
令和元年台風 15 号・19 号災害支援金のご報告とお礼 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



令和元年台風15号・19号　募金一覧
月日　 費目 県名 駅　　名 収入 適用

11/15 募金 （まるごとフェスタ参加駅より義援金として） 420,000

11/15 募金 （まるごとフェスタお客様より） 22,919

11/25 募金 （さんりく　まるごとフェスタ義援金） 10,000

11/26 募金 （上品の郷　まるごとフェスタ義援金） 10,000

12/3 募金 （米沢　まるごとフェスタ義援金） 10,000

12/4 募金 福島 季の里天栄 1,893

12/4 募金 秋田 かみこあに 5,753

12/4 募金 青森 よこはま 47,232

12/4 募金 福島 たじま 48,212

12/4 募金 青森 こどまり 3,237

12/4 募金 青森 いかりがせき 31,271

12/4 募金 岩手 平泉 18,017

12/4 募金 青森 なんごう 23,668

12/4 募金 青森 みさわ 1,192

12/4 募金 秋田 清水の里・鳥海郷 1,107

12/4 募金 青森 いまべつ 805

12/4 募金 福島 ばんだい 57,897

12/4 募金 秋田 おが 5,511

12/5 募金 宮城 かくだ 1,916

12/5 募金 岩手 やまだ 13,713

12/5 募金 宮城 米山 16,140

12/5 募金 秋田 象潟 6,738

12/5 募金 岩手 みやこ 3,398

12/5 募金 青森 さんのへ 3,542

12/5 募金 福島 国見あつかしの郷 2,100

12/5 募金 岩手 石鳥谷 1,847

12/5 募金 宮城 おおさき 11,991

12/5 募金 福島 よつくら港 18,055

12/5 募金 秋田 協和 17,753

12/5 募金 福島 安達 34,765

12/5 募金 山形 しょうない 22,128

12/5 募金 山形 あつみ 44,864

12/6 募金 山形 いいで 50,389

12/6 募金 岩手 種山ヶ原 13,929

12/6 募金 秋田 てんのう 5,236

12/6 募金 岩手 みずさわ 5,769

12/6 募金 岩手 たろう 33,782

12/6 募金 山形 あさひまち 16,487

12/6 募金 秋田 たかのす 6,600

12/6 募金 岩手 石神の丘 982



12/6 募金 福島 しもごう 8,370

12/6 募金 福島 にしあいづ 3,640

12/6 募金 山形 米沢 1,598

12/6 募金 秋田 岩城 1,963

12/6 募金 福島 番屋 7,674

12/6 募金 福島 南相馬 80,373

12/9 募金 宮城 上品の郷 47,486

12/9 募金 秋田 あに 6,487

12/9 募金 岩手 いわいずみ 29,783

12/9 募金 岩手 くじ 4,143

12/9 募金 青森 しちのへ 21,283

12/9 募金 秋田 かみおか 1,890

12/9 募金 秋田 さんない 3,409

12/9 募金 山形 川のみなと長井 25,056

12/9 募金 山形 たかはた 16,716

12/9 募金 福島 つちゆ 21,236

12/9 募金 宮城 みなみかた 3,385

12/9 募金 岩手 むろね 14,826

12/9 募金 岩手 にしね 7,276

12/9 募金 青森 つるた 28,896

12/9 募金 福島 喜多の郷 5,411

12/9 募金 宮城 あ・ら・伊達な道の駅 106,154

12/9 募金 青森 たいらだて 11,970

12/9 募金 青森 なみおか 2,866

12/9 募金 宮城 林林館 3,557

12/10 募金 秋田 おがち 27,030

12/10 募金 秋田 五城目 35,054

12/10 募金 宮城 三本木 4,757

12/10 募金 青森 奥入瀬 2,904

12/10 募金 山形 尾花沢 1,845

12/10 募金 宮城 大谷海岸 7,365

12/10 募金 秋田 おおゆ 3,254

12/10 募金 秋田 東由利 3,779

12/10 募金 福島 猪苗代 7,229

12/10 募金 岩手 やまびこ館 6,574

12/10 募金 福島 さくらの郷 5,489

12/11 募金 岩手 区界高原 5,649

12/11 募金 山形 寒河江 12,051

12/11 募金 福島 あいづ湯川・会津坂下 30,380

12/11 募金 秋田 ふたつい 282

12/11 募金 山形 おおえ 5,883

12/11 募金 青森 虹の湖 10,327



12/11 募金 青森 いなかだて 10,330

12/11 募金 福島 ひらた 10,247

12/13 募金 山形 むらやま 1,304

12/16 募金 岩手 雫石あねっこ 45,557

12/17 募金 岩手 遠野風の丘 4,430

12/18 募金 岩手 かわさき 5,063

12/19 募金 宮城 七ヶ宿 24,766 （締切後入金につき未送金）

12/23 募金 福島 羽鳥湖高原 14,618 （締切後入金につき未送金）

12/26 募金 福島 ならは 20,678 （締切後入金につき未送金）

1/21 募金 秋田 うご 4,862 （締切後入金につき未送金）


