
街頭募金
　　1,127件　　　85,240,568円

　　学校　164件　　　8,590,702円

千代田区 麹町学園女子中学校・高等学校 世田谷区 成城幼稚園

千代田区 東京家政学院中学校・高等学校 世田谷区 世田谷平安教会・平安幼稚園

千代田区 和洋九段女子中学校・高等学校 世田谷区 さくら幼稚園

千代田区 神田女学園中学校・高等学校 世田谷区 都立　深沢高等学校

千代田区 大妻中学校・高等学校 渋谷区 文化服装学院　学友会

千代田区 都立　一橋高等学校 渋谷区 東京女学館小学校

港区 普連土学園中学校・高等学校 渋谷区 青山学院初等部

港区 港区立六本木中学校 渋谷区 福田幼稚園

港区 安藤記念教会附属幼稚園　教会学校 渋谷区 小鳩幼稚園

港区 慶應義塾中等部 渋谷区 岸辺幼稚園

新宿区 学習院初等科 渋谷区 清水学園

新宿区 キルビー学院 渋谷区 日本赤十字看護大学

新宿区 日本児童教育専門学校 中野区 大妻中野中学校・高等学校

新宿区 日本福祉教育専門学校 中野区 やはた幼稚園

文京区 貞静学園中学校・高等学校 中野区 日本ﾅｻﾞﾚﾝ教団中野教会附属幼稚園

文京区 跡見学園中学校・高等学校 中野区 宝仙学園中学校・高等学校

文京区 日本女子大学附属豊明幼稚園 中野区 ひかり幼稚園

文京区 日本女子大学附属豊明小学校 杉並区 都立　豊多摩高等学校

文京区 貞静学園保育福祉専門学校 杉並区 女子美術大学付属中学校・高等学校

文京区 文京学院大学中学校・高等学校 杉並区 西荻まこと幼稚園

文京区 桜蔭中学校・高等学校 杉並区 立教女学院中学校・高等学校

文京区 文京区立第八中学校 杉並区 西荻学園幼稚園

文京区 日本指圧専門学校 豊島区 豊島岡女子学園中学校・高等学校

文京区 淑徳学園中学校・高等学校 豊島区 淑徳巣鴨中学・高等学校　美子文会

文京区 彰栄幼稚園 豊島区 十文字中学校・高等学校　中央委員会

文京区 大和郷幼稚園 豊島区 もみじ幼稚園

台東区 台東区立御徒町台東中学校 豊島区 豊島区立西巣鴨中学校

台東区 都立　台東商業高等学校 豊島区 豊島区立西池袋中学校

台東区 台東区立大正小学校 豊島区 目白幼稚園

台東区 岩倉高等学校 豊島区 長崎幼稚園

台東区 都立　蔵前工業高等学校 豊島区 日本リハビリテーション専門学校

墨田区 江東学園幼稚園 北区 順天中学校・高等学校

墨田区 都立　本所高等学校 北区 安部学院高等学校

江東区 江東区立第二南砂中学校 北区 東京成徳大学中学校・高等学校

江東区 都立　大江戸高等学校 北区 桜輪幼稚園

江東区 江東区立大島西中学校 北区 北区立豊島北中学校

江東区 月かげ幼稚園 荒川区 北豊島幼稚園

江東区 都立　城東高等学校 荒川区 荒川区立尾久八幡中学校

品川区 文教大学付属中学校・高等学校 荒川区 荒川区立第七中学校

品川区 立正中学校・高等学校 荒川区 道灌山幼稚園

品川区 小野学園女子中学校・高等学校 板橋区 帝京中学校・高等学校

品川区 青稜中学校・高等学校 板橋区 松月院幼稚園

品川区 品川区立荏原第四中学校 板橋区 まきば幼稚園

目黒区 日出学園 板橋区 板橋区立高島第二小学校

大田区 東京実業高等学校 板橋区 落合幼稚園

大田区 大田区立入新井第二小学校 練馬区 都立　光丘高等学校

大田区 清明学園中学校 練馬区 旭出養護学校

大田区 大田区立大森第三中学校 練馬区 高松幼稚園

大田区 荏原看護専門学校 練馬区 みのり幼稚園

世田谷区 昭和女子大学附属昭和小学校 練馬区 石神井幼稚園

世田谷区 鈴蘭幼稚園 練馬区 大泉文華幼稚園

世田谷区 鴎友学園女子中学校・高等学校 練馬区 練馬白菊幼稚園

世田谷区 世田谷区立赤堤小学校 練馬区 練馬区立光が丘第三中学校

世田谷区 銀の鈴幼稚園 足立区 足立区立入谷南中学校
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世田谷区 国本女子中学校・高等学校 足立区 足立区立第十中学校

