
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。 

 

 

＜２０１９年８月１日～８月３１日＞ 

 

現金寄附 

寄附者名 所在地 寄付額 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

東日本旅客鉄道株式会社有楽町駅長 千代田区   ¥119,174 

 

 

運営協力費 

寄附者名 所在地 寄付額 

東京自動車販売協会 品川区 ¥10,000 

立川市民生委員児童委員協議会 立川市 ¥10,000 

青梅信用金庫 青梅市 ¥10,000 

株式会社新潮社 新宿区 ¥10,000 

株式会社ＹＫイノアス 文京区 ¥10,000 

東京信用金庫 豊島区  ¥10,000 

横溝清俊 日野市 ¥10,000 

亀有信用金庫 葛飾区 ¥10,000 

株式会社東京エイドセンター 新宿区  ¥50,000 

公益財団法人昭和池田記念財団 品川区 ¥10,000 

交通遺児等を支援する会 渋谷区 ¥10,000 

桑都ビル管理株式会社 八王子市 ¥3,000 

中山信孝 新宿区 ¥3,000 

株式会社ユタカ 大田区 ¥10,000 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

高澤流舞踊研究所 代表 高澤まどか 渋谷区 ¥10,000 

株式会社世界貿易センタービルディング 港区 ¥10,000 

北京敬老整体院 吉崎真海 群馬県安

中市 

¥2,000 

せしもクリニック 瀬下由美子 調布市 ¥10,000 

株式会社はとバス 大田区 ¥10,000 

株式会社レイアップ 渋谷区 ¥100,000 

遠藤朝彦 品川区 ¥5,000 

西日本シティ銀行 東京支店 中央区 ¥10,000 



公益財団法人報知社会福祉事業団 港区 ¥10,000 

一般社団法人葛飾区医師会 葛飾区 ¥10,000 

☆ＪＸTGホールディングス株式会社 千代田区 ¥100,000 

青和信用組合 葛飾区 ¥10,000 

東京東信用金庫 墨田区 ¥10,000 

アビックグループ 港区 ¥10,000 

 

 

募金箱募金 

寄附者名 寄付額 

東京三協信用金庫 ¥356 

足立成和信用金庫 ¥28,872 

東京シティ信用金庫 ¥5,120 

興産信用金庫 ¥26,363 

目黒信用金庫 ¥6,680 

東京東信用金庫 ¥51,201 

巣鴨信用金庫 ¥21,531 

東京信用金庫 ¥20,114 

西京信用金庫 ¥16,790 

城北信用金庫 ¥3,060 

青梅信用金庫 ¥18,240 

昭和信用金庫 ¥7,533 

多摩信用金庫 ¥100,140 

瀧野川信用金庫 ¥64,162 

東信用組合 ¥3,370 

共立信用組合 ¥1,452 

中ノ郷信用組合 ¥11,814 

 

 

物品寄附 

寄附者名 所在地 物品名 数量 単位 

東興工業株式会社 台東区 ランドセル（クラリー

ノ製） 

20 個 

東京都食肉生活衛生同業組合 港区 とり肉（１００