
～私たちも“赤い羽根共同募金運動”に参加しています～

街頭募金協力団体一覧　　1,070件　　　72,363,971円

1）学校　　138件　　　7,173,012円
千代田区 麹町学園女子中学校・高等学校 274,612
千代田区 東洋高等学校 55,851
千代田区 神田女学園中学校・高等学校 28,289
千代田区 東京家政学院中学校・高等学校 21,029
千代田区 大妻高等学校 16,866
中央区 中央区立中央小学校 35,744
港区 東京都立六本木高等学校 58,123
港区 慶應義塾中等部 46,417
港区 港区立朝日中学校 13,339
新宿区 学習院初等科 100,000
新宿区 新宿区立四谷中学校 86,356
新宿区 新宿区立西早稲田中学校 17,274
文京区 貞静学園中学校・高等学校 1,620,756
文京区 日本女子大学附属豊明小学校 157,884
文京区 中央大学高等学校 88,404
文京区 日本指圧専門学校 52,439
文京区 日本女子大学附属豊明幼稚園 37,386
文京区 文京区立第八中学校 27,149
文京区 文京学院大学女子中学校　生徒会 24,062
文京区 桜蔭中学校・高等学校 17,864
文京区 貞静学園短期大学 16,161
文京区 大和郷幼稚園 14,639
台東区 日本健康医療専門学校 50,031
台東区 台東区立御徒町台東中学校 26,218
台東区 台東区立大正小学校 24,012
台東区 岩倉高等学校 17,131
墨田区 東京都立本所高等学校 85,950
墨田区 江東学園幼稚園 46,517
墨田区 墨田区立吾嬬第二中学校 15,300
江東区 江東区立第二南砂中学校 133,451
江東区 東京都立大江戸高等学校 24,225
品川区 立正中学校・高等学校 67,748
品川区 東京都立八潮高等学校 30,107
品川区 青稜中学校・高等学校 27,090
目黒区 日出学園 16,080
大田区 東京実業高等学校 87,197
大田区 清明学園中学校　生徒会 14,569
大田区 都立大田桜台高等学校 10,731
世田谷区 昭和女子大学附属昭和小学校 102,486
世田谷区 鈴蘭幼稚園 100,000
世田谷区 みょうじょう幼稚園 93,953
世田谷区 昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校 50,000
世田谷区 銀の鈴幼稚園 30,000
世田谷区 国本女子中学校・高等学校 26,897



世田谷区 慶元寺幼稚園　 21,500
世田谷区 成城幼稚園 12,000
世田谷区 愛隣幼稚園 10,500
世田谷区 世田谷平安教会・平安幼稚園 10,000
渋谷区 文化服装学院　学友会　 153,832
渋谷区 東京女学館小学校　 109,446
渋谷区 青山学院初等部 50,000
渋谷区 福田幼稚園 23,524
渋谷区 渋谷区立猿楽小学校 13,048
中野区 大妻中野中学校・高等学校 66,444
中野区 やはた幼稚園 42,711
中野区 宝仙学園中学校・高等学校 29,101
中野区 日本ﾅｻﾞﾚﾝ教団中野教会附属幼稚園 27,020
杉並区 西荻まこと幼稚園 14,959
杉並区 杉並区立杉並第二小学校　ボランティアクラブ 14,465
杉並区 西荻学園幼稚園 11,518
杉並区 女子美術大学付属中学校・高等学校 10,645
豊島区 豊島岡女子学園 105,510
豊島区 専門学校ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ 23,409
豊島区 豊島区立池袋第一小学校 17,977
豊島区 もみじ幼稚園 12,985
豊島区 豊島区立西巣鴨中学校 11,426
北区 武蔵野中学高等学校 127,648
北区 順天中学校・高等学校 70,616
北区 東京都立赤羽商業高等学校 24,535
北区 桜輪幼稚園　父母の会 11,912
荒川区 道灌山幼稚園　道灌山保育福祉専門学校 35,065
荒川区 国際共立学園 国際理容美容専門学校 20,000
荒川区 荒川区立第五中学校 18,489
荒川区 荒川区立汐入東小学校　にこにこすくーる 11,340
板橋区 帝京中学・高等学校 80,000
板橋区 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 25,761
板橋区 まきば幼稚園 21,000
板橋区 板橋区立高島第二小学校 19,176
板橋区 落合幼稚園 16,000
板橋区 こうま幼稚園 12,258
板橋区 松月院幼稚園 10,937
練馬区 武蔵中学校 51,806
練馬区 石神井幼稚園 19,464
練馬区 高松幼稚園 10,000
練馬区 練馬白菊幼稚園 10,000
練馬区 みのり幼稚園 10,000
足立区 足立区立栗島中学校 15,537
葛飾区 葛飾区立青戸中学校 61,737
葛飾区 共栄学園 30,344
江戸川区 愛国中学校・高等学校　学友会 111,457
江戸川区 江戸川区立清新第二中学校 109,382
江戸川区 宇喜田幼稚園 38,430
江戸川区 かんしち幼稚園 14,737
八王子市 大竹高等専修学校 123,223



