
～誰もが安心して子育てでき、子どもの未来が輝く社会へ～
認定NPO法人フローレンス　2014年度活動報告書
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2014年度は、日本初の「障害児保育園ヘレン」開設や、同じく日本初の「障害児訪問保育アニー」の開始準備、
待機児童の多い仙台市での「おうち保育園」開園準備等、多くの意義深いチャレンジをしました。

しかしそうしたチャレンジも、寄付者の皆さんのご支援があったからこそできました。

私たちは社会問題の最前線にいます。一つの社会問題に対する解を見つけ、
それを小さく実践し、大きく育て、やがて制度に反映させることで、多くの人が助かります。
そうしたプロセスの中で、出会うのです。また新たな社会問題に。

社会問題とはすなわち、困っている人々の顔です。ある人は子どもが熱を出した時に、誰も助けてくれない。
ある人は保育園がなく、仕事に復帰できない。ある人は、子どもに障害があるというだけで、保育園に預けられない。

こうした人々と出会う度に、私たちは思います。「何とかしなきゃ」と。

けれど何とかするためには、アイディアとお金が要ります。アイディアは何とかなりますが、お金は常に足りません。
そんな時に、皆さんから応援の気持ちがこもったお金をいただくことで、我々はアイディアを形にできます。

そしてそのアイディアは、困った誰かの顔を、笑顔にすることができます。

これからも、我々は一つでも多くの困った顔を、
皆さんと共に笑顔に変えていきたい。変えていき続けたい。

共に、走っていきましょう。まだ見ぬ誰かの笑顔のために。

2014年度を振り返って　代表理事 駒崎 弘樹より

認定NPO法人フローレンス

代表理事　駒崎 弘樹
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低収入のひとり親家庭に安価で病児保育を提供する「サポート
隊員（寄付会員）制度」は2008年のスタートから7年目を迎え
ました。2014年度は過去最多となる336名のサポート隊員が
新たに加わってくださり、234世帯のひとり親家庭をサポート
することができました。
ひとつのきっかけとなったのは、2015年2月に川崎で少年が殺
められた事件です。被害者の少年のお母さんはひとりで子ども
5人を育てるシングルマザーでした。本当に胸が痛む事件でし

たが、ひとり親家庭をとりまく困難な状況がクローズアップさ
れたことで、多くの方が「自分にできることからひとり親家庭を
支援したい」と寄付を申し出てくださいました。
また、自宅にある不要な本で寄付をする「チャリボン」や自宅に眠
る洋服を売って寄付をする「ファッション・チャリティプロジェクト」
など「より身近なところからできる寄付」を通じて活動を知った
り、応援してくれる人が増えた1年でもありました。

ひとり親家庭の支援

初めてのチームメンバーが、まだ1歳にならない赤ちゃんを保育園に預けて職場復帰した女性でした。仕
事と育児の両立に悩むお母さんとの二人三脚チームで何もかもが手探り状態。仕事で活躍する以前
に、ただ続けるだけでも職場での理解だけではカバーしきれず、育児中の働くお母さんをサポートする仕組
みの必要性を強く感じました。仕事を通じて社会とつながりを持ち、価値を提供することは何より楽しい。
子育ても、もちろんかけがえのない素晴らしい営みです。このどちらかをあきらめなければいけない社会は
あってはならないと思います。この課題解決に正面から取り組むフローレンス、応援しております！

（サポート隊員 河野様）

ひとり親家庭支援数

234世帯

サポート隊員（寄付会員）数

848名

サポート隊員（寄付会員）の声
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サンタプロジェクト 2014
毎年、クリスマス・イブにサポート隊員（寄付会員）がひとり親家庭の子どもたちにプレ
ゼントを届ける「サンタ・プロジェクト」。
2014年は19名のサポート隊員・支援企業のみなさんがサンタやトナカイになり、13世
帯の子どもたちに夢を届けました。
突然のサンタクロースの登場に子どもたちは大興奮！びっくりして涙がポロリ…の子ど
ももいましたが、みんなとても喜んでくれました。

●助成金による東京西部5市への展開
東京都の「平成26年度東京都子育て応援ファンドモデル事業」に採択され、
2015年1月より、東京都町田市、立川市、多摩市、小金井市、国分寺市に提
供エリアを拡大。東京都からの助成金を財源としています。
未展開エリアの子育て家庭からの病児保育を望む声は多く、まだまだ力不足
を痛感しています。一足飛びにはいきませんが、たくさんの方々にお力添え
をいただきながら、病児保育がなく困っている地域にサービスを提供できる
よう、努めていきます。

