発行日： 2018年1月12日

公益財団法人豊橋善意銀行 預託者報告
2017/12/15～2018/01/11までにお寄せいただいた寄付金

尊い善意預託を寄せられ、社会福祉の推進に貢献されるお心に、衷心より御礼申し上げます。

自由預託金
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2017/12/18

大久保浩

2017/12/19

豊橋身体障害者（児）福祉団体連合会 様

¥21,585

2017/12/20

株式会社トヨジン 様

¥10,000

2017/12/21

匿名

¥30,000

2017/12/21

匿名

¥30,000

2017/12/25

匿名

¥3,000

2017/12/25

匿名

¥3,000

2017/12/26

匿名

¥1,754

2017/12/27

川添清己 様

¥3,000

2018/01/04

豊橋市立豊橋高等学校 様

¥5,587

2018/01/05

大應寺 様

2018/01/10

伊東 様

¥1,000

2018/01/11

喬木村ふる里会 様

¥5,000

二三子 様

¥3,000

¥10,000

指定預託金
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2017/12/15

乃村三枝子プロを囲むチャリティーゴルフ大会
様

2017/12/18

大久保浩

2017/12/18

七赤金星の不動尊 様

2017/12/19

アスモ株式会社 豊橋工場 様

2017/12/27

匿名

¥1,000 のんほいパーク整備基金として

2017/12/27

匿名

¥5,000 交通遺児のために

2017/12/27

匿名

¥5,000 福祉施設児高校進学奨学金として

2017/12/28

外山鋼業株式会社 様

2018/01/05

匿名

¥10,000 交通遺児のために

2018/01/06

有限会社鳥市精肉店 様

¥39,132 子ども達のために

二三子 様

¥31,000 交通遺児のために
¥3,000 豊橋平安寮のために
¥2,000 母子福祉のために
¥95,000 交通遺児のために

¥100,000 豊橋平安寮のために

災害復興支援指定金
預託日

団体名/名前

2017/12/18

大久保浩

2018/01/05

伴佳秋 様

二三子 様

預託金額 指定先
¥3,000 東日本大震災義援金として
¥5,000 ふくしまこども寄附金として

チャリティーBOX
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2017/12/15

豊橋商工信用組合 南栄支店 様

¥2,154

2017/12/18

大清水校区子ども会 様

¥1,000

2017/12/18

株式会社福井商事 様

¥1,027

2017/12/18

大清水校区子ども会 様

2017/12/18

豊橋ファッション・ビジネス専門学校 様

¥14,128
¥1,656
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2017/12/19

豊橋信用金庫 二川支店 様

¥3,095

2017/12/20

喫茶マスカ 様

¥7,620

2017/12/20

餃子の王将 岩田店 様

¥3,739

2017/12/20

サンヨネ東店 様

¥34,175

2017/12/20

太田歯科医院 様

¥2,067

2017/12/20

加藤歯科医院 様

¥11,565

2017/12/20

豊橋信用金庫 井原支店 様

2017/12/20

豊橋商工信用組合 本店 様

2017/12/21

蒲郡信用金庫 南栄支店 様

2017/12/22

豊橋ステーションビル株式会社 様

¥67,211

2017/12/22

豊橋港陸運株式会社

¥52,221 交通遺児のために

2017/12/22

大乗教豊橋教会 様

¥5,360 年末たすけあい活動として

2017/12/25

アーチス株式会社 様

¥6,096

2017/12/25

株式会社山本製作所 様

¥3,898

2017/12/25

喫茶 のだ 様

¥2,047

2017/12/25

河合鍼灸治療院 様

¥3,697

2017/12/25

株式会社第一林製作所 様

2017/12/26

株式会社シミズ 様

2017/12/26

豊橋商工信用組合 花田支店 様

¥531

2017/12/26

豊橋商工信用組合 二川支店 様

¥610

2017/12/26

豊橋商工信用組合 中山支店 様

¥92

2017/12/27

あけぼの作業所 様

¥3,666

2017/12/27

タカマツ文具店 様

¥3,184

2017/12/27

蒲郡信用金庫 岩田支店 様

¥1,026

2017/12/28

豊橋信用金庫 豊川支店 様

¥1,718

2017/12/28

ホルン岩田店 様

¥2,453

2017/12/28

喫茶 路面電車 様

¥1,981

2017/12/28

ニューライフフジ株式会社 岩田店 様

¥1,451

2018/01/09

ワークマン豊橋北山店 様

¥4,261

2018/01/09

大清水歯科医院 様

¥7,371

2018/01/09

伊藤民謡会 様

¥80,000

2018/01/09

株式会社野口製作所 様

¥16,135

様

¥7,176
¥324
¥2,150

¥622
¥5,023 年末たすけあい活動として

誕生日献金
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2017/12/28

及部嘉子 様

¥1,000

2018/01/04

石黒俊弘 様

¥2,000

2018/01/04

石黒宏樹 様

¥2,000

2018/01/04

野沢 弘 様

¥10,000

年末助け合い
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2017/12/15

豊橋鉄道グループ

2017/12/15

ＪＡ豊橋女性部会 様

¥50,000 年末たすけあい活動として

2017/12/15

ＪＡ豊橋青年部会 様

¥32,021 年末たすけあい活動として

様

¥60,000
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2017/12/15

株式会社チュウチク 様

¥10,000