立川市 石川学園　こばと幼稚園 27,313
三鷹市 三鷹市立第三中学校 10,640
府中市 府中市立府中第二中学校 12,120
調布市 調布若竹幼稚園母の会 21,083
調布市 調布市立第八中学校 11,648
町田市 玉川学園　高等部 70,522
町田市 町田文化幼稚園 69,962
町田市 玉川学園中学部　奉仕委員会 35,604
町田市 東京家政学院大学 21,960
小金井市 こどものくに幼稚園 26,409
小平市 小平市立小平第三中学校 485,769
小平市 丸山幼稚園 76,485
日野市 明星大学ボランティアセンター 28,709
国立市 国立学園小学校 14,198
清瀬市 日本社会事業大学 61,303
東久留米市 東京学芸大学附属特別支援学校 10,150
多摩市 多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校 156,393
多摩市 東京多摩調理製菓専門学校 10,549
あきる野市 あきる野市立西中学校 54,298
瑞穂町 如意輪幼稚園 30,000
瑞穂町 瑞穂町立瑞穂第二中学校 19,873

２）ボーイ・ガールスカウト　　182件　　　9,775,488円
中央区 BS中央第６団 92,752
中央区    中央第10団･GS東京都第155団 61,817
港区    港第5団 102,596
港区    港第18団 37,347
港区    港第1団 33,895
港区    港第12団 15,293
新宿区    新宿第17団 35,300
新宿区    新宿第8団 34,550
新宿区    新宿第4団 32,158
台東区    台東第4団 118,864
台東区    台東第3団 67,672
台東区    台東第1団 26,686
墨田区    墨田第3団 61,112
墨田区    墨田第10団 56,500
墨田区    墨田第4団 52,583
江東区    江東第5団 40,249
江東区 GS東京都第98団 35,000
品川区 BS品川第6団 125,238
品川区    品川第8団 55,613
品川区    品川第2団 29,683
目黒区    目黒第8団 88,000
目黒区    目黒第7団 65,453
目黒区    目黒第6団 53,014
目黒区    目黒第3団 50,215
目黒区    目黒第1団 50,063
大田区    大田第6団 110,393
大田区    大田第7･8団 62,205



大田区    大田第4団 61,687
大田区    大田第2団 45,824
大田区    大田第11団 44,434
大田区    大田第19団 43,585
大田区 GS東京都第209団 34,608
大田区 BS大田第15団 33,537
大田区 GS東京都都第200団 24,801
大田区    東京都第23団 22,325
大田区 BS大田第18団 19,677
世田谷区    世田谷第7団 154,917
世田谷区    世田谷第24団 147,644
世田谷区    世田谷第11団 100,905
世田谷区    世田谷第5団 87,282
世田谷区    世田谷第16団 60,731
世田谷区 GS東京都第57団 60,165
世田谷区 BS世田谷第10団 57,767
世田谷区    世田谷第8団 46,256
世田谷区    世田谷第4団 43,605
世田谷区    世田谷第20団 34,125
世田谷区    世田谷第19団 30,276
世田谷区 GS東京都第72団 20,700
世田谷区    世田谷第22団 14,721
渋谷区    渋谷第5団･GS東京87･187団　 143,937
渋谷区 BS渋谷第14団 50,095
渋谷区    渋谷第3団 33,000
渋谷区    渋谷第9団　 31,511
渋谷区    渋谷第6団 30,100
渋谷区    渋谷第10団 21,981
中野区    中野第11団 76,139
中野区    中野第8団 29,598
中野区    中野第7団 22,125
杉並区    杉並第4団 157,705
杉並区    杉並第9団 40,215
杉並区    杉並第11団 106,408
杉並区    杉並第12団 60,303
杉並区    杉並第5団　　 50,069
杉並区 GS東京都第139団 38,186
杉並区 BS杉並第2団 24,295
杉並区    杉並第13団 16,300
豊島区    豊島第4団 91,176
豊島区    豊島第1団 78,296
豊島区    豊島第17団 73,669
豊島区    豊島第6団　 30,970
豊島区    豊島第7団 29,360
豊島区    豊島第9団 24,548
北区    北第1団・北第2団　 71,501
北区    北第8団 62,727
北区    北第3団 35,434
北区 GS東京都第21団 22,123
荒川区 BS荒川第2団 91,245



