
令和２年度 寄附一覧
温かいご支援をいただき誠にありがとうございます。
ご寄付いただいた方をご紹介します。

番号 寄附日 寄付者名 寄贈品名称 数量

1 令和2年4月13日 御前崎市 匿名希望 N95マスク 100枚

2 令和2年4月15日 掛川市 あつみクリニック 院⻑ ⼭梨晃裕 様 サージカルマスク 50枚

3 令和2年4月17日 掛川市 中村成典 様 N95マスク 40枚

4 令和2年4月22日 輝くかけがわ応援大使 三木つばき 様 ゴーグル 37個

5 令和2年4月20日 磐田市 匿名希望 現金 120,000円

6 令和2年4月25日 浜松市中区
シダックスフードサービス株式会社
シニアマネージャー 高井明 様

バランス栄養食
200箱
（48個入り（6個×8パック））

7 令和2年4月23日 掛川市 匿名希望 N95マスク 80枚

8 令和2年4月23日 遠江総合高校 村松進一 様

9 令和2年4月24日 袋井地区農協茶業委員会 委員⻑ ⼭﨑守信 様 ふくろい茶 1,200袋

10 令和2年4月19日 匿名希望 防じんマスク 10個

11 令和2年4月26日 豊川市 ⼭本頼繁 様

12 令和2年4月26日 浜松市中区 鈴木祐之 様

13 令和2年4月27日 掛川市 土屋巌 様 N95マスク17枚、ゴーグル1個、手袋20枚

14 令和2年4月27日 掛川市 匿名希望 N95マスク 17枚

15 令和2年4月29日 袋井市 やまなしクリニック 院⻑ 家田貴⼦ 様 ナビロールエプロン 50枚

16 令和2年4月28日 掛川市 佐野医院 院⻑ 佐野克⾏ 様 N95マスク 150枚

17 令和2年4月28日 袋井市 笠原産婦⼈科医院 院⻑ 笠原孝之 様

18 令和2年4月28日 東京都大田区 匿名希望 レインコート95枚、レインポンチョ17枚、レインパンツ34枚

19 令和2年4月28日 菊川市 匿名希望 N95マスク 24枚

20 令和2年4月28日 掛川市 匿名希望 N95マスク20枚、サージカルマスク20枚

N95マスク160枚、手袋400枚、手指消毒剤８本、手指消毒剤ホルダ８個、
ゴーグル8個、ポケットコート4着

N95マスク40枚、プラスチックエプロン20枚、手袋66枚、
手術用ガウン115枚、感染対策防護キット24セット

プリーツ型マスク 150枚



番号 寄附日 寄付者名 寄贈品名称 数量

21 令和2年4月30日 浜松市中区 有限会社 春華堂 代表取締役社⻑ ⼭崎貴裕 様 うなぎパイ ナッツミニパイ 1,200袋

22 令和2年4月30日 袋井市 溝⼝ファミリークリニック 院⻑ 溝⼝哲弘 様

23 令和2年4月30日 大阪市東成区 株式会社スクウェア 代表取締役 前田哲博 様

24 令和2年4月30日 焼津市 匿名希望 サージカルマスク20枚、フェイスガード20枚

25 令和2年4月30日 掛川市 匿名希望 経⼝補水液 2,000本

26 令和2年4月30日 掛川市 丸⼭製茶株式会社 代表取締役 丸⼭勝久 様 ティーバッグ 1,200⼈分（2.5g×15ヶ入り）

27 令和2年4月30日 菊川市 匿名希望 N95マスク13枚、フェイスシールド6枚

28 令和2年4月30日 掛川市 匿名希望 布マスク 30枚

29 令和2年5月1日 静岡市葵区 金原一隆 N95マスク 34枚

30 令和2年5月1日 掛川市 匿名希望 防護服 40枚

31 令和2年5月1日 静岡市清水区 匿名希望 N95マスク 18枚

32 令和2年5月1日 菊川市 匿名希望 N95マスク 1,000枚

33 令和2年5月1日 掛川市 匿名希望 不織布マスク 30枚

34 令和2年5月1日 周智郡森町 匿名希望 サージカルマスク 50枚

35 令和2年5月1日 掛川市 匿名希望 N95マスク 46枚

36 令和2年5月5日 掛川市 匿名希望 N95マスク 20枚

37 令和2年5月7日 磐田市 匿名希望 マスク 12枚

38 令和2年5月7日 掛川市 匿名希望 マスク 2枚

39 令和2年5月7日 磐田市 株式会社 スズハル 様 フェイスシールド20セット、シート20枚

40 令和2年5月8日 掛川市 匿名希望 クリアシート 102枚

41 令和2年5月8日 掛川市
