000� 立花1
北條　かつよ 1,000� 立花1
野口　久子 1,000� 立花1
飯島　静江 1,000� 立花1
後藤　行一 2,000� 立花1
木村　孝子 1,000� 立花1
㈲高野精機 5,000� 立花1
社会福祉法人賛育会　東京清風園 5,000� 立花1
志摩　昌代 1,000� 立花1
大川　恵子 1,000� 立花1
牧野　政夫 5,000� 立花1
峰岸　しず子 1,000� 立花1
立花二丁目仲町会 20,000� 立花2
仲よし会 8,709� 立花2
大嶋　龍男 3,000� 立花2
佐藤　大六 5,000� 立花2
松沢倉庫㈱ 10,000� 立花2

小林　年子 5,000� 立花2
小澤　八重子 5,000� 立花2
宮園　俊伸 5,000� 立花2
村越　益蔵 2,000� 立花2
小山　一 2,000� 立花2
東日本金属㈱ 10,000� 立花2
金子　祐保 10,000� 立花2
小山　美智子 5,000� 立花2
松井　昇 2,000� 立花2
白井　正夫 6,000� 立花2
渡辺　忠雄 5,000� 立花2
野々部　茂 1,000� 立花2
吉野　美恵子 1,000� 立花2
㈲亀屋 2,000� 立花2
神山　髙康 2,000� 立花2
㈲小田倉鍍金工業所 3,000� 立花2
㈱ときわ商会 5,000� 立花2
綱川　金属 3,000� 立花2
中山　清 1,000� 立花2
鹿倉　みち子 2,000� 立花2
横田　正男 3,000� 立花2
小山　陽也 5,000� 立花2
伊藤　和子 1,000� 立花2
大戸　健男 2,000� 立花2
武井　一枝 2,000� 立花2
林　隆太 1,000� 立花2
門脇　美恵子 1,000� 立花2
加藤　公枝 1,000� 立花2
三浦　隆治 1,000� 立花2
舩岡　清 1,000� 立花2
北村　秀夫 1,000� 立花2
大越　效治 1,000� 立花2
村山　章夫 1,000� 立花2
小山　恵美子 1,000� 立花2
長竹　宗四郎 1,000� 立花2
西野　政雄 1,000� 立花2
理容よしくぼ 1,000� 立花2
平田　ゆり子 1,000� 立花2
松住　央子 1,000� 立花2
小塚　きよ 1,000� 立花2
小野　塚孝 3,000� 立花2
本田　信之 2,000� 立花2
齋藤　實 2,000� 立花2
村杉　喜則 2,000� 立花2
角田　正一郎 1,000� 立花2
中野　勝行 1,000� 立花2
金子　幸永 1,000� 立花2
石川　豊 1,000� 立花2
長谷川　和子 1,000� 立花2
小池　和美 1,000� 立花2
遠藤　孝紀 1,000� 立花2
河内　正紀 5,000� 立花2
立花南町会 20,000� 立花3
大熊　雅夫 2,000� 立花3
若松　寿夫 1,000� 立花3
岩立　道子 3,000� 立花3
河端　吉男 1,000� 立花3
豊田　俊一 3,000� 立花3
大木　茂元 5,000� 立花3
大木　継元 3,000� 立花3
飯塚商店 3,000� 立花3
茶丸会 20,000� 立花4
橋本　澄夫 10,000� 立花4
㈲橋本パッケージ 10,000� 立花4
細谷　勝美 3,000� 立花4
中西　眞二 2,000� 立花4
武藤　道子 1,000� 立花4
篠田　喜代子 3,000� 立花4

