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昨年の様子
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昨年の開場式でテープカットする役員
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「第45回記念市民チャリティーバザー」にお越し下さい!

8月30日㈭～9月2日㈰
開発ビル6階 ※特設会場にて開催（元名豊ビルの西隣）
※会場の都合により入場制限があります。

◆ 時間は午前10時〜午後4時
◆ 毎日品物は追加します。 ◆ 収益金は、東三河の福祉のために活用します。
◆ 今年度は福祉施設作品展示即売会を中止します。
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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豊橋善意銀行だより

第１７８号

２０１８年（平成３０年）８月１日（2）

本行では、皆様からお金をお預かりし、活用させていただくことから、
寄付金のことを預託金とよんでおります。
預託金についてのご案内
▶一般寄付（お金の使い道を決めずに寄付されるもの）

＊自由預託金 例えばこんな時に
◎豊橋善意銀行への寄付は寄付金控除ができます
①一般寄付…善意で積立てたお金、
思わぬ収入の一部、
１円玉募金、
本行は特定公益増進法人です。寄付金・維持会費等
バザーの売上金他。
は特定寄付金として扱われ、個人の寄付に対しては所得
②記念寄付…入学、
結婚、
還暦、
創業、
周年など記念での寄付他。
③篤志寄付…香典返し寄付、
遺産寄付 など。
税法の寄付金控除が認められます。会社等の法人に対し
＊誕生日献金 自分または家族の誕生日に感謝の寄付。
ては一般寄付金の損金算入限度額とは別に、法人税法
＊チャリティーボックス募金 〈設置協力者を随時募集中！〉
上の特別損金算入限度額が認められています。
①チャリティーボックスを常置し、
募金に協力いただくもの。
（現在：商店、
（※寄付金を損金に算入するには、
確定申告書にその金
会社、
飲食店、
金融機関、
歯科医院等に常置して頂いています。
）
額を記載し、
寄付金の明細書を添付するとともに、
所定の
②チャリティーボックスを短期貸出し、行事の中で募金を呼びかけ協力
いただくもの。
書類を保存している必要があります。）
▼次の活用先のなかで、
必要としているところへ随時活用致します。

活用先
福祉施設援助
福祉団体援助
要援護者の援助
ボランティア活動の推進・援助
社会啓発活動

活

用

例

東三河の約90施設に必要物品供与。施設行事、善銀サンタ等年末たすけあい希望品供与。施設児童入進学祝品贈呈、新幹線ミニ旅行招待他
身体障がい者、心身障がい者の団体、母子福祉団体の各種行事必要援助他
一人暮らし老人、生活困窮世帯への援助品贈呈他
善意フェスティバル開催、各種ボランティア活動費、
ボランティア保険、活動貸出機材、資材整備費、
ボランティア育成・連絡協議会活動推進他
「善意の日の集い」
「感謝の集い」開催、善意活動の啓発他

▶指定預託金（寄付する人がそのお金の使い道を指定して寄付されるもの）
一般指定
災害難民指定
交通遺児指定
施設児童高校進学指定
支援金

各福祉施設へ、各福祉団体へ、環境保護へ他
大きな地震・水害等の義援金
（国内外問わず受付）
、難民救済義援金他
交通遺児高校生への奨学金・入進学卒業祝金、年末激励金等贈呈他
福祉施設の高校進学児祝金祝品贈呈
善意銀行の活動支援のために

※活用状況については、
ホームページをご覧下さい。

豊橋善意銀行預託者
〔5月〜6月〕
この欄では、本行へ善意の預託金・品をお寄せ下さった方々のご報
告をさせていただきます。多数のご協力を心から感謝申し上げます。
紙面の都合で全てを掲載する事ができません。ホームページにて全て報告させ
ていただいておりますので、
こちらをご覧下さい。尚、名前の後の（ ）の数
は、その月に寄付していただいた回数です。
（順不同・敬省略）
2/13 東部カラオケ連合会寄付