世田谷区 慶元寺幼稚園 足立区 都立　荒川商業高等学校

世田谷区 世田谷区立三宿小学校 葛飾区 共栄学園中学校・高等学校

世田谷区 愛隣幼稚園 葛飾区 葛飾区立葛美中学校

葛飾区 国際鍼灸柔整専門学校 墨田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ墨田第3団

江戸川区 愛国中学校・高等学校 墨田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ墨田第4団

江戸川区 宇喜田幼稚園 墨田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ墨田第10団

江戸川区 江戸川区立清新第二中学校 墨田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ墨田第9団

江戸川区 江戸川区立小松川第二小学校 江東区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第98団

江戸川区 かんしち幼稚園 江東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江東第5団

八王子市 都立　松が谷高等学校 江東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江東第2団

八王子市 大竹高等専修学校 品川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ品川第6団

八王子市 八王子市立横山中学校 品川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ品川第8団

八王子市 八王子高等学校 品川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ品川第2団

八王子市 明治大学附属中野八王子中学校・高等学校 目黒区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第7団

八王子市 聖公会八王子幼稚園 目黒区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第8団

立川市 こばと幼稚園 目黒区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第1団

武蔵野市 すみれ幼稚園 目黒区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第6団

三鷹市 都立　三鷹高等学校 目黒区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第2団

三鷹市 三鷹市立第五中学校 目黒区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第15団

府中市 府中市立府中第八中学校 目黒区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ目黒第3団

府中市 府中市立府中第九小学校 大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第6団

府中市 府中市立府中第二中学校 大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第2団

昭島市 啓明学園中学校・高等学校 大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第4団

昭島市 昭島市立福島中学校 大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第7･8団

調布市 調布若竹幼稚園母の会 大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第11団

調布市 調布市立第八中学校 大田区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第23団

調布市 調布市立第四中学校 大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第15団

町田市 町田文化幼稚園 大田区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ大田第19団

町田市 玉川学園低学年 大田区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第209団

町田市 東京家政学院大学 世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第7団

小金井市 こどものくに幼稚園 世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第24団

小平市 小平市立小平第三中学校 世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第10団

小平市 小平市立小平第六中学校 世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第20団

小平市 丸山幼稚園 世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第16団

小平市 小平市立小平第十五小学校 世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第22団

小平市 すこやかトライ＆チャレンジ祭 世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第8団

小平市 小平市立小平第九小学校 世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第4団

日野市 都立　南平高等学校 世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第11団

日野市 都立　日野高等学校 世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第5団

東村山市 東村山市立富士見小学校 世田谷区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第58団

国分寺市 国分寺市立第四中学校 世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第19団

国分寺市 国分寺市立第五中学校 世田谷区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第117団

国立市 国立学園小学校 世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第9団

清瀬市 日本社会事業大学 世田谷区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第200団

多摩市 多摩大学附属聖ヶ丘中学校・高等学校 世田谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世田谷第3団

多摩市 多摩市立貝取中学校 渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第5団･ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京87･187団

多摩市 多摩市立聖ケ丘中学校 渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第6団

多摩市 多摩調理師専門学校 渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第3団

多摩市 桜ヶ丘青溪看護専門学校 渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第14団

稲城市 駒沢学園女子中学校・高等学校 渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第9団

西東京市 西東京市立ひばりが丘中学校 渋谷区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ渋谷第10団

中野区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中野第11団

　ボーイ・ガールスカウト　212件　　10,971,207円 中野区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中野第7団

中央区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中央第６団 中野区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中野第8団

中央区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中央第10団･ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第155団 中野区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中野第10団

中央区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中央第5団 杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第4団

中央区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ中央第11団･ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第189団 杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第5団

港区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第5団 杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第12団
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港区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第18団 杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第6団

港区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第16団 杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第11団

港区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ港第1団 杉並区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第57団

新宿区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第17団 杉並区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第139団

新宿区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第4団 杉並区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第151団

新宿区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第8団 杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第2団

新宿区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ新宿第9団 杉並区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ杉並第13団

台東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ台東第4団 豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第14団

台東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ台東第1団 豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第4団

台東区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ台東第3団 豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第9団

豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第1団 武蔵野市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第18団

豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第15団 武蔵野市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ武蔵野第3団

豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第3団 武蔵野市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ武蔵野第4団

豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第7団 三鷹市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ三鷹第1団

豊島区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ豊島第6団 三鷹市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ三鷹第5団

北区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ北第1団・北第2団 三鷹市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ三鷹第3団

北区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ北第8団 青梅市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ青梅第2団

北区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第21団 青梅市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ青梅第4団

北区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ北第3団 青梅市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ青梅第3団

荒川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第2団 府中市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第116団

荒川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第5団 府中市 府中スカウト育成協議会

荒川区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第108団 府中市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ府中第6団

荒川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第6団 調布市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ調布第2団

荒川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第1団 調布市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ調布第9団・ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第170団

荒川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ荒川第3団 調布市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ調布第10団

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第3団 町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第13団

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第11団 町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第7団

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第15団 町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第6団

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第10団 町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第1団

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第5団 町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第16団

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第2団 町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第3団

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第4団 町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第20団

板橋区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ板橋第14団 町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第14団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第5団 町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第9団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第15団 町田市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ町田第15団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第1団 小金井市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小金井第4団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第17団 小金井市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小金井第1団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第10団 小金井市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小金井第2団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第16団･ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第168団 小平市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第1団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第6団 小平市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第4団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第8団 小平市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第2団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第4団 小平市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第3団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第9団 小平市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ小平第5団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第7団 日野市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ日野第2団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第13団 日野市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ日野第4団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第14団 日野市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ日野第1団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第12団 東村山市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東村山第6団

