発行日：

公益財団法人豊橋善意銀行 預託者報告

2021年1月8日

2020/12/01～2020/12/31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。

指定預託金
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2020/12/02

柴田裕之 様

¥10,000

2020/12/07

豊橋ライオンズクラブ 様

¥69,988 交通遺児のために

2020/12/14

豊橋港陸運株式会社 様

¥66,952 交通遺児のために

2020/12/14

星野孝典 様

¥10,000 交通遺児のために

2020/12/15

匿名

¥1,050 のんほいパーク整備基金として

2020/12/15

匿名

¥5,250 福祉施設児高校進学奨学金として

2020/12/15

匿名

¥5,250 交通遺児のために

2020/12/21

匿名

¥10,000 恵まれない子ども達のために

2020/12/21

匿名

¥10,500 豊橋平安寮のために

2020/12/21

白井栄 様

¥100,000 恵まれない子ども達のために

2020/12/22

外山鋼業株式会社 様

¥120,000 豊橋平安寮のために

災害復興支援指定金
預託金額 指定先

預託日

団体名/名前

2020/12/01

伴佳秋 様

¥5,000 ふくしまこども寄附金として

2020/12/07

善意銀行参加行事 夢フェスティバル 様

¥2,846 令和２年７月豪雨災害義援金として

2020/12/07

法香院 様

¥54,500 新型コロナウイルス感染症対策募
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

2020/12/01

豊橋さなえ会 様

2020/12/02

株式会社オリバー 様

2020/12/02

有限会社西川内装店 様

¥2,090

2020/12/02

喫茶 環 様

¥2,999

2020/12/02

三東株式会社 様

¥5,560

2020/12/02

ニューライフフジ株式会社 二川店 様

¥3,735

2020/12/02

大日本精密有限会社 様

¥350

2020/12/02

福井ファイバーテック株式会社 様

¥113

2020/12/03

ワークス岩西 様

2020/12/03

匿名

¥332

2020/12/03

ふたがわ・かわい歯科 様

¥140

2020/12/03

昴 様

2020/12/03

東三更生保護会 智光寮 様

¥3,142

2020/12/03

豊橋商工信用組合東田支店 様

¥1,106

2020/12/03

豊橋信用金庫井原支店 様

¥681

2020/12/03

豊橋信用金庫問屋町支店 様

¥405

2020/12/03

豊橋信用金庫 様

¥543

2020/12/03

豊橋信用金庫岩田支店 様

¥966

¥9,708
¥706

¥3,904

¥73
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2020/12/03

蒲郡信用金庫 東田支店 様

¥2,667

2020/12/03

豊橋信用金庫東田支店 様

¥2,743

2020/12/04

豊橋商工信用組合豊川支店 様

2020/12/04

蒲郡信用金庫花田支店 様

¥1,938

2020/12/04

豊橋信用金庫牟呂支店 様

¥4,447

2020/12/04

豊橋信用金庫福江支店 様

¥516

2020/12/04

豊橋信用金庫幸支店 様

¥778

2020/12/04

蒲郡信用金庫佐藤町支店 様

¥415

2020/12/04

豊橋信用金庫諏訪支店 様

¥2,069

2020/12/04

蒲郡信用金庫豊川支店 様

¥1,496

2020/12/04

豊橋信用金庫二川支店 様

¥1,538

2020/12/04

豊橋信用金庫岩西支店 様

¥518

2020/12/04

豊橋信用金庫吉田方支店 様

2020/12/04

豊橋信用金庫牛川支店 様

¥188

2020/12/04

豊橋信用金庫西支店 様

¥624

2020/12/04

豊橋信用金庫新城支店 様

¥1,430

2020/12/04

豊橋信用金庫中央支店 様

¥1,413

2020/12/04

豊橋信用金庫新所原支店 様

¥3,621

2020/12/04

蒲郡信用金庫岩田支店 様

¥1,473

2020/12/04

伊藤歯科医院 様

¥9,588

2020/12/05

豊橋信用金庫豊川支店 様

¥1,054

2020/12/07

豊橋商工信用組合赤羽根支店 様

¥1,275

2020/12/07

蒲郡信用金庫南栄支店 様

¥1,083

2020/12/07

株式会社中京銀行豊橋支店 様

¥341

2020/12/07

匿名

¥909

2020/12/07

豊橋商工信用組合牧野支店 様

¥1,140

2020/12/08

株式会社名古屋銀行豊橋支店 様

¥1,488

2020/12/08

ウィズ東田店 様

2020/12/08

フードオアシスあつみ山田店 様

2020/12/08

豊橋信用金庫南栄支店 様

¥747

2020/12/09

ヒカリ・レンタル株式会社 様

¥63

2020/12/09

株式会社サイエンス・クリエイト 様

2020/12/09

豊橋信用金庫下地支店 様

¥1,512

2020/12/09

喫茶パピヨン 様

¥3,980

2020/12/09

喫茶カプチーノ 様

¥1,171

2020/12/09

東三河廃棄物処理事業協同組合 様

¥1,467

2020/12/09

ハッピーバレー大山店 様

¥3,561

2020/12/09

株式会社ニューライフフジ 様

¥8,746

2020/12/09

匿名

¥2,029

2020/12/09

喫茶マスカ 様

¥3,727

2020/12/09

匿名

2020/12/09

そば源 様

2020/12/09

かみのわ歯科医院 様

2020/12/09

若林歯科医院 様

¥20

¥2,878

¥566
¥65,658

¥427

¥281
¥1,569
¥711
¥3,420
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2020/12/09