荒川区   荒川第1団 51,505
荒川区 GS東京都第108団 15,862
板橋区 BS板橋第3団 120,415
板橋区    板橋第11団 93,057
板橋区    板橋第15団 84,163
板橋区    板橋第5団 53,070
板橋区    板橋第4団 52,665
板橋区    板橋第10団 32,431
板橋区    板橋第2団 30,000
練馬区    練馬第15団 195,500
練馬区    練馬第5団 163,470
練馬区    練馬第1団 131,528
練馬区    練馬第10団 98,131
練馬区   練馬第16団･GS東京都第168団 78,616
練馬区 BS練馬第17団 67,038
練馬区    練馬第9団 65,251
練馬区    練馬第13団 61,971
練馬区    練馬第8団 56,318
練馬区    練馬第4団 46,788
練馬区    練馬第7団 46,674
練馬区    練馬第3団 42,162
練馬区    練馬第12団 40,184
足立区    足立第4団 62,064
足立区    足立第5団 60,000
足立区    足立第3団 59,079
足立区    足立第14団 49,574
足立区 GS東京都第104団 36,057
足立区 BS足立第8団 31,430
足立区    足立第6団 25,270
葛飾区    葛飾第4団 80,176
葛飾区    葛飾第2団 52,000
葛飾区    葛飾第7団 43,119
葛飾区    葛飾第1団 31,794
葛飾区    葛飾第5団 27,490
葛飾区    葛飾第3団 27,026
江戸川区    江戸川第5団 87,478
江戸川区    江戸川第1団 53,703
江戸川区    江戸川第７団 53,645
江戸川区 GS東京都第75団 33,407
八王子市 BS八王子第6団 90,855
八王子市    八王子第1団 88,233
八王子市    八王子第7団 84,370
八王子市    八王子第11団 50,000
八王子市    八王子第14団 29,010
立川市    立川第4団・GS東京都第158団 51,049
武蔵野市 BS武蔵野第1団 84,767
武蔵野市 GS東京都第18団 84,767
武蔵野市 BS武蔵野第3団 23,758
武蔵野市    武蔵野第4団 15,998
三鷹市    三鷹第1団 61,917



三鷹市    三鷹第5団 57,750
三鷹市    三鷹第2団 29,499
三鷹市    三鷹第3団 22,859
三鷹市    三鷹小地区 10,378
青梅市    青梅第2団 47,010
青梅市    青梅第4団 25,200
青梅市    青梅第3団 21,390
府中市 府中スカウト育成協議会 54,744
府中市 BS府中第6団 39,168
府中市 GS東京都第116団 39,100
調布市 BS調布第2団 129,312
調布市    調布第9団 23,653
調布市    調布第10団 17,149
町田市    町田第13団 125,191
町田市    町田第1団 70,196
町田市    町田第16団 62,722
町田市    町田第6団 54,130
町田市    町田第7団 33,003
町田市    町田第20団 25,878
町田市    町田第9団 19,083
町田市    町田第14団 13,534
小金井市    小金井第1団 54,705
小金井市    小金井第4団 44,924
小金井市    小金井第2団 33,410
小平市    小平第2団 32,684
小平市    小平第1団 24,500
小平市    小平第3団 24,363
日野市    日野第4団 41,700
日野市    日野第1団 20,067
日野市    日野第2団 20,063
東村山市    東村山第6団 83,760
東村山市    東村山第2団 13,400
国分寺市    国分寺第1団 194,132
国分寺市    国分寺第2団 69,527
国分寺市 GS東京都第97団 49,544
国立市 BS国立第1団 24,538
福生市    福生第1団 29,040
福生市    福生第2団 17,834
福生市 GS東京都第191団 14,428
狛江市 BS狛江第3団 20,915
東大和市    東大和第2団 20,000
清瀬市    清瀬第3団 76,791
清瀬市    清瀬第2団 35,124
清瀬市 GS東京都第70団 29,713
東久留米市 BS東久留米第2団 44,144
多摩市    多摩第2団 44,355
稲城市    稲城第1団 54,427
羽村市    羽村第1団 20,326
あきる野市 あきる野市BS・GS連絡協議会 46,930
西東京市 BS西東京第2団 130,840