練馬区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ練馬第3団 東村山市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東村山第1団

足立区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第5団 東村山市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第176団

足立区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第4団 東村山市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東村山第2団

足立区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第14団 国分寺市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ国分寺第1団

足立区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第8団 国分寺市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ国分寺第2団

足立区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第3団 国分寺市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第97団

足立区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第16団 国立市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ国立第1団
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足立区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ足立第6団 福生市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ福生第1団

足立区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第104団 福生市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ福生第2団

葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第4団 福生市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第191団

葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第2団 狛江市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第22団

葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第3団 狛江市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ狛江第3団

葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第5団 東大和市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東大和第2団

葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第1団 東大和市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東大和第1団

葛飾区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ葛飾第7団 清瀬市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ清瀬第3団

江戸川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江戸川第1団 清瀬市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ清瀬第2団

江戸川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江戸川第7団 清瀬市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第70団

江戸川区 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ江戸川第5団 東久留米市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東久留米第1団

江戸川区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第75団 東久留米市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ東久留米第2団

江戸川区 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第215団 東久留米市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第112団

八王子市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第15団 多摩市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ多摩第2団

八王子市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第6団 稲城市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ稲城第1団

八王子市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第3団 あきる野市 あきる野市ﾎﾞｰｲ・ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ連絡協議会

八王子市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第7団 羽村市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ羽村第1団

八王子市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第9団 西東京市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ西東京第2団

八王子市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第11団 西東京市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ西東京第1団

八王子市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第51団 西東京市 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第129団

八王子市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ八王子第14団 瑞穂町 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ瑞穂第1団

立川市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ立川第4団・ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ東京都第158団