かけがわの⼦どもたち＆親御さんたち＆医療従事者さ
んたちを”食”で応援し隊
代表 肉食ダイニングあさひ 加藤健太 様

現金 100,000円

42 令和2年5月11日 掛川市
バイクレスキューネットワークかけがわ
相談役 鈴木繁雄 様

サージカルマスク1,000枚、KN95マスク100枚

N95マスク40枚、サージカルマスク200枚、立体ゾーンマスク100枚、
柔らか立体マスク200枚、不織布マスク450枚



番号 寄附日 寄付者名 寄贈品名称 数量

43 令和2年5月11日 掛川市
丸大食品株式会社 静岡工場
工場⻑ 久保雅英 様

マスク 1,000枚

44 令和2年5月11日 掛川市 匿名希望

45 令和2年5月11日 掛川市 匿名希望

46 令和2年5月11日 掛川市 匿名希望 N95マスク20枚、手袋20枚、ゴーグル１個

47 令和2年5月11日 磐田市 匿名希望 現金 100,000円

48 令和2年5月12日 掛川市 松永正治 様 サージカルマスク 50枚

49 令和2年5月12日 東京都港区 匿名希望 マスク 200枚

50 令和2年5月11日 磐田市 株式会社プラス 代表取締役 篠田英也 様 マスク 250枚

51 令和2年5月12日 掛川市 匿名希望 手指消毒用アルコール 15ℓ×３缶

52 令和2年5月12日 袋井市 匿名希望 サージカルマスク150枚、エプロン40枚

53 令和2年5月11日 島田市 匿名希望 医療用マスク 13枚

54 令和2年5月13日 掛川市 匿名希望 サージカルマスク 10,000枚

55 令和2年5月13日 掛川市
社会福祉法⼈ Ｍネット東遠
理事⻑ ⼋木光春 様

機械清掃用ウエス 15kg

56 令和2年5月15日 東京都千代田区 一般社団法⼈ 日中一帯一路促進協会 様 マスク 800枚

第一生命保険株式会社
代表取締役社⻑ 稲垣精⼆ 様
浜松支社⻑ ⾺場洋光 様

第一フロンティア生命保険
株式会社

代表取締役社⻑ 武富正夫 様

ネオファースト生命保険株
式会社

代表取締役社⻑ 徳岡裕⼠ 様

58 令和2年5月14日 京都市伏見区 京セラ株式会社 代表取締役社⻑ ⾕本秀夫 様 フェイスシールド 66枚

59 令和2年5月15日 東京都港区 株式会社ジャニーズ事務所 Smile Up! Project 様

60 令和2年5月18日 浜松市東区 匿名希望 マスク 5枚

61 令和2年5月22日 掛川市 匿名希望 ガーゼ 55枚

62 令和2年5月26日 掛川市 匿名希望 マスク300枚、フェイスシールド240枚

57 令和2年5月15日 マスク 1,000枚

フェイスシールド 108枚

N95マスク600枚、マスク600枚、サージカルガウン200枚、布マスク600枚



番号 寄附日 寄付者名 寄贈品名称 数量

63 令和2年5月28日 静岡市清水区 株式会社マキセンサービス 川⼝正敏 様 医療用マスク 2,000枚

64 令和2年5月20日 掛川市 匿名希望 N95マスク 8枚

65 令和2年5月28日 菊川市
株式会社ＮＢＣメッシュテック 静岡菊川工場
工場⻑ 外⼭剛 様

サージカルマスク 900枚

66 令和2年6月1日 袋井市 匿名希望 現金 100,000円

67 令和2年5月29日 掛川市 前川耕治 様 N95マスク 38枚

68 令和2年6月1日 森町 匿名希望 現金 10,000円

69 令和2年6月2日 掛川市 掛川グリーンロータリークラブ 会⻑ 太田隆久様

70 令和2年6月3日 浜松市東区 コニカミノルタジャパン株式会社 川⼝敦也様 マスク 50枚

71 令和2年6月5日 掛川市 平野富夫 様 現金 1,000,000円

72 令和2年6月9日 掛川市 掛川ライオンズクラブ 会⻑ 上田武 様 フェイスシールド100枚、防護服100着

73 令和2年6月17日 掛川市 匿名希望 現金 200,000円

74 令和2年6月29日 袋井市
東海アクシス看護専門学校
⾃治会委員⻑ ⼭本杏莉 様

フェイスシールド 209枚

75 令和2年7月1日 浜松市中区
POWER FOOD FOR
COVID-19 FIGHTERSプロジェクト 竹村有史 様

