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皆さんからの寄附金は、大切に活用しています

～表中（

）内は寄附申込者名で敬称略。金額の単位は万円。

区では、ご厚意による寄附金のうち、 徳井身体障害者福祉基金（徳井隆司） 100 松村交通安全基金（松村菊治）
100 松本徽章教育振興基金
2,100
100万円以上のものを対象に、福祉や教育 鳥居社会福祉基金（鳥居初子、昴）
600 湯本児童交通安全基金（湯本雅郎）
100 （松本徽章工業株式会社）
などに役立てるため基金を設置していま 長岡身体障害者福祉基金（長岡商事
松屋教育振興基金（株式会社松屋）
500
1,000 ●台東区社会福祉基金（交通遺児援護基金等）
す。また、基金以外にも、ご希望に応じ 株式会社、長岡清吉、長岡信男）
森教育振興基金（森角三郎）
100
越路交通遺児援護基金
てさまざまなご寄附をいただいています。 ナガホリ社会福祉基金
100
森口教育振興基金（森口政二郎）
100
100 （株式会社越路モータース）
令和元年12月31日現在の基金の積み立 （株式会社ナガホリ）
逆藤交通遺児援護基金（逆藤松太郎） 900 吉永教育振興基金（吉永茂雄、雅明） 150
て状況等は、表のとおりです。このほか、 長森身体障害者福祉基金（原島優子） 300
200 ●台東区教育振興基金（社会体育振興基金）
100 坂本母子福祉基金（坂本一夫）
台東区社会福祉協議会、台東区社会福祉 奈良社会福祉基金（奈良誠一）
佐久間交通遺児援護基金
野中社会福祉基金（野中濱）
100
300 雨宮社会体育振興基金
事業団、台東つばさ福祉会でも、多くの
1,510
（雨宮久子、弘枝）
信井社会福祉基金（信井斉蔵）
100 （佐久間文次郎）
ご寄附をいただき、各団体で有効に活用
舘林交通遺児援護基金
400 鈴光社会体育振興基金
しています。皆さんのご厚意に深く感謝 長谷川社会福祉基金（長谷川榮次郎） 1,000 （株式会社バンビ）
100
（株式会社鈴光商店）
100
し、今後とも、ご寄附の趣旨を踏まえた、 服部社会福祉基金（服部徳松）
藤田交通遺児福祉基金（藤田美屋野） 1,900 松下徽章社会体育振興基金
春木社会福祉基金（春木義男）
200
800
基金等の活用を図っていきます。
松本児童福祉基金（故松本てる子）
8,333 （松下徽章株式会社）