市古美咲
22,655円
匿名（6）
226,097円
（誕生日献金）
鈴木幸子
10,000円
水野勲
10,000円
水野瑛太
10,000円
水野琉太
10,000円
近藤芳雄
10,000円
近藤百合子
10,000円
匿名
5,000円
（チャリティーBOX）
曽我歯科医院
7,040円
米のだや 千歳通店
7,344円
マッターホーントキワ通本店
4,615円
ベーカリーショパン 豊橋西店
6,684円
伊藤司法書士事務所
13,055円
いなかの学校
4,391円
豊橋信用金庫三本木支店
5,169円
（一般寄付金）
匿名
13,301円
（指定預託金）
匿名
10,000円
大久保浩 二三子
5,000円
（災害復興支援指定金）
伴佳秋
5,000円

杉本屋製菓㈱
4,679円
（一般寄付金）
匿名
27,424円
（指定預託金）
大久保浩・二三子
5,000円
曹洞宗 瑠璃山 医王寺
30,000円
匿名
10,000円
（災害復興支援指定金）
伴佳秋
5,000円
匿名
28,500円
（預託物品）
豊橋佐藤郵便局 使用済切手約5,400枚
東部老人会館
アルミ缶13.5㎏
唯心寺
お菓子４袋
中根啓子 大人用紙おむつ9袋・肌着12点
匿名
紳士服。肌着27点他
〔6月〕
（自由預託金）
とよしん牛川つつじ会ゴルフ部会 50,000円
中神昌男
100,000円
積水ハウス㈱豊橋支店
豊橋積水ハウス会
109,335円
愛知県立豊丘高等学校
和太鼓部
6,500円
伸榮自動車㈱
23,080円
ドラッグオオイ薬局
17,406円

〔5月〕
（自由預託金）
豊田
4,000 円
唯心寺
10,000円
十二大学ゴルフ会
117,000円
匿名（10）
122,707円
（誕生日献金）
白井ヤス子
10,000円
匿名（2）
103,000円
（チャリティーBOX）
ニューライフフジ㈱ 二川店
4,124円
豊橋さなえ会
4,100円
好麺食堂豊橋南店
3,439円
豊橋善意銀行
6,297円
㈱誠恵 餃子の王将三谷北店 7,603円
キングタクシー㈱
3,001円
フードオアシスあつみ宿店
47,428円

2/9 南高校豊橋みなとライオンズクラブ災害寄付

2/21 豊橋歌謡連盟建国記念寄付

区民生委員児童委員協議会▽中日新
聞豊橋総局▽鈴木尚之税理士事務所
▽㈱中京銀行豊橋支店▽野田クリーニ
ング▽立正 佼 成 会 豊 橋 教 会▽守田屋
塗料㈱▽萩本住宅▽㈾魚末商店▽㈲
山口商店▽気楽座▽㈱豊整備▽㈲前
沢 自 動 車工業▽㈱イズミ建 材 商 会▽
㈱サン・カンパニー▽㈱北海屋▽㈲ヤマ
トストアー吉田方 店▽豊 橋 市 立 津田
小学校▽㈲豊城自動車▽ティビーアー
ル㈱▽豊 橋 港 陸 運 ㈱▽アルデックス㈱
▽㈱丸金商会▽木下建設㈲▽㈱東三
工業所▽大冷工業㈱豊橋支店▽㈲フ
ジシタ商 事▽山 光 青 果 ㈱▽東 豊 製 菓
㈱▽岡村運送㈱▽㈱仲井▽神野建設
㈱▽㈱中部CIC研究所▽神野臨海
㈱▽松坂司法書士事務所▽㈱花田工
務店▽㈱豊橋魚市場▽㈾マルサンパン
▽マルカワＰＡレンタル▽豊橋建設工業
㈱▽㈲金田管工業所▽豊橋閣 日進禅
寺▽風劇団カマダ一座▽豊橋市更生保
護女性会▽彦坂筆軸商店▽㈱尾崎屋
▽大三紙 業 ㈱▽藤 城 建 設 ㈱▽豊 和リ
ース㈲▽渡 邊 機 開工業 ㈱▽豊 橋 商工
信用組合▽㈱多可松▽㈱天野▽多米
地区民生委員児童委員協議会▽豊橋
信用金庫▽㈱なかじまモータース▽ト
モエ薬品㈱▽ケイ・インターナショナル
㈱▽㈱五十鈴工作所▽㈲夏目室内工
芸▽㈲早川大洋堂▽ミカワ・リコピー
販売㈱▽㈲山口商店▽㈲鍋屋商店▽
㈲佐藤化成▽㈱加藤工作所▽田中電
機㈱▽大信企業㈱▽㈲庭弘造園▽㈲
山田木管製作所▽豊橋合同印刷㈱▽
㈱ 豊 橋 園 芸ガーデン▽国 盛 商 業 ㈱▽
栄地区民生委員児童委員協議会▽
天理教 愛静大教会▽あかね荘▽渥美
運輸㈱▽豊橋塩業㈱▽豊橋倉庫㈱▽
㈲川西種苗店▽㈱丸八製菓▽㈱メタル
テクノ神 戸▽㈾ 北 河 連 治 商 店▽国 際
ソロプチミスト豊橋▽加藤金物㈱▽山
平㈱▽㈲横浜亭▽中部採石工業㈱▽
㈱豊橋ベンディング▽㈱チュウチク▽日
之出㈱▽耕生製菓㈲▽ 松月流▽有
楽 製 菓 ㈱▽㈲ノザワヤ▽㈱ 黒 柳 塗 装

