
書式第2号　（法第44条関係）

初回認定申請時のみ提出 閲覧対象外書類

法  人  名 事　業　年　度NPO法人 XXXXXXXXX 2014年4月1日～2015年3月31日

寄附者の氏名又は名称 住  所  又  は  事  業  所  の  所  在  地

寄附金の額受領年月日

寄付金の合計

寄　附　者　名　簿

(全寄付者/確認用)

89 山崎 XXXXX 6,000千葉県松戸市新松戸XXXXXXX 円

2014/04/28 1,000 円

2014/04/28 1,000 円

2014/05/26 1,000 円

2014/05/26 1,000 円

2014/06/26 1,000 円

2014/06/26 1,000 円

90 山田　 XXXX 2,000千葉県船橋市西習志野XXXXXXXXX 円

2014/07/14 1,000 円

2014/07/14 1,000 円

91 吉川　XXXX 1,000神奈川県川崎市中原区XXXXXXXX 円

2014/08/04 1,000 円

合　　　　　計 円2,222,000

（注意事項）
　・条例個別指定の基準を満たす法人、認定の有効期間の更新を受けようとする法人及び仮認定特定非営利活動法人
    としての仮認定を受けようとする法人は、添付の必要はありません（法44②、51⑤、58②）。

　・この寄附者名簿は、毎事業年度初めの３月以内に作成し、その作成の日から起算して５年間その事務所の所在地
    に備え置く必要があります（法54②）。
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頁    小  　計 円9,000

最終ページのみ提示

都庁の要求でページ毎に小計を表示しています



支援金入金状況 2005年4月1日 ～ 2006年3月31日

入金日支援金 負担金遺贈金No. 支援者

月4

2005/04/04¥5,000 ¥70遠藤　花子1 ¥0000025

2005/04/06¥3,000 ¥70吉川　 次郎2 ¥0000061

2005/04/21¥10,000 ¥70橋本　次郎3 ¥0000049

2005/04/22¥5,000 ¥70星野　三郎4 ¥0000054

2005/04/28¥5,000 ¥70なななな幼稚園5 ¥0000083

¥28,000 ¥350月 合計4 ¥0

月5

2005/05/20¥40,000 ¥120聖かかかか女子修道会1 ¥0000068

2005/05/20¥7,000 ¥70東　花子2 ¥0000050

2005/05/20¥1,000 ¥60寺村　次郎3 ¥0000043

2005/05/24¥5,000 ¥70星野　三郎4 ¥0000054

2005/05/26¥36,000 ¥120カトリックちちちち教会5 ¥0000017

2005/05/26¥20,000 ¥70工藤　太郎6 ¥0000031

2005/05/26¥10,000 ¥70土田　太郎7 ¥0000042

2005/05/26¥5,000 ¥70片山　太郎8 ¥0000029

2005/05/26¥3,000 ¥7菊村　花子9 ¥0000030

¥127,000 ¥657月 合計5 ¥0

月6

2005/06/02¥60,000 ¥120カトリックいいいい教会1 ¥0000002

2005/06/07¥3,000 ¥70吉川　 次郎2 ¥0000061

2005/06/09¥100,000 ¥70小山　花子3 ¥0000032

2005/06/16¥100,000 ¥120カトリックきききき教会4 ¥0000007

2005/06/20¥30,000 ¥70加藤　花子5 ¥0000028

2005/06/20¥1,000 ¥70日野　次郎6 ¥0000051

2005/06/23¥30,000 ¥70カトリックくくくく教会7 ¥0000008

2005/06/27¥5,000 ¥70星野　三郎8 ¥0000054

2005/06/29¥86,430 ¥0ふふふふの会9 ¥0000063

¥415,430 ¥660月 合計6 ¥0

月7

2005/07/11¥30,000 ¥70斉藤　太郎1 ¥0000034

2005/07/14¥5,000 ¥70遠藤　花子2 ¥0000025

2005/07/15¥150,000 ¥70松本 花子3 ¥0000056

2005/07/28¥5,000 ¥70星野　三郎4 ¥0000054

¥190,000 ¥280月 合計7 ¥0

月8

2005/08/01¥500 ¥70高橋　花子1 ¥0000040

2005/08/12¥3,000 ¥70東　花子2 ¥0000050

2005/08/29¥5,000 ¥70星野　三郎3 ¥0000054

¥8,500 ¥210月 合計8 ¥0
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〒9650867
会津若松市緑町1-23-45
カトリックああああ教会 様