武蔵野市 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ武蔵野第1･2団

　宗教団体　　　　122件　　37,195,071円 天理教杉並支部

天理教北多摩東部支部

　　真如苑　　　　　1件　　11,856,231円 天理教板橋支部

天理教葛飾支部

　　カトリック東京大司教区　教会、学校、施設等 天理教中野支部

　　　　　　　　　　51件　　7,119,011円 天理教江戸川支部

慈生会 天理教西多摩支部

田園調布雙葉高等学校･中学校 天理教荒川支部

雙葉学園 天理教滝野川支部

光塩女子学院高等科･中等科･初等科 天理教台東支部

聖心学園　東京保育専門学校 天理教北多摩西部支部

星美ホーム 天理教大田調布支部

クリストロア会聖ヨゼフホーム 天理教世田谷東部支部

白百合女子大学 天理教文京支部

カリタスの園　小百合の寮 天理教世田谷西部支部

上智社会事業団 天理教墨田支部

カトリック本所教会 天理教新宿支部

聖母のさゆり保育園 天理教武蔵野南部支部

聖心女子学院初等科 天理教王子支部

井荻聖母幼稚園 天理教大森支部

カトリック上野教会 天理教渋谷支部

聖ヨハネ会 天理教荏原支部

カトリック築地教会 天理教武蔵野北部支部

枝光会 天理教江東支部

カトリック大森教会 天理教豊島西部支部

カトリック赤羽教会 天理教目黒支部

聖心女子学院中等科・高等科 天理教品川支部

ドン・ボスコ保育園 天理教豊島東部支部

カトリック三軒茶屋教会 天理教蒲田支部

サンタ　マリア スクール 天理教大江戸支部

カトリック麹町聖イグナチオ教会 天理教八丈島支部

カトリック八王子教会 天理教世田谷中部支部

カトリック小平教会 天理教大島支部

－4－



カトリック瀬田教会

聖ドミニコ学園　中学校・高等学校 　　　東京都仏教連合会　　21件　　2,965,869円

青少年福祉センター清周寮 浅草仏教会

聖マリア保育園 深川仏教会

カトリック立川教会 葛飾仏教会

からしだねうめだ子供の家 杉並仏教会

カトリック神田教会 麻布仏教会

カトリック板橋教会 豊島区仏教会

星美学園幼稚園 本郷仏教会

サンタ・セシリア幼稚園 東京都仏教連合会

カトリック高輪教会 四谷仏教会

星美学園高等学校･中学校 芝仏教会

ぶどうの木　ロゴス点字図書館 荏原仏教会

青少年福祉センター新宿寮 小石川仏教会

白百合幼稚園 練馬区仏教会

本所白百合幼稚園 秋川仏教会

聖母の騎士幼稚園 大崎仏教会

レストナック幼稚園 京橋仏教会

大森聖マリア幼稚園 板橋区仏教会

世田谷聖母幼稚園 大森仏教会

聖心学園幼稚園 玉川仏教会

天使幼稚園 淀橋仏教会

聖霊幼稚園 大井仏教会

聖母会

　　　救世軍本営　　　　　 　1件

　　立正佼成会　　5件　　　　6,886,925円

立正佼成会　東京教区

立正佼成会　八王子教会

立正佼成会　三鷹教会

立正佼成会　小平教会

立正佼成会　南多摩教会

　　妙智会教団　　 1件　　4,260,068円

　　天理教東京教区　　36件　　3,277,816円

天理教練馬支部

天理教八南支部

天理教足立支部

　　社会福祉施設・団体　　549件　　18,272,133円 大田区 大田区視力障害者福祉協会

千代田区 鉄道弘済会社会福祉部 大田区 いずみえん

千代田区 東京家事調停協会社会福祉委員会 大田区 妙福寺洗心保育園

千代田区 東京都助産婦会館八千代保育園 大田区 第二蒲田保育園

千代田区 青鳥会 大田区 恒明会桐里保育園

千代田区 いのちの電話 大田区 第三蒲田保育園

千代田区 東京少年友の会 大田区 第一蒲田保育園

千代田区 日本NPOセンター 大田区 なかよし会なかよし保育園

千代田区 東京逓信病院ひまわり育児室 大田区 島田福祉会島田保育園

中央区 シルヴァーウィング新とみ 大田区 大田幸陽会まごめ園

中央区 日本聖公会東京教区月島聖ルカ保育園 世田谷区 ベビールーム下北沢

港区 銀鈴会 世田谷区 友愛十字会

港区 慶福育児会 世田谷区 ナオミの会

港区 恩賜財団母子愛育会 世田谷区 東京都重症心身障害児(者)を守る会

港区 港福祉会　みなと工房 世田谷区 福音寮

港区 家庭授産奨励会　西麻布作業所 世田谷区 東京育成園

港区 鈴の音会ベル 世田谷区 東京有隣会

新宿区 東京都知的障害者育成会 世田谷区 康和会

新宿区 東京都同胞援護会 世田谷区 うるおいの里ちぐさ企画

新宿区 東京都母子寡婦福祉協議会 世田谷区 東北沢つどいの家

　　　日本聖公会　東京教区 　 1件

　　　金光教いわおフォーゲル隊　1件

　　　神道大成教　　 　　　　1件

　　　妙應寺　　　　 　　 　1件

　　　在家日蓮宗浄風会　　　 1件

　　　大星教会極星会　　　　 1件
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新宿区 至誠会保育園 世田谷区 春明会春明保育園