76 令和2年6月24日 名古屋市中区 匿名希望 フェイスシールド 140枚

77 令和2年6月30日 掛川市
かけがわの⼦どもたち＆親御さんたち＆医療従事者さ
んたちを”食”で応援し隊
代表 肉食ダイニングあさひ 加藤健太 様

現金 70,000円

78 令和2年7月3日 掛川市 匿名希望 現金 100,000円

79 令和2年7月3日 袋井市 匿名希望 現金 300,000円

80 令和2年7月3日 袋井市 匿名希望 現金 50,000円

81 令和2年7月3日 掛川市 匿名希望 現金 50,000円

82 令和2年7月10日 愛知県豊川市 匿名希望

ブレンドティーTEABAG 2,400包、発酵茶1,200本

医療用フェイスシールド360枚、サージカルマスク600枚、
ハンドジェル24本、マスクフィルター3,000枚

医療用防護服５着、医療用手袋25ペア、靴カバー25足、医療用マスク（プロ
テクト）25枚、防護眼鏡５個



番号 寄附日 寄付者名 寄贈品名称 数量

83 令和2年7月13日 浜松市中区
第一生命保険株式会社 名古屋コンサルティング営業
室 浜松オフィス 様

84 令和2年8月12日 掛川市 匿名希望 現金 100,000円

85 令和2年8月14日 掛川市 匿名希望 現金 100,000円

86 令和2年8月14日 掛川市 中島内科医院 中島昭 様 現金 1,000,000円

87 令和2年8月29日 袋井市 玉井まゆみ 様 現金 100,000円

88 令和2年8月31日 掛川市 匿名希望 現金 300,000円

89 令和2年9月17日 掛川市 早野淳⼦ 様 現金 5,000,000円

90 令和2年9月25日 掛川市 株式会社おいもや 代表取締役 関⾕夕佳 様 現金 1,000,000円

91 令和2年9月30日 掛川市 杉⼭忠⼆ 様（故 杉⼭葉⼦ 様） 車椅⼦ 10台

92 令和2年9月30日 焼津市 匿名希望

93 令和2年9月30日 掛川市 匿名希望 現金 20,000円

94 令和2年10月6日 袋井市
袋井市月見の里学遊館 リモートで映画をつくろう！
2020 関係者一同 様

現金 14,000円

95 令和2年11月12日 掛川市
農業生産法⼈ 掛川中央茶業株式会社
代表取締役社⻑ 佐々木余志彦 様

現金 1,000,000円

96 令和2年12月2日 掛川市
掛川グリーンロータリークラブ
会⻑ 松下知生 様

車椅⼦ 4台

97 令和2年12月10日 森町 匿名希望 現金 10,000円

98 令和2年12月11日 掛川市 匿名希望 切手 50,200円分

99 令和2年12月16日 掛川市 ヤマハピアノ掛川工場 工場⻑ 市川知規 様
ヤマハ⾃動演奏機能付き
アップライトピアノ

1台

100 令和2年12月18日 掛川市 匿名希望 現金 100,000円

101 令和2年12月23日 掛川市 丸⼭製茶株式会社 代表取締役 丸⼭勝久 様 ティーバッグ 1,200⼈分（3g×30ヶ入り）

102 令和2年12月28日  − 匿名希望 現金 10,000円

103 令和3年1月12日 東京都中央区 小林碧 様 フェイスシールド 15枚

フェイスシールド11枚、大⼈用おむつ１袋、大⼈用パッド２袋
現金5,000円

マスク100枚、フェイスシールド10枚、ウエットティッシュ229袋



番号 寄附日 寄付者名 寄贈品名称 数量

104 令和3年1月18日 菊川市
遠州夢咲農業協同組合地域農業振興協議会
会⻑ 河原﨑友⼆ 様

夢咲産深蒸し煎茶（45ｇ） 1,149袋

105 令和3年1月18日 掛川市 匿名希望 現金 100,000円

106 令和3年2月9日 掛川市 ＪＡＭ静岡 現金 80,000円

107 令和3年2月17日 掛川市 掛川市立上内田小学校 車椅⼦ 1台

108 令和3年2月25日 掛川市 掛川ロータリークラブ 会⻑ 鈴木良太 様 現金 450,000円

109 令和3年2月25日 掛川市 学校法⼈ねむの木学園 宮城まり⼦ 様 車椅⼦ 8台

110 令和3年3月15日 掛川市 匿名希望 滅菌ソフトガーゼ不織布タイプ（30枚入り）５箱

111 令和3年3月26日 掛川市 田中秀一 様 ハンドクリーム 52個


