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　2018年度（平成30年度）中にご寄付、補助金、助成金、現物でご支援をくださった組織・団体および個人の皆様に心よりお礼を申し上げます。
　ご寄付いただきました方々への感謝の意を込め、ここにご芳名を掲載させていただきます。
　文部科学省、外務省、各国大使館にもこの場を借りてお礼申し上げます。

ご支援に感謝申し上げます

寄付者芳名録（2018年１月１日～2018年12月31日） 敬称略・50音順

ご寄付により多くの人に異文化学習の機会を提供できています

ご寄付・ご支援に関するお問い合せ先　AFS日本協会　TEL：03-6206-1920（直通）Eメール：bokin@afs.or.jp

AFS活動を支援する

AFS平和の鳩プロジェクトがスタートしました！
「AFS平和の鳩プロジェクト」はAFSを通じてアメリカに留学した故・木下由子氏のご遺志とご
寄付によりスタートしたAFSの新しい奨学金制度です。一人でも多くの若者が異文化と共に生き、
協働の必要性を認識し、公正で平和な世界のために自ら行動できる人材となれるようにとの願いか
ら設けられました。奨学金の受給者（平和の鳩スカラー）にはAFSの年間派遣プログラムの参加
費全額と準備に必要な資金が援助されます。第一期生の募集は2019年6月28日まで。2020年出
発です！
　https://www.afs.or.jp/h/
　同様の支援をしたいという方は、こちらまでお問い合わせください。
　募金・奨学金担当　TEL：03-6206-1920（直通）　Eメール：bokin@afs.or.jp

「AFS山形ふるさと奨学金」　新設！　
山形の高校生がより積極的にAFSの異文化学習へふみ出せるよう、2018年に設立されました。

より多くの若者が、異文化対応力を育み、自ら行動して前向きな変化をもたらす人材となれるよう応援する、地域貢献型の奨学金で
す。愛称は山形いぐべ奨学金です。山形から海外へ、「いぐべ！」　
　ご寄付は振込用紙、もしくは末尾の〔ゆうちょ銀行 寄付金口座〕で受けつけます。　
　このほかの最新の奨学金情報は、サイトでご確認いただけます。　https://www.afs.or.jp/donate/donatefor/

『One AFS』会費にご協力ください 
AFS日本協会はより多くの方に継続的にご支援をいただけるよう、従来の維持会員制度を見直し、会費制度を変更しました。一人で

も多くの人に、さまざまな文化・価値観を持つ人々と「共に生きる」スキル、能力、機会を身につけられるよう、年１万２千円から（個
人）をお願いしております。「One AFS会費」は寄付として扱い、AFSの活動全般に活用をさせていただきます。詳しくは同封のチラシ、
サイトをご参照ください。
One AFS会費ではなく、特定奨学金で支援したい、というお気持ちも大歓迎です。
みなさまがぜひこの機会にAFSの理念を実現し続けるための寄付の輪に加わってくださることを願っています。

～ご支援・応援ありがとうございます～
　留学を通して日本では見ること
のできない世界を肌で感じ、私の
成長だけではなく日本や世界に貢
献するための活動を図れるただと
ない機会になりました。
留学中のみならず多くの場面

で私の留学にお力添えくださっ
た多くの方に心から感謝申し上
げます。
　　　　　　　AFSボランティア奨学金受給生（ドイツ派遣）

◆  ◆  ◆

　文化について語るホストファミ
リーや食事の時間の過ごし方など
を通じて、一つ一つの文化の違い
に触れ、それをふと振り返る時、
私はAFSを通じた異文化理解を
感じます。このような素晴らしい
経験は日本ではできない非常に貴
重なものです。そしてこのフラン
スにAFSを通じてくる事ができたのも、奨学金を支えてくださっ
ている方々やAFS留学をサポートしてくださっている方々のおか
げだと感じています。心から感謝申し上げます。
　　　　　　AFSボランティア奨学金受給生（フランス派遣）