栗原　幹夫 3,000� 立花4
岩崎研磨製作所 5,000� 立花4
㈱吾嬬製作所 1,000� 立花4
㈲生田工業所 5,000� 立花4
山本　絹子 2,000� 立花4
市村　順一郎 3,000� 立花4
山田　茂夫 1,000� 立花4
中田駐車場 5,000� 立花5
㈱島村歯車製作所 3,000� 立花5
㈱バンバ巧建 5,000� 立花5
新野　明美 5,000� 立花5
松本機械製作㈱ 5,000� 立花5
レジデンス石原 5,000� 立花5
揚　志成 3,000� 立花5
雨宮　武士 1,000� 立花5
伊藤　靖夫 1,000� 立花5
谷本　功 1,000� 立花5
平野　博 1,000� 立花5
石原　周一 5,000� 立花5
新野工務店 2,000� 立花5
匿名 3,000� 立花5
匿名 1,000� 立花5
匿名 1,000� 立花5
匿名 1,000� 立花5
匿名 1,000� 立花5
星野　悦郎 1,000� 立花6
小林　隆 1,000� 立花6
藤川工務店 1,000� 立花6
小野　正好 1,000� 立花6
島村　和夫 3,000� 立花6
島村　文子 4,419� 立花6
菊本　和子 1,000� 立花6
雨谷　千恵子 1,000� 立花6
髙木　益太郎 1,000� 立花6
鈴木　武臣 1,000� 立花6
田幡　静江 1,000� 立花6
細谷　悦三 1,000� 立花6
㈲笠原製作所 2,000� 立花6
清水　伸夫 500� 立花6
㈲三原ギヤー製作所 500� 立花6
高橋　俊則 1,000� 立花6
町田　忠治 1,000� 立花6
匿名 10,000� 立花6
大王興業㈱ 30,000�東墨田2
三恵産業㈱ 3,000�東墨田2
匿名 20,000�東墨田2
ふじたや 1,000�江東区
小磯　幸子 5,000�中央区
宮崎　保仁 1,000�江戸川区
匿名 2,456�
匿名 50,000�
匿名 1,000�

墨田区浴場組合
募金箱設置協力店　 総額 25,618		
高砂湯 立川4
御谷湯 石原3
荒井湯 本所2
大黒湯 横川3
さくら湯 業平4
薬師湯 向島3
良の湯 東向島2
寺島浴場 東向島6
田中湯 墨田3
おかめ湯 八広5
グランド湯 八広1
三徳湯 八広4

募金箱設置協力団体・店
東京東信用金庫両国支店 510� 両国4
千一ふれあいサロン 7,300� 千歳1
セブンイレブン墨田千歳店 1,407� 千歳2
みどりコミュニティセンター 430� 緑 3
立川一丁目町会 28,311� 立川1
立川三丁目町会 6,194� 立川3
菊川一丁目町会・菊寿会 7,521� 菊川1
菊三サロン有志一同 2,778� 菊川3
亀太商店 9,060�江東橋5
亀沢四丁目町会 9,397� 亀沢4
ガランドール 4,134� 石原4
本所地域プラザ BIG�SHIP 2,573� 本所1
東駒形三丁目町会 6,455�東駒形3
明治屋酒店 1,805�吾妻橋3
アルカハビタ自治会 5,455� 錦糸1
業平橋住宅有志一同 16,964� 業平1
向島一丁目町会 4,500� 向島1
石窯パン工房KAMEYA向島店 708� 向島3
向島五丁目西町会 1,566� 向島5
すみだおもちゃサロン・みどりおもちゃサロン 896�東向島2
リカー＆フーズストア新川屋 5,436�東向島3
ふれあいサロン　さくら会 11,241� 墨田4
シニアクラブ押上二 13,383� 押上2
キラキラ茶家 4,281� 京島3
いきいきプラザ 21,508� 文花1
仲よし 4,184� 文花3
立花一丁目団地 5,748� 立花1
立花二丁目町会役員一同 10,916� 立花2
喫茶越路 4,764� 立花4
酒処　食処　たのしみ 2,964� 立花4
ソライエプレミアムテラス自治会 2,479� 立花5
区役所地域活動推進課 1,000�吾妻橋1
すみだボランティアセンター 5,500�東向島2

