
市民公益活動基金

寄附金の状況（平成30年4月1日～平成31年3月31日）
寄附年月日 寄附者 住所 寄附金額

平成30年4月3日
「社会的」ひきこもり・若者支援近畿交
流会　様

豊中市上新田 ¥17,060

平成30年4月9日 株式会社エイチエスケイ　様 豊中市東豊中町 ¥100,000
平成30年4月14日 荒井　鈴　様 豊中市南桜塚 ¥10,000
平成30年4月16日 前田　秋雄　様 門真市 ¥1,000
平成30年4月16日 前田　君代　様 門真市 ¥1,000
平成30年4月16日 山田　英和　様 大阪市北区 ¥1,000
平成30年4月16日 山田　さえ子　様 豊中市日出町 ¥1,000
平成30年4月16日 清水　高子　様 豊中市東泉丘 ¥1,000
平成30年4月16日 ぐるぐるアート豊中世話人会　様 豊中市螢池東町 ¥1,000
平成30年4月16日 匿名（個人） - ¥30,000
平成30年4月17日 大阪府マンション管理士会　豊中支部　様 大阪市西成区 ¥5,000
平成30年5月16日 匿名（個人） - ¥30,000
平成30年5月17日 山田　英和　様 大阪市北区 ¥1,000
平成30年5月17日 山田　さえ子　様 豊中市日出町 ¥1,000
平成30年5月18日 清水　高子　様 豊中市東泉丘 ¥1,000
平成30年5月18日 前田　秋雄　様 門真市 ¥1,000
平成30年5月18日 前田　君代　様 門真市 ¥1,000
平成30年5月18日 ぐるぐるアート豊中世話人会　様 豊中市螢池東町 ¥1,000
平成30年5月28日 とよなか夢基金助成事業報告会募金 - ¥1,190
平成30年5月28日 清水　昌子　様 豊中市北緑丘 ¥30,000
平成30年6月1日 前田　秋雄　様 門真市 ¥1,000
平成30年6月1日 前田　君代　様 門真市 ¥1,000
平成30年6月4日 中根　勉　様 沖縄市 ¥2,000
平成30年6月4日 ぐるぐるアート豊中世話人会　様 豊中市螢池東町 ¥1,000
平成30年6月5日 匿名（個人） - ¥30,000
平成30年6月6日 友国　泰治　様 豊中市熊野町 ¥50,000
平成30年6月6日 匿名（個人） - ¥30,000
平成30年6月7日 匿名（個人） - ¥3,000
平成30年6月7日 匿名（個人） - ¥10,000
平成30年6月8日 匿名（個人） - ¥10,000
平成30年6月11日 清水　高子　様 豊中市東泉丘 ¥1,000
平成30年6月11日 匿名（個人） - ¥10,000
平成30年6月15日 山田　英和　様 大阪市北区 ¥1,000
平成30年6月15日 山田　さえ子　様 豊中市日出町 ¥1,000
平成30年6月15日 久保　ゆり子　様 豊中市東豊中町 ¥10,000
平成30年6月19日 匿名（個人） - ¥5,000
平成30年6月25日 田中社会保険労務士事務所　様 豊中市末広町 ¥10,000
平成30年6月28日 鵜川　まき　様 豊中市千里園 ¥10,000
平成30年6月29日 野田　一広　様 豊中市本町 ¥10,000
平成30年6月29日 前田　秋雄　様 門真市 ¥1,000
平成30年6月29日 前田　君代　様 門真市 ¥1,000
平成30年6月29日 中島　諒平　様 豊中市小曽根 ¥10,000
平成30年7月2日 匿名（個人） - ¥10,000
平成30年7月2日 川野　達也　様 豊中市本町 ¥2,525
平成30年7月6日 匿名（個人） - ¥30,000
平成30年7月6日 ぐるぐるアート豊中世話人会　様 豊中市螢池東町 ¥1,000
平成30年7月12日 山田　英和　様 大阪市北区 ¥1,000
平成30年7月12日 山田　さえ子　様 豊中市日出町 ¥1,000
平成30年7月12日 西村　拓夫　様 豊中市東豊中町 ¥20,000
平成30年7月13日 匿名（個人） - ¥10,000
平成30年7月13日 加川　清明　様 吹田市 ¥40,000
平成30年7月17日 清水　高子　様 豊中市東泉丘 ¥1,000
平成30年7月18日 前田　秋雄　様 門真市 ¥1,000