西東京市   西東京第1団 59,117
西東京市 GS東京都第129団 25,139

3）宗教団体　　　　120件　　　　　　21,180,074円
　　①カトリック東京大司教区　教会、学校、施設等
　　　　　　　　　　　　　　42件　　7,510,313円

雙葉学園 2,578,727
田園調布雙葉高等学校･中学校 872,822
聖心学園　東京保育専門学校　 576,809
光塩女子学院高等科･中等科･初等科 403,341
上智社会事業団 238,427
クリストロア会聖ヨゼフホーム 228,705
白百合女子大学 196,900
カトリック本所教会 160,375
聖心女子学院初等科　 146,462
カリタスの園　小百合の寮 145,352
井荻聖母幼稚園 141,160
聖母のさゆり保育園 131,464
慈生会 126,806
カトリック上野教会 123,915
聖心女子学院　もゆる会 116,176
東星学園 107,767
聖ヨハネ会 100,000
ｶﾄﾘｯｸお告げのﾌﾗﾝｼｽｺ姉妹会 100,000
ドン・ボスコ保育園 93,284
枝光学園 90,000
カトリック大森教会・ＢＳ大田第14団・ＧＳ東京都第42団 81,162
青少年福祉センター新宿寮 74,878
カトリック板橋教会 69,150
カトリック瀬田教会 54,139
聖マリア保育園 50,895
カトリック八王子教会 48,139
カトリック小平教会　 47,500
カトリック三軒茶屋教会 42,139
星美学園幼稚園 40,904
聖ドミニコ学園中学高等学校 39,000
カトリック築地教会 38,160
カトリック赤羽教会 35,000
関町白百合幼稚園 33,529
ぶどうの木　ロゴス点字図書館 30,000
星美学園高等学校･中学校 26,036
本所白百合幼稚園 24,093
白百合幼稚園 21,835
世田谷聖母幼稚園 20,047
カトリック高輪教会 17,305
レストナック幼稚園　母の会 13,774
聖心学園幼稚園 12,362
天使幼稚園 11,774



　　　　②真如苑　　5件　　4,083,582円
真如苑　総本部 3,724,667
真如苑　大塚支部 231,592
真如苑　東京本部 60,309
真如苑　芝浦支部 50,605
真如苑　浜田山支部 16,409

　　　③東京都仏教連合会　16件　　3,831,202円
浅草仏教会 2,240,616
深川仏教会 218,060
杉並仏教会 216,000
葛飾仏教会 214,409
豊島区仏教会 168,000
麻布仏教会 136,000
四谷仏教会　 121,117
本郷仏教会 110,000
芝仏教会 100,000
荏原仏教会 96,000
練馬区仏教会 53,000
秋川仏教会 50,000
大井仏教会 40,000
板橋区仏教会 30,000
京橋仏教会 20,000
日本橋仏教会 18,000

　　　　④天理教東京教区　　36件 2,371,733

　　　　⑤立正佼成会　10件　　1,389,042円
立正佼成会江戸川教会 338,944
立正佼成会江東教会 199,054
立正佼成会墨田教会 127,069
立正佼成会八王子教会 125,952
立正佼成会新宿教会 114,383
立正佼成会品川教会 114,150
立正佼成会文京教会 107,200
立正佼成会杉並教会 102,290
立正佼成会渋谷教会 100,000
立正佼成会南多摩教会 60,000

