
東京善意銀行東京善意銀行東京善意銀行東京善意銀行    

皆さまからのご皆さまからのご皆さまからのご皆さまからのご寄附寄附寄附寄附    

様々な方々からご寄附をいただきありがとうございます。 

このページでは、皆さまからいただいたご寄附の内容を掲載しています（敬称略）。 

※お名前の公表不可（匿名希望）の寄附は除いています。 

 

＜２０１３年＜２０１３年＜２０１３年＜２０１３年    ８月１日～８月３１８月１日～８月３１８月１日～８月３１８月１日～８月３１日＞日＞日＞日＞    

現金現金現金現金寄附寄附寄附寄附    

寄附寄附寄附寄附者名者名者名者名    所在地所在地所在地所在地    寄附寄附寄附寄附額額額額    

株式会社永遠楽 大田区 ¥100,000 

東日本旅客鉄道株式会社有楽町駅長 千代田区 ¥138,295 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

鈴木貴子 品川区 ¥1,000 

東京善意銀行友の会 千代田区 ¥20,700 

 

 

運営協力費運営協力費運営協力費運営協力費 

寄附寄附寄附寄附者名者名者名者名    所在地所在地所在地所在地    寄附寄附寄附寄附額額額額    

木村辰雄 流山市 ¥2,000 

川西幹啓 川崎市 ¥10,000 

川北和德 横浜市 ¥4,000 

手嶋康 千代田区 ¥10,000 

赤坂見附磯谷歯科室 磯谷一宏 港区 ¥4,000 

高見沢医院 医師 高見沢裕 渋谷区 ¥2,000 

日比野武 目黒区 ¥2,000 

宮田知郎 杉並区 ¥2,000 

薬局しらい 日野市 ¥10,000 

吉崎真海 安中市 ¥2,000 

西日本シティ銀行 東京支店 中央区 ¥10,000 

公益財団法人昭和池田記念財団 品川区 ¥10,000 

河奈歯科医院 北区 ¥10,000 

公益財団法人報知社会福祉事業団 港区 ¥10,000 

小澤正 足立区 ¥2,000 

社団法人東京都歯科医師会 千代田区 ¥10,000 

七島信用組合 大島町 ¥10,000 

立川市民生委員児童委員協議会 立川市 ¥10,000 

南條継雄 品川区 ¥2,000 

足立成和信用金庫 足立区 ¥10,000 

狛江市民生児童委員協議会 狛江市 ¥2,000 

神田豊 習志野市 ¥2,000 



医療法人竹内眼科 竹内眼科クリニック 院長 竹内忍 台東区 ¥10,000 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

財団法人東京都母子寡婦福祉協議会 新宿区 ¥10,000 

東京消防信用組合 千代田区 ¥10,000 

中山弘子 新宿区 ¥10,000 

青梅信用金庫 青梅市 ¥10,000 

町田英一 練馬区 ¥2,000 

英辰次郎 さいたま市 ¥10,000 

トーア再保険株式会社 千代田区 ¥10,000 

東京信用保証協会 中央区 ¥50,000 

高澤流舞踊研究所 高澤爽 品川区 ¥30,000 

東京原宿ライオンズクラブ 中央区 ¥30,000 

一般社団法人葛飾区医師会 葛飾区 ¥10,000 

遠藤朝彦 品川区 ¥2,000 

株式会社ハツコエンドウウエディングス 中央区 ¥10,000 

ＪＸホールディングス株式会社 千代田区 ¥100,000 

コムシスエンジニアリング株式会社 杉並区 ¥10,000 

青和信用組合 葛飾区 ¥10,000 

株式会社新潮社 新宿区 ¥10,000 

 