　　　　　6,803件 利用会員数　4,006名病児保育を
行った件数

（前年度比 103％） （前年度比 120%）

●持病や障害のある子どもも預かれる、　　
　病児保育「発達支援プラン」を拡大
訪問看護ステーションを設けたことで、持病や障害がある子どもを病児保育
で預かれるようになりました。持病や障害のある子どもは、風邪など病気を
しやすく回復にも時間がかかる傾向があるため、親御さんは仕事との両立に
悩み、離職することも少なくありません。発達支援プランによって、持病や
障害のある子どもを育てる家庭を支えていきます。

活動概要ハイライト

2014年度 病児保育事業の活動サマリ

ご支援のおかげで、2014年4月から正社員として働くことができ
ました。2011年3月に突然ひとり親となり、専業主婦だった私
は1歳になったばかりの息子を抱えて保育園探しや就職活動を
行いました。ご縁があり、契約社員として仕事をスタートさせまし
たが、契約期間満了のため2013年の秋から正社員での就職
を目標に就職活動をしました。活動中、心強かったのが病児保
育の支えがあることでした。活動中も子どもが熱を出してお世話
になり「いざという時に頼れるものがある」ことが何よりも強い私
の心の支えとなりました。（4才男児の母）

1歳の子どもを抱えてひとり親としてフルタイムの仕事を始めまし
たが、親族の助けが借りにくく、毎日1人で乗り切ることへの不安
と戦っていました。治っても次の病気、朝は大丈夫でも発熱で
呼び出し、近所の病児保育施設の利用枠はわずかでキャンセ
ル待ちになることも多くありました。フローレンスの支援が始まっ
たとき、もう1人で頑張らなくてもいいんだ…とほっとしたことを思
い出すと、今でも涙が出ます。子どもがいつ病気になるかわから
ず、できなかったやりたい仕事も引き受けられるようになりました。
皆様のお気持ちに、心から感謝申しあげます。（2才女児の母）

支援を受けたひとり親家庭の声
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障害児家庭の支援

フローレンスのアクション❶
障害児保育園ヘレン
2014年9月に東京都杉並区に開園した障害児保育園ヘレンは日本で初めて「障害
児の受け入れ」「長時間保育」「医療的ケア」のすべてを実現した保育園です。
理学療法士、作業療法士、看護師、保育士など、専門のスタッフが連携しながら、子
どもたち1人1人の発達や症状に応じた保育を行っています。

フローレンスのアクション❷
障害児訪問保育アニー
2015年2月に発表した障害児訪問保育アニーはこれまで保育園に入れなかった重
症心身障害児や医療的ケア児のための、日本で初めての訪問保育事業です。
保育スタッフが家庭に伺いマンツーマンで保育するため、慣れ親しんだ環境で個別
に対応が必要な子ども、それぞれに合った保育と訪問看護サービスが受けられま
す。家の中での遊びやお散歩のほか、療育施設へも送迎します。また、地域の保育
園と連携し、子ども同士の交流によって発達を促します。

日本では医療的ケアが必要な、重い障害のある子どもを長時間
預かれる保育園が極端に不足しています。そのため、両親のど
ちらかが仕事を辞めて、ほぼ一日中つきっきりで子どもの介護
にあたっており、非常に大きな精神的・肉体的負担を抱えてい
ます。また、親の片方は介護に専念せざるを得ないために片働
きとなり、収入も健常児の家庭より少ない傾向にある上、大き

な医療費・療育費の負担により障害児の子育ては貧困リスクと
も近接してます。
0～5歳の重症心身障害児は、東京23区で約1,600人、全国で
約17,000人と推計されています。
この障害児のための保育不足問題を解決するため、2014年
度、2つの事業を立ち上げました。

障害児の母親の
常勤雇用率

※健常児の母親の
　常勤雇用率 

5%

34%
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保育園入園を医療的ケアを理由に
断られ、子どもを連れて仕事をしてい
ました。ヘレンに入ってからは先生や
友達との遊びを通じて興味の幅が広
がり、沢山の笑顔を見せてくれるよう
になりました。家でも「こっちを見て」
と泣いてアピールすることもできるよう
になりました。子どもたちに保育の環境、そして親に働く環境を
与えてくれたことに、本当に感謝しています。