平岡社会福祉基金（平岡泰夫）
300
水野交通遺児援護基金（水野冨久司） 1,700 三井信託社会体育振興基金
政木社会福祉基金（政木喜三郎）
1,500
500
（現三井住友信託銀行上野支店）
増井社会福祉基金（増井定生）
150 ●台東区社会福祉基金（環境衛生基金）
●台東区奨学基金
松橋身体障害者福祉基金（松橋常夫） 100 熊木環境衛生基金（熊木壽夫）
500 ●台東区教育振興基金（社会教育振興基金）
上原奨学基金（上原勉、貴子）※
400 村田社会福祉基金（村田啓一）
250
内山少年少女音楽振興基金
300
●台東区教育振興基金（教育振興基金）
桜井奨学基金（桜井虎三郎）
1,000 村奈嘉社会福祉基金（村奈嘉興三）
（内山榮一）
200
青木教育振興基金（青木章郎）
1,200
堀内奨学基金（堀内重太郎）
100 安田社会福祉基金（安田貞夫）
100
倉島文化振興基金（倉島欣ニ）
400
石井教育振興基金（石井多可子）
200
村田奨学基金（村田啓一）
500 山﨑社会福祉基金（山﨑文蔵）
5,000
桑山文化振興基金（桑山征洋）
300
100
※令和2年第1回定例会に基金積み増し条例案を 横谷社会福祉基金（横谷傳次郎）
100 上原教育振興基金（上原義信）
吉田社会教育振興基金
100
提案中
（内田信四郎） 100 （株式会社大泉）
吉永社会福祉基金
（吉永通雄、
とみ枝） 500 内田信四郎教育振興基金
100 社会教育振興基金（匿名）
●台東区社会福祉基金（社会福祉基金）
心身障害者福祉基金（匿名）
1,900 内田ふさ教育振興基金（内田ふさ）
19,500
大野教育振興基金（大野喜八）
100 中村不折文化振興基金（匿名）
浅岡社会福祉基金（浅岡うち）
200
500
●台東区社会福祉基金（老人福祉基金）
岡崎教育振興基金（岡崎重代）
1,000
荒川信用金庫社会福祉基金
100 浅岡老人福祉基金（浅岡うち）
200
●台東区教育振興基金（生涯学習振興基金）
（現城北信用金庫）
岡田教育振興基金
（橋場鉄工株式会社） 1,000
永老人福祉基金（永登代）
100
飯村恵一生涯学習振興基金
飯村恵一社会福祉基金（飯村泰子） 1,000
1,000
尾崎教育振興基金（有限会社オザキ
350 （飯村泰子）
遠藤老人福祉基金（遠藤正造）
100
石鍋社会福祉基金（石鍋菊造）
100
建装、尾崎亮二、晴彦）
小根山生涯学習振興基金（小根山茂） 100
岡本老人福祉基金（岡本照子）
1,000
今西社会福祉基金（今西ブン）
300
瀉沼教育振興基金
（株式会社カタヌマ） 100
織田老人福祉基金（織田とし）
500
小川社会福祉基金（小川清保）
100
金沢教育振興基金（金沢琴）
100 ●台東区国際交流親善基金（国際交流親善基
木鋪老人福祉基金（木鋪冨夫）
200
金のうち寄附金を原資とするもの）
北村冨男社会福祉基金（北村冨男） 1,000
上條教育振興基金
200 江口国際交流親善基金（江口弘一）
越路老人福祉基金
500
100 （上條貢胸像建設発起人会）
木村心身障害者福祉基金（木村金吾） 100
（株式会社越路モータース）
川田教育振興基金（川田元成）
100 ●台東区緑化推進基金
倉島社会福祉基金（倉島欣ニ）
450
小林老人福祉基金（小林幸和）
500
上林教育振興基金（上林弘明）
1,700
小尻社会福祉基金（小尻倉一、博）
250
東京浅草中央ロータリークラブ緑化
柴田老人福祉基金（柴田喜一）
100
北島教育振興基金（北島健一）
200 推進基金（東京浅草中央ロータリー
100
小平社会福祉基金（小平毅）
440 舘林老人福祉基金（舘林精之助）
100
木鋪教育振興基金（木鋪冨夫）
300 クラブ）
小林身体障害者福祉基金（小林茂）
250 中島むぎとろ老人福祉基金
800 桑山教育振興基金（桑山征洋）
1,000
小宮社会福祉基金（小宮サキ）
200 （株式会社中島むぎとろ）
1,000 林緑化推進基金（林信江）
近藤身体障害者福祉基金（近藤泰） 3,000 南雲老人福祉基金（南雲 る）
10,000 佐久間教育振興基金（佐久間英樹） 1,000 ●基金以外の寄附金（直近10年間における
坂巻社会福祉基金（坂巻成浩、光子）
800 ハヤミズ老人福祉基金（株式会社ハ
桜井教育振興基金（桜井虎三郎）
100 100万円以上の資金を掲載）
200
桜社会福祉基金（匿名）
4,300 ヤミズ、有限会社リックジャパン）
300
佐々木教育振興基金（佐々木武志）
100 社会福祉（今井トメ子）
1,000 佐藤莊教育振興基金（佐藤莊）
佐藤社会福祉基金（佐藤フジエ）
3,200 平野老人福祉基金（平野照子）
270
100 社会福祉（吉野秀行）
100 佐藤長八教育振興基金
更科社会福祉基金（更科光江）
100 峰川老人福祉基金（峰川恵美子）
高齢者福祉（故金子和子）
100
5,000
200 （佐藤長八、フジエ、敏彦）
澤口社会福祉基金（澤口源作、千代） 250 宮岡老人福祉基金（宮岡幸子）
松が谷福祉会館事業
（遠藤眞理、
眞実） 200
1,000 佐藤博道教育振興基金（佐藤博道） 1,850
菅身体障害者福祉基金（菅泰祐）
150 宮沢老人福祉基金（宮沢きよ）
松が谷福祉会館事業（匿名）
300
1,000 清水教育振興基金（清水忠）
100 環境保全（濱澤法生）
鈴木社会福祉基金（鈴木光五郎）
100 宗意老人福祉基金（宗意操）
500
200 鈴木教育振興基金（鈴木秋雄）
鈴木寛治社会福祉基金（鈴木キク子） 200 矢嶋老人福祉基金（矢嶋止）
200 教育振興（株式会社ソート代表取締
100
100 田中教育振興基金（田中信義）
関本社会福祉基金（関本市）
400 山田老人福祉基金（山田淑治）
100 役 清水康成）
吉池老人福祉基金（株式会社吉池）
100
善意基金（浅草を愛する芸能人の会） 100
津崎教育振興基金（津崎治郎）
100 教育振興（株式会社サジェスト代表
150
150
高氏社会福祉基金（高氏茂二）
1,000 吉羽老人福祉基金（吉羽末吉）
永瀬教育振興基金（永瀬なか）
100 取締役 宮内宗頼）
若山老人福祉基金（若山光次郎）
1,000
300
舘林社会福祉基金
（舘林ビル株式会社） 200
名取教育振興基金（名取正勝）
100 教育振興（匿名）
老人福祉基金（匿名）
100
建部社会福祉基金（建部安代）
120
200
新津教育振興基金（新津秀雄）
450 幼児育成（故上原正雄、かね子）
田中社会福祉基金（田中快昌）
100 ●台東区社会福祉基金（交通安全基金）
教育・防災（同善会）
1,268
橋詰喜惠教育振興基金（橋詰広太）
100

