
市立病院へ寄せられた寄附の一覧（令和２年４月）
月日 申出者（敬称略） 寄附品

4月7日
松蔭大学
看護学部
学部長　大橋優美子

大タオル（21枚）
小タオル（60枚）
バスタオル（124枚）
フェイスタオル（86枚）
アイソレーションガウン（226枚）
プラスチックガウン（15枚）
サージカルキャップ（175枚）
処置シート（15枚）
使い捨てT字帯（20枚）

4月13日 匿名
いちご（100パック）
※５月６日まで

4月14日 匿名 エタノール製剤（４リットル）

4月15日 匿名 Ｎ95マスク（100枚）

4月17日
ＡＦＵＲＩ株式会社
代表取締役　中村比呂人

日清　THE NOODLE TOKYO AFURI 柚子塩らーめん　mini
（15個入り×50ケース）
日清　THE NOODLE TOKYO AFURI 柚子塩らーめん　Big
（12個入り×50ケース）
AFURI ゆず塩阿夫利メシ　オシャンティ
（６個入り×100ケース）
計1,950個

4月17日
アンリツ株式会社
代表取締役社長　濱田宏一

防じんマスク　DS2（200枚）

4月20日 室岡チズ 手作りマスク（31枚）

4月21日
医療法人健心会八木クリニック
八木健太郎

サージカルマスク（900枚）

4月21日 匿名

・カルピス（パウナ）（30本×５箱）
・濃縮カルピス（６本入×５箱）
・わかめスープ（50食×28箱）
・スープレトルト（60入×１箱）
・スープセレクション（10個×４箱）
・みそ汁（10食×13箱）
計1,810個