支援者番号： 000001

1 〒2040012
清瀬市中清戸1-23-45
カトリックいいいい教会 様

支援者番号： 000002

2 〒2100837
川崎市川崎区渡田1-23-45
カトリックうううう教会 様

支援者番号： 000003

3

〒2410014
横浜市旭区市沢町1-23-45
カトリックええええ教会 様

支援者番号： 000004

4 〒6600802
尼崎市長洲中通1-23-45
カトリックおおおお教会 様

支援者番号： 000005

5 〒3650013
鴻巣市境1-23-45
カトリックかかかか教会 様

支援者番号： 000006

6

〒3730042
太田市宝町1-23-45
カトリックきききき教会 様

支援者番号： 000007

7 〒8180031
筑紫野市隈1-23-45
カトリックくくくく教会 様

支援者番号： 000008

8 〒5100873
四日市市貝塚町1-23-45
カトリックけけけけ教会 様

支援者番号： 000009

9

〒0230025
水沢市高網1-23-45
カトリックここここ教会 様

支援者番号： 000010

10 〒8500831
長崎市鍛冶屋町1-23-45
カトリックささささ教会 様

支援者番号： 000011

11 〒3760001
桐生市菱町1-23-45
カトリックしししし教会 様

支援者番号： 000012

12

〒3730022
太田市東金井町1-23-45
カトリックすすすす教会 様

支援者番号： 000013

13 〒4520064
清須市西枇杷島町旭1-23-45
カトリックせせせせ教会 様

支援者番号： 000014

14 〒7140022
笠岡市今立1-23-45
カトリックそそそそ教会 様

支援者番号： 000015

15

〒0030001
札幌市白石区東札幌一条1-23-45
カトリックたたたた教会 様

支援者番号： 000016

16 〒8620962
熊本市田迎1-23-45
カトリックちちちち教会 様

支援者番号： 000017

17 〒4260056
藤枝市五平1-23-45
カトリックつつつつ教会 様

支援者番号： 000018

18

〒6550038
神戸市垂水区星陵台1-23-45
カトリックてててて教会 様

支援者番号： 000019

19 〒8920831
鹿児島市船津町1-23-45
カトリックとととと教会 様

支援者番号： 000020

20 〒9813331
黒川郡富谷町東向陽台1-23-45
レジデンス３０３
相原　花子 様

支援者番号： 000021

21

〒1710022
豊島区南池袋1-23-45
石川　太郎 様

支援者番号： 000022

22 〒3430821
越谷市瓦曽根1-23-45
市村　花子 様

支援者番号： 000023

23 〒2150013
川崎市麻生区王禅寺1-23-45
浦川　太郎 様

支援者番号： 000024

24



NPO法人 XXXXXXXXXX会
入金日 金額 負担金遺贈金 匿名番号住所地

個人

相原　花子宮城県 000021

2001/12/14 ¥5,000 ¥701 ¥0

2002/12/06 ¥3,000 ¥702 ¥0

2003/05/29 ¥3,000 ¥703 ¥0

2004/05/26 ¥3,000 ¥704 ¥0

2005/12/22 ¥3,000 ¥705 ¥0

小計 ¥17,000 ¥350¥0

石川　太郎東京都 000022

2005/09/21 ¥30,000 ¥701 ¥0

2005/10/25 ¥30,000 ¥602 ¥0

2006/02/16 ¥20,000 ¥703 ¥0

2006/03/03 ¥30,000 ¥704 ¥0

2006/04/10 ¥20,000 ¥1005 ¥0

小計 ¥130,000 ¥370¥0

市村　花子埼玉県 000023

2002/01/18 ¥10,000 ¥701 ¥0

2002/04/26 ¥10,000 ¥702 ¥0

2002/12/18 ¥10,000 ¥703 ¥0

2003/04/11 ¥10,000 ¥704 ¥0

2003/09/05 ¥10,000 ¥705 ¥0

2003/12/12 ¥10,000 ¥706 ¥0

2004/12/03 ¥10,000 ¥707 ¥0

2005/12/20 ¥10,000 ¥708 ¥0

小計 ¥80,000 ¥560¥0

浦川　太郎神奈川県 000024

2005/09/13 ¥5,000 ¥701 ¥0

2006/03/15 ¥20,000 ¥702 ¥0

小計 ¥25,000 ¥140¥0

遠藤　花子長野県 000025

2004/11/02 ¥5,000 ¥01 ¥0

2005/04/04 ¥5,000 ¥702 ¥0

2005/07/14 ¥5,000 ¥703 ¥0