寄附年月日 寄附者 住所 寄附金額
平成30年7月18日 前田　君代　様 門真市 ¥1,000
平成30年7月26日 匿名（個人） - ¥3,000
平成30年7月27日 フラットの会　様 豊中市岡町北 ¥10,000
平成30年7月31日 匿名（個人） - ¥36,640
平成30年8月6日 ぐるぐるアート豊中世話人会　様 豊中市螢池東町 ¥1,000
平成30年8月11日 匿名（個人） - ¥40,000
平成30年8月15日 前田　秋雄　様 門真市 ¥1,000
平成30年8月15日 前田　君代　様 門真市 ¥1,000
平成30年8月16日 清水　高子　様 豊中市東泉丘 ¥1,000
平成30年8月16日 山田　英和　様 大阪市北区 ¥1,000
平成30年8月16日 山田　さえ子　様 豊中市日出町 ¥1,000
平成30年8月16日 匿名（個人） - ¥30,000
平成30年8月21日 石濱　繁子　様 豊中市大島町 ¥50,000
平成30年8月28日 匿名（個人） - ¥20,000
平成30年9月6日 匿名（個人） - ¥30,000
平成30年9月10日 ぐるぐるアート豊中世話人会　様 豊中市螢池東町 ¥1,000
平成30年9月18日 市民活動ジャンプフェスタ募金 - ¥3,263
平成30年9月18日 匿名（個人） - ¥10,000
平成30年9月20日 山田　英和　様 大阪市北区 ¥1,000
平成30年9月20日 山田　さえ子　様 豊中市日出町 ¥1,000
平成30年10月1日 前田　秋雄　様 門真市 ¥1,000
平成30年10月1日 前田　君代　様 門真市 ¥1,000
平成30年10月4日 ぐるぐるアート豊中世話人会　様 豊中市螢池東町 ¥1,000
平成30年10月10日 清水　高子　様 豊中市東泉丘 ¥1,000
平成30年10月16日 山田　英和　様 大阪市北区 ¥1,000
平成30年10月16日 山田　さえ子　様 豊中市日出町 ¥1,000
平成30年10月16日 焼肉　たか　様 豊中市中桜塚 ¥30,000
平成30年10月16日 匿名（個人） - ¥10,000
平成30年10月16日 匿名（個人） - ¥30,000
平成30年10月29日 匿名（個人） - ¥2,000
平成30年11月1日 清水　高子　様 豊中市東泉丘 ¥1,000
平成30年11月2日 清水　高子　様 豊中市東泉丘 ¥1,000
平成30年11月4日 匿名（個人） - ¥30,000
平成30年11月5日 ぐるぐるアート豊中世話人会　様 豊中市螢池東町 ¥1,000
平成30年11月12日 前田　秋雄　様 門真市 ¥1,000
平成30年11月12日 前田　君代　様 門真市 ¥1,000
平成30年11月13日 さんあいイベント募金 - ¥1,537
平成30年11月16日 特定非営利活動法人　ハニー・ビー　様 豊中市熊野町 ¥10,000
平成30年11月16日 山田　英和　様 大阪市北区 ¥1,000
平成30年11月16日 山田　さえ子　様 豊中市日出町 ¥1,000
平成30年11月16日 シビックジャズコミュニティ　様 豊中市上新田 ¥34,000
平成30年11月6日 匿名（個人） - ¥30,000
平成30年11月25日 匿名（個人） - ¥10,000
平成30年11月26日 遠山　一喜　様 豊中市大島町 ¥10,000
平成30年12月3日 岩本　益美　様 豊中市長興寺北 ¥50,000
平成30年12月3日 十河　静子　様 豊中市上野東 ¥100,000
平成30年12月5日 匿名（個人） - ¥50,000
平成30年12月5日 ぐるぐるアート豊中世話人会　様 豊中市螢池東町 ¥1,000
平成30年12月6日 匿名（個人） - ¥10,000
平成30年12月6日 匿名（個人） - ¥30,000
平成30年12月6日 前田　秋雄　様 門真市 ¥1,000
平成30年12月6日 前田　君代　様 門真市 ¥1,000
平成30年12月7日 清水　高子　様 豊中市東泉丘 ¥1,000