　　　　⑥妙智会教団　　　　　　　　　　　　1件 1,223,926

　　　　⑦救世軍本営　　　　　　　　　　　　1件 349,921

　　　　⑧佛立本旨講　妙應寺　　　　 　　1件 183,850

　　　　⑨清隆寺　　　　　　　　　　　　　　　1件 75,889

　　　⑩在家日蓮宗浄風会　　　　 　　　1件 50,834

　　　⑪大星教会極星会　　　　　　　　　1件 30,064



　　　⑫金光教いわおフォーゲル隊　　　1件 29,646

　　　⑬日本聖公会　東京教区　　　　　1件 17,212

　　　⑭心睦教団　　　　　　　　　　　　　　1件 12,860

　　　⑮日蓮宗東京東部伝導センター　1件 10,000

　　　⑯神道大成教　　　　　　　　　　　　　1件 10,000

4）社会福祉施設団体　　　462件　　　16,792,030円
千代田区 鉄道弘済会　社会福祉部 572,654
千代田区 東京少年友の会 13,825
千代田区 青鳥会 10,590
中央区 シルヴァーウィング新とみ 300,000
港区 さわやか福祉財団 30,651
港区 港福会　みなと工房 16,399
新宿区 東京都知的障害者育成会 1,392,718
新宿区 東京都同胞援護会 627,126
新宿区 東京都母子寡婦福祉協議会 124,876
新宿区 至誠会保育園 78,000
新宿区 東京ヘレン・ケラー協会 21,723
新宿区 鳩の会　ぽっぽのいえほいくえん 21,437
新宿区 二葉保育園 13,753
新宿区 日本点字図書館 11,969
新宿区 日本盲人職能開発センター 10,200
新宿区 斉修会 10,000
文京区 東京都遺族連合会 149,080
文京区 東京福祉会 49,531
文京区 東京実華道場 22,000
文京区 ひよこ教室 19,275
文京区 東友会 15,045
台東区 浅草寺病院 12,569
墨田区 興望館 203,187
墨田区 墨田区特別養護老人ホーム　なりひらホーム 200,000
墨田区 ベタニヤホーム 125,693
墨田区 本所賀川記念館 57,153
墨田区 雲柱社　墨田児童会館 46,004
墨田区 希望福祉会杉の子学園保育所 34,331
墨田区 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ外手児童館 29,963
墨田区 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ文花児童館 23,495
墨田区 賛育会　賛育会病院 20,142
墨田区 横川さくら保育園 14,880
墨田区 厚生館 14,355
江東区 あそか会 115,446
江東区 日本聖公会東京教区まこと地域センター 63,592
江東区 ゆめグループ福祉会 42,195
江東区 ソフトパワー 11,623
江東区 サンフラワーワーキング 11,207



江東区 たんぽぽクラブ 10,000
品川区 福栄会 133,476
品川区 三徳会成幸ホーム 129,094
品川区 品川総合福祉センター 69,639
品川区 めだか保育園 13,962
品川区 戸越会東戸越保育園 10,000
目黒区 愛隣会 86,892
目黒区 ＳＵＮ 13,194
目黒区 民友会緑丘保育園 10,000
大田区 大田区視力障害者福祉協会 193,778
大田区 いずみえん 33,695
大田区 糀谷作業所 26,827
大田区 恒明会桐里保育園 14,100
大田区 第二蒲田保育園 11,331
世田谷区 下北沢ひよこ園 97,068
世田谷区 友愛十字会 67,270
世田谷区 ドレミファ保育室 65,600
世田谷区 福音寮 38,732
世田谷区 東京有隣会 37,333
世田谷区 東京都重症心身障害児(者)を守る会 35,000
世田谷区 東北沢つどいの家 33,579
世田谷区 東京育成園 30,805
世田谷区 うるおいの里　千草工芸 25,014
世田谷区 河田母子厚生会 23,248
世田谷区 パイ焼き茶房 16,441
世田谷区 老後を幸せにする会　さつき荘 10,928
世田谷区 春明会春明保育園 10,000
渋谷区 ワークささはた 21,361
渋谷区 パール 10,000
中野区 東京コロニー 48,272
中野区 ピノッキオ保育園 30,000
中野区 エンゼル保育室 23,850
中野区 愛児の家 22,000
杉並区 浴風会 77,354
杉並区 済美会　済美職業実習所　保護者会 29,000
杉並区 かいとー 26,601
杉並区 虹旗社 20,000
杉並区 聖友ホーム 19,929
杉並区 虹旗社　杉並ゆりかご保育園 18,219
杉並区 光明会杉並学園 17,303
杉並区 ぎんなん会 10,000
豊島区 フロンティア 187,624
豊島区 東京都肢体不自由児者父母の会連合会 23,000
豊島区 若草保育園 20,000
豊島区 育和会椎名町ひまわり保育園 10,000
北区 東京都福祉事業協会 176,868
北区 光照園王子光照苑 30,670
北区 育成会テーオーシー保育園 25,176
北区 聖母の騎士保育園 20,000
北区 東京都立王子特別支援学校　PTA 16,322



