
日本青年国際交流機構(IYEO) 東日本大震災募金 寄付者リスト 

IYEO 東日本大震災募金への会員をはじめとした多くの方のご協力に感謝申し上げます。 

お預かりした寄付金は、都道府県 IYEO のネットワークを活用し、被災地への物資支援・資金面での支

援、また、長期的な復興支援等のために大切に使わせていただきます。 

 

IYEO 東日本大震災募金  支援金 16,136,723 円   
（内訳： 団体 10,494,546 円、 個人 5,642,177 円） 

  

御寄付いただいた方々の中でお名前等の公表に同意をいただいた方々をご紹介します。 

 

■団体からの寄付（順不同）（敬称略） 

宮崎県青年国際交流機構、 広島県青年国際交流機構、  岐阜県青年国際交流機構、 

秋田県青友会、   和歌山県海友会、   大阪府青年国際交流機構、 

滋賀県青年国際交流機構、 山形県青年国際交流機構、  長野県青年国際交流機構、 

神奈川県青年国際交流機構、 佐賀県青年国際交流機構、  徳島県青年国際交流機構、 

鎌倉写真グループ『ピンボケクラブ』、 レストラン ドルチェ、  群馬青友会館林支部、 

第 17回世界船 Iグループ一同 埼玉県青年国際交流機構  愛媛県青年国際交流機構 

北海道青年国際交流機構  大分県青年国際交流機構 

推進センター設立記念の会の有志    香川県青年国際交流機構 

第 1 回青年の船の有志              日韓交流連絡会議 料理交流会 参加者一同 

Cafe Kokokara（4 月・8 月 IYEO 会員主催のチャリティー・イベント参加者一同） 国際ネットワークしまね   

平成 22 年度埼玉大会実行委員会     石川県青年国際交流機構 

高知県青年国際交流機構 京都府青年国際交流機構  平成 22 年度韓国派遣団 

ＩＹＥＯチャリティーバーベキューACT&CONNECT 2011 参加者一同    山梨県青年国際交流機構 

神奈川県青年国際交流機構 総会座談会参加者一同   水林健一出版即売会売上金 

東海ブロック大会 参加者一同 インフェス川崎参加チャリティー売上 代表 酒井敏之 

山口県青年国際交流機構  福岡県青年国際交流機構   九州ブロック大会 2011 

第 35 回「東南アジア青年の船」事業 日本参加青年有志,     SMILES PROJECT 参加者一同、 

平成 23 年度北信越ブロック青少年国際交流を考える集い  参加者有志一同 

全国大会和歌山大会物産展寄付金         世界青年の船チャリティーT シャツ購入者一同 

平成 23 年度中国ブロック青少年国際交流を考える集い            東京都青年国際交流機構 

第１４回「東南アジア青年の船」事業 参加者有志                沖縄県青年国際交流機構 

第７回青年の船の会３９周年チャリティー山形大会実行委員会        カナダ EXPO'86 

SWYAA グローバルアセンブリー有志    SWY 事後活動発表懇親ランチ参加者     SWY25 

平成 24 年度「世界青年の船」事業既参加青年東京連絡会議代表者    三重県青年国際交流機構 

第 3 回日韓創作料理交流会参加者     山口 IYEO 出店義援金バザー 収益金 

SWY-Greece Alumni Association、 

Association of the Ship for Southeast Asian Youth of Thailand (ASSEAY Thailand) 

For Hopeful Children Project (FHCP) 2011、タイ・パンガー県の人々、タイ王国海軍婦人会 

PTT Chemical Public Company Limited（PTT ケミカル）、 

Assumption College Rayong Kindergarten （アサンプション・カレッジ・ラヨーン幼稚園） PTA 

SSEAYP2008 タイ参加青年一同  GLORY (U.S.A.) Inc. 

