
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。 
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現金現金現金現金寄附寄附寄附寄附    

寄附者名 所在地 寄附額 

株式会社プロスティ 武蔵野市 ¥500,000 

東日本旅客鉄道株式会社有楽町駅長 千代田区 ¥159,632 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

東京善意銀行友の会 千代田区 ¥20,952 

斉藤惠治 川崎市 ¥1,000 

 

 

運営協力費運営協力費運営協力費運営協力費 

寄附者名 所在地 寄附額 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

横溝清俊 日野市 ¥10,000 

 

 

募金箱募金募金箱募金募金箱募金募金箱募金 

寄附者名 金額 

東京三協信用金庫 ¥20 

足立成和信用金庫 ¥39,358 

東京シティ信用金庫 ¥9,332 

多摩信用金庫 ¥107,550 

東信用組合 ¥1,353 

城北信用金庫 ¥12,699 

瀧野川信用金庫 ¥35,345 

青梅信用金庫 ¥16,063 

中ノ郷信用組合 ¥21,827 

共立信用組合 ¥17,107 

西武信用金庫 ¥33,260 

昭和信用金庫 ¥15,962 

東京信用金庫 ¥6,647 

巣鴨信用金庫 ¥90,241 

目黒信用金庫 ¥18,826 

東京東信用金庫 ¥60,802 



興産信用金庫 ¥14,866 

八千代銀行 ¥134,276 

 

 

物品物品物品物品 

寄附者名 所在地 物品名 数量 単位 

サンパレス新小岩店 葛飾区 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 1 箱 

キクヤ千葉店 千葉市 菓子詰め合わせ 1 箱 

プライム行徳店 市川市 菓子詰め合わせ 1 箱 

プライム尾久 北区 菓子詰め合わせ 1 箱 

キクヤ戸田店 戸田市 菓子詰め合わせ 2 箱 

キクヤ船橋店 船橋市 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 

キクヤ千葉店 千葉市 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 

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 

公益財団法人報知社会福祉事業団 港区 T シャツ 66 枚 

キクヤ川越店 川越市 菓子詰め合わせ 2 箱 

キクヤ千葉店 千葉市 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 

マルキ松戸店 松戸市 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 40 箱 

 

 

招待招待招待招待    

寄附者名 所在地 催事名 数量 単位 

一般社団法人スポーツ・トゥ－・ハート・

プロジェクト 
中央区 

プロレスリング ZERO1「第 14 回 真夏の 

祭典・火祭り 2014 決勝戦」 
89 名 

有限会社アイエムシー音楽出版 港区 「安田英主ピアノ・リサイタル 2014」 100 名 

株式会社日刊スポーツ新聞社 中央区 「2014 神宮外苑花火大会」 42 名 

施設のこどもたちを励ます会 世田谷区 「バレエのつどい」 11 名 

三井物産株式会社 千代田区 「リー・ミンウェイとその関係展」 20 名 

三菱商事株式会社 千代田区 科学技術館「サイエンスショーと工作教室」 42 名 

Ｋトレーディング株式会社 港区 
「YEK アンサンブルアカデミー特別演奏会 

東京公演」 
44 名 

ＪＷＰ女子プロレス 足立区 「JWP-PURE SLAM 2014」 80 名 

一般社団法人スポーツ・トゥ－・ハート・

プロジェクト 
中央区 

ドラゴンゲートプロレスリング 

「DANGEROUS GATE 2014」 
27 名 

 



東京都遊技業協同組合 新宿区 
東京ドームシティアトラクションズ「恐怖の 

かくれんぼ屋敷」 
100 名 

東京ヴェルディ１９６９フットボールクラ

ブ株式会社 
稲城市 

Ｊリーグサッカー「東京ヴェルディ戦」 

7・8 月分 
71 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 20 名 

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」

8・9 月分 
45 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 72 名 

人形劇団プーク 渋谷区 
「三びきのやぎのがらがらどん・ 

こどものための人形日本風土記」 
97 名 

三菱商事株式会社 千代田区 「ボストン美術館 浮世絵名品展 北斎」 24 名 

三菱商事株式会社 千代田区 「日本国宝展 祈り、信じる力」 34 名 

三菱商事株式会社 千代田区 「太古の哺乳類展」 36 名 

 