新宿区 新宿区障害者福祉協会 世田谷区 敬寿会東京敬寿園

新宿区 二葉保育園 世田谷区 老後を幸せにする会さつき荘

新宿区 東京ヘレン・ケラー協会 世田谷区 砧福祉園千歳保育園

新宿区 聴力障害者情報文化センター 世田谷区 わんぱくクラブ育成会

新宿区 日本盲人職能開発センター 世田谷区 肢体不自由者パソコン指導協会

新宿区 斉修会 世田谷区 うるおいの里　千草工芸

新宿区 日本点字図書館 世田谷区 やっとこ　ハーモニー

新宿区 東京都精神障害者団体連合会 世田谷区 さくら喫茶室パイン

文京区 東京都遺族連合会 世田谷区 はる社会就労センターパイ焼き窯

文京区 東京福祉会 世田谷区 共同保育室ひよこ保育園

文京区 東京実華道場 世田谷区 嬉泉

文京区 東友会 世田谷区 パイ焼き茶房

文京区 ひよこ教室 世田谷区 保育室SUKUSUKU

文京区 信愛報恩会大塚みどりの郷 渋谷区 幡ヶ谷のぞみ作業所

台東区 浅草寺病院 渋谷区 パール

台東区 城北労働・福祉センター 渋谷区 渋谷神宮前福祉作業所

台東区 全国精神障害者家族会連合会 渋谷区 渋谷なかよしぐるーぷ

墨田区 興望館 渋谷区 渋谷ほんまち作業所

墨田区 厚生館 渋谷区 カナリー保育園

墨田区 ベタニヤホーム 渋谷区 ヒューマンケアクラブストライドストライドクラブ

墨田区 本所賀川記念館 中野区 浄風園

墨田区 賛育会　賛育会病院 中野区 東京コロニー

墨田区 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ文花児童館 中野区 愛児の家

墨田区 希望福祉会杉の子学園保育所 中野区 ピノッキオ保育園

墨田区 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ墨田児童会館 中野区 エンゼル保育室

墨田区 賛育会東京清風園 中野区 ひまわり保育園

墨田区 墨田さんさん会墨田さんさんプラザ 中野区 育和会とちの木保育園

墨田区 ヒューマンサポートひまわりひまわり保育園 中野区 田中ナースリー保育園

墨田区 隅田作業所つばさ作業所 中野区 愛成会愛成学園

江東区 あそか会 杉並区 浴風会

江東区 日本聖公会東京教区まこと地域センター 杉並区 聖友ホーム

江東区 ゆめグループ福祉会 杉並区 済美会済美職業実習所

江東区 江東区第三あすなろ作業所 杉並区 光明会杉並学園

江東区 江東ボランティア・センター 杉並区 虹旗社杉並ゆりかご保育園

江東区 聖救主福祉会　まこと保育園 杉並区 ぎんなん会

江東区 たんぽぽクラブ 杉並区 東京家庭学校上水保育園

江東区 サンフラワーワーキング 杉並区 和光会阿佐谷保育園

江東区 ソフトパワー 杉並区 コロロ杉並少年隊

江東区 こだま会 杉並区 スラッシュ

品川区 三徳会成幸ホーム 杉並区 すぎなみ正吉苑

品川区 品川総合福祉センター 杉並区 いたるセンター阿佐谷生活園

品川区 福栄会 杉並区 虹旗社

品川区 大宝会宝保育園 杉並区 八成ふれあいの家

品川区 トット基金トット文化館 杉並区 TAO

品川区 めだか保育園 豊島区 フロンティア豊島養浩荘

目黒区 愛隣会 豊島区 愛の家

目黒区 ＳＵＮ共同作業所 豊島区 東京都肢体不自由児者父母の会連合会

目黒区 民友会緑丘保育園 豊島区 若草保育園

目黒区 もえぎの会しいの実社 豊島区 育和会しいの実保育園

目黒区 白樺会東が丘保育園 豊島区 新興会

目黒区 双葉の園双葉の園保育園 豊島区 みのり保育園

北区 東京都福祉事業協会 葛飾区 手をつなぐ福祉会

北区 育成会テーオーシー保育園 葛飾区 共生会希望の家

北区 精神発達障害指導教育協会 葛飾区 原町成年寮

北区 光照園王子光照苑 葛飾区 夢のある家

北区 あゆみ会 葛飾区 ひまわり会ひまわり保育園

北区 聖母の騎士保育園 葛飾区 葛飾幼児グループ
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北区 神谷保育園 葛飾区 アムネかつしかあすなろの家

