
東京善意銀行 

皆さまからのご寄附 

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。 

 

＜２０１５年８月１日～８月３１日＞ 

現金寄附 

寄附者名 所在地 寄附額 

親切会関東支部 千代田 ¥1,000,000 

山田誠一郎 狛江市 ¥3,000 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

東京善意銀行友の会 千代田区 ¥24,340 

東日本旅客鉄道株式会社有楽町駅長 千代田区 ¥140,613 

杉本芳一 千代田区 ¥5,000 

杉本靜子 千代田区 ¥5,000 

 

 

運営協力費 

寄附者名 所在地 寄附額 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

東京消防信用組合 千代田区 ¥10,000 

西京信用金庫 新宿区 ¥10,000 

狛江市民生児童委員協議会 狛江市 ¥2,000 

一般社団法人 東京都人材支援事業団指定業者連絡会 新宿区 ¥10,000 

高橋春男 大田区 ¥10,000 

手嶋康 千代田区 ¥10,000 

東京東信用金庫 墨田区 ¥10,000 

日比野武 目黒区 ¥2,000 

青和信用組合 葛飾区 ¥10,000 

西日本シティ銀行 東京支店 中央区 ¥10,000 

中村正弘 江東区 ¥2,000 

吉崎真海 群馬県安中市 ¥2,000 

赤坂見附磯谷歯科室 磯谷一宏 港区 ¥4,000 

遠藤朝彦 品川区 ¥5,000 

横溝清俊 日野市 ¥10,000 

芝信用金庫 港区 ¥10,000 

有限会社東京エイドセンター 新宿区 ¥50,000 

株式会社新潮社 新宿区 ¥10,000 

せしもクリニック 瀬下由美子 調布市 ¥10,000 



 

 

募金箱募金 

寄附者名 金額 

東京三協信用金庫 ¥64 

青梅信用金庫 ¥11,917 

東京シティ信用金庫 ¥17,200 

多摩信用金庫 ¥127,863 

共立信用組合 ¥3,864 

青和信用組合 ¥4,348 

中ノ郷信用組合 ¥12,503 

東京信用金庫 ¥21,785 

江東信用組合 ¥5,728 

城北信用金庫 ¥11,430 

足立成和信用金庫 ¥23,748 

瀧野川信用金庫 ¥69,583 

昭和信用金庫 ¥6,626 

巣鴨信用金庫 ¥47,753 

東京東信用金庫 ¥48,464 

東信用組合 ¥1,811 

目黒信用金庫 ¥10,213 

西武信用金庫 ¥11,229 

興産信用金庫 ¥9,827 

八千代銀行 ¥64,905 

 

 

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 

キクヤ千葉店 千葉市 菓子詰め合わせ 4 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 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 

マルキ松戸店 松戸市 菓子詰め合わせ 1 箱 

プライム平井 江戸川 菓子詰め合わせ 4 箱 

キクヤ千葉店 千葉市 菓子詰め合わせ 3 箱 

プライム行徳店 市川市 菓子詰め合わせ 2 箱 

サンパレス新小岩店 葛飾区 菓子詰め合わせ 1 箱 

 

 

 



招待 

寄附者名 所在地 催事名 数量 単位 

株式会社ミロク情報サービス・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」

（7/4-8/1分） 
110 名 

一般社団法人スポーツ・トゥ－・ハート・プ

ロジェクト 
江東区 

ZERO１すしざんまいＰｒｅｓｅｎｔｓ「真夏の祭

典・火祭り 2015決勝戦」 
62 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「東京ヤクルトスワローズ

戦」（8/5～8/16分） 
15 名 

プーク人形劇団 渋谷区 堀絢子ひとり芝居「朝ちゃん」 10 名 

株式会社日刊スポーツ新聞社 中央区 「２０１５神宮外苑花火大会」 14 名 

日本伝統芸能振興会 中央区 「伝創館 こども・若草歌舞伎公演」 240 名 

株式会社電通関西支社 港区 
プロ野球公式戦「日本ハムファイターズ戦」

（8/21-9/3分） 
240 名 

サルバベルカント 
千葉県 

船橋市 

「ロベルト・ボルトルッツィ・バリトンリサイタ

ル」 
39 名 

我闘雲舞 新宿区 「8/13後楽園ホール大会」 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」 51 名 

ＪＷＰ女子プロレス 足立区 
ＪＷＰ女子プロレス「ＪＷＰ－ＰＵＲＥ 

ＰＬＵＭ 2015」 
77 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「東京ヤクルトスワローズ

戦」（8/21-8/27分） 
18 名 

KCJ GROUP 株式会社 江東区 「キッザニア東京」（９・１０月分） 434 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「GO！プリンセス

プリキュアミュージカルショー」 
916 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「ジャックと豆の

木」 
300 名 

三井物産株式会社 千代田区 「特別展 蔵王権現と修験の秘宝」 60 名 

三菱商事株式会社 千代田区 「大展望展」 90 名 

シュートボクシング協会 台東区 
「SHOOT BOXING Gｉｒｌｓ Ｓ－cup 2015

－格闘女志－」 
3 名 

シュートボクシング協会 台東区 
「SHOOT BOXING 30ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲ

Ｙ “ＣＡＥＳＡＲ ＴＩＭＥ！” 
9 名 

株式会社ミロク情報サービス・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」 

（8/23分） 
6 名 

一般社団法人スポーツ・トゥ－・ハート・プ

ロジェクト 
江東区 「ＳＥＡdＬＩＮＮＮＧ ～Ｌet's get started！」 13 名 

 