北区 豊川保育園 14,900
北区 神谷保育園 13,000
北区 東京都障害者総合スポーツセンター 11,552
北区 北区社会事業協会 10,000
荒川区 上宮会 272,171
荒川区 荒川区私立保育園園長会 66,664
荒川区 信愛報恩会信愛のぞみの郷 10,000
板橋区 板橋区私立保育園園長会 558,474
板橋区 松葉の園 37,036
板橋区 こもね作業所 15,665
板橋区 とくまる福祉作業所 13,869
板橋区 JHC板橋会JHC秋桜 13,429
板橋区 不二健育会ケアポート板橋 12,234
板橋区 北野会マイライフ徳丸 10,946
板橋区 JHC板橋会　JHC大山 10,310
練馬区 みさよはうす土支田 203,000
練馬区 章佑会　やすらぎの里大泉 151,353
練馬区 第二大泉学園実習ホーム 52,611
練馬区 錦華学院 31,308
練馬区 あかねの会 30,000
練馬区 育陽会エンゼル保育園 26,465
練馬区 練馬若年認知症サポートセンター 20,525
練馬区 和敬会練馬二葉保育園 20,000
練馬区 妙福寺保育園 18,000
練馬区 若水会　大泉にじのいろ保育園 12,738
練馬区 泉陽会第二光陽苑 11,796
練馬区 ベテスダ奉仕女母の家いずみ寮 10,408
足立区 からしだねうめだ「子供の家」 48,510
足立区 あだちの里 43,776
足立区 からしだねうめだ・あけぼの学園 34,655
足立区 聖風会　千住桜木苑 16,700
足立区 三星保育園 11,625
足立区 千住ひまわり作業所 11,000
足立区 聖風会　足立新生苑 10,000
葛飾区 仁生社 257,111
葛飾区 葛飾学園 152,640
葛飾区 ひまわり保育園 34,897
葛飾区 いろは福祉会 27,859
葛飾区 のゆり会たかさご保育園 20,000
葛飾区 原町成年寮 19,270
葛飾区 かがやけ福祉会 17,683
葛飾区 アムネかつしかあすなろの家 17,352
江戸川区 東京栄和会なぎさ和楽苑 82,681
江戸川区 江東園 79,593
江戸川区 白秋会　泰山 25,010
江戸川区 瑞光会瑞江特別養護老人ホーム 20,261
江戸川区 十念寺小岩みどり保育園 20,100
江戸川区 東京清音会暖心苑 19,443
江戸川区 生光会　長安寮 17,475
江戸川区 つぼみ会つぼみ保育園 16,169



江戸川区 子ばと保育園 13,615
江戸川区 江戸川光照園 13,440
江戸川区 白百合保育園 12,250
江戸川区 健修会　清心苑 10,643
江戸川区 ワークあけぼの会 10,200
八王子市 武蔵野会 350,000
八王子市 アゼリヤ会 80,355
八王子市 清明会 74,168
八王子市 同胞援護婦人連盟こどものうち八栄寮 64,787
八王子市 エスオーエスこどもの村 60,000
八王子市 にんじんの家 48,000
八王子市 八王子いちょうの会 38,000
八王子市 同志舎　八王子共励保育園 32,820
八王子市 第一若駒の家 29,885
八王子市 東京玉葉会 23,957
八王子市 多摩養育園光明第五保育園 23,382
八王子市 ぷらさ．De．かたくり 22,099
八王子市 第二高尾青年の家 21,915
八王子市 ひのき工房 20,747
八王子市 高尾青年の家 20,712
八王子市 多摩養育園光明第一保育園 20,315
八王子市 多摩養育園光明第四保育園 18,228
八王子市 蕗の会ふきのとう 17,070
八王子市 多摩養育園光明第三保育園 15,509
八王子市 一誠会偕楽園ホーム 11,821
八王子市 多摩養育園養護老人ホーム竹の里 11,303
八王子市 親和福祉会小松原園 11,170
八王子市 由木かたくりの会 10,098
八王子市 クレヨンハウス 10,029
八王子市 長慶福祉会なみのり第二保育園 10,000
八王子市 白百合会　恩方ホーム 10,000
立川市 東京リハビリ協会 272,397
立川市 聖愛学舎　玉川保育園 50,724
立川市 至誠学舎立川 36,462
立川市 西国立保育園 17,020
立川市 昭島愛育会　松中保育園 10,793
武蔵野市 のぞみの家 16,051
武蔵野市 さくらえん 15,037
武蔵野市 むさし福祉会ふじの実保育園 13,875
三鷹市 東京弘済園 55,308
三鷹市 三鷹ひまわり会 11,875
青梅市 東京恵明学園 157,057
青梅市 天使園　今井城学園 80,238
青梅市 新町保育会 73,154
青梅市 聖明福祉協会 50,000
青梅市 徳心会　あゆみえん 46,004
青梅市 南風会　青梅学園 40,367
青梅市 砂町友愛園養護部 40,000
青梅市 友愛学園 35,605
青梅市 千ヶ瀬第１保育園 28,758