北区 東京都立王子養護学校　PTA 葛飾区 柴又育心会柴又学園

北区 労働者クラブ保育園 葛飾区 第２あすなろの家

北区 豊川保育園 江戸川区 江東園

北区 ドリームヴイ工房ヴイ 江戸川区 東京栄和会なぎさ和楽苑

北区 東京都障害者総合スポーツセンター 江戸川区 東京清音会暖心苑

北区 讃仰会法善寺保育園 江戸川区 生光会長安寮

荒川区 上宮会 江戸川区 日本基督教団小松川教会白百合保育園

荒川区 荒川区私立保育園園長会 江戸川区 瑞光会瑞江特別養護老人ホーム

荒川区 信愛報恩会信愛のぞみの郷 江戸川区 ワークあけぼの会

荒川区 かがや保育園 江戸川区 十念寺小岩みどり保育園

板橋区 板橋区私立保育園園長会 江戸川区 江戸川光照園

板橋区 松葉の園 江戸川区 子ばと保育園

板橋区 JHC板橋会JHC秋桜 江戸川区 白秋会泰山

板橋区 JHC板橋会JHC赤塚 江戸川区 善隣館保育園

板橋区 おおやま福祉作業所 江戸川区 厚生会小岩ホーム

板橋区 こもね作業所 江戸川区 わかみや福祉会マリヤ保育園

板橋区 とくまる福祉作業所 八王子市 武蔵野会

板橋区 小茂根の郷 八王子市 エスオーエスこどもの村

板橋区 JHC板橋会JHC大山 八王子市 アゼリヤ会

板橋区 JHC板橋会JHCいずみ 八王子市 多摩養育園光明第一保育園

板橋区 翠生会三園ホーム 八王子市 清明会

板橋区 マハヤナ学園 八王子市 東京玉葉会

板橋区 シュガーハウス 八王子市 同胞援護婦人連盟こどものうち八栄寮

板橋区 マミー保育所 八王子市 多摩養育園光明第四保育園

板橋区 JHC板橋会JHC志村 八王子市 多摩養育園光明第八保育園

板橋区 東京基督教女子青年会東京YWCA板橋センター 八王子市 多摩養育園光明第五保育園

練馬区 章佑会やすらぎの里大泉 八王子市 にんじんの家

練馬区 第二大泉学園実習ホーム 八王子市 第二高尾青年の家

練馬区 大泉松和会大泉保育園 八王子市 第一若駒の家

練馬区 錦華学院 八王子市 蕗の会ふきのとう

練馬区 和敬会練馬二葉保育園 八王子市 高尾青年の家

練馬区 育陽会エンゼル保育園 八王子市 愛和会

練馬区 ベテスダ奉仕女母の家いずみ寮 八王子市 同志舎

練馬区 大泉旭出学園旭出生産福祉園 八王子市 公徳福祉会めぐみ第一保育園

練馬区 妙福寺保育園 八王子市 多摩養育園光華寮

練馬区 練馬豊成会フローラ石神井公園 八王子市 クレヨンハウス

練馬区 若水会大泉にじのいろ保育園 八王子市 永寿会山水園

練馬区 泉陽会光陽苑 八王子市 多摩養育園軽費老人ホーム

練馬区 泉陽会第二光陽苑 八王子市 多摩養育園光明第三保育園

練馬区 あかねの会言語教室 八王子市 牧羊会ベテル保育園

練馬区 松の実訓練作業所 八王子市 ファミリーマイホーム

練馬区 創生土支田創生苑 八王子市 白百合会恩方ホーム

足立区 からしだねうめだ・あけぼの学園 八王子市 第２ふきのとう

足立区 江北ひまわり作業所 八王子市 多摩養育園多摩第二老人ホーム

足立区 子ひばり保育園 八王子市 長慶福祉会

足立区 あだちの里 八王子市 多摩養育園光明第七保育園

足立区 新田保育園 八王子市 共励第二保育園

足立区 勝楽堂病院 八王子市 ぷらさ．De．かたくり

足立区 武尊会伊興園 八王子市 愛信芳主会由井さゆり保育園

足立区 東六月町ひまわり作業所 八王子市 多摩養育園多摩第一老人ホーム

足立区 聖風会足立新生苑 八王子市 のぞみの会大塚保育園

足立区 千住ひまわり作業所 八王子市 竜光会八王子ひまわり保育園

足立区 日の出ひまわり作業所 八王子市 一誠会偕楽園ホーム

足立区 あだちの里 八王子市 紫翠苑

足立区 東和ひよこの家共同保育所 八王子市 めじろ会めじろ保育園

足立区 三星保育園 八王子市 浄栄会徳寿園

足立区 よもぎ会茂ホーム 八王子市 多摩養育園多摩特養老人ホーム
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足立区 あいのわ福祉会綾瀬あかしあ園 八王子市 ハンドクラフト杢

足立区 太陽会太陽保育園 八王子市 長慶福祉会なみのり保育園

足立区 東京愛隣会愛隣保育園 八王子市 愛光学舎愛光大和田保育園

足立区 渕江保育園 八王子市 浄栄会第二徳寿園

足立区 あいのわ福祉会足立あかしあ園 八王子市 喫茶コーナー”ほほえみ”

足立区 はなさく福祉会花畑共同作業所 八王子市 多摩養育園精華寮

葛飾区 仁生社 八王子市 花窓堂由木保育園

葛飾区 葛飾学園 立川市 東京リハビリ協会

立川市 至誠学舎立川 昭島市 多摩育児会多摩保育園

立川市 聖愛学舎玉川保育園 昭島市 慈芳会松原保育園

立川市 諏訪の森保育園 昭島市 きょうされん

立川市 至誠学園 昭島市 つみき保育所

立川市 西国立保育園 昭島市 昭島愛育会昭栄保育園

立川市 昭島愛育会松中保育園 昭島市 ゆりかご会もくせいの苑

立川市 すみれ会武蔵立川学園 昭島市 ぷーやんあしながくらぶ

立川市 桜栄会砂川園 昭島市 みきの家わかくさ保育園

武蔵野市 ひまわり作業所 昭島市 愛信福祉会上ノ原保育園

武蔵野市 のぞみの家 調布市 爽々苑・やわらぎの家

武蔵野市 いずみ作業所 調布市 オリンピア保育園

武蔵野市 むさし福祉会ふじの実保育園 調布市 八雲会八雲台保育園

武蔵野市 武蔵野市くぬぎ園 調布市 東京かたばみ会調布八雲苑

武蔵野市 ＭＥＷ就労支援センターＭＥＷ 調布市 巣立ち会こひつじ舎

三鷹市 東京弘済園 調布市 ポコポコ・ホッピング

三鷹市 三鷹木の実保育園 調布市 めじろ作業所

三鷹市 巣立ち会巣立ち風 調布市 三祉会緑ヶ丘保育園

三鷹市 こひつじ会第二小羊チャイルドセンター 町田市 合掌苑

三鷹市 楽山会椎の実子供の家 町田市 共働学舎

三鷹市 三鷹第一作業所タートル・ステップ 町田市 つるかわ学園

三鷹市 ワークセンターゆうゆう舎 町田市 地の星

三鷹市 井の頭保育園 町田市 竹清会美郷

三鷹市 むうぷ舎新川店 町田市 福音会

三鷹市 巣立ち会巣立ち工房 町田市 日本聾話学校ライシャワ・クレーマ学園

青梅市 聖明福祉協会 町田市 ボア・アルモニー町田

青梅市 東京恵明学園 町田市 ひふみ会一二三学園

青梅市 天使園今井城学園 町田市 蘭会木曽保育園

青梅市 徳心会 町田市 高技会高ヶ坂保育園

青梅市 青梅福祉協会青梅園 町田市 賛育会清風園

青梅市 新町保育会 町田市 基督教児童福祉会バット博士記念ホーム

青梅市 友愛学園 町田市 空はたらけバンク

青梅市 かすみ台福祉会 町田市 揺籃会町田わかくさ保育園

青梅市 今寺保育園 町田市 高技会高ヶ坂ふたば保育園

青梅市 砂町友愛園養護部 町田市 新生会ひかりの子保育園

青梅市 天使園青梅天使園 町田市 芳美会花の木保育園

青梅市 南風会青梅学園 町田市 愛の鈴町田おかしの家

青梅市 博仁会 町田市 嘉祥会ぬくもりの園

青梅市 愛弘会青梅愛弘園 町田市 東京援護協会

青梅市 駒木野保育園 町田市 ワークショップハーモニー

青梅市 千ヶ瀬第２保育園 町田市 わかばの会わかば

青梅市 上長渕保育園 町田市 南町田ちいろば会みぎわホーム

青梅市 梨の木福祉会青梅梨の木保育園 町田市 富士福祉会富士清掃サービス

青梅市 青梅福祉協会第二青梅園 町田市 喫茶けやき

青梅市 青梅青少年クラブなかま 町田市 田園保育園

青梅市 千ヶ瀬保育会千ヶ瀬第１保育園 町田市 一穂会成瀬南野保育園

青梅市 青梅白寿会 町田市 賛育会清林ハイツ

青梅市 二俣尾保育園 町田市 町田フレンズサポート　福祉レストランフレンズ

青梅市 河辺保育園 町田市 紫苑の会

青梅市 修敬会三田保育園 小金井市 信愛会しんあい保育園

青梅市 青梅なかまの会なかま亭 小金井市 雲柱社
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青梅市 友田保育園 小金井市 通所訓練所あい