～だからわたしは寄付をしています～
　若者たちの教育や活動等について何か自分も
力になれる事がないかと思い、わずかながら振
り込みをさせて頂きました。　　　　（M.H様）

空港でAFS生を見かけて留学のことを思い
出しました。AFSボランティアも検討しまし
たが、仕事のスケジュールが不定期なため、寄
付をしました。学生さんたちには是非海外で学
ぶ夢を叶えてほしいと思っています。　　　　

（R.A様）

　私が試験に合格でき、夢を叶えることが出来
たのも、多くの方々とのご縁や協力があってこ
そだと思っています。いまは奨学金に寄付をし
ていますが、一人でも多くの学生さんたちが奨
学金の力を借りて、世界に羽ばたいて行ってく
れることを心から応援しています。　（R.A様）

　　　　　　　　　　　　　　　2019年６月より、みちのく応援奨学金、AFSひろしま奨学金の寄付口座は、
【ゆうちょ銀行　〇一九支店　当座　0610779 AFS寄付金口座】に変わります。ご注意ください。

ゼロイチキュウ

奨学金 寄付受付口座が変わりま
す！

法人・団体

株式会社 オデッセイ コミュニケーションズ Marching J ソニー株式会社
公益財団法人田口福寿会 一般財団法人 東海東京財団 公益財団法人 新潟市国際交流協会
福岡城西ロータリークラブ 米国伊藤財団 三菱商事株式会社
株式会社 明治 株式会社メディフューチャー 公益財団法人 森村豊明会

公益財団法人 長岡米百俵財団 株式会社 クリーンテック ホクセイプロダクツ株式会社
有限会社ランゲージハウス

EY JAPAN 一般財団法人 片山哲記念財団 小糸製作所労働組合
笹菊薬品株式会社 サッポロホールディングス株式会社 静岡県労働金庫
財団法人 静岡県勤労者信用基金協会 しずおか信用金庫 株式会社ＪＴＢコーポレートセールス
SPUTNIK International Japan事務局 株式会社泉州 日本たばこ産業株式会社
日比谷クリニック ホクセイ金属株式会社 株式会社ほくていホールディングス
有限会社三嶋商事 矢東タイヤ商事株式会社 株式会社大和電機製作所
横浜ゴム従業員社会貢献基金 横浜ゴム株式会社

個人／一般寄付 紙面の都合上、5,000円以上のご寄付をくださった方のご芳名を掲載させていただいております。掲載させていただいてお
ります方々の他にも、全国各地・各支部において多数のご寄付・ご支援・ご協力を賜りました。心より感謝申しあげます。

伊藤　義彦 佐鳥　浩之

新谷　勝利 佐々木裕美 鈴木　将一 竹原　　大 友田　淳治 加藤　暁子 小西　義孝 髙井実千代 長尾　辰郎
野村　弥生 藤井　訓子 山　　信彦 山　　ユミ 吉竹　雄次

青木　英之 青木千恵乃 青山　遥紀 青山　浩子 赤尾　晴美 赤澤　美砂 秋重　　羊 堆　　大悟 浅井　和子
浅井　　栞 朝熊　洋一 浅原　まゆ 旭　　　睦 芦田　康夫 芦谷　良介 安達　裕美 新　　隆子 阿部美詠子
天野　誠一 飯田　園子 池田　宣政 池原　八重 石垣　裕子 石川三保子 石原　和明 出岡　良友 磯部　淳也
一城　貴政 伊藤　健哲 伊藤　寿代 伊奈　俊子 稲岡えりか 稲村　　剛 井上　愛子 井上　公子 井上　雅之
井原　和夫 岩井鉦治郎 岩崎　由美 上原　恵美 上原　智子 牛嶋　宏也 牛田　康男 内田美代子 内山壮一朗
梅津　佳彦 江頭　邦弘 大泉　千秋 大賀　敦子 大倉　千紗 大河内治雄 大澤　和彦 大田　宏子 大西志保美
大西　智子 大野　博通 大松澤晴実 大森　伸一 大山　守雄 岡　由紀子 岡崎重太郎 岡田　知紗 岡田奈保美
岡本　　巖 小川郷太郎 小川　琢之 小川　春美 隠樹　紀子 荻原ゆみこ 奥村　裕子 小澤　哲郎 越智香江子
小野　啓子 小野　　弘 及川　京子 垣内　敦美 鹿島　尚武 加藤　弘之 加藤　秀康 角田　伸幸 金井　　要
金井　雅人 金森　康行 加納　貞彦 上川みよ子 神谷　萌南 川井　一郎 河合祥一郎 川口　明子 河﨑　厚子
河野　淳子 川村　朋子 菊地　主税 北崎　英宣 木野　康信 木納　律子 木下正二郎 木村　賢治 木村　伸子