4月21日 匿名 Ｎ95マスク（100枚）

4月22日
有限会社臼井農産
代表取締役　臼井　欽一

ビニール長袖ガウン（50着）

4月22日
Tree Oven
岡田　裕樹

クッキー（２枚入×500袋）

4月23日 匿名 Ｎ95マスク（７枚）

4月23日
日産自動車株式会社
安全健康管理課長　加藤　正樹

手術用マスク（150個×20袋）

4月24日
厚木市農業協同組合
代表理事組合長　大貫　盛雄

足柄茶（24本入×50箱）

4月24日
厚木歯科医師会
会長　難波　勝文

フェイスシールド（30個）

4月24日 匿名 サージカルマスク（5,000枚）

4月27日
株式会社ティーツー
代表取締役　富田　一男

フェイスシールド（10個）

4月28日 行方　等
マスク（60枚）
レインコート（15個）
ビニールエプロン（50枚）

4月28日
松蔭大学看護学部
学部長　大橋優美子

 シーツ　112枚サージカルキャップ　143枚

4月30日 早坂　善弘 レインコート類（約100枚）



市立病院へ寄せられた寄附の一覧（令和２年５月）

月日 申出者（敬称略） 寄附品

5月1日 匿名 医療用ゴーグル（70個）

5月1日
株式会社湘南ベルマーレ
松田　知広

ポンチョ（100枚）

5月1日
株式会社ドミノピザジャパン
代表取締役　ジョシュア・キリムニック

ピザ引換券（30枚）

5月7日 匿名 サージカルマスク（1,000枚）

5月7日
株式会社Serge源`s
取締役副社長　高橋　守

フェイスシールド（50個）

株式会社岸空調
代表取締役　岸　勇弥

YouTuberキックボクサー　伊藤　駿太

5月11日 匿名 サージカルマスク（400枚）

5月11日 匿名
サージカルマスク（200枚）
Ｎ95マスク（20枚）
KN95マスク（100枚）

5月13日
中国人一同
代表　王之侃

一次性医療マスク（6,000枚）

5月13日 匿名 アルコール除菌剤（５L×４本）

5月13日 神奈川県コロナ対策本部 食品等

5月13日
京セラ株式会社
メディカル事業部　森永　太一

フェイスシールド（67枚）

5月14日
医療用ガウン作成プロジェクト
発起人　藤岡　たかこ

医療用手作り防護服（１週間100枚）
※５月14日から６月末まで

5月18日 匿名 N95マスク（60枚）

5月18日
第一生命保険株式会社
厚木支社長　四方　浩之

フェイスマスク（2,000枚）

5月18日
株式会社ドミノピザジャパン
代表取締役　ジョシュア・キリムニック

ピザ引換券（460枚）

5月19日
株式会社伊藤園
厚木支店　支店長　山下　一秀

緑茶280ｍｌ（30ケース）
業務用インスタントティー（100本×10袋）

5月20日
中国大使館
領事部　王之侃

N95マスク（1,600枚）
サージカルマスク（2,000枚）

5月20日
株式会社孝松工務店
代表取締役　類瀬　博幸

フェイスマスク（5,400枚）

5月22日
株式会社MINEZAWA
峰澤彰宏

不織布マスク（5,100枚）

5月22日
日本コカ・コーラ株式会社
代表取締役社長　ホルヘ・ガルドゥニョ

コカ・コーラ製品（24本入×80ケース）
計1,920本

5月22日
株式会社湘南ベルマーレ
選手一同

KNプロテクトマスク（700枚）

5月25日 小森　惠理佳
Ｎ95マスク（10枚）
防じんマスク（8511-DS2、615T型）（各10枚）
お菓子（８点）

5月26日
株式会社フタムラ
代表取締役　二村　政毅

不織布マスク（900枚）
ディスポーザブルマスク（100枚）

5月27日 匿名
メリーチョコレートカンパニー（チョコレートミックス）
（１㎏×7袋）

5月29日 匿名 マスク（PM-HY8222）（10枚）

5月8日 サージカルマスク（2,000枚）



市立病院へ寄せられた寄附の一覧（令和２年６月）

月日 申出者（敬称略） 寄附品

6月1日 村松　マユミ
こんがりパン完熟かぼちゃカップ（６個入×200箱）
こんがりパンコーンカップ（６個入×200箱）
計2,400個

6月2日
横浜低温流通株式会社
代表取締役社長　伊澤　進

焼き菓子（1,000個）

6月3日
Tree Oven
岡田　裕樹

クッキー（300個）

6月8日 匿名 煎茶パウダースティック（20本入×15袋）

6月10日
味の素株式会社
代表取締役社長　西井　孝明

冷凍ケーキ（180個）

6月10日
株式会社ファーストリテイリング
代表取締役会長兼社長　柳井　正

ガウン（10,000着）

6月15日 匿名
ＫＮ95（10枚）
マスク（20枚入×２）

6月16日 匿名
マスク（100枚）
子供用マスク（10枚）

6月18日
株式会社ファーストリテイリング
代表取締役会長兼社長　柳井　正

メディカルディフェンダーマスク（400枚）

6月18日 匿名 フェイスシールド（50個）

6月29日
株式会社ファーストリテイリング
代表取締役会長兼社長　柳井　正

エアリズム（850枚）



市立病院へ寄せられた寄附の一覧（令和２年７月）

月日 申出者（敬称略） 寄附品

7月3日 匿名 婦人夏用扇子（30本）

7月3日
社会福祉法人寿徳会
障害者就労支援施設ハッピーラボ
施設長　鈴木　健太

フェイスマスク（60枚入×４箱）

7月6日
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社
代表取締役　征矢　真一

ＲｉｂｂｏｎＯＲ100Ａ（6本入り×各10箱）
ＰＳクランベリー30％（6本入り×各10箱）
加賀棒ほうじ茶（6本入り×各10箱）
用知覧にっぽん紅茶（6本入り×各10箱）
玉露入りお茶（6本入り×各10箱）
北海道コーン茶　（6本入り×各10箱）
計360本