青梅市 長渕保育園 小金井市 恵日会ひなぎく保育園

青梅市 積善会長渕園 小金井市 多摩養育園光明第二保育園

青梅市 畑中保育園 小金井市 妙泉会貫井保育園

青梅市 成木保育園 小金井市 友好福祉会高城山保育園

青梅市 武尊会御岳園 小平市 多摩済生医療団多摩済生園

青梅市 よしの保育園 小平市 黎明会

青梅市 武尊会九十九園 小平市 自立生活センター小平

青梅市 七日会杜の園 小平市 多摩済生医療団多摩済生病院

青梅市 一石会大洋園 小平市 まりも会

青梅市 鈴風会鈴の音保育園 小平市 なごみ福祉会　食事サービスセンターなごみ

府中市 多摩同胞会 小平市 つむぎ

府中市 安立園 小平市 全国スモンの会曙光園

府中市 有朋舎 小平市 あかね会ゆうやけ子どもクラブ

府中市 若水会にじのいろ保育園 小平市 クラブハウスはばたき

府中市 桜友会押立保育園 小平市 多摩緑成会緑成会整育園

府中市 仁和会府中はるみ福祉園 小平市 多摩済生医療団多摩済生ケアセンター

府中市 白梅会梅の木の家共同作業所 小平市 障がい者活動センター春望

府中市 茶屋の園たちばなの園白糸台 日野市 東京光の家

府中市 童里夢工房 日野市 さわらび保育室

府中市 あけぼの福祉会府中共同作業所 日野市 わかば福祉会

昭島市 昭島ひまわりの家 日野市 つくしんぼ保育園

日野市 日野市民たんぽぽの会たんぽぽの家 羽村市 陽光福祉会太陽の子保育園

日野市 金子ベビーホーム 羽村市 聖実福祉会富士みのり保育園

日野市 博泉会　高幡台老人ホーム 羽村市 玉水学園玉水保育園

日野市 ひろばサライ・工房サライ 西東京市 至誠学舎東京

東村山市 村山苑 西東京市 燦燦会サンワーク田無

東村山市 東京蒼生会 西東京市 田無の会たんぽぽ

東村山市 天童会秋津療育園 西東京市 東京老人ホーム

東村山市 ネットかりん 西東京市 黄河会サムエル保育園

東村山市 七日会青葉の杜 西東京市 都心会保谷苑

東村山市 東村山けやき会 西東京市 鶴寿会クレイン

東村山市 はるびはるびの郷 西東京市 悠遊

東村山市 ネット十二月 瑞穂町 梅の樹会フラワープラム

東村山市 NPOあゆみ 瑞穂町 コロロ学舎瑞学園

国分寺市 国分寺ＥＴ教室 瑞穂町 平成会不老の郷

国分寺市 西国分寺共同保育園 日の出町 ほうえい会栄光の杜

国分寺市 けやきの杜 日の出町 芳洋会日の出ホーム

国立市 生長の家社会事業団生長の家神の国寮 日の出町 太陽福祉協会日の出太陽の家

国立市 向陽学園向陽保育園 日の出町 清快福祉会清快園

国立市 国立子育ちティエラ 日の出町 泉会日の出舎

福生市 高峰福祉会弥生保育園 日の出町 山の子会山の子の家

狛江市 正吉福祉会こまえ正吉苑 檜原村 やまぶき会ひのはら保育園

東大和市 蓮花苑 檜原村 仁愛会桧原サナホーム

東大和市 多摩大和園やまと苑 檜原村 緑水会就労センターひのきのその

東大和市 多摩大和園さくら苑 奥多摩町 双葉会琴清苑

東大和市 向会向台老人ホーム 奥多摩町 ふるさと福祉会東京多摩学園

東大和市 共同作業所ライブリィ工房 奥多摩町 青梅白寿会シルバーコート丹三郎

東大和市 えいぶるかたつむりの会作業所 大島町 波浮港福祉作業所

清瀬市 東京アフターケア協会 大島町 藤倉学園大島藤倉学園

清瀬市 東京聖労院 大島町 黒潮社北ノ山保育園

清瀬市 信愛報恩会信愛病院 八丈町 養和会

清瀬市 信愛報恩会信愛の園 青森県 健誠会つがるの里

清瀬市 東京病院なかよし保育園 青森県 浪岡あすなろ会りんどう苑

東久留米市 竹恵会けんちの里 秋田県 秋田県民生協会阿仁かざはり苑

東久留米市 コイノニア 秋田県 秋田県民生協会友生園

東久留米市 ひよこ乳児保育室 秋田県 秋田県民生協会合川新生苑

東久留米市 つくし共同保育園 秋田県 若美福祉会ひまわり苑
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武蔵村山市 あかつきコロニー 福島県 清峰会さざなみ学園