（障害児保育園ヘレン利用者）

子どもが日々 の通園を楽しみにしてい
るため、親も安心して子どもを預けて
仕事をすることができています。人と
触れ合う機会が格段に増え、子ども
もたくさん刺激を受けています。通わ
せて本当に良かったです。

（障害児保育園ヘレン利用者）

日々の生活の中で、様々な表情や姿
を見せてくれる子どもたち。一人ひ
とりの可能性を広げる手助けができ
るよう、「やってみたい」と思える遊
びや活動を展開していきます。
（障害児保育園ヘレン 施設長 遠藤）

ヘレンはたくさんの想いが込められた
保育園です。地域の方 ・々行政・寄付
等、様々な形で応援いただいた皆様
の想いを胸に、今後も笑顔溢れる園
を皆で作っていきたいと思います。
（障害児保育園ヘレン 事務局 石川）

スタッフの声

我が子には、栄養や水分が摂れない
時に使う経管栄養のチューブがつい
ており、保育園に入園の相談に行く
と「チューブがついていると難しい」と
すべて断られました。
医療ケアや個別対応が必要な子に
とっては保育園の「何歳児」という枠
にとらわれずに、個 に々対応した保育を自宅でしていただけること、
訪問看護もフォローしていただけることが本当にありがたいです。
また、保育時間も8時間と長時間なので、今まで仕事に戻りたく
ても戻れなかったお母さんたちの希望になると思います。将来
的には「なんでいままでなかったのかしら？」と言われるような、そ
ういった事業になると思っています。
（障害児訪問保育アニー利用者）

親御さんの声
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被災地支援／おうち保育園などの取り組み
2014年度 被災地支援事業の活動サマリ

2015年度からの子ども子育て支援法施行に向けて、全園を「小規模認可保育所」として運営するための
環境整備に取り組みました。園長を保育スタッフとは別に配置できることになるため、園長を「管理職」と
して配置することを目指し、マネジメントや部下とのコミュニケーションなどの園長研修実施や、各園に1
名ずつ増員するための採用に注力しました。
また、新制度で自園調理提供が基本制度となるのに伴い、保護者の要望も多かった手作り給食の提供に
向けて、平日は園の運営をしながら休日に調理設備の工事を進めました。

2014年度 おうち保育園事業の活動サマリ

●ふくしまインドアパークへのご支援ありがとうございました！
2011年12月8日に開園したふくしまインドアパーク 郡山園は「地域の子ど
もたちに安心して遊べる場所を提供する」ことを目指してきました。活動の
結果、2015年度に郡山市主導で4ヶ所の施設がオープンすることになり、
2015年3月31日に郡山園の運営を
終了しました。
改めてご寄付により運営を支えてく
ださった皆さま、全国からイベント
開催などを通じてご支援くださった
皆さまに心よりお礼申しあげます。

●継続的な復興支援に向けて
東北の中心地仙台では、復興が進む中多くの待機児童を抱えています。保
育園不足により働けない親御さんのサポートと経済的な復興の継続的な下
支えを目指し、東京23区を中心に展開している小規模保育園「おうち保育
園」を2015年4月、仙台市青葉区に
開園します。
小規模保育を通じて仙台の待機児
童問題を解決し、子育てと仕事の両
立可能な地域社会の実現によって、
地元経済の向上、復興へと繋げて行
きたいと思います。

2014年度 コミュニティ創出事業（グロースリンクかちどき）の活動サマリ

おにぎ隣人祭り・ダイアローグセッション・中央FM公開収録・Fruit Punchなど、子育て世代による地域の
子育てを共に支えるためのイベント開催が進み、コミュニティの当事者性、多様性が増しました。大人も
子どももワクワクして取り組めるイベントや多様なコミュニティを生みだすことができた1年となりました。 
また、中央区のNPO中間支援組織「協働ステーション中央」主宰の協働事例発表会における紹介でも、参
加者から高い評価をいただきました。

●地域住民、地域活動をされている方との協働の活性化！

●「小規模認可保育所」としての運営にむけて

株式会社ベネッセコーポレーション様のご協力により、2011年10月から2015年3月の3年半に渡り、850人の被災した中高生に進研ゼミを無償で提供しました。
たくさんの方々に子どもたちの学習・進学を支えていただき本当にありがとうございました。