ジェラート･サンタ曙店 様

¥1,309

2020/12/09

しばもと歯科 様

¥7,480

2020/12/09

ヤマトシ土屋株式会社 様

¥1,218

2020/12/15

餃子の王将三谷北店 様

¥6,028

2020/12/15

豊橋信用金庫小坂井支店 様

2020/12/15

丸鳥鶏卵株式会社 様

2020/12/15

パッケージプラザキモト 様

2020/12/15

豊橋市民病院 様

¥1,261

2020/12/16

愛知県自動車整備振興会豊橋支部 様

¥3,025 年末たすけあい活動として

2020/12/16

草間デンタルクリニック 様

2020/12/16

木下歯科医院 様

¥1,050

2020/12/16

いとう歯科 様

¥3,167

2020/12/16

坂根歯科医院 様

¥2,265

2020/12/16

愛知県東部自動車整備協同組合 様

¥4,138 年末たすけあい活動として

2020/12/17

豊橋信用金庫三本木支店 様

¥1,451

2020/12/17

マッターホーントキワ通本店 様

¥7,562 チャリティーボックス募金を

2020/12/18

伊勢路 様

¥9,074

2020/12/18

豊橋信用金庫一宮支店 様

¥5,000

2020/12/18

餃子の王将 柱店 様

¥5,159

2020/12/18

ヤマザキYショップ成田記念病院店 様

¥2,206

2020/12/22

蒲郡信用金庫豊橋支店 様

¥1,571

2020/12/22

蒲郡信用金庫田原支店 様

¥513

2020/12/23

愛知県東三河農林水産事務所 様

¥621

2020/12/24

豊橋ケーブルネットワーク株式会社 様

2020/12/24

大乗教豊橋教会 様

2020/12/25

加藤歯科医院 様

¥7,790

2020/12/25

トヨタネ株式会社 様

¥10,932

2020/12/25

TFM合唱団 様

¥5,046

2020/12/25

株式会社山本製作所 様

¥2,776

2020/12/25

株式会社第一林製作所 様

2020/12/25

戸苅澄子 様

¥7,038

2020/12/25

喫茶 のだ 様

¥2,765

2020/12/28

サンポートリーハウジングシステム株式会社
様

2020/12/28

ヤマニ種苗株式会社 様

¥1,265

2020/12/28

太田歯科医院 様

¥4,318

2020/12/28

愛知県三河港務所 様

2020/12/28

ワークマン豊橋北山店 様

¥3,964

2020/12/28

タカマツ文具店 様

¥3,070

¥740
¥12,310
¥485

¥239

¥2,280
¥10,143

¥12,775

¥13,588

¥117

年末助け合い
預託日

団体名/名前

預託金額 指定先

2020/12/01

匿名

¥100,000 年末たすけあい活動として

2020/12/01

匿名

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/01

善意の日 街頭募金活動 様

¥28,439
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2020/12/02

匿名

¥500 年末たすけあい活動として

2020/12/02

高瀬重明 様

2020/12/02

匿名

2020/12/02

日本拳法豊橋協会藤本茂宏 様

2020/12/03

皆元一 様

2020/12/03

匿名

2020/12/03

不朽流吟詠会 様

¥18,000 年末たすけあい活動として

2020/12/03

豊橋食肉事業協同組合 様

¥10,000

