使用済み切手・ベルマーク・書き損じはがき・物品寄付
寄 付 者 名 簿
（平成 25 年 1 月～12 月）
みなさまからご寄付いただいた切手は換金してボランティア基金に積み立てました
はがきは切手に交換してボランティアさんの連絡などに活用しました。
➢使用済み切手
（事業所・団体）
三鷹駅前市政窓口 三鷹台市政窓口 三鷹市職員労働組合 市建築指導課
市相談情報課 市情報推進課 三鷹市総合保健センター 三鷹市体育協会
三鷹市立第一中学校 三鷹市立第六中学校 白百合会 東京三鷹ライオンズクラブ
三鷹市の福祉をすすめる女性の会 三鷹北野郵便局 自治労東京都本部
あけぼの保育園 宮本運送㈱ 安藤運輸（有） 三鷹市勤労者福祉サービスセンター
ルーテル学院大学 ㈱まちづくり三鷹 紫水園 三鷹市身体障がい者福祉協会
日本無線労働組合 いきいきコーラス セコム㈱TE センター ケアプランみずほ
三鷹ナース・ヘルパーセンター あずましの輪 ㈱米八東日本 ㈱前田エステート
キリスト兄弟団三鷹教会 地域包括支援センター太郎 能美防災㈱三鷹工場
NPO 法人ＴＡＭＡファイナンシャルプランニング研究会 東葬祭
三鷹市障がい者自立支援センターゆー・あい NPO 法人鷹ロコ・ネットワーク大楽
NPO 法人ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会
（老人クラブ)
上二親交クラブ 牟礼笑楽会 四ツ葉ときわクラブ 堀合友の会 下連雀寿会
深明会 友和ときわ会 大沢松寿会 大沢福寿会 山中百生会
（個人）
阿倍杉代 有本祥子 大滝よし子 犬塚真弓 大西千鶴子 大石文俊 青木敏夫
井出祥子 飯塚ワカ子 大野喜久子 奥山宏栄 尾崎幸子 加藤厚子 金子恵美子
金高とみの 河本美代子 吉川裕男 木下久美子 木村恒 日下秋男 工藤むつ子
栗原けい子 小林英子 加藤 川又 鬼頭 斉藤喜一郎 酒井孝太郎 坂部禮 三橋
佐座信 塩川光子 鈴木桂子 鈴木教子 善如寺秀夫 斉藤 高橋洋 竹田宏 松本
高澤八重子 坪田敬典 坪田民恵 粒良園枝 塚谷妙子 南雲 永島 橋本ヨシノ
羽山みち代 廣田一男 藤川キミ 星野尾令子 水谷ヤエ子 南都志子 箕輪トミ
山崎秀子 柳田妙子 藪井秀子 幸瑞 吉村とみ子 八木 和田成子 渡部かづ子
匿名２７件
（新川中原立寄りコーナー）
大橋久美子 大塚文代 小澤久子 生田綾乃 川口明子 蔵野紀恵子 桜井博之
坂本ヨシ江 佐々みち子 鈴木和子 島田高子 島野雅子 田辺和子 春原 林紀子
長浦ミツ子 福嶋美枝子 宮田孝江 三葉会 三鷹トリム体操クラブ 山本 林綾子
明寿会島田昭三 鈴木カツ子 髙橋恵美子 栗原マサエ 宮田歩美 蓮田幸雄
宮下友子 相原準子 青木キチ 加藤多美枝 小林ミサ子 上原直美 細井禮子
正木 つる屋酒店 海老沢（米屋） 明寿会麻生秀夫 下田労務管理事務所
佐々木文子 植松千江 匿名３７件

（牟礼ボランティアコーナー）
山本英輔 高麗雅祥 安木明 直江正彦 江並桂子 野口与志子 酒井八百子
水石高子 大橋幸子 松崎あき子 ㈱浅水商会 牟礼コミュニティセンター事務所
匿名１件
（連雀コーナー連雀のわ）
清水園恵 荻原雅子 岩岡昌子 小林トシ 柳清子 石原 武田 谷津 広瀬カバン店
（あいかふぇ）
河上和江 かせかおる かせさとる 高村勝子 中川恵子 柴倉周子 橋本ヨシノ
平野信子 鴨下 小川 石谷 石関 海老沢 岡部 米村 お肉屋さん 匿名数件
（駅前交流コーナー）
前田寛子 田居多津子 小林恵美子 荒谷しげ子 仁木 当銀澪子 牛久淳子
北原京子 荒毛蓉 寺門都 栗田 斉藤 大畑美代子 ミタカ商事㈱ 大竹工務店
淑美会 駅前コミュニティセンター事務所 匿名６件
（大沢コーナー）
大沢コミュニティセンター事務所
➢書き損じはがき
東京三鷹ライオンズクラブ あけぼの保育園 新田由美子 渡部かづ子 匿名２件
➢ベルマーク
セコム㈱ＴＥセンター 三鷹市の福祉をすすめる女性の会 星野尾令子 藪井秀子
藤川キミ 匿名１件
➢物品寄付
セコム㈱ＴＥセンター 東京フットボールクラブ㈱ ㈱ジャパンビバレッジイースト
吉田木材㈱ 松井 岩佐みどり 市川龍典 清水住子 小野寺博子 土屋洋子
遠藤美年子 浦野たま 匿名２件
（新川中原立寄りコーナー）
植松千江 稲生展子 上原直美 小幡愛子 金原美代子 古神子雄子 楠林幸代
佐々木文子 佐久間貞子 島野雅子 住吉喜代 髙橋恵美子 田辺 福島美枝子
中根温子 松尾秀子 松葉友世 本木千鶴子 森岡寿美子 山下香代子
三鷹トリム体操クラブ 匿名１件
（牟礼ボランティアコーナー）
石川桂子 飯田時男 高麗雅祥 佐藤正子 沢畑真弓 庄司文子 清水靖子
清水保子 野口与志子 丸野照子 山岸健太郎
（大沢コーナー）
遠藤つね子 桜井
（敬称略・順不同）
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