3/14 19会寄付

店▽東 海 興 業 ㈱▽サーラフィナンシャ
ルサービス㈱▽大正冷蔵㈱▽㈲イトウ
ムセン▽豊国工業㈱▽豊橋北ロータリ
ークラブ▽川北電気工業㈱▽ダイシン
ガス㈱▽玉川屋㈱▽㈱ハヤシ鋳造所▽
㈲寺部鉄工所▽㈱岡田不動産▽東海
交通㈱▽豊橋港運㈱▽㈾山内鉄工所
▽㈱小林つくだ煮▽ミカワティーエス㈱
▽㈲千賀商店▽㈱美建▽豊橋保護区
保護司会▽豊橋商工会議所▽㈱豊橋
原木センター
個人会員 ▽今川久子（南條公徳）
▽伊藤笑子（南條公満津）▽赤羽妙
子▽清水美和子▽阿久津健一郎▽阿久
津サト▽服部貞子▽尾崎由江▽中島
幸 子▽山田いと子▽白 井 康 允▽井 上
澄子▽森下信明▽小林やす子▽浦川
哲一▽中村はな江▽飯室俊夫▽及部嘉
子▽豊田一雄▽小林久生▽梶村康彦▽
國澤貞廣▽高須博久▽岩田順治▽大
山美代子▽中神節子▽長幡京子▽村
田哲也▽中村博子▽廣田勢津子▽山
本一郎▽鈴木操▽岩田年弘▽知久らち
▽坂神一光▽神藤欣也▽加藤政子▽平
田清二▽佐 藤 和 代▽山西能 夫▽山 下
春之▽伊藤睦子▽神野紀郎▽渡部茂
久▽山本収広▽早川道子▽内藤公久
▽内藤かよ子▽稲垣孝一郎▽鈴木清▽
八木 勝 美▽八木 啓 子▽岩 水 謙 治▽河
合共子▽河合秀矩▽倉内きく
☆紙面の都合上、以下次号でご紹介
させていただきます。

【児童福祉】
❖菓子詰合せを光輝寮他4施設へ
❖ねぎ10袋を豊橋平安寮他児童施設5施設
❖レインボープール招待券120枚を豊橋若草
育成園他3施設へ
❖食品を豊橋あゆみ学園へ
❖キャベツを光輝寮他4施設へ

【障がい者福祉】
❖ねぎ5袋を豊橋ちぎり寮他4施設へ
❖作業着をワークス岩西他69施設へ
❖ポロシャツ・カッターシャツをフレンドハウス他
6施設へ
❖梅20ｋｇを昴へ
❖ねぎ13袋を笑い太鼓他10施設へ
❖電子ピアノを明日香へ

