
平成 30 年 7 月豪雨（西日本）災害支援金のご報告とお礼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            



平成30年7月豪雨募金一覧

月日　 費目 県 駅名 金額

9/28 募金 山形 白い森おぐに 6,592

9/28 募金 宮城 林林館 4,950

9/28 募金 宮城 三滝堂 19,727

10/1 募金 岩手 種山ヶ原 29,595

10/1 募金 福島 羽鳥湖高原 13,415

10/1 募金 岩手 いわいずみ 18,300

10/1 募金 福島 番屋 3,029

10/1 募金 岩手 みやこ 17,405

10/1 募金 山形 鳥海 14,236

10/1 募金 青森 いまべつ 7,695

10/1 募金 山形 たかはた 19,822

10/1 募金 岩手 とうわ 9,320

10/1 募金 福島 にしあいづ 6,592

10/1 募金 青森 よこはま 42,411

10/1 募金 青森 なんごう 25,119

10/1 募金 福島 国見あつかしの郷 5,206

10/1 募金 岩手 石鳥谷 2,762

10/1 募金 岩手 くじ 8,222

10/1 募金 福島 あいづ湯川・会津坂下 44,478

10/1 募金 秋田 おが 3,736

10/1 募金 青森 なみおか 5,089

10/1 募金 山形 あさひまち 10,483

10/2 募金 青森 とわだ 26,350

10/2 募金 宮城 米山 17,443

10/2 募金 岩手 はやちね 1,953

10/2 募金 岩手 やまびこ館 7,354

10/2 募金 秋田 ふたつい 1,037

10/2 募金 福島 つちゆ 10,140

10/2 募金 秋田 てんのう 30,733

10/2 募金 秋田 清水の里・鳥海郷 5,172

10/2 募金 山形 庄内みかわ 3,078

10/2 募金 秋田 象潟 6,929

10/2 募金 青森 ろくのへ 13,543

10/2 募金 山形 川のみなと長井 15,413

10/2 募金 福島 南相馬 37,490

10/3 募金 秋田 おがち 35,799

10/3 募金 岩手 三田貝分校 13,686

10/3 募金 福島 よつくら港 17,761

10/3 募金 福島 ひらた 26,665



10/3 募金 福島 きらら289 14,274

10/3 募金 青森 こどまり 10,633

10/3 募金 山形 寒河江 20,963

10/3 募金 秋田 協和 12,676

10/3 募金 青森 いかりがせき 11,993

10/4 募金 岩手 釜石仙人峠 33,746

10/4 募金 岩手 区界高原 21,262

10/4 募金 岩手 石神の丘 15,936

10/4 募金 青森 つるた 27,699

10/5 募金 宮城 あ・ら・伊達な道の駅 31,352

10/5 募金 青森 浅虫温泉 42,672

10/5 募金 秋田 かみおか 8,446

10/5 募金 青森 虹の湖 6,594

10/5 募金 青森 奥入瀬 1,230

10/5 募金 福島 からむし織の里しょうわ 5,966

10/5 募金 福島 たじま 43,283

10/5 募金 山形 しょうない 12,721

10/5 募金 福島 ばんだい 36,136

10/5 募金 秋田 岩城 1,215

10/5 募金 山形 米沢 7,428

10/5 募金 福島 安達 52,937

10/5 募金 山形 あつみ 38,748

10/9 募金 岩手 にしね 16,377

10/9 募金 秋田 さんない 12,297

10/9 募金 福島 奥会津かねやま 4,504

10/9 募金 岩手 平泉 28,638

10/9 募金 宮城 津山 16,513

10/9 募金 青森 しちのへ 32,147

10/9 募金 宮城 上品の郷 223,331

10/10 募金 岩手 紫波 4,267

10/10 募金 岩手 遠野風の丘 26,757

10/10 募金 福島 そうま 5,613

10/10 募金 宮城 みなみかた 11,460

10/10 募金 福島 しもごう 17,620

10/10 募金 青森 いなかだて 7,006

10/10 募金 青森 みんまや,たいらだて 6,556

10/10 募金 宮城 おおさと 22,151

10/10 募金 山形 むらやま 8,667

10/12 募金 岩手 たのはた 5,556

10/15 募金 岩手 たろう 79,994

10/17 募金 岩手 みずさわ 4,458

10/19 募金 福島 さくらの郷 14,548