募金箱募金募金箱募金募金箱募金募金箱募金 

寄附寄附寄附寄附者名者名者名者名    金額金額金額金額    

八千代銀行 ¥81,205 

東京三協信用金庫 ¥749 

東京シティ信用金庫 ¥9,463 

三井住友銀行 五反田支店 ¥4,953 

足立成和信用金庫 ¥29,712 

多摩信用金庫 ¥106,599 

共立信用組合 ¥3,977 

青梅信用金庫 ¥16,818 

青和信用組合 ¥5,813 

中ノ郷信用組合 ¥12,025 

城北信用金庫 ¥17,171 

西武信用金庫 ¥35,122 

東信用組合 ¥3,881 

目黒信用金庫 ¥7,449 

東京東信用金庫 ¥73,680 

昭和信用金庫 ¥15,878 

瀧野川信用金庫 ¥36,678 

東京信用金庫 ¥29,578 

巣鴨信用金庫 ¥84,824 

興産信用金庫 ¥38,351 



物品物品物品物品 

寄附寄附寄附寄附者名者名者名者名    所在地所在地所在地所在地    物品名物品名物品名物品名    数量数量数量数量    単位単位単位単位    

株式会社 オープンハウス 千代田区 贈答品（ジュース・お菓他） 68 箱 

プライム行徳店 市川市 菓子詰め合わせ 1 箱 

キクヤ川越店 川越市 菓子詰め合わせ 1 箱 

キクヤ船橋店 船橋市 菓子詰め合わせ 1 箱 

マルキ戸田店 戸田市 菓子詰め合わせ 1 箱 

キクヤ千葉店 千葉市 菓子詰め合わせ 3 箱 

キクヤ千葉店 千葉市 菓子詰め合わせ 1 箱 

マルキ松戸店 松戸市 菓子詰め合わせ 1 箱 

キクヤ千葉店 千葉市 菓子詰め合わせ 2 箱 

キクヤ昭島店 昭島市 菓子詰め合わせ 1 箱 

ヒューマンホールディングス株式会社 新宿区 抗ウィルスマスク 270,000 枚 

キクヤ川越店 川越市 菓子詰め合わせ 2 箱 

株式会社コスモジーテ 練馬区 車椅子 5 台 

マルキ松戸店 松戸市 菓子詰め合わせ 1 箱 

キクヤ千葉店 千葉市 菓子詰め合わせ 1 箱 

株式会社ガイア 中央区 菓子詰め合わせ 50 箱 

 

 

招待招待招待招待    

寄附寄附寄附寄附者名者名者名者名    所在地所在地所在地所在地    催事名催事名催事名催事名    数量数量数量数量    単位単位単位単位    

KCJ GROUP 株式会社 江東区 「キッザニア東京」9・10 月分 679 名 

一般社団法人スポーツ・トゥ－・ハート・

プロジェクト 
大田区 

ドラゴンゲートプロレスリング「８．１後楽園ホ

ール大会」 
45 名 

株式会社電通関西支社 大阪市 
プロ野球公式戦「日本ハムファイターズ戦」東

京ドーム 9 月分招待 
120 名 

一般社団法人スポーツ・トゥ－・ハート・

プロジェクト 
大田区 

プロレスリング ZERO１「火祭り２０１３～決勝

戦～」 
60 名 

株式会社日刊スポーツ新聞社 中央区 「2013 神宮外苑花火大会」 12 枚 

三菱商事株式会社 千代田 
科学技術館「米村でんじろう先生サイエンス

ショー」 
78 名 

ＪＷＰ女子プロレス 足立区 「ＪＷＰ－ＭＡＮＩＡＸ２０１３」 92 枚 

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事

業団 
港区 

プロ野球公式戦「ヤクルト戦スターシート」9 月

分 
36 枚 

一般社団法人 日本ボクシング支援ク

ラブ 
渋谷区 「Ｂ-ＵＰ ｖｏｌ．17」 56 名 

公益財団法人報知社会福祉事業団 港区 プロ野球公式戦「巨人戦」９月分 60 枚 

株式会社ｇｌｏｏｐｓ 港区 
プロ野球公式戦「ヤクルト戦ムーンシート」 

９月分 
54 枚 

株式会社ｇｌｏｏｐｓ 港区 プロ野球公式戦「巨人戦」9/12.9/23 20 枚 

公益財団法人 オリックス財団 港区 「夏休み“０歳児から誰でも”コンサート」 250 名 



株式会社 劇団飛行船 川崎市 
マスクプレイミュージカル「３びきのくま・みにく

いあひるのこ」 
125 名 

株式会社 劇団飛行船 川崎市 
マスクプレイミュージカル「ドキドキ！プリキュ

アミュージカルショー」 
388 名 

公益財団法人報知社会福祉事業団 港区 「第６１回舞踊華扇会」 300 枚 

一般社団法人スポーツ・トゥ－・ハート・

プロジェクト 
大田区 

ドラゴンゲートプロレスリング「８．２３後楽園ホ

ール大会」 
45 名 

アイドルジャパンレコード株式会社 新宿区 制服向上委員会「第１２回 Ski's 全曲ライブ」 11 名 

アイドルジャパンレコード株式会社 新宿区 制服向上委員会「第１９回 真夏の祭典」 24 名 

アイドルジャパンレコード株式会社 新宿区 
制服向上委員会「橋本美香＆制服向上委員

会３時間特大ライブ」 
11 名 

アイドルジャパンレコード株式会社 新宿区 制服向上委員会「Ski の夏ソング・ライブ」 8 名 

東京ヤクルトスワローズ 田中浩康 港区 「ヤクルト戦 田中シート」９月分 20 名 

東京ヤクルトスワローズ 飯原誉士 港区 「ヤクルト戦 飯原シート」９月分 18 名 

 

 