向島料理飲食業組合
募金箱設置協力店 総額 18,745	
源次郎 東向島2
まるしん 東向島4
力士ダイニングZONO 東向島5
かつ信 墨田3
十一屋 墨田3
愛知屋 墨田3
プチローズ 墨田3
割烹三貴 墨田4
おくしり 文花1

街頭募金協力団体
総額 268,671	

12月11日 11,277 吾嬬第二中学校
13日 73,141� 立志舎高等学校
16日 14,392� （一社）建築ビジョン
18日 15,440� ㈱駿河屋

安田学園中学校・高等学校　社会科クラブ
社会福祉法人墨田さんさん会　空ゆけ未来工房

21日154,421� 吾嬬立花中学校

区役所関係・社協職員
区役所関係職員 242,308� 78 名
社協職員 68,000� 24 名

物品寄附
東京都退職公務員連盟墨田支部 横川5
瀧澤　清治 東向島1
たちばなサロン 立花1
浄土宗江東組青年会 江東区

ありがとうございました
高額寄附 街頭募金

募金箱

安田学園中学校・高等学校社会科クラブ、
株式会社駿河屋、

社会福祉法人墨田さんさん会 空ゆけ未来工房
（12月18日㈪押上駅前ロータリー）

一般社団法人建築ビジョン
（12月16日㈯押上駅前ロータリー）

立志舎高等学校
（12月13日㈬JR錦糸町駅北口）

吾嬬立花中学校
（12月21日㈭イトーヨーカドー曳舟店前）

吾嬬第二中学校
（12月11日㈪イトーヨーカドー曳舟店前）

亀太商店 向島料理飲食業組合

石井嘉一郎様

花王株式会社様

西山恒八様・良子様

株式会社糟谷様亀一喜友会様

上野向島質屋協同組合様

当協議会への会費・ご寄附は、各種税控除の対象となります。くわしくは、お問合せください。当協議会への会費・ご寄附は、各種税控除の対象となります。くわしくは、お問合せください。
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次号の社協だよりは、平成30年6月1日発行です。

イベント情報コーナー

おわび

3/15（木）
午後 1 時半〜 4 時半
4/19（木）

午後 1 時半〜 4 時半
5/17（木）

午後 1 時半〜 4 時半

弁護士による権利擁護法律相談
❶判断能力が十分ではない方への権利擁護相談
❷福祉サービスの苦情相談　❸親族後見人からの相談
［対　象］		①区内在住で認知症高齢者・知的障害者・

精神障害者・その他判断能力が十分ではな
い方とその関係者②区内在住の福祉サービ
ス利用者とその関係者③区内在住の成年
被後見人等の親族後見人とその関係者

［ところ］	すみだボランティアセンター（東向島 2-17-14）
［費　用］	無料
［申込み］	事前に電話でご相談、ご予約ください☎ 5655-2940 へ

3/14（水）
午後2時〜3時半
4/19（木）

午前10時〜11時半

ボランティア説明会
ボランティア活動の紹介、活動時の注意点など
［対　象］	ボランティア活動を始めたいと考えている方
［ところ］		3/14：すみだボランティアセンター（東向島2-17-14）�

4/19：�すみだボランティアセンター分館�
（亀沢３-20-11関根ビル４階）

すみだ社協だより12月1日号（No.191）に掲載しました、みどりおもちゃサロンの2月開催日は、みどりコミュニ
ティセンターの工事にともない、開催日に変更がありました。おわびいたします。
正：平成30年2月7日(水)　誤：平成30年2月28日（水）