●東北の中高生を支える学習支援「希望のゼミ」の活動を終了しました
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被災地支援／おうち保育園などの取り組み 社会の空気を変え、構造を変えていく
フローレンスの活動は規模としてはまだまだ小さく、取り組む課題も一般的にはそれほど知られていません。だからこそ、メディアを通
じてたくさんの人に知ってもらうことで世論を喚起し、社会の空気や構造を変えていくための「攻めの広報活動」に力を入れています。
また、社会的に弱い立場にある人たちの支援のために休眠預金を活用する政策の推進など、社会問題の解決を加速させていくための
政策提言活動を行っています。

4月23日 日本経済新聞「船橋市で病児保育開始」（病児保育事業）

5月7日 光文社 VERY「子連れで行ける雨の日スポット」（コミュニティ創出事業）

8月6日 TBS「いっぷく」（病児保育事業）

9月17日 NHK 「首都圏ネットワーク」（障害児保育園ヘレン）

10月4日 NHK「週刊ニュース深読み」（政治・時事）

10月8日 テレビ朝日「スーパーＪチャンネル」（障害児保育園ヘレン）

12月5日 朝日新聞出版「AERA with Kids」（子どもに必要な力）

1月1日 テレビ朝日「朝まで生テレビ」（政治・時事）

1月7日 ジャパンタイムズ（障害児保育園ヘレン）

1月30日 週刊東洋経済臨時増刊「WORK AGAIN」（働き方革命事業）

2月9日 毎日新聞「＜東京・杉並＞障害児専門　全国初の保育所オープン」（障害児保育園ヘレン）

2月18日 J-WAVE「JAM THE WORLD」（寄付）

3月18日 東京新聞「重度障害児を在宅保育」（障害児訪問保育アニー）

連載 トド・プレス ソトコト「参加論。」

連載 読売新聞社 読売オンライン「社会起業のレシピ」［Web］

連載 日経BP 日経DUAL「駒崎弘樹 DUAL世代が社会を変える」［Web］

5月28日 千葉大学「新しい時代の子育てとキャリア形成」　経営企画室マネージャー 藤田

1月16日 SAPPORO WOMAN‘S EXPO「トークセッション」　事務局長 宮崎

2月10日 昭和女子大学「福祉社会の実現に向けた女性リーダー育成」　事務局長 宮崎

2月15日 ファンドレイジングジャパン2015「社会的投資市場形成へのロードマップ トークセッション」　代表理事 駒崎

課題広報

メディア掲載　209件

講演　14件

●テレビ 23件

●ラジオ 8件

●新聞 42件

●雑誌 65件

●WEB 56件

●書籍 6件

●主な講演

●主なメディア掲載

政策提言活動（アドボカシー）

●超党派による休眠預金活用推進議員連盟が設立
毎年日本全国で800億円に及ぶといわれる、10年以上取引されていない口
座預金「休眠口座」。代表理事 駒崎が呼びかけ人を務める「休眠口座国民
会議」では、既存の公的なセーフティネットでは支えきれていない人々への
支援にこの休眠口座を用いることを提言し、制
度化することを目的に活動してきました。その
結果、4月に超党派による「休眠預金活用推進
議員連盟」が設立され、法案の作成と国会提出
に向けて大きく前進することができました。

●認定NPO制度を守り、改悪を防ぐ取り組み
2011年6月にスタートした「新寄付税制」で定められた認定NPO法人への
税制優遇措置は、NPO・市民活動を加速させる画期的な制度です。しかしそ
の税制優遇の中核である「税制控除」「みなし寄付金」「企業の寄付金損金算
入特別枠」が2014年度の税制改正大綱におい
て見直し対象となりました。制度の改悪を防ぐ
べく代表理事 駒崎が中心となって要望活動や
シンポジウムの開催に取り組んだ結果、2014年
度の見直しは阻止できました。今後も動きを注
視していきます。

NHK 「首都圏ネットワーク」（障害児保育園ヘレン）
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会計報告

●法人設立から10周年、支えてくださった方々に感謝申しあげます
2004年の法人設立から10周年を迎えました。代表理事 駒崎が病児保育の問題に出遭い、ベンチャー
企業の経営から転身して小児科医院に間借りした机と椅子だけの「オフィス」から始まったフローレンス
が、何とか今日まで事業を成長させてくることができたのは、ひとえに支えてくださった方々のおかげで
す。小さな子どもを育てながら働く親御さんを一人でも多く支えたいという思いで、ただひた走る日々で
したが、思いだけでは決して続けることはできませんでした。たくさんの方に背中を押していただき、ここ
まで事業を続けてくることができたことに改めて感謝申しあげます。