7月6日 訪問介護かえで厚木サービスセンター ガウン　1箱（50着）

7月9日
厚木商工会議所
会頭　中村　幹夫

体温検知顔認証カメラ一式

7月13日
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社
代表取締役　征矢　真一

こんがりパン完熟かぼちゃカップ（６個入×30箱）
こんがりパンコーンカップ（６個入×30箱）
計360個

7月13日
東京農業大学
学長　髙野　克己

ジャガイモ（約300kg）

7月17日
株式会社ファーストリテイリング
代表取締役会長兼社長　柳井　正

フェイスマスク（1,500枚）

7月19日 志村　剛
布マスク（11枚）
女性用、子ども用マスク（計60枚）

7月20日 匿名 フェイスシールド（55枚）

7月21日 匿名 胡蝶蘭（１鉢）

7月31日
公益社団法人神奈川県看護協会
会長　花井　惠子

ガウン（250枚）
クレンジングコットン（20枚入×８箱）



市立病院へ寄せられた寄附の一覧（令和２年８月）

月日 申出者（敬称略） 寄附品

8月7日 株式会社ラッシュジャパン
こんがりパン完熟かぼちゃカップ（６個入×200箱）
こんがりパンコーンカップ（６個入×200箱）
計2,400個

8月11日
ジブラルタ生命保険株式会社
厚木支社　寺田　美穂

お菓子

8月31日
斉藤　りえ
道下　将太郎

フェイスシールド（100枚）



市立病院へ寄せられた寄附の一覧（令和２年９月）

月日 申出者（敬称略） 寄附品

9月4日
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社
代表取締役　征矢　真一

こんがりパン完熟かぼちゃカップ（６個入×200箱）
こんがりパンコーンカップ（６個入×200箱）
計2,400個



市立病院へ寄せられた寄附の一覧（令和２年10月）

月日 申出者（敬称略） 寄附品

10月1日 匿名
こんがりパン完熟かぼちゃカップ（６個入×200箱）
こんがりパンコーンカップ（６個入×200箱）
計2,400個

10月23日 株式会社ＸＩＮＳ サージカルマスク（50,000枚）

10月27日 日本フルハーフ株式会社 自社栽培のバラ（350本）



市立病院へ寄せられた寄附の一覧（令和２年11月）

月日 申出者（敬称略） 寄附品

11月10日 匿名
こんがりパン完熟かぼちゃカップ（６個入×200箱）
こんがりパンコーンカップ（６個入×200箱）
計2,400個

11月18日
Tree Oven
岡田　裕樹

クッキー（２枚入×100袋）
焼き菓子（300個）



市立病院へ寄せられた寄附の一覧（令和２年12月）

月日 申出者（敬称略） 寄附品

12月4日 匿名
こんがりパン完熟かぼちゃカップ（６個入×200箱）
こんがりパンコーンカップ（６個入×200箱）
計2,400個

12月10日
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
鎌倉支店　海老名セールスセンター
支店長　狩野　定夫

コカ・コーラ製品（24本入×128箱）
計3,072本

12月11日 匿名 クオカード

12月14日 匿名 焼き菓子（４箱）

12月15日
厚木市農業協同組合
代表理事組合長　大貫　盛雄
生産組合長会会長　野口　政夫

厚木産米（はるみ）精米1.8㎏（700袋）
厚木産切花（バラ・カーネーション）（700本）

12月15日 匿名 子ども用手作りマスク（140枚）

12月18日
学校法人向上学園
向上高等学校　なおき会

メッセージカード、メッセージ動画

12月21日 匿名 お菓子（820個）

12月24日
レストランＫｅｉ
六ケ村　祐介

ターキー（120個）

12月24日
ジブラルタ生命保険株式会社
厚木支社　寺田　美穂

お菓子、災害支援グッズ（１セット）

12月24日
ドミノ・ピザ本厚木南口支店
小幡　圭吾

ピザＭサイズ（80枚）



市立病院へ寄せられた寄附の一覧（令和３年１月）

月日 申出者（敬称略） 寄附品

1月6日 匿名
こんがりパン完熟かぼちゃカップ（６個入×200箱）
こんがりパンコーンカップ（６個入×200箱）
計2,400個

1月13日
横浜低温流通株式会社
代表取締役社長　伊澤　進

焼き菓子（1,000個）

1月22日
株式会社伊藤園厚木支店
支店長　山下　一秀

お～いお茶（24本入り）50ケース

1月25日
株式会社シモジマ
代表取締役社長　下島　和光

かっぽう着（800着）、マスク（2,000枚）

1月26日
株式会社裕源
代表取締役社長　謝　明達（ｼｬ ﾒｲﾀﾂ）

セブンプレミアムライフスタイルやわらかマスク（49,600枚）

1月28日
株式会社 トリドールホールディングス
代表取締役社長　粟田 貴也

讃岐うどん専門店「丸亀製麺」のうどん、天ぷら（計400食）
※令和３年２月５日受領分含む



市立病院へ寄せられた寄附の一覧（令和３年２月）

月日 申出者（敬称略） 寄附品

2月3日
大山の杜　あつ木　みやこ家
代表取締役社長　石川　一博

こんがりパン完熟かぼちゃカップ（６個入×200箱）
こんがりパンコーンカップ（６個入×200箱）
計2,400個

2月5日
株式会社 トリドールホールディングス
代表取締役社長　粟田 貴也

讃岐うどん専門店「丸亀製麺」のうどん、天ぷら（計400
食）
※令和３年１月28日受領分含む

2月5日
神奈川県茶業振興協議会
会長　湯川　裕司（山北町長）

足柄茶（50袋）

2月10日 匿名 焼き菓子（３箱）

2月12日
南蛮屋株式会社
代表取締役　平井　誠一郎

あゆコロちゃんコーヒーバッグ（特別パッケージ）（10,000
個）
各種コーヒー提供

2月12日 匿名 チョコレート（1箱）

2月12日 匿名 マカロン（1箱）

2月15日

花王株式会社
代表取締役社長執行役員　長谷部　佳宏
花王プロフェッショナル・サービス株式会社
代表取締役社長　小澤　正明

日用品（花王製品詰め合わせ100セット）
洗濯用洗剤（アタックゼロワンハンド10個入り×10箱）
消臭剤（リセッシュ12個入り×9箱）

2月16日
2月17日

株式会社のんびりなかい
中居　正広

叙々苑弁当サラダ付き（合計150個）

2月22日 匿名 不織布マスク（５万枚）

2月22日
株式会社柴橋商会
代表取締役社長　柴橋　和弘

株式会社柴橋商会オリジナルどら焼き（1,000個）

2月24日
大山の杜　あつ木　みやこ家
代表取締役社長　石川　一博

プリン（合計240個）
※令和３年３月３日受領分含む

2月25日
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
鎌倉支店　海老名セールスセンター
支店長　狩野　定夫

コカ・コーラ製品（80ケース：1,920本）

2月26日
まなびジョーズ学院
内田　太一

カップスープ
飲料製品
生徒からの寄書き



市立病院へ寄せられた寄附の一覧（令和３年３月）

月日 申出者（敬称略） 寄附品

3月4日 レッドブル・ジャパン株式会社
こんがりパン完熟かぼちゃカップ（６個入×200箱）
こんがりパンコーンカップ（６個入×200箱）
計2,400個

3月3日
大山の杜　あつ木　みやこ家
代表取締役社長　石川　一博

プリン（合計240個）
※令和３年２月24日受領分含む

3月3日
株式会社トピア
神奈川営業所　所長　小川　聡

足踏式消毒液スタンド（３台）

3月26日
厚木さつきライオンズクラブ
第40代会長　羽場　正義

テレビ（２台）

3月24日
日産自動車株式会社テクニカルセンター
事業所長　中畔　邦雄

ＤＭＡＴ車両へのラッピングデザイン
（カッティングシート施工）