武蔵村山市 村山福祉会伊奈平苑 栃木県 渡良瀬会

武蔵村山市 高原福祉会村山中藤保育園 群馬県 恵の園あけぼのホーム

武蔵村山市 ひまわりハウス 千葉県 槇の里いすみ学園

武蔵村山市 鶴風会 千葉県 大泉旭出学園大利根旭出福祉園

多摩市 啓光福祉会啓光学園 山梨県 信和会穴山の里

多摩市 どんぐりパン 山梨県 友好福祉会麦の家

多摩市 共同作業所れすと和田 長野県 横浜社会福祉協会佐久療護園

多摩市 楽友会 長野県 清明会

多摩市 純心会こころ保育園 岐阜県 麻の葉会麻の葉学園

多摩市 時の会ぐりーんぴーす工房

多摩市 桜ヶ丘社会事業協会 　　　東京都老人クラブ連合会　1件　　4,740,000円

多摩市 大和会

多摩市 至愛協会ゆりのき保育園 　　　民生委員・児童委員協議会　20件 3,551,472円

多摩市 グループTOMO 足立区民生・児童委員協議会

多摩市 至愛協会かしのき保育園 町田市民生委員児童委員協議会

多摩市 緑野会みどりの保育園 葛飾区民生委員児童委員協議会

多摩市 巨玉会桜ヶ丘第一保育園 杉並区民生委員児童委員協議会

多摩市 至愛協会りすのき保育園 荒川区民生委員・児童委員協議会

多摩市 日本心身障害児協会島田療育センター 八王子市民生・児童委員協議会

稲城市 聖愛学舎もみの木保育園 青梅市民生児童委員合同協議会

稲城市 正夢の会パサージュいなぎ 中野区民生児童委員協議会

あきる野市 松楓会 昭島市民生委員・児童委員協議会

あきる野市 秋溪舎増戸保育園 江東区民生・児童委員協議会

あきる野市 白百合会増戸ホーム 港区民生児童委員協議会

あきる野市 誠和会誠和保育園 小金井市民生委員・児童委員協議会

あきる野市 みどりの園 府中市民生委員児童委員協議会

あきる野市 金木星の会金木星の郷 中央区民生･児童委員協議会

あきる野市 福信会麦久保園 武蔵野市民生児童委員協議会

あきる野市 誠愛会南聖園 日野市民生委員児童委員協議会

あきる野市 多摩養育園光明第六保育園 東大和市民生委員・児童委員協議会

あきる野市 たま紫水会紫水園 墨田区民生委員･児童委員協議会

あきる野市 たま紫水会第二紫水園 福生市民生委員・児童委員協議会

あきる野市 緑水会アトリエつむぎのもり 東村山市民生委員･児童委員協議会

あきる野市 慈光会

羽村市 武尊会羽村園

　　　その他の団体・スタンド等　　59件　　1,919,983円

　　　　その他の団体　　　35件　　1,673,730円 　　　　スタンド　　　35件　　　246,253円

三鷹市赤十字奉仕団 都内デパートスタンド

日野市赤十字奉仕団 新霞ヶ関ビル・スタンド

昭島市赤十字奉仕団 厚生労働省・スタンド

日野市社会福祉協議会 経済産業省・スタンド

ジブラルタ生命保険株式会社　立川支社 特許庁・スタンド

ジブラルタ生命保険株式会社　新宿支社 参議院第2別館・スタンド

東京厚生年金病院 霞ヶ関ビル・スタンド

10月1日進発行事 財務省・スタンド

厚生信用組合浅草支店 事務局内スタンド

東京商工会議所 東京商工会議所ビルスタンド

東京都社会福祉協議会 中央合同庁舎第四号館・スタンド

全日本空輸株式会社　客室本部 国土交通省・スタンド

独立行政法人福祉医療機構 東京都庁・スタンド

日本チャリテイ協会 東日本旅客鉄道㈱・スタンド

福祉施設共済会 文部科学省・スタンド

財団法人東京都環境整備公社 農協共済ビルヂング・スタンド

東京、福生中央ロータリークラブ 文京シビックセンター・スタンド

厚生年金事業振興団 サッポロホールディングス㈱・スタンド

社会福祉振興・試験センター 九段合同庁舎・スタンド

江東区社会福祉協議会 人事院・スタンド
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社会福祉法人福利厚生センター 農林水産省・スタンド

青山劇場 東京都社会福祉大会スタンド

東京厚生年金会館 全国社会福祉大会・スタンド

日立電子サービス株式会社 配分フォーラム募金箱

江東区深川老人福祉センター

全社協・児童福祉部

財団法人長寿社会開発センター

青梅市敬老会

江東区まつのみ作業所

江東区亀戸老人福祉センター

こども未来財団

フェスタ・板橋店

江東区深川老人福祉センター森下分館

江東区障害者福祉センター

江東区城東老人福祉センター
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