総括
2014年度は、収入が前年比32％増、一
般正味財産増加額は、前年に比べ低下し
386万円でした。
収入増の主な要因としては、既存の病児
保育事業が19％増、おうち保育園事業が
17％増であったことに加え、今年度サー
ビス開始となった障害児保育事業による
収入が加わったことなどにより、前年より
も高い伸び率となりました。一般正味財
産増加額の低下は、以下の投資を行った
ことによります。

●病児保育事業の利用ニーズに応えるため、
 こどもレスキュー隊員（保育スタッフ）の
 採用を強化

●病児保育事業において、発達支援プランや往診、
 一時保育といった新サービス開発

●おうち保育園事業において、小規模認可保育所
 移行に必要な人材の採用と育成、設備改修

サービス開始（2005年度）からの収益／一般正味財産増加額

863,415655,219517,073444,829234,091143,537106,51675,81326,90118,463

0

225,000

450,000

675,000

900,000

2014201320122011201020092008200720062005 （年度）
（単位：千円）

収益

3,86921,93431,53747,23422,74612,9882,8855,015-1,846-1,588
132%127%116%190%163%135%140%282%146%0%

収益
一般正味財産増額
収益の昨年度対比

一般正味財産増額

事業別収益の昨年度対比

47,271

0

100,000

200,000

300,000

400,000

被災地支援
事業部

（単位：千円）

2013年度

79,617
168%

2013年度
2014年度
昨年度対比

30

障害児保育
事業部

81,003
270%

22,220

コミュニティ創出
事業部

24,460
110%

37,093

働き方革命事業部
伝える変える事業
(経営企画室)

32,954
89%

224,686

おうち保育園
事業部

263,168
117%

315,975

病児保育
事業部

375,798
119%

2014年度
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スペースの都合上、ご支援くださった方々全員のお名前を掲載することができませんが、重ねて感謝申しあげます。法人・団体でのご支援をご紹介させていただきます。

株式会社アイフリークモバイル 
有限責任 あずさ監査法人 第六事業部
アクサ生命保険株式会社
AllianceBernsein L.P. 
State Street Fund Services (Ireland) Limited

エンパワー・サポート株式会社
一般社団法人 お寺の未来
株式会社オリエントコーポレーション
ＮＰＯ法人 空手道熊田道場
久米繊維工業株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社
医療法人小坂成育会
株式会社シノドス
株式会社ジャガー静岡
一般財団法人ジャパンギビング
ジョンソン･エンド･ジョンソン社会貢献委員会

杉並区立和泉中学校
セールスフォース・ドットコム ファンデーション
合同会社 西友
積水ハウス株式会社「積水ハウスマッチングプログラム」
全日本社会貢献団体機構
ゾーホージャパン株式会社
ソフトバンクモバイル株式会社
株式会社WDI（センチュリーコート丸の内）
特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォーム
鳴海製陶株式会社
認定特定非営利活動法人日本IDDMネットワーク
日本郵便株式会社「年賀寄附金配分事業」
日本ロレアル株式会社
株式会社ネットプライス
ハイブリッジ株式会社
PASS THE BATON

公益社団法人ハタチ基金
公益財団法人パブリックリソース財団（GiveOne）
株式会社バリューブックス
株式会社ファンケル
有限会社藤井食品販売
ブランシェス株式会社
株式会社ベネッセコーポレーション
一般社団法人ほのぼの運動協議会
株式会社丸二
三菱樹脂株式会社
ヤフー株式会社
株式会社ユナイテッドアローズ
ユナイテッドピープル株式会社
株式会社the liorect
株式会社リクルートコミュニケーションズ
株式会社ルミネ
株式会社waja
有限会社和久屋

※順不同　敬称略2014年度にご寄付いただいた法人・団体の皆さま

ご支援ありがとうございます

合同会社西友
（障害児保育、ひとり親支援活動を支援）

執行役員 シニア・バイス・プレジデント 
企業コミュニケーション部担当 

金山 亮 様

障害児を育てる家庭を支える「ヘレン」も「アニー」も、今まで全く無かった
仕組みを1からつくるプロジェクトです。特に「アニー」は、「ヘレン」だけ
では救いきれない多くの家庭を支えることができるため、大きなチャレン
ジだと考え、助成を決めました。
私たちは社会貢献活動の柱の内の１つとして、「女性の経済的自立支援」
を重要視していますが、西友でお買い物をしてくださる半数以上が女性と
いうこと、従業員の約7割が女性だということがあります。女性が活き活
きと活躍する世の中であることは、私たちの事業にも良い影響があり、フ
ローレンスさんの「子育てと仕事の両立」というビジョンに通ずるところが
あると思います。先進国である日本でも、女性の経済的な自立という視点
においては、まだまだ課題がたくさんありますが、改善できる部分が多い
はずです。フローレンスさんには、これからもパイオニア精神を発揮して
光が当たらなかった社会課題を照らし、多くの人を巻き込んで解決につな
げていってほしいですね。

