発行日： 2017年9月20日

公益財団法人豊橋善意銀行 預託者報告
2017/07/01～2017/07/31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

2017/07/03

匿名

¥3,000

2017/07/03

川添清己 様

¥3,000

2017/07/06

株式会社三光製作所 様

¥300,000

2017/07/06

三光精密工業株式会社 様

¥200,000

2017/07/07

豊田 様

¥2,000

2017/07/07

グループホームきらら 様

¥1,000

2017/07/12

匿名

¥3,500

2017/07/12

匿名

¥3,500

2017/07/13

ササキ株式会社 豊橋支店 様

¥14,492

2017/07/14

匿名

¥15,000

2017/07/18

大久保浩 二三子 様

¥3,000

2017/07/20

花園幼稚園 PTA 様

¥1,000

2017/07/20

匿名

¥3,000

2017/07/20

匿名

¥2,500

2017/07/20

株式会社トヨジン

2017/07/20

伊東 様

¥1,000

2017/07/21

老人介護施設フラワーサーチ 様

¥1,000

2017/07/21

匿名

¥5,000

2017/07/25

岩田団地自治会
ホットサロン集会場 様

2017/07/25

有楽製菓株式会社 様

2017/07/25

川添清己 様

2017/07/26

日東電工ひまわり株式会社ひまわり会 様

2017/07/26

匿名

¥3,000

2017/07/26

匿名

¥3,000

2017/07/28

五号子供会 様

¥1,000

2017/07/28

大村校区大蚊里自治会 様

¥1,000

2017/07/28

匿名

¥3,000

2017/07/28

地域生活支援センター すたあと 様

¥1,000

2017/07/29

ＲＹＯＺスポーツクラブ 様

¥1,000

2017/07/29

豊橋地区ＢＢＳ会 様

¥1,000

2017/07/30

匿名

¥500

2017/07/31

匿名

¥1,000

2017/07/31

デイサービスセンター秋桜 様

¥1,000

2017/07/31

株式会社デンソー 様

¥5,502

2017/07/31

匿名

¥30,000

2017/07/31

匿名

¥2,000

2017/07/31

匿名

¥3,500

2017/07/31

匿名

¥30,000

様

¥10,000

¥15,821
¥1,000,000 児童福祉施設のために
¥3,000
¥17,000

1/3 ページ

指定預託金
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2017/07/07

匿名

¥10,000 交通遺児のために

2017/07/14

匿名

¥5,000 交通遺児のために

2017/07/14

匿名

¥1,000 のんほいパーク整備基金として

2017/07/14

匿名

¥5,000 福祉施設児高校進学奨学金として

2017/07/18

大久保浩 二三子 様

¥3,000 豊橋平安寮のために

2017/07/26

豊橋麺類食堂組合 様

¥172,539 NPO法人いわき放射能市民測定室
「たらちね」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

2017/07/03

ワークス岩西 様

¥6,000 平成28年熊本地震災害義援金とし
て

2017/07/04

伴佳秋 様

¥5,000 ふくしまこども寄附金として

2017/07/08

伊藤正雄 様

¥200,000 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として

2017/07/10

平尾カントリークラブ 様

¥127,500 平成28年熊本地震災害義援金とし
て

2017/07/10

浅沼明 様

¥10,000 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として

2017/07/10

浅沼卯米子 様

¥10,000 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として

2017/07/11

杉浦好信 様

¥10,000 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として

2017/07/11

宮林久子 様

¥10,000 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として

2017/07/11

宮林延宏 様

¥100,000 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として

2017/07/13

様

¥5,000 ふくしまこども寄附金として

2017/07/13

伴佳秋 様

¥5,000 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として

2017/07/13

岡本珠緒 様

¥5,000 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として

2017/07/13

株式会社トリックスメタル 様

2017/07/18

大久保浩 二三子 様

2017/07/18

愛知県立豊橋工業高等学校 生徒会 様

2017/07/19

一幸建設安全協力施行店会 様

2017/07/21

鈴木トミ 様

¥1,000 東日本大震災義援金として

2017/07/24

匿名

¥7,828 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として

2017/07/25

柳 正文 様

2017/07/25

豊橋市立岩西小学校 PTA 様

¥3,315 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として

2017/07/26

社会福祉法人塩満保育園 様

¥73,765 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として

2017/07/27

豊橋障害者(児)団体連合協議会
さくらピア 様

¥29,748 JDF熊本支援センターへ

¥10,000 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として
¥3,000 東日本大震災義援金として
¥16,777 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として
¥124,510 東日本大震災義援金として

¥17,497 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として
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2017/07/27

白井克巳 様

2017/07/28

匿名

¥100,000 平成29年九州北部地方大雨災害
義援金として
¥20,000 平成29年九州北部地方大雨災害
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

2017/07/03

豊橋市立岩田小学校PTA 様

¥1,374

2017/07/04

大一青果株式会社 様

¥1,736

2017/07/06

株式会社三光製作所 三光精密工業株式会
社 従業員一同 様

2017/07/10

グループホームきらら 様

2017/07/10

有限会社丸栄萩原酒店 様

¥1,446

2017/07/13

おかしのチップス 磯辺店 様

¥1,790

2017/07/13

すし・海鮮の國 磯兵衛 様

¥1,887

2017/07/13

精文館書店 南店 様

¥7,399

2017/07/21

マッターホーントキワ通本店 様

2017/07/24

フラワーサーチ 様

2017/07/28

東海カントリークラブ 様

2017/07/30

豊橋地区ＢＢＳ会 様

2017/07/31

五号町子ども会 様

2017/07/31

地域生活支援センター すたあと 様

¥500

2017/07/31

地域生活支援センター すたあと 様

¥500

2017/07/31

大村校区大蚊里自治会 様

¥143,672
¥512

¥12,135
¥1,186
¥10,806
¥404
¥33

¥3,963

誕生日献金
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2017/07/12

早川道子 様

¥10,000

2017/07/13

髙田良則 様

¥1,000

2017/07/18

黒田洋子 様

¥5,000

2017/07/24

白井健治 様

¥86,000

一般寄付金
預託日

団体名/名前

預託金額 指定先

2017/07/28

第35回記念チャリティー芸能大会実行委員会
様

¥638,899
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