2017/12/15

竹内成行 様

¥30,000 年末たすけあい活動として

2017/12/15

金光教東田教会 様

¥10,000 年末たすけあい活動として

2017/12/15

荒木登喜子 様

2017/12/16

日本基督教団豊橋教会 様

¥10,000

2017/12/18

藤本茂宏 様

¥10,000

2017/12/18

坂神裕城 様

¥1,000

2017/12/18

伊藤政幸 様

2017/12/18

豊橋市聴覚障害者協会 様

2017/12/18

ワルツ豊橋トキワ店のお客様 様

¥33,394

2017/12/18

豊橋市健民少年団 様

¥77,455

2017/12/18

株式会社高千穂会館 様

¥10,000

2017/12/18

カンティアーモ
クリスマスコンサート募金 様

2017/12/18

ボーイスカウト豊橋１団 様

2017/12/19

サザンパラダイス 様

2017/12/19

匿名

2017/12/19

豊橋シニアライオンズクラブ 様

¥50,000

2017/12/19

愛知県東三河水道事務所 様

¥1,138

2017/12/19

善意なべ募金 1日目 様

2017/12/19

税理士法人あけぼの 職員一同 様

¥21,329

2017/12/20

豊橋みなとライオンズクラブ 様

¥50,000

2017/12/20

中神節子 様

¥12,804

2017/12/20

豊橋消費者協会高木季左子 様

¥10,000

2017/12/20

木戸佐知子 様

¥5,944

2017/12/20

大野興子 様

¥2,068 たすけあい募金として

2017/12/20

成田卓哉 様

¥3,000 年末たすけあい活動として

2017/12/20

豊橋保護区保護司会 様

¥17,692

2017/12/20

成瀬晴行 様

¥16,680

2017/12/20

善意なべ募金 2日目 様

¥151,557

2017/12/21

善意なべ募金 3日目 様

¥84,879

2017/12/21

豊橋さなえ会 様

¥10,000

2017/12/21

匿名

2017/12/21

豊橋障害者(児)団体連合協議会 様

2017/12/21

株式会社ビオック 様

2017/12/22

愛知県東三河総局 様

2017/12/22

國松和也 様

2017/12/22

豊橋旭幼稚園 様

¥32,959

2017/12/22

スナック らいむ 様

¥20,000

2017/12/22

匿名

2017/12/22

詩吟 不朽流 一同 様

2017/12/22

佐藤雅年 様

2017/12/22

カタクリの会 様

¥17,473

2017/12/22

伸榮自動車株式会社 様

¥22,050

2017/12/22

東三ゴルフ会 様

¥70,000

¥5,726

¥10,000 年末たすけあい活動として
¥5,000

¥2,431
¥57,161 年末たすけあい活動として
¥4,000
¥200 年末たすけあい活動として

¥133,914

¥6,731 年末たすけあい活動として
¥10,000
¥300,000

¥4,313
¥13

¥2,000
¥18,500
¥5,000
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2017/12/22

善意なべ募金 4日目 様

2017/12/22

不朽流 翔峰会一同

2017/12/22

三輪野茂子 様

¥2,000

2017/12/25

新城設楽建設振興会 様

¥9,784

2017/12/25

株式会社御津クリーナー 様

¥5,000

2017/12/25

豊橋ロータリークラブ 様

¥74,000

2017/12/25

社会福祉法人豊橋市福祉事業会職員一同
様

¥41,820 年末たすけあい活動として

2017/12/25

日本ボーイスカウト
穂の国地区協議会 豊橋第9団 様

¥23,418

2017/12/25

愛知県東部家畜保健衛生所 様

2017/12/25

匿名

2017/12/25

豊橋市手をつなぐ育成会 様

2017/12/25

榊原敏行 様

¥11,071 年末たすけあい活動として

2017/12/25

髙原ジュンコ 様

¥10,000

2017/12/25

中部セキスイハイム工業株式会社 様

¥47,700

2017/12/25

豊橋郵趣会 様

¥8,700

2017/12/25

なかいわた絵手紙サークル一同 様

¥8,073

2017/12/26

野田クリーニング 様

¥20,142 年末たすけあい募金として

2017/12/26

中部電力株式会社豊橋営業所 様

¥33,592

2017/12/26

ハーモニー・グリーン 様

2017/12/26

片山嘉夫 様

¥100,000

2017/12/26

山内康子 様

¥10,000

2017/12/26

長網とし子 様

¥5,431 年末たすけあい募金として

2017/12/26

豊橋ホサナキリスト教会付属愛児舎 様

¥1,910

2017/12/26

ケアハウスパシフィック 様

¥8,270

2017/12/26

奥田隆 様

¥9,517 年末たすけあい募金として

2017/12/27

三遠機材株式会社 様

¥21,334

2017/12/28

サーラ物流株式会社 様

¥25,872 年末たすけあいとして

2017/12/28

福寿園 様

¥36,333

2017/12/28

株式会社伊勢安金網製作所安藤充宏 様

¥20,000

2017/12/28

株式会社伊勢安金網製作所 様

¥2,809

2017/12/29

ポップリベットファスナー株式会社
豊橋工場様

¥10,000

2017/12/29

有限会社白井運送 様

2017/12/29

匿名

2018/01/04

愛知県立御津高等学校 様

¥90,398 年末たすけあい募金として

2018/01/04

愛知県立御津高等学校 様

¥17,919

2018/01/05

ベルヴューハイツ 様

様

¥94,311
¥5,000

¥1,578
¥10,000

¥3,300 年末たすけあい活動として

¥6,052 年末たすけあい募金として

¥500,000
¥886

¥4,614

一般寄付金
預託日

団体名/名前

2017/12/18

匿名

預託金額 指定先
¥13,068
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