
ふるさと納税「教育活動の充実」

令和元年度以前にご寄附をいただいた皆様

個人・企業・団体名 金額（円） 使途

匿名 300,000

株式会社エーアイネット・テクノロジ　様 1,000,000

小林　裕史　様 10,000

川島　薫　様 非公表

匿名 500,000

今野　徹　様 10,000 コピー機

匿名 500,000
クッションチェア、バンビーナダイニング

さをり手織機、ロングライトバス

森本　克　様 非公表 イオンメータ

古林　フミ　様 300,000 ＡＥＤ

羽山　悟　様 非公表 体育館ステージ用階段

伊藤　紳　様 10,000 図書

石川　秀俊　様 非公表 タブレット充電収納保管庫

キャンドル歌仲間愛好会　様 100,000 プロジェクター、テーブル、図書など

匿名 30,000 ポスタープリンター

株式会社　大入物産　様 2,000,000 トロンボーンなど

鈴木　吾郎　様 非公表 図書

藤代　國忠　様 500 デジタルビデオカメラ

稲村　宣泰　様 非公表 ＮＡＳ

宮川　靖司　様 非公表 配膳台

匿名 500,000 プロジェクターなど

増村　弘貴　様 非公表 テント、体操マット

淺海　武夫　様 非公表 ビブラフォン

一般社団法人　日本釣用品工業会　様 20,000 図書

株式会社　ぱど　町田支局　様 非公表 配達用バッグ、電子ミニノート

小野瀬　輝　様 非公表 児童図書

永野　典能　様 非公表 バスケットゴール

永野　佳代　様 非公表 バスケットゴール

横浜ＭＭ２１ロータリークラブ　様 100,000 図書

森本　克　様 非公表 長椅子

社会福祉法人　緑成会　様 非公表 学校銘板

三島　勝喜　様 非公表 図書閲覧テーブル

横浜行政書士センター　内野　雄一郎　様 非公表 図書室用書籍

吉宮　卓志　様 非公表 オルガン

キャンドル歌仲間愛好会　様 100,000 タブレットＰＣ、作業用テーブル

鈴木　聡志　様 300,000 コンサートバスドラム

宮川　靖司　様 非公表 配膳台

森野　竜馬　様 非公表 児童用机椅子、セットトップボックス

植木　潤　様 10,000 カプラブロック



稲村　宣泰　様 非公表 朝礼台

匿名 20,000 グロッケン

小野瀬　輝　様 非公表 図書

星　直樹　様 非公表 糸鋸機械３型

松本　章子　様 非公表 学校銘板

おぜしかプロジェクト　小山　抄子　様 非公表 革用半導体レーザー加工機

青木おやじの会　様 非公表 行事用立て看板（入学式・卒業式）

匿名 500,000

ＪＦＥエンジニアリング株式会社　様 100,000 職業講話

浜小学校同窓会　様 209,653 防災カーテン

中山　健　様 非公表 学校銘板

吉田　孝則　様 非公表 教材点字装置

六つ川小学校ＰＴＡ　様 非公表 エアコン

日本釣用品工業会　様 14,000

キャンドル歌仲間愛好会　様 100,000 ミシン、テント

青木　誠二　様 非公表

石渡　晋太郎　様 100,000

株式会社ぱど　様 非公表 インクジェットプリンター

浅田　稔　様 非公表 大型送風機、拡大プリンター

横浜サイプレス(桧)バレーボールクラブ

会長　浅田　稔　様
非公表 フロアマット、視力計

横浜行政書士センター　内野　雄一郎　様 非公表

宮谷　敦子　様 非公表 IHコンロ

田中　トシ　様 120,000 図書

岡村中学校70周年フェスティバル実行委員会 非公表 全自動洗濯機

小野瀬　輝　様 150,000 本棚、図書

吉戸　勝　様 非公表 天板中央配線ボックス付テーブル

山菅　克也　様 10,000

内河　研　様 非公表 清掃用具

成田　康孝　様 1,000,000

瀧田　雅男　様 10,000

有限会社　神教販　様 10,000

株式会社　ティエムスポーツ　様 非公表

グランコーヨー株式会社　様 非公表

鴨居中学校同窓会　会長　薄井　政義　様 非公表

株式会社　グリーンスポーツ　様 非公表

市原　麻里子　様 非公表 ワイヤレスマイク

吉宮　卓志　様 非公表 児童発表用ひな壇

星　直樹　様 非公表

宮﨑　亮　様 非公表

山口　裕礼　様 200,000 液晶テレビ

宗像　恵太　様 非公表 遮光カーテン



栄千工商株式会社

代表取締役　千葉　智　様
1,000,000

ひな壇、ひな壇収納台車、掃除用ロッカー、

赤外線ヒーター

加藤　学　様 非公表 ハードディスク

北村　亘　様 100,000 式典看板

森野　良馬　様 非公表 印刷機、メールボックス

日吉東急鈴木眼科　鈴木　聡志　様 非公表 バスオルガン、テレビ、絵画作品乾燥棚

久間 隆一　様 非公表

横浜行政書士センター 内野　雄一郎　様 非公表

濱川　美紀　様 非公表 清掃用具

穴田　滋希　様 非公表 児童用図書

眞野　玲子　様 非公表 長座体前屈計、グランドブラシライナー

井上　太市　様 非公表 給食用配膳台

おぜしかプロジェクト　小山　抄子　様 非公表

植木　潤　様 20,000 賞状盆

セブンマイルズクラブ　上山　佳子　様 非公表

瀬戸口　哲朗　様 非公表

吉田　孝則　様 非公表

一般社団法人日本釣用品工業会　様 14,000 図書

小野瀬 輝　様 50,000 図書

山菅 克也　様 10,000 印刷機

瀧田 雅男　様 10,000 印刷機

有限会社 神教販　様 10,000 印刷機

株式会社ティエムスポーツ　様 非公表 印刷機

グランコーヨー株式会社　様 非公表 印刷機

鴨居中学校同窓会　会長 薄井 政義　様 非公表 印刷機

株式会社グリーンスポーツ　様 非公表 印刷機

植木 潤　様 10,000 図書


