発行日： 2017年4月20日

公益財団法人豊橋善意銀行 預託者報告
2017/03/01～2017/03/31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

2017/03/01

ＡＳＣ 一九会 様

2017/03/03

川添清己 様

2017/03/03

豊橋市立豊城中学校 様

¥22,152

2017/03/04

小鷹野まつり振興会 様

¥1,000

2017/03/04

特定非営利活動法人JUMP 様

¥1,000

2017/03/06

匿名

¥1,000

2017/03/07

匿名

¥2,000

2017/03/08

匿名

¥3,500

2017/03/09

櫻井敦規 様

2017/03/09

櫻井 様

¥1,000

2017/03/09

豊田 様

¥2,000

2017/03/10

ケアハウスかなだ 様

¥5,000

2017/03/13

花園幼稚園 PTA 様

¥1,000

2017/03/15

大久保浩 様

¥3,000

2017/03/16

田中文美 様

¥2,000

2017/03/17

愛知県立豊橋商業高等学校 様

¥20,000

2017/03/17

株式会社トヨジン 様

¥10,000

2017/03/21

伊東 様

¥1,000

2017/03/23

匿名

¥2,000

2017/03/24

匿名

¥3,000

2017/03/27

川添清己 様

¥3,000

2017/03/27

匿名

¥300

2017/03/27

匿名

¥1,200

2017/03/27

東海食膳協同組合 理事長今川宏一 様

2017/03/29

豊橋市立小中学校
教職員音楽同好会 様

2017/03/30

安齋武雄 ･呉雷 様

¥5,000 生活困窮者

2017/03/30

豊橋市立つつじが丘小学校 様

¥2,559

2017/03/31

匿名

¥30,000

2017/03/31

匿名

¥30,000

2017/03/31

匿名

¥10,000

¥77,270
¥3,000

¥500

¥200,000

¥75,000

指定預託金
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2017/03/10

匿名

2017/03/15

匿名

¥1,000 のんほいパーク整備基金として

2017/03/15

匿名

¥5,000 福祉施設児高校進学奨学金として

2017/03/15

大久保浩 二三子 様

¥3,000 豊橋平安寮のために

2017/03/15

匿名

¥5,000 交通遺児のために

¥10,000 交通遺児のために

1/3 ページ

2017/03/16

七赤金星の不動尊 様

2017/03/22

匿名

¥1,000 母子福祉のために
¥35,000 恵まれない子ども達のために

災害復興支援指定金
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2017/03/01

岡本珠緒 様

¥5,000 東日本大震災義援金として

2017/03/01

中部中 ３年６組有志 様

¥6,553 平成28年熊本地震災害義援金とし
て

2017/03/01

伴佳秋 様

¥5,000 ふくしまこども寄附金として

2017/03/13

Cats ＆ Dogs 様

¥3,897 東日本大震災義援金として

2017/03/14

豊橋大工組合組合長塚本正一 様

¥100,000 平成28年熊本地震災害義援金とし
て

2017/03/14

加藤正俊 様

¥200,000 平成28年熊本地震災害義援金とし
て

2017/03/14

株式会社大木家 様

¥9,850 東日本大震災義援金として

2017/03/15

大久保浩 二三子 様

¥3,000 東日本大震災義援金として

2017/03/16

焼肉ハウス希夢知 第6回 様

¥9,971 東日本大震災義援金として

2017/03/24

株式会社エムケイホーム
代表取締役社長 水野和也 様

¥40,030 平成28年熊本地震災害義援金とし
て

2017/03/24

水野和也 様

¥13,843 東日本大震災義援金として

2017/03/29

豊橋市立小中学校
教職員音楽同好会 様

¥75,000 東日本大震災義援金として

2017/03/31

スナックざんび 様

¥50,000 東日本大震災義援金として

チャリティーBOX
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2017/03/01

豊地区民生委員児童委員協議会 様

¥6,372

2017/03/02

大乗教豊橋教会 様

¥6,228

2017/03/03

藤田屋食料品店 様

¥1,506

2017/03/06

小鷹野まつり振興会 様

¥1,908

2017/03/12

第15回チャリティー芸能祭
会場内募金 様

¥45,328

2017/03/12

第15回チャリティー芸能祭
会場設置チャリティーＢＯＸ 様

¥14,670

2017/03/14

マッターホーントキワ通本店 様

¥9,243

2017/03/15

豊橋東部カラオケ連合会 様

¥33,962

2017/03/15

ベーカリーショパン 三ノ輪本店 様

¥11,176

2017/03/25

なか寿司 様

¥1,948

2017/03/28

おかしのチップス 磯辺店 様

¥3,967

2017/03/29

お好み焼 いなほや 様

2017/03/31

公益財団法人豊橋善意銀行
事務所設置BOX 様

2017/03/31

公益財団法人豊橋善意銀行 窓口設置分 様

¥5,558

2017/03/31

中野歯科医院 様

¥3,529

¥18,423
¥720

誕生日献金
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2017/03/02

伊藤玲子 様

¥3,000

2017/03/03

匿名

¥3,000
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2017/03/06

及部哲孝 様

¥1,000

2017/03/07

白井輝美 様

¥1,000

2017/03/07

榊原正巳 様

¥1,000

2017/03/22

匿名

¥5,000

2017/03/23

匿名

¥5,000

2017/03/23

匿名

¥5,000

一般寄付金
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2017/03/09

匿名

¥28,444

2017/03/13

匿名

¥200
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