問合せ

財政課 TEL （5246）1071

塚原社会福祉基金（塚原正良）

300 大都交通安全基金（株式会社大都）
200 小林児童交通安全基金（小林茂）
200 野口児童交通安全基金（野口義雄）

月岡社会福祉基金（月岡朝太郎）
東條社会福祉基金（東條四郎）

92

178

青少年の交流・育成・教育、建築・
防災等（メガネ・コンタクト369+）

110

300

一般寄附（遺贈）

685

新型コロナウイルス感染症
について
予防にはインフルエンザなど
と同様に、手洗いや咳エチケッ
トが有効です。区からの情報は
区HPをご覧ください。

専用電話相談窓口（帰国者・接触者電
話相談センター） TEL （3847）9402

163

所５階④番）
、緑確保は台東区
環境課（区役所６階③番）

19

※都ＨＰから閲覧可
▽応募方法 郵送またはメールで
左記送付先へ

163

▽応募締切日 ３月 日㈭ 消(印

−

有効）

E

▽意見送付先・問合せ
８００１ 東京都都市整
〒
備局緑地景観課

メール
S0000169@secti
on.metro.tokyo.jp
ＴＥＬ
（５３８８）３３１５
▽問合せ 台東区公園課

ＴＥＬ
（５２４６）１３２４
台東区環境課
ＴＥＬ
（５２４６）１３２３

お知らせ

浅草公会堂前のオレンジ
通りに「スターの手型」
を設置します

今年度の被顕彰者は次の５人の

50

500

住宅
まちづくり

19

都 市 計 画 案 の 縦 覧 およ び
意見書の提出

補助第 号線及び補助第 号線
の都市計画（案）の縦覧を行いま
す。
▽縦覧・意見書提出期間（必着）
２月 日㈬～３月４日㈬
▽意見書の提出方法 都市計画道
路名・住所・氏名・電話番号を
記入して、期間内に左記へ持参
または郵送
▽縦覧場所・意見書提出先 〒
８００１ 東京都都市整備局
都市計画課（都庁第二本庁舎
階）
、台東区都市計画課（区
役所５階⑤番）
12 −

方です（ 音順・敬称略）
。
▽元年度被顕彰者
・五月みどり（女優・歌手）
・五代目 中村歌六（歌舞伎俳優）
・布施明（歌手）
・三宅裕司（喜劇役者）
・役所広司（俳優）
※３月中旬に設置予定
▽問合せ 観光課

ＴＥＬ
（５２４６）１４４７

「第２回台東区長賞記念演
奏会」のＤＶＤを貸出して
います

24

※区役所は縦覧のみ
▽問合せ 東京都都市整備局都市
計画課
ＴＥＬ
（５３８８）３２２５

「都市計画公園・緑地の整
備 方 針 」及 び「 緑 確 保の

昨年８月 日に旧東京音楽学校
総合的な方針」
（改定案）
奏楽堂で開催した様子を収録した
への意見募集について（パ
ＤＶＤを貸出しています。
ブリックコメント）
▽場所 区役所９
▽閲覧場所 東京都緑地景観課
階④番文化振興
、都民情
（都庁第二本庁舎 階）
課、中央図書館
報ルーム 都庁第一本庁舎３階 、 ▽問合せ 文化振
(
)
整備方針は台東区公園課（区役
興課 ＴＥＬ
（５２４６）１１５３
12

100 舟和本店教育振興基金
100 （株式会社舟和本店）
300 松原教育振興基金（松原文子）

【家庭の省エネヒント】暖房は外出や就寝直前ではなく20分前を目安にスイッチを切りましょう。
（出典 東京都「2019冬の省エネリーフレット」
）
〈台東区環境課
TEL 5246－1281〉