2020/12/03

東三更生保護会 智光寮 様

2020/12/04

奥田隆 様

¥30,000 年末たすけあい活動として

2020/12/04

泉校区コミュニティ協議会 様

¥23,450

2020/12/07

安形 敏夫 様

¥3,500 年末たすけあい活動として

2020/12/07

善意銀行参加行事 夢フェスティバル 様

¥2,845

2020/12/07

金光教東田教会 様

¥10,500 年末たすけあい活動として

2020/12/07

匿名

¥11,000 年末たすけあい活動として

2020/12/07

豊橋仏教会 様

2020/12/07

豊橋保護区保護司会 様

2020/12/07

鈴木敦子 様

¥2,000 年末たすけあい活動として

2020/12/07

古山隆光 様

¥3,440 年末たすけあい活動として

2020/12/08

松山地区民生委員児童委員協議会 様

¥11,012 年末たすけあい活動として

2020/12/08

山本卓治 様

¥16,356

2020/12/08

藤本茂宏 様

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/08

榊原敏行 様

¥31,000 年末たすけあい活動として

2020/12/08

阿久津 サト 様

2020/12/08

国際ソロプチミスト豊橋 様

¥30,000 年末たすけあい活動として

2020/12/08

豊橋身体障害者協会 様

¥11,000 年末たすけあい活動として

2020/12/09

スナック らいむ 様

¥20,000 年末たすけあい活動として

2020/12/09

匿名

¥100,000 年末たすけあい活動として

2020/12/09

匿名

¥60,000 年末たすけあい活動として

2020/12/10

匿名

¥4,000

2020/12/10

匿名

¥7,133

2020/12/10

カタクリの会 様

¥12,018

2020/12/10

久田和彦 様

¥30,000

2020/12/10

川北電気工業株式会社 豊橋営業所 様

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/11

豊橋鉄道グループ

様

¥50,000

2020/12/11

一般社団法人 中部きもの研究会 おおぎ和
装学院 講師会 様

¥30,000

2020/12/11

豊橋障害者(児)団体連合協議会 様

¥20,000 年末たすけあい活動として

2020/12/11

豊橋身体障害者（児）福祉団体連合会 様

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/11

成瀬晴行 様

¥6,683 年末たすけあい活動として

2020/12/14

鈴木清 様

¥5,000

2020/12/14

株式会社東三工業所 様

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/14

藤ノ花女子高等学校３年生 様

¥87,658

2020/12/14

豊橋ファッション・ビジネス専門学校 様

¥13,560 年末たすけあい活動として

2020/12/14

白河町自治会 様

¥20,000 年末たすけあい活動として
¥100 年末たすけあい活動として
¥10,000 年末たすけあい活動として

¥3,000
¥100,000 年末たすけあい活動として

¥7,000 年末たすけあい活動として

¥183,000
¥35,000 年末たすけあい活動として

¥2,000

¥5,000 年末たすけあい活動として
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2020/12/14