豊橋善意銀行
活動維持のご支援に
感謝申し上げます。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
「善 意のかけ 橋」豊 橋 善 意 銀 行の
運営を支えるため、維持会費を次の
皆 様からお納めいただき ました。 ご
芳名を記し感謝申し上げます。（順
不同敬称略）
〔平成三十年度会費納入者〕
団体維持会員 ▽石巻地区民生委員
児童委員協議会▽幸地区民生委員児
童委員協議会▽中野地区民生委員児
童委員協議会▽下地地区民生委員児
童委員協議会▽磯辺地区民生委員児
童委員協議会▽向山地区民生委員児
童委員協議会▽高師地区民生委員児
童委員協議会▽牟呂地区民生委員児
童委員協議会▽新川地区民生委員児
童委員協議会▽二川地区民生委員児
童委員協議会▽旭地区民生委員児童
委員協議会▽八町地区民生委員児童
委員協議会▽天伯地区民生委員児童
委員協議会▽牛川･下条地区民生委
員児童委員協議会▽五並地区民生委
員 児 童 委 員 協 議 会▽つつじが丘地 区
民生委員児童委員協議会▽鷹丘地区
民生委員児童委員協議会▽羽根井地
区民生委員児童委員協議会▽東田地
区民生委員児童委員協議会▽福岡地
区民生委員児童委員協議会▽岩田地
区民生委員児童委員協議会▽前芝地
区民生委員児童委員協議会▽高豊地
区民生委員児童委員協議会▽松山地
区民生委員児童委員協議会▽汐田地
区民生委員児童委員協議会▽吉田方
地区民生委員児童委員協議会▽豊地
区民生委員児童委員協議会▽富士見
地区民生委員児童委員協議会▽花田
地区民生委員児童委員協議会▽飯村
地区民生委員児童委員協議会▽南稜
地区民生委員児童委員協議会▽岩西
地区民生委員児童委員協議会▽多米
地区民生委員児童委員協議会▽栄地

豊橋善意銀行預託品活用（贈呈）
〔 4月〜6月〕
（抜粋）

豊橋善意は、皆様からお預かりした金銭や物品を必要としている人た
ちに活用（贈呈）しています。今回は、4月から6月までの預託品活用
状況を紹介します。

❖お菓子・精米を豊橋ひかり乳児院他3施設へ
❖相撲番付を童夢里他2施設へ
❖タオル13本を童夢里へ
❖えんぴつ・消しゴムを昴へ
【老人福祉】
❖タオル・布おむつを寿楽荘他2施設へ
❖音楽ＣＤをすこやかの里へ
❖大人用紙おむつをさわらび荘へ
❖タオル300本を第2さわらび荘へ
【その他施設・団体等】
❖スイートコーン2箱を若竹荘母子寮へ
❖そら豆15ｋｇを三宝厚生館他2施設へ
❖キャベツ5箱を智光寮他3施設へ

伊藤正雄
200,000円
豊伸会連合ゴルフ部会
334,840円
豊川信用金庫
36,000円
岡本珠緒
5,000円
東三河外食産業振興会
58,392円
（預託物品）
旭精機㈱
作業着6箱
ガステックサービス㈱
使用済み切手約9,600枚
円勝寺
梅20ｋｇ
豊丘高等学校家庭クラブ 牛乳パック700枚
ホテルシーパレスリゾート
		
レインボープール招待券120枚
オーエスジー㈱
		
ポロシャツ10箱カッターシャツ10箱
㈲西川内装店
米20ｋｇ
伊藤哲夫
日用品他27点
長坂 稔
ねぎ10袋
匿名
（6）
アルミ缶、
使用済み切手他
☆紙面の都合により、以下は次号でご報
告させていただきます。
よろしくお願いします。

第１７８号
通巻

豊橋善意銀行だより
（3）２０１８年（平成３０年）８月１日
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員会により開催します。場所は

証

来年も実施しますので、家族
第三十六回チャリティー芸能大

豊橋善意銀行の運営は、
善意活動に共鳴応援して下さる個人、又は、企業・団
体で維持会員になって下さる方々が納めて下さる維持会費で賄っています。

★維持会員証の発行
（門札）
、
善意活動のご報告をお送りすることにして
います。
（門札は、
平成１２年度から更新）
★希望者にささやかな誕生日カードをお送りします。