ジョンソン・エンド・ジョンソン
社会貢献委員会
（障害児保育を支援）

マネジャー  

伊藤 佐和 様

日本のジョンソン・エンド・ジョンソングループでは非営利団体の支援への
優先支援領域として「子ども」「女性」「東日本大震災復興支援」の3つを
掲げ、支援活動を行っています。
その中で、障害児やその家族に対する支援の必要性を認識する中、障害児
保育園ヘレン設立のお話を伺い、現在の行政制度ではカバーしきれてい
ない領域における重要な取り組みであると、その趣旨に賛同するとともに、
第1号施設の成功が今後の他の地域展開につながる架け橋になるとの思
いから、支援を決定しました。０から仕組みをつくる難しさがある中で、行
政を含め多くの方の賛同・支援を受けて、アイデアを速やかに実現された
ことにとても感銘をうけました。実際、施設に伺い、子ども達やスタッフの
皆さんの笑顔、きめ細やかな対応を拝見し、こちらも自然と笑顔になりま
した。私たちの周りには、まだ多く社会問題がありますが、引き続き、少し
でも多くの笑顔が生まれる社会を目指して活動を広げていかれることを、
期待しています。

支援企業インタビュー



ご協力のお願い

ひとり親家庭を応援

フローレンスでは事業を通じて、子ども・親子を取り巻くさまざまな社会問題の解決に挑戦しています。
新しい取り組みの立ち上げや運営には費用が必要ですが、ＮPOは株式会社と違って資金調達ができません。
制度のはざまで置きざりにされてきた課題を解決し、厳しい状況を余儀なくされている人たちを助けるためにも
活動資金の下支えは不可欠です。皆さまのご協力、どうぞよろしくお願いします。

「子どもの貧困率」は最新調査で16.3％と年々深刻化しており、実に子どもの6人に1人が
貧困状態に置かれています。そしてその多くがひとり親家庭の子どもです。ひとり親家庭
の9割近くが就労していますが、平均年収223万（母子家庭）というとても厳しい経済状況
にあります。フローレンスでは低収入のひとり親家庭に寄付を原資に安価で病児保育を
提供することで、親の就労継続を支え、子どもに貧困が引き継がれないよう支えています。

障害児家庭を支える（保育園ヘレン、訪問保育アニー）
重い障害のある子どもの預け先がなく、障害児の母親の95%が就労を断念している問題
を解決するため、日本初の障害児保育園「ヘレン」、家に訪問して子どもを預かる障害児訪
問保育「アニー」を展開しています。より多くの子どもたちを預かれるよう、皆さんの応援
お願いいたします。

フローレンスの活動全体への寄付
これら以外にも、被災地支援、病児保育の提供エリア拡大など、置きざりにされてきた社
会課題への着手に取り組んでいます。これからも、私たちはさまざまな問題の渦中で苦し
む人たちを助けていくために、社会変革を担っていきたいと考えています。

振込口座

●三菱東京UFJ銀行 深川支店
（普通）1784434
特定非営利活動法人フローレンス
※口座名義は「トクヒ）フローレンス」と表示されます。

●ゆうちょ銀行
口座記号番号 00100-7-773944
加入者名 NPO法人フローレンス

※振込でご寄付くださる際は、電話かメールで
　ご一報いただけますと幸いです。

認定NPO法人フローレンス
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-7 秋穂セントラルビル2F

TEL：03-5275-1163　eメール：kifu@florence.or.jp
http://www.florence.or.jp/

フローレンスへのご寄付は税制優遇の対象となり、寄付金額の最大約50%が納付税額から返金されます。
●遺産・相続寄付：寄付された相続財産は非課税となります。　●法人寄付：損金算入限度額の枠が拡大されます。

月 1々050円～の寄付でひとり親家庭を支えるこの活動へのご協力お願いします。 フローレンス　ひとり親支援 検 索