青梅市 かすみ台福祉会 27,924
青梅市 千ヶ瀬第２保育園 23,621
青梅市 駒木野保育園 23,355
青梅市 博仁会 19,657
青梅市 梨の木福祉会青梅梨の木保育園 18,049
青梅市 愛弘会青梅愛弘園 18,000
青梅市 日向和田保育園 17,582
青梅市 二俣尾保育園 17,519
青梅市 修敬会三田保育園 15,946
青梅市 成木保育園 14,120
青梅市 天使園青梅天使園 13,845
青梅市 河辺保育園 13,800
青梅市 上長渕保育園 13,609
青梅市 友田保育園 12,997
青梅市 畑中保育園 12,687
青梅市 東京武尊会　御岳園 12,324
青梅市 長渕保育園 11,445
青梅市 青梅なかまの会　なかま亭 10,000
青梅市 よしの保育園 10,000
府中市 多摩同胞会 37,957
府中市 若水会にじのいろ保育園 12,253
昭島市 昭島ひまわりの家 31,600
昭島市 慈芳会松原保育園 29,864
昭島市 多摩育児会多摩保育園 28,150
昭島市 きょうされん 13,006
昭島市 みきの家　わかくさ保育園 11,306
昭島市 愛信福祉会上ノ原保育園 10,000
調布市 爽々苑・やわらぎの家 17,301
町田市 合掌苑 225,123
町田市 共働学舎 223,181
町田市 竹清会美郷 57,075
町田市 つるかわ学園 40,393
町田市 日本聾話学校　ライシャワ・クレーマ学園 37,860
町田市 福音会 32,333
町田市 ひふみ会　一二三学園 30,588
町田市 揺籃会町田わかくさ保育園 20,231
町田市 第二わかくさ保育園 12,992
小金井市 雲柱社　賀川学園 21,504
小金井市 信愛会しんあい保育園 20,794
小金井市 多摩養育園光明第二保育園 20,496
小金井市 妙泉会貫井保育園 17,300
小金井市 通所訓練所　あい　 10,000
小平市 自立生活センター　小平 124,410
小平市 黎明会　 78,110
小平市 多摩済生医療団多摩済生園 52,137
小平市 多摩済生医療団多摩済生病院 29,704
小平市 クラブハウスはばたき 23,542
小平市 まりも会 17,828
小平市 食事サービスセンターなごみ 14,500
小平市 全国スモンの会曙光園 12,571



小平市 あかね会　ゆうやけ子どもクラブ 10,000
日野市 東京光の家 664,916
日野市 わかば福祉会 31,040
日野市 日野青い鳥福祉会あおいとり日野 23,138
日野市 つくしんぼ保育園 21,879
日野市 金子ベビーホーム 10,115
東村山市 村山苑 42,674
東村山市 天童会秋津療育園 34,339
国分寺市 コロロ学舎　ＥＴ教室 42,016
国分寺市 浴光会　国分寺病院 10,000
国立市 生長の家社会事業団生長の家神の国寮 13,749
東大和市 蓮花苑 71,614
東大和市 多摩大和園やまと苑 51,000
東大和市 多摩大和園さくら苑 23,362
東大和市 向会　向台老人ホーム 17,880
東大和市 共同作業所ライブリィ工房 10,184
清瀬市 東京聖労院 28,153
清瀬市 東京アフターケア協会 25,327
清瀬市 信愛報恩会信愛病院 16,915
東久留米市 在宅福祉サービスステーション 62,504
東久留米市 コイノニア 28,656
武蔵村山市 村山福祉会伊奈平苑 37,000
武蔵村山市 あかつきコロニー 35,062
武蔵村山市 高原福祉会　村山中藤保育園「櫻」 22,247
武蔵村山市 村山中藤保育園「白樺」 19,964
多摩市 啓光福祉会　啓光学園 135,001
多摩市 啓光福祉会　啓光えがお 54,293
多摩市 時の会ぐりーんぴーす工房 26,042
多摩市 純心会こころ保育園 24,393
多摩市 こばと会こばと第一保育園 22,467
多摩市 どんぐり 16,098
多摩市 グループTOMO 14,953
稲城市 聖愛学舎　もみの木若葉台保育園 24,816
稲城市 聖愛学舎　もみの木保育園 21,902
稲城市 正夢の会　パサージュいなぎ 12,138
稲城市 正吉福祉会いなぎ正吉苑 10,293
羽村市 陽光福祉会太陽の子保育園 15,995
あきる野市 秋川あすなろ会秋川あすなろ保育園 30,000
あきる野市 誠和会誠和保育園 27,569
あきる野市 白百合会増戸ホーム 26,361
あきる野市 誠愛会南聖園 14,355
あきる野市 福信会麦久保園 13,574
あきる野市 たま紫水会　紫水園 11,992
西東京市 至誠学舎東京　 335,534
西東京市 黄河会サムエル保育園 15,000
日の出町 芳洋会日の出ホーム 63,853
日の出町 ほうえい会栄光の杜 38,964
檜原村 やまぶき会ひのはら保育園 15,000
奥多摩町 ふるさと福祉会東京多摩学園 20,547
大島町 藤倉学園大島藤倉学園 22,582