平成30年12月12日
一般社団法人新歯会内職業体験セミ
ナー実行委員会　様

大阪市中央区 ¥10,000

平成30年12月18日 山田　英和　様 大阪市北区 ¥1,000
平成30年12月18日 山田　さえ子　様 豊中市日出町 ¥1,000



寄附年月日 寄附者 住所 寄附金額
平成30年12月26日 匿名（個人） - ¥3,000
平成30年12月28日 匿名（個人） - ¥5,000
平成31年1月8日 ぐるぐるアート豊中世話人会　様 豊中市螢池東町 ¥1,000
平成31年1月10日 清水　高子　様 豊中市東泉丘 ¥1,000
平成31年1月10日 前田　秋雄　様 門真市 ¥1,000
平成31年1月10日 前田　君代　様 門真市 ¥1,000
平成31年1月16日 匿名（個人） - ¥30,000
平成31年1月18日 匿名（団体） - ¥30,000
平成31年1月21日 南桜塚ゆうの会　様 豊中市中桜塚 ¥20,000
平成31年1月25日 山田　英和　様 大阪市北区 ¥1,000
平成31年1月25日 山田　さえ子　様 豊中市日出町 ¥1,000
平成31年2月4日 前田　秋雄　様 門真市 ¥1,000
平成31年2月4日 前田　君代　様 門真市 ¥1,000
平成31年2月6日 匿名（個人） - ¥30,000
平成31年2月8日 青木　康修　様 豊中市中桜塚 ¥5,000
平成31年2月8日 ぐるぐるアート豊中世話人会　様 豊中市螢池東町 ¥1,000
平成31年2月14日 田中社会保険労務士事務所　様 豊中市末広町 ¥10,000
平成31年2月18日 山田　英和　様 大阪市北区 ¥1,000
平成31年2月18日 山田　さえ子　様 豊中市日出町 ¥1,000
平成31年2月18日 匿名（個人） - ¥10,000
平成31年2月19日 清水　高子　様 豊中市東泉丘 ¥1,000
平成31年2月21日 一般社団法人ひきこもりＵＸ会議　様 東久留米市下里 ¥10,000
平成31年2月27日 御菓子司　京屋　様 豊中市浜 ¥20,000
平成31年3月4日 ぐるぐるアート豊中世話人会　様 豊中市螢池東町 ¥1,000
平成31年3月6日 匿名（個人） - ¥30,000
平成31年3月11日 清水　高子　様 豊中市東泉丘 ¥1,000
平成31年3月13日 前田　秋雄　様 門真市 ¥1,000
平成31年3月13日 前田　君代　様 門真市 ¥1,000
平成31年3月14日 しょうないＲＥＫ 豊中市三和町 ¥6,750
平成31年3月15日 山田　英和　様 大阪市北区 ¥1,000
平成31年3月15日 山田　さえ子　様 豊中市日出町 ¥1,000

平成31年3月18日
とよなか夢基金助成公開プレゼンテー
ション募金

- ¥2,598

合計 141 ¥1,500,563


