
日付 寄付・寄贈者名

Ｒ2.4月 クリプトトレードアルファ合同会社 様 不織布マスク 1,200枚

ニトリルグローブ 10箱

簡易レインコート 60箱

Ｒ2.4月 平井 眞二 様 N95マスク 36枚

Ｒ2.4月 ㈱渡邊商店 様 不織布マスク 不織布マスク

Ｒ2.5月 藤枝ロータリークラブ 様 フェイスシールド 1,000個

Ｒ2.5月 NUSH 様 受付用透明衝立 受付窓口一式

Ｒ2.5月 藤枝MYFC 様 サージカルマスク 300枚

N95マスク 140枚

タイベック（防護衣） 20セット

Ｒ2.5月 藤枝事務機 様 不織布マスク 150枚

Ｒ2.5月 ㈱ドミノ・ピザ ジャパン 様 引換券 200枚

Ｒ2.5月 匿名 患者様 不織布マスク 145枚

Ｒ2.5月 住友ベークライト 様 フェイスシールド 100セット

Ｒ2.5月 台湾台南市 マスクガスケット 400枚

ペットボトル　お茶 360本

インスタント　お茶 400箱

Ｒ2.5月 匿名 市民の方 マスク 7,000枚

Ｒ2.5月 マリブウィッグ アピタ島田店 様 マスク 20枚

ニッシン㈱ 様

㈱サモリット 様

Ｒ2.6月 ㈱村上開明堂 様 フェイスシールド 100個

Ｒ2.6月 エスパック㈱ 様 フェイスシールド 100個

日鋼YPK商事㈱ 様

㈱松井製作所 様

Ｒ2.6月 佐原 潤 様 寄付金 100,000円

Ｒ2.6月 匿名 患者 様 寄付金 150,000円

Ｒ2.6月 本田技研工業㈱ 様（静岡県を通しての提供） フェイスシールド 1,000個

Ｒ2.7月 増田 祥典 様 寄付金 100,000円

車イス １台

リハビリ用足こぎ自転車 １台

消耗品

味の素冷凍食品㈱ 様

全国病院用食材卸売業協同組合 様

アミノ酸〔BCAA〕
ゼリー

160個

Ｒ2.5月 ㈱伊藤園 様

Ｒ2.6月

Ｒ2.7月 匿名 患者 様

Ｒ2.7月

アーゼベーシック
多重活性酵素

6,300粒

Ｒ2.6月 フェイスシールド 100個

令和2年度 寄附・寄贈一覧

寄付・寄贈内容

Ｒ2.4月 高村 紫 様

Ｒ2.5月 西井胃腸科外科 様



日付 寄付・寄贈者名 寄付・寄贈内容

Ｒ2.7月 匿名 患者 様 マスク 100枚

Ｒ2.7月 田中 隆二 様 寄付金 10,000円

Ｒ2.7月 田中 延代 様 寄付金 10,000円

マスク ３箱

グローブ 7箱

ガウン １０箱

Ｒ2.7月 匿名 患者 様 松葉杖 １組

Ｒ2.8月 手作りエプロン 300着

Ｒ2.8月 手作りガウン 200着

Ｒ2.8月 小澤 久子 様 絵 1面

Ｒ2.8月 匿名 患者 様 寄付金 50,000円

Ｒ2.8月 匿名 患者 様 寄付金 10,000円

Ｒ2.8月 匿名 市民の方 寄付金 3,000円

  Ｒ2.8月    ㈱エスパルス 寄付金 150,000円

寄付金 61,282円

感謝のメッセージ ３枚

Ｒ2.9月 匿名 市民の方 寄付金 200,000円

Ｒ2.9月 鈴木 翔 様 鶴 600羽

メッセージ色紙 １枚

コーヒー等詰め合わせ

Ｒ2.9月 スタンレー電気㈱ 様 ＵＶ-ＣＣＬ　紫外線冷陰極管 １台

Ｒ2.12月 匿名 市民の方 寄付金 1,000,000円

Ｒ2.12月 匿名 市民の方 寄付金 10,000円

R2.12月 　村松 信吾 様 寄付金 100,000円

R3.  1月 　匿名 患者 様 寄付金 100,000円

R3.  1月 　島田茶業協同組 様 ペットボトル　お茶 3,600本

R3.  1月 　石窯パン工房 パトン 様 クリームパン 250個

R3.  2月 　匿名 患者 様 寄付金 100,000円

R3.  3月 　ベーカリーレストラン サンマルク焼津店 様 クリームパン 50個

R3.  3月 　組合立静岡県中部看護専門学校 様 古着・紙袋

R3.  3月 　株式会社コーマ 様 寄付金 266,000円

Ｒ2.9月 スターバックス 様

吉田 令子 様

Ｒ2.9月 藤枝中学校生徒会福祉専門委員会

Ｒ2.7月 高村 紫 様

https://www.s-pulse.co.jp/csr/welfare
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