あいはら医院 有限会社赤塚工業 株式会社アクシス 荒川レース工業株式会社
アンドリンガカトラポール イオンリテール株式会社 株式会社いかりスーパーマーケット 池田泉州銀行千里中央支店
イサン株式会社 イヅミ工業株式会社 いながわクリニック イビデン株式会社
いりなか眼科クリニック 株式会社ウォームリンク 株式会社エヌシーおびひろ 有限会社エミーナ
株式会社MC三河設計 株式会社大垣共立銀行 有限会社お菓子屋レニエ 一般財団法人 小川奨学財団
小田急電鉄株式会社 株式会社帯広公益社 ガクセイ協賛 片江公民館
株式会社加藤建築事務所 株式会社カナイ 合資会社川貞商店 河合石灰工業株式会社
株式会社木村硝子店 北おおさか信用金庫　千里中央支店 共栄不動産 公文式三原宮浦教室
京王電鉄株式会社 株式会社講談社「クーリエ・ジャポン」編集部 国際ソロプチミスト新潟ー西 こぐま会
小寺油脂株式会社 後藤飼料有限会社 相模鉄道株式会社 三輝工業株式会社
有限会社サンタ 株式会社静岡新聞社 静岡放送株式会社 島工業サービス株式会社
島工業株式会社 JA全農いわて JA全農とちぎ 有限会社シャポー
上信電鉄株式会社 上毛電気鉄道株式会社 鈴与株式会社 株式会社雀おどり総本店
住信SBIネット銀行インターネット募金 株式会社セコマ 全矢崎労働組合島田支部 相互電業株式会社
太平洋工業株式会社 田中歯科医院 チャンピオンスポーツ 株式会社蔦茂旅館
株式会社坪井塗工 有限会社てっちゃん 東海興業株式会社 東海サーモ株式会社
東京地下鉄株式会社 有限会社 任田リース NAO税理士 法人 有限会社 成田工務店
株式会社西田花店 西山製麺株式会社 西脇医院 有限会社日昇
一般社団法人　日本エリア調整法人 日本ハウズイング株式会社　関西事業部　大阪支店 日本耐酸壜工業株式会社 株式会社のいり
株式会社ノブ 馬場ピアノ・エレクトーン教室 医療法人浜本内科 浜本 肇 株式会社バリューブックス
HANNOアフタースクール 株式会社ヒューマンネット 有限会社 平田水道工業 広島電鉄株式会社
株式会社広電ストア フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社 株式会社フレイバーユージ 株式会社フレッセイ
株式会社北総交通 一般財団法人 北海道青少年科学文化財団 ホテル日航成田 有限会社 まめそう
丸屋仏壇店 むかわハートクリニック 株式会社モノレール・エージェンシー 盛岡市社会福祉事業団
矢橋ホールディングス株式会社 山崎製パン株式会社 山田餅本店 合資会社山本屋
有限会社ユア商事 湯河原珠算専修会 有限会社リカージョン ロイヤルホールディングス株式会社
匿名法人（２）

15期有志 旭川支部有志 茨城つくば支部有志 岩手支部有志
金沢支部有志 札幌支部有志 新潟支部有志 大阪北支部有志
大分支部 有志 大分中部支部有志 長野南信支部有志 鳥取県支部有志
東京学生部有志 東京支部有志 東京練馬有志