大島町 波浮港福祉作業所 10,791
神津島村 神津島やすらぎの里 42,000
八丈町 ちょんこめ作業所 21,290
八丈町 養和会 16,024
秋田県 秋田県民生協会阿仁かざはり苑 50,000
秋田県 秋田県民生協会友生園 50,000
秋田県 秋田県民生協会合川新生園 50,000
栃木県 すかい 20,000
千葉県 大泉旭出学園大利根旭出福祉園 68,749
千葉県 槇の里　いすみ学園 57,489
山梨県 信和会　穴山の里 84,935
山梨県 友好福祉会麦の家 21,444
長野県 清明会しらかば園 11,920

5）老人クラブ　　　　2件　　　4,767,000円
東京都老人クラブ連合会 4,710,000
世田谷地区高齢者クラブ協議会 57,000

6）東京都民生委員連合会　　　22件　　　3,924,229円
足立区民生・児童委員協議会 1,215,130
町田市民生委員児童委員協議会 585,396
葛飾区民生委員児童委員協議会 388,000
八王子市民生委員児童委員協議会 230,000
荒川区民生委員・児童委員協議会 212,000
杉並区民生委員児童委員協議会 207,000
中野区民生児童委員協議会 146,500
青梅市民生児童委員合同協議会 137,521
昭島市民生委員・児童委員協議会 125,339
港区民生委員・児童委員協議会 113,255
江東区民生・児童委員協議会 93,956
小金井市民生委員・児童委員協議会 87,197
中央区民生･児童委員協議会 66,650
文京区民生委員・児童委員協議会 58,648
武蔵野市民生児童委員協議会 50,000
羽村市民生児童委員協議会 45,702
目黒区民生児童委員協議会 40,000
武蔵村山市民生児童委員協議会　 31,000
日野市民生委員児童委員協議会 30,000
東大和市民生委員・児童委員協議会 29,935
墨田区民生委員･児童委員協議会 21,000
江東区民生・児童委員協議会OB会 10,000

上記以外の民生委員・児童委員協議会は地区募金の実績に含まれます。

7）その他の団体　　　　70件　　　1,586,069円
東京都共同募金武蔵野地区協力会 213,379
昭島市赤十字奉仕団 177,104
三鷹市赤十字奉仕団 165,986
東京青年会議所 138,754



東京厚生年金病院 112,474
進発行事 64,914
練馬区青少年育成光が丘地区委員会ボランティアクラブリライアンス 60,563
全国社会福祉協議会 48,589
東京厚生信用組合 45,924
青梅市母子寡婦福祉会 41,035
ジブラルタ生命保険株式会社府中支部 32,452
イワキ株式会社 30,000
福生中央ロータリークラブ 29,220
かつしかボランティアスクール 29,081
ジブラルタ生命保険株式会社町田支部 28,327
株式会社福祉施設共済会 23,127
新霞ヶ関ビル・スタンド 22,243
青梅市ジュニアリーダー講習会「こどものまち」 22,185
東京都共同募金会事務局内募金箱 20,411
厚生労働省・スタンド 17,737
霞ヶ関ビル・スタンド 17,387
社会福祉振興・試験センター 12,443
全国社会福祉大会　スタンド 12,242
ボラフェス　スタンド 11,855
財務省・スタンド 11,707
アステラス製薬蓮根事業場 11,687

　上記以外に地区募金に協力した団体として
調布市老人クラブ連合会
調布市少年野球連盟
調布市少年サッカー連盟
東京南農業協同組合多摩地区女性部
鶴牧星寿会
多摩やまばと会
（株）サンリオエンターテイメント
正夢の会　コラボたまワークセンターつくし
手話サークルクローバー
パソコンボランティア多摩
カランドリエの会
たま介護会
にじいろの会
パソコン点訳サークルこがめ
ひなの会
多摩市要約筆記サークル
東京ヴェルディ1969フットボールクラブ�

ボランティアサークル絵手紙くるくる
自立ステーションつばさ