Canadian Ship for World Youth Alumni Association     SWYAA Turkey    

SSEAYP International   SSEAYP International Singapore 

Lao SSEAYP Alumni Association (LSAA) 

Vietnam Alumni Club of Youth Friendship Exchange Programs (VACYF) 



SSEAYP International Indonesia  SSEAYP International Cambodia 

SSEAYP International Philippines  SSEAYP1987 参加青年一同   

Ship for World Youth Alumni Association Tonga 

Oesterreichische Jungarbeiterbewegung / Austrian Young Workers Movement 

Romeo Routhier and Friends - Tsunami Relief Fund- Winnipeg Canada 

Participants of the Nordic Ship for World Youth meeting in the Åland Islands, in collaboration with 

Emmaus Åland  SSEAYP - HELP JAPAN (Philippines)      SWYAA Fuji 

the Darwin Youth for Japanese Disaster Relief Anania Isadora Tagaro(SWY Australia) 

Greenfrog Management Services(Brunei )、   NZSWYAA        SIGA Japan Raffle 

 

 

■個人からの寄付（順不同）（敬称略） 

大橋 玲子 坂本 文子 長谷川 祥子 本田 温子 廣石 和乃 荒武 千穂 上坂 友美  

ｻｲﾄｳ ﾄﾓｺ ﾎｼﾉ ﾄｼｵ 本田 尚子 ﾅｶﾓﾄ ｻﾅﾐ 沢野 敦子 橘 麻由奈 山本 享平 

濱村 めぐみ 吉川 靖晃 天野 宏美 角谷 快彦 大坪 正彦 上杉 聖次 大島 修一  

高下 正晴 高下 知代 宮崎 真理子 木村 麻里 玉城 晴奈 永井 彩佳 佐野 美恵子 

芦口 正史 山際 薫 木村 沙織 大井 美友紀 宗村  奈保 Susan Doel Narin Kitti 

石川 敬子 市原 亜衣子 小野田 仁 小野田 幸子 日南田 美幸 島田 和則 岡部 恵子 

野上 忠一 八木 実 山本 恭史 山本 佐代子 稲葉 信二 栗山 京子 白岩 朋子 

齋藤 志緒理 島田 冨士弥 湯浅 勲 オゼキ ユリ ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 中堀 友子 中堀 宏彰 

後藤 信樹 秋山 玲子 林 亜有子 西田 幸平 西田 光代 中嶋 美和子 大河原 友子 

滝川 祐子 太田 絵梨 古庄 秀樹 松下 彩 岡田  康宏 寺西 由佳 酒井 洋幸 

雨宮 美津子 岩崎 英明 内海 博光 清水 克己 藪田 ひとみ 浜口 加奈 谷 和美 

谷中 誠一 ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 芝田 有梨 上村 知昭 須藤 伸 酒井 敏之 中山 靖子 