國松和也 様

¥139 年末たすけあい活動として

2020/12/14

鈴木ヒロ子 様

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/15

豊橋消費者協会 様

¥15,000

2020/12/15

野田クリーニング 様

¥17,875 年末たすけあい活動として

2020/12/15

愛知県立時習館高等学校 様

¥35,085 年末たすけあい活動として

2020/12/15

株式会社チュウチク 様

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/16

国際ソロプチミスト豊橋ポート 様

¥30,000 年末たすけあい活動として

2020/12/16

匿名

¥50,000 年末たすけあい活動として

2020/12/16

横田洋子 様

2020/12/16

東三ゴルフ会 様

2020/12/16

砥鹿神社 様

2020/12/16

竹内真弓 様

¥7,085 年末たすけあい活動として

2020/12/16

佐藤雅年 様

¥5,000 年末たすけあい活動として

2020/12/16

株式会社総合開発機構

2020/12/17

税理士法人あけぼの 様

¥15,772 年末たすけあい活動として

2020/12/17

岩田校区岩田団地自治会 様

¥50,000 年末たすけあい活動として

2020/12/17

高校生善意鍋募金17日分 様

¥88,143

2020/12/17

三遠機材株式会社 様

¥26,725

2020/12/18

株式会社トヨジン 様

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/18

豊橋ロータリークラブ 様

¥50,000 年末たすけあい活動として

2020/12/18

中伊野電設工業株式会社 様

¥50,000 年末たすけあい活動として

2020/12/18

たけのこの会 様

¥23,047 年末たすけあい活動として

2020/12/18

ハーベスト 様

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/18

高校生善意なべ募金18日分 様

¥95,933

2020/12/19

高校生善意なべ募金19日分 様

¥91,841

2020/12/21

中西克美 様

2020/12/21

高校生善意なべ募金21日分 様

¥25,089

2020/12/21

匿名

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/21

匿名

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/21

積水ハウス株式会社豊橋支店 様

2020/12/21

豊橋旭こども園 様

2020/12/21

匿名

¥200,000 年末たすけあい活動として

2020/12/21

竹内成行 様

¥110,000

2020/12/21

豊橋シニアライオンズクラブ 様

2020/12/21

匿名

2020/12/21

わ太鼓 睦 様

2020/12/21

豊橋郵趣会 様

2020/12/22

高校生ナベ募金22日分 様

2020/12/22

株式会社ビオック 様

2020/12/22

漫遊亭 小勝 様

2020/12/22

匿名

¥8,000 年末たすけあい活動として

2020/12/22

匿名

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/22

藤田茂春 様

¥5,000 年末たすけあい活動として

2020/12/22

匿名

¥8,164 年末たすけあい活動として

¥100,000
¥45,000 年末たすけあい活動として
¥511,000

様

¥3,626 年末たすけあい活動として

¥6,982 年末たすけあい活動として

¥4,915
¥13,710 年末たすけあい活動として

¥50,000 年末たすけあい活動として
¥3,978 年末たすけあい活動として
¥15,000 年末たすけあい活動として
¥6,000
¥68,098 年末たすけあい活動として
¥200,000 年末たすけあい活動として
¥50,000 年末たすけあい活動として
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2020/12/22

豊橋市母子福祉会 様

¥20,000 年末たすけあい活動として

2020/12/22

渥美福寿園 様

¥23,060 年末たすけあい活動として

2020/12/23

高校生善意なべ募金23日分 様

¥57,585 年末たすけあい活動として

2020/12/23

安齋武雄 呉 雷 様

2020/12/23

石原利和 様

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/23

中部電力パワーグリッド株式会社豊橋営業所
様

¥17,050 年末たすけあい活動として

2020/12/23

匿名

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/23

愛知県東三河農林水産事務所 様

2020/12/23

岩田こども園 様

¥11,942 年末たすけあい活動として

2020/12/23

匿名

¥10,000 年末たすけあい活動として

2020/12/24

伸榮自動車株式会社 様

¥26,180 年末たすけあい活動として

2020/12/24

愛知県東三河建設事務所 様

2020/12/24

高校生善意なべ募金24日分 様

¥55,262 年末たすけあい活動として

2020/12/24

豊橋みなとライオンズクラブ 様

¥50,000 年末たすけあい活動として

2020/12/25

豊橋長生館 様

¥100,000

2020/12/25

豊橋西ライオンズクラブ 様

¥200,000 年末たすけあい活動として

2020/12/25

株式会社シミズ 様

2020/12/25

サーラ物流株式会社 様

2020/12/25

カチカチ山 様

2020/12/28

山本荘二 様

2020/12/28

シンシア豊川 様

2020/12/28

サンポートリーハウジングシステム株式会社
様

¥5,000 年末たすけあい活動として

¥5,834 年末たすけあい活動として

¥5,000 年末たすけあい活動として

¥4,783 年末たすけあい活動として
¥30,885 年末たすけあい活動として
¥8,312 年末たすけあい活動として
¥100,000
¥11,181 年末たすけあい活動として
¥8,626

6/6 ページ