「第四十五回記念
市民チャリティーバザー」を
開催（一ページ内容）

連れで是非ご参加下さい。当日

単年度賛助金
（金額任意）
も募集します。

維持会員証
（門札）

豊橋善意銀行の運営

「善意フェスティバル二〇一八」開催報告
本年五月二十七日㈰豊橋総合
ゲームコーナー参加も大歓迎で

開発ビル六階にて実施します。

ランティアの支援で実施して参り

会員

個
人 1口
2,500円
口数は
企業・団体 1口 10,000円（ 任意 ）

維持会費（年額）

今 年 も 本 行 の 提 唱 で「市 民

動植物公園で、豊橋善意銀行「善
会が、満席の中開催された。

現在一品寄付のお願いを全市的

ますが、購入して下さる市民の皆

「善意のかけ橋」の活動を推進するため、
維持会員になって下さる方
を、
募集しています。皆様のご理解とご協力を、
お願い申し上げます。

維持会員の募集

豊橋善意銀行は、市民の善意の寄付金・寄付物品、
また、
ボランティア活動の
申し出を受け付け、
それらを福祉の活動に結ぶ
「善意のかけ橋」
です。
“お互いの住む街を、みんなの社会参加で温かいものにして行こう”
と、住民
の手で、
住民のために、
住民が活動する場が豊橋善意銀行です。

﹁第三十六回
チャリティー芸能大会﹂
寄付金贈呈される

意フェスティバル二〇一八」を
す。（動物園入園料は実費）

にさせて頂き、豊橋市自治連合

その後今回出演の十団体が、

「一口会員」へご入会及び、単年度賛助金のお願い

豊橋善意銀行は
「善意のかけ橋」

六月十七日㈰に豊橋公会堂で、 チャリティーバザー』を実行委

開催した。

開会式には、伊藤陽扇実行委

大勢の市民のご支援で沢山の寄

員長から本行水野勲理事長に収
また、この席で平成二十九年

寄せられた寄付物品は、運搬、

日頃研鑽した芸の競演を熱演し

様がいて成立つ行事です。市民の

整理、分類、値段付け、販売等ボ

て、観客を魅了した。出演され

力をお願いします。

地にお送りします。皆様のご協

を受付けております。全額被災

祈ってます。本行では災害募金

も早く平素の生活になることを

お見舞い申し上げます。一日で

が起き、甚大な被害が出ました。

ら東海まで広範囲の豪雨災害が

▼今年も梅雨の時期に西日本か

連絡をお願いします。

援して下さる方は、本行までご

ティアのご援助が必要です。応

この行事には大勢のボラン

皆様のご来場をお待ちしています。

皆様に感謝申し上げます。

た皆様、チケットを購入された

をした。

行理事長より「感謝の楯」贈呈

付物品が寄せられています。感

晴天の中、障がい児者と家族、

お祝い品は「日頃使用する品

謝申し上げます。

福祉施設利用者、ボランティア、

物」をお贈りする予定です。お

度に顕著な善意活動者二十四個

益金六十万円の目録贈呈をした。 会を始めバザー協力団体を元に、

豊橋善意銀行では、九月の老

人・三十八団体の代表者に、本

今年は二千百十三名と当日動植
物公園入園者で参加された方併
せて約二千三百名が参加して実
施した。公園内の憩いの広場と
野外コロシアムで、各種模擬店、
楽しいゲーム、車イス利用等の
体験コーナー、演芸、演奏鑑賞
を通して、ボランティアと障害
を持った方の理解と友愛を深め
ることができた。

人週間に、豊橋市内に在住する

届けは、お近くの民生委員さん

豊橋市内の八十八歳以上の一人暮らしの方にお祝い品を贈呈

八十八歳以上の一人暮らしの方

します。

に、本行善意預託金を活用して、 のご協力を頂きまして、お届け

ＦＡＸ 0532-52-7894
E-mail : info@toyohashi-zengin.com

電 話 0532-52-7893

豊橋市八町通5-9

●問い合わせ／公益財団法人

手話コーナー
野外コロシアムでの演奏

お祝い品をお贈りします。

伊藤陽扇実行委員長唄う
芸能大会

テープであそぼうコーナー

２０１８年（平成３０年）８月１日（4）
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