　社会福祉協議会に寄附していただいた物品を区内
にお住まいの方に提供します。

品　目 内　容 在庫数

大人用紙オムツ
パンツタイプ（S）（M）（Ｌ）サイズ 各数袋
テープタイプ（S）（M）（L）サイズ 各数袋
尿取りパッド 数袋

ポータブルトイレ 家具調1台、樹脂製3台 4台
シャワーチェア 回転式　背もたれあり 1台

車いす 自走式（介助用ハンドル部分ブレーキ
あり）　座面広め　重量：約18ｋｇ 1台

シルバーカー 折りたたみ式 1台
ショッピングカート キャスター付 3台
リクライニング

式車いす
カワムラサイクル製（RR４３－NB）スチール製　
取扱説明書なし（購入・使用歴：約2年経過）
（＊仲介品目：直接受取、搬入をお願いします）

1台

寄附物品をご活用ください（提供します）

上記のほか、将棋セット・マージャンパイ・マージャン卓（仲介品
目・全自動不可）のご提供も受け付けます。
＊紙オムツ・尿取りパッドは未開封、未使用品に限ります。
＊�在庫の都合上、受け取りをお断りすることもあります。�
その際はご了承ください。

［申込み］	地域福祉活動担当�☎3614-3900

地域の方々のために、上記物品を
ご提供くださる方も随時受け付けています。

［申込方法］	電話でお申込みください。
［申込期間］	�3月1日（木）〜9日（金）
＊�数に限りがありますので、申込み多数の場合は抽選になります。
＊�抽選の結果は3月14日（水）以降にお知らせします。
＊先着順ではありません

すみだボランティアセンターでは、平成30年度の点訳・音訳・要約筆記講習会・手話の受講者を募集します。
それぞれの技術を学びながら、障害者への理解を深め、修了後は墨田区内でのボランティア活動に参加することを目的としています。
受講を希望する方は各講習会の申込み方法や締切日を確認の上、お申込みください。
［対象］区内在住・在勤・在学で、講習会修了後に墨田区内でボランティア活動ができる方。各講習会とも定員を超えた場合は抽選になります。
　　　　＊お子さんを連れての受講はできません。

◆ 点訳講習会 ◆
点字の基礎知識から、点字板や点字タイプライタ
ーでの点訳まで学びます。また、パソコン点訳も体
験します。＊講習に必要な点字板・点字タイプラ
イターなどは当センターから貸出しします。
［とき・ところ］�4月14日から毎週土曜日（全20回）�

午後2時～ 4時�
すみだボランティアセンター

［定員］15人　［受講料］5,000円
［申込み］�平日の午前9時から午後5時半の間に電話

でお申込みください。
［締切り］3月20日（火）まで

「手話はまったく初めて」という方が対象です。手
話での挨拶や自己紹介をはじめとした、手話で言葉
の表現や理解ができることを目標としたクラスです。
［朝］�4月13日から毎週金曜日(全40回)�

午前10時～正午�
すみだボランティアセンター

［夜］�4月11日から毎週水曜日(全40回)�
午後6時45分～ 8時45分

　　すみだボランティアセンター分館

初級クラス

◆ 音訳講習会 ◆
音訳は、主に視覚障害者に対して、対面朗読や録
音テープ作成などを行う活動です。発音練習から
言葉の意味調べ、録音技術までを学びます。
［とき・ところ］�4月9日から毎週月曜日（全23回）�

午後6時半～ 8時半�
すみだボランティアセンター

［定員］40人　［受講料］2,000円
＊別途「NHK日本語発音アクセント新辞典」5,400円が必要です。

［申込み］�平日の午前9時から午後5時半の間に電話
でお申込みください。

［締切り］3月20日（火）まで

中級クラス
初級クラス修了者(同等の技術・知識のある方

も可)を対象に、手話で日常会話ができるようにな
ることを目標としたクラスです。
［朝］�4月9日から毎週月曜日（全40回）�

午前10時～正午�
すみだボランティアセンター分館

［夜］�4月11日から毎週水曜日（全40回）�
午後6時45分～ 8時45分�
すみだボランティアセンター

◆ 要約筆記講習会 ◆
要約筆記とは、聴覚障害者や高齢により聞こえにく

くなった方などに、話の内容を文字にして伝えること
です。この講習会では、要約筆記の基礎を学びます。
［とき・ところ］�4月10日から毎週火曜日（全10回）

午前10時～11時半�
すみだボランティアセンター

［定員］�10人
［受講料］5,000円
［申込み］�平日の午前9時から午後5時半の間に電話

でお申込みください。
［締切り］3月20日（火）まで

上級クラス
中級クラス修了者(同等の技術・知識のある方

も可)を対象に、地域の手話ボランティアや手話通
訳者になるための知識や技術を習得することを目
標としたクラスです。
［朝］�4月9日から毎週月曜日(全40回)�

午前10時～正午�すみだボランティアセンター
［夜］�4月9日から毎週月曜日(全40回)�

午後6時45分～ 8時45分�
すみだボランティアセンター分館

点訳・音訳・手話体験講座受講生募集中!!
平成30年度の講習会の募集に先がけて、事前

に点訳・音訳・手話の体験講座を開催します。
今回の講座を通して実際の講習内容や、ボラ

ンティア活動はどのようなことをするのかを体
験していただきます。
講習会への参加を考えている方はもちろん、

点訳・音訳・手話に関心のある方の参加をお待
ちしています。

＊合同開講式を4月7日(土)午後6時半から8時半まで、すみだ生涯学習センターで行います。
［定員］初級・中級クラス各40人、上級クラス各20人　［受講料］6,000円
［申込み］�往復はがきに①住所②氏名(ふりがな)③年齢④電話番号⑤在勤・在学の方は勤務先または学校名

⑥希望クラス(朝・夜の別)⑦手話学習歴の有無を記入し郵送してください。
［締切り］3月18日(日)消印有効

講習会受講生大募集！

お子さんと保護者が
おもちゃで遊べます。

毎週金曜日	午前10時〜午後3時半
毎月第3月曜日	午後1時〜3時半
（障害のあるお子さん専用）
＊4月より、第3月曜日は午前10時～3時半となります
＊祝日はお休みです

［ところ］	すみだボランティアセンター1階
� おもちゃのお部屋（東向島2-17-14）

＊どちらも保護者の付き添いが必要です。
［費　用］	無料
［申込み］	直接会場へおいでください。
［問合せ］	地域福祉活動担当�☎3614-3900

すみだおもちゃサロン

［ところ］	みどりコミュニティセンター3階
� 和室（緑3-7-3）

毎月第4水曜日
午前10時〜午後3時半

みどりおもちゃサロン

＊	毎月第1金曜日の午後と第3月曜日の午後（4月以降は午前
10時〜午後3時半）は障害のあるお子さん専用の時間です。
他の時間はどなたでも遊べます。

おもちゃサロン

講座名 とき ところ 対象 定員・費用・申込

点訳・音訳
合同体験講座

3月10日（土）
午後2～ 4時 すみだボランティアセンター

（東向島2-17-14）

▽当センターが主催
する点訳講習会(全20
回)、音訳講習会(全23
回)、手話講習会(全40
回)の受講を考えてい
る方

▽点訳・音訳・手話に
関心のある方

［定員］各講座とも
先着30人
［費用］無料
［問合せ・申込み］
すみだボランティ
アセンター
☎3612-2940

手話体験講座
＊各回とも�
　同じ内容です。

3月16日（金）
午前10時～11時

3月14日（水）
午後6時45分～7時45分

すみだボランティアセンター分館
（亀沢3-20-11�関根ビル4階）

すみだボランティアセンター
☎3 6 1 2 - 2 9 4 0

◆ 手話講習会 ◆

［定　員］	先着20人　［費　用］無料
［申込み］		事前に、すみだボランティアセンターへ☎3612-2940�

＊5月18日（金）は有償ボランティアの説明会と合同で行います。（2面参照）

問合せ
申込み

〒131-0032
墨田区東向島2-17-14
すみだボランティア
センター行

往信

ご自分の住所・氏名

①住所
②氏名(ふりがな)
③年齢
④電話番号
⑤在勤・在学者は
　勤務先または学校名
⑥希望クラス名
　(「朝」「夜」の別)
⑦�手話学習歴の有無

返信［往復はがき書き方］

＊祝日はお休みです