樋口 敦子 工藤 紀子 齋藤 珠恵 渡辺 美那子 Ms.AnnMercader 貝沼 希和 

Mr.Rachan Woramunee Mr. Rachan Woramunee の家族・友人 Ms. Pattana Sirion 

軽込 郁 中原 淳一 手塚 美保子 倉本 直美 坂根 守 辰野 まどか 藤本 広美 

田中 純子 木村 隆紀 森 朋子 山口 博士 田中 南欧子 大渕 清子 遠藤 美智代 

山田 和正 牧田 りえ 杉崎 純子 涌井 隆子 伊井 頼子 小迫 尚美 渡邉 眞知子 

齋藤 十三生 小野 公洋 御座 妙子 西村 薫 小川 武 日賀野 宏子 日賀野 晃 

井端 宣彦 加藤 明 楠  勝好  上棚 正一 富樫 泰介 菊池 香織 白鳥 正信 

石田 玲子 知久 ひろ子 松下 倶子 早田 信子 藤田 真実 永岡 武男 堀内 康三 

駒形 健一 今井 佳夫 亀井 順一 塩塚 直邦 野中 悦子 松永 静雄 小林 真由美 

上杉 聖次 島田 和恵 藤丸 富子 小川 健二 花谷 久樹 犬飼 正光 石丸 薫 

長澤 葉子 松吉 栄 増田 淑郎 卯月 弥生 西村 梓 緒方 菜穂子 橋本 さち子 

長門 寛 浮田 麗子 戸村 祐太 筧 直子 富沢 美昭 水林 健一 新井 博之 

松本 香奈子 氏家 恵美子 竹中 良一 浅見 由紀江 赤松 望美 石田 裕子 平林 絵磨子 

古川 晃子 下野 耕作 池田 正義 西 雅雄 川満 茂雄 前田 義機 福田 晴美 

福田 吉宗 土井 伸一郎 柏崎 佳人 大森 充 川嶋 伸明 小山 内勇 桜井 正純 

青山 泰雄 平井 藤子 梅沢 孝子 エグチ カズコ 及川 留太郎 内田 研二 池福 強 

小濱 孝子 Mr. Markus Rieger  新庄 洋子 大谷 直義 大久保 正美 小林 しのぶ 

福田 輝男 古屋 さおみ 石飛 千恵 赤羽 愛子 大村 眞二郎 丸尾 和也 佐藤 みち子 

奥野 照義 奥村 由隆 川嶋 エキ 東海林 忠博 立原 公美子 吉岡 誠 田中 克宜 

池原 興一 鶴岡 房子 赤羽 寿美 橋本 和彦・佳子 北野 不二夫 島田 明 



山田 央子 小野 宜子 森川 吉一 松田 和人 柳元 理恵 玉城 晴奈 上森 奈穂美 

太田黒 桂子 土田 甲三 丹治 邦子 岡坂 久隆 吉永 初美 川﨑 美智子 久保田 崇 

北畠 霞 古賀 純子 遠藤 光子 田中 歩惠 鎌谷 知勢子 松村 秀樹 村岡 由利江 

古村 亜紀子 高山 薫 三浦 真理子 大坪 正典 大井 次郎 澤井 和弘 Virginia Rosario 

Tan Lee Joo 佐々木 茜 根岸 薫 久野 隆 根岸 和美 原田 義孝 田島 如子 

髙石 喜美子 野田 敏勝 新實 三治 根間 ヒデ子 Marcel Pinche 森 七郎 州崎 長子 

前田 正也 江島 ゆかり 安達 孝夫 勝本 正之 樋口 晶子 勝俣 房子 日下部 清子 

石田 富一 松本 由起 福田 崇子 寺下 英明 髙田 宗彦 深見 一夫 射手園 郁男 

富田 昭子 髙嶋 睦 橋羽 幸俊 西井 正信 小松 茂彦 大沼 弘 蛯原 和廣 

山本 宏史 橋本 雅史 永井 俊子 北田 誠治 毛利 憲弎 田中 進 宮崎 訓治 

藤永 郁智 松本 千代栄 蔭山 滋 キン セイン イートン 小川 弘和 岡村 和代 

星 和夫 稲葉 由美子 豊岡 桃太、正仁 金田 絢子 津吹 文男 田中 眞知子 

高山 佳代子 幸道 嘉明 髙島 笑里 福本有希子 高橋 功 野本 宏子 小林 町子 

飯塚 菜月 増田 健司 田中 好子 吉原知恵子 吉野 ゆうみ 竹田絵理子、令子 

Ronaldo Concina Joyce Velu & V. Leelavathi Ayuk Eyong, エヨング宏枝 斎藤 紀美江 

村上 三絵子 伊藤 葉子 加藤 紀美子 中山 陽子 園田 京子 賀元 澄子 松本 千八子 

黒岩 千栄子 毛利 憲弐 田中  瑛莉加 今田  弘武 原田  かよ 氏家 豊 山本 茂子 

高橋 孝夫 佐藤 恵一 Mohamed Ali Ahmadi Naser Al Zaabi Ms. Laila Santos 

Wafa Al Ammadi Amal Al Binti and family Ms. Babette Maria Ofreneo 田中啓介 

吉田美那子 クワノ テツジ ショウジ ヨシ 佐藤三郎 嶋田辰昭 吉武恵美子  

（2015 年 3 月 31 日現在）  

～皆様、ご協力ありがとうございます～  

※ 寄付金は引き続き受け付けています。 

 


