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平成30年北海道胆振東部地震募金一覧
月日 費目 道の駅名 県 金額

11/2 募金 三田貝分校 岩手 6,784

11/2 募金 くじ 岩手 3,538

11/2 募金 よこはま 青森 15,676

11/2 募金 てんのう 秋田 7,358

11/2 募金 東由利 秋田 8,465

11/2 募金 象潟 秋田 1,470

11/5 募金 ひらた 福島 6,027

11/5 募金 鳥海 山形 1,677

11/5 募金 いかりがせき 青森 13,082

11/5 募金 庄内みかわ 山形 683

11/5 募金 やまだ 岩手 37,707

11/5 募金 つちゆ 福島 4,386

11/5 募金 協和 秋田 7,292

11/5 募金 安達 福島 31,214

11/5 募金 ばんだい 福島 28,961

11/5 募金 あつみ 山形 36,341

11/5 募金 なみおか 青森 4,805

11/5 募金 なんごう 青森 5,819

11/5 募金 南相馬 福島 48,500

11/6 募金 種山ヶ原 岩手 6,261

11/6 募金 遠野風の丘 岩手 7,460

11/6 募金 おがち 秋田 5,047

11/6 募金 いまべつ 青森 1,207

11/6 募金 やまびこ館 岩手 3,085

11/6 募金 とわだ 青森 6,615

11/6 募金 国見あつかしの郷 福島 2,022

11/6 募金 にしね 岩手 5,564

11/6 募金 あいづ湯川・会津坂下 福島 5,581

11/6 募金 上品の郷 宮城 26,094

11/7 募金 よつくら港 福島 3,889

11/7 募金 石鳥谷 岩手 1,616

11/7 募金 ろくのへ 青森 1,996

11/8 募金 こどまり 青森 1,346

11/8 募金 虹の湖 青森 1,469

11/9 募金 紫波 岩手 2,230

11/9 募金 あ・ら伊達な道の駅 宮城 54,000

11/9 募金 かわさき 岩手 16,409

11/9 募金 浅虫温泉 青森 7,765

11/9 募金 しちのへ 青森 6,052

11/9 募金 たかはた 山形 5,862

11/9 募金 しもごう 福島 7,438

11/9 募金 番屋 福島 8,185

11/9 募金 みなみかた 宮城 10,000

11/9 募金 あさひまち 山形 3,124

11/9 募金 おおさと 宮城 4,758



11/9 募金 喜多の郷 福島 5,082

11/9 募金 とうわ 岩手 2,926

11/12 募金 そうま 福島 3,961

11/12 募金 奥会津かねやま 福島 3,454

11/12 募金 さくらの郷 福島 3,939

11/12 募金 たろう 岩手 19,711

11/13 募金 さんない 秋田 3,517

11/13 募金 釜石仙人峠 岩手 3,002

11/13 募金 たのはた 岩手 2,128

11/13 募金 むらやま 山形 7,512

11/14 募金 しょうない 山形 6,560

11/14 募金 三滝堂 宮城 4,761

11/19 募金 いわいずみ 岩手 24,540

11/26 募金 区界高原 岩手 5,056

11/26 募金 つるた 青森 28,657

11/28 募金 清水の里・鳥海郷 秋田 2,730

12/4 募金 米沢 山形 5,897

12/4 募金 寒河江 山形 13,600

12/4 募金 川のみなと長井 山形 8,567

12/13 募金 石神の丘 岩手 3,312

12/13 募金 きらら289 福島 2,543

12/13 募金 いなかだて 青森 5,356

12/13 募金 たかのす 秋田 5,955

12/14 募金 羽鳥湖高原 福島 9,014

12/14 募金 みずさわ 岩手 683

12/14 募金 たじま 福島 16,388