2006/01/31 ¥5,000 ¥704 ¥0

小計 ¥20,000 ¥210¥0

大原　花子神奈川県 000026

2001/12/10 ¥3,000 ¥701 ¥0

2004/08/16 ¥3,000 ¥702 ¥0

2004/11/30 ¥3,000 ¥703 ¥0

2005/12/20 ¥3,000 ¥704 ¥0

小計 ¥12,000 ¥280¥0

笠原　太郎神奈川県 000027

2002/07/11 ¥5,000 ¥701 ¥0

2002/12/16 ¥5,000 ¥702 ¥0

2003/07/07 ¥50,000 ¥703 ¥0

2003/12/09 ¥5,000 ¥704 ¥0

2004/03/09 ¥20,000 ¥705 ¥0
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支援者名(フリガナ順) 郵便番号 都道府県 住  所 電話番号支援者番号

支援者一覧表
匿名

NPO法人 XXXXXXXXXX会

個人

相原　花子 981-3331 宮城県 012-345-6789黒川郡富谷町東向陽台1-23-45 レジデンス３０３000021

石川　太郎 171-0022 東京都 012-345-6789豊島区南池袋1-23-45 000022

市村　花子 343-0821 埼玉県 012-345-6789越谷市瓦曽根1-23-45 000023

浦川　太郎 215-0013 神奈川県 012-345-6789川崎市麻生区王禅寺1-23-45 000024

遠藤　花子 399-0715 長野県 012-345-6789塩尻市長畝1-23-45 000025

大原　花子 231-0826 神奈川県 012-345-6789横浜市中区本牧荒井1-23-45 000026

笠原　太郎 226-0006 神奈川県 012-345-6789横浜市緑区白山1-23-45 000027

片山　太郎 246-0026 神奈川県 012-345-6789横浜市瀬谷区阿久和南1-23-45 000029

菊村　花子 206-0012 東京都 012-345-6789多摩市貝取1-23-45 000030

工藤　太郎 259-0200 神奈川県 012-345-6789足柄下郡真鶴町1-23-45 000031

坂井　太郎 186-0011 東京都 012-345-6789国立市谷保1-23-45 000033

品川　花子 652-0861 兵庫県 012-345-6789神戸市兵庫区三石通1-23-45 000036

柴野　次郎 466-0046 愛知県 012-345-6789名古屋市昭和区広見町1-23-45 000035

杉田　太郎 603-8315 京都府 012-345-6789京都市北区衣笠荒見町1-23-45 000037

関山　花子 152-0023 東京都 012-345-6789目黒区八雲1-23-45 000038

高橋　花子 366-0005 埼玉県 012-345-6789深谷市町田1-23-45 000040

土田　太郎 362-0037 埼玉県 012-345-6789上尾市上町1-23-45 000042

寺村　次郎 517-0505 三重県 012-345-6789志摩市阿児町甲賀1-23-45 000043

中尾　花子 111-0021 東京都 012-345-6789台東区日本堤1-23-45 000045

中村　花子 899-4323 鹿児島県 012-345-6789霧島市国分松木1-23-45 000046

西川　太郎 601-8204 京都府 012-345-6789京都市南区久世東土川町1-23-45 000047

橋本　次郎 167-0032 東京都 012-345-6789杉並区天沼1-23-45 000049

東　花子 051-0024 北海道 012-345-6789室蘭市幕西町1-23-45 000050

日野　次郎 982-0021 宮城県 012-345-6789仙台市太白区緑ケ丘1-23-45 000051

藤井　花子 144-0043 東京都 012-345-6789大田区羽田1-23-45 000053

星野　三郎 259-1123 神奈川県 012-345-6789伊勢原市下谷1-23-45 000054

前川　太郎 520-0831 滋賀県 012-345-6789大津市松原町1-23-45 000055

三井　太郎 192-0903 東京都 012-345-6789八王子市万町1-23-45 000057

村田　花子 516-0031 三重県 012-345-6789伊勢市尾上町1-23-45 000058

山下　花子 160-0018 東京都 012-345-6789新宿区須賀町1-23-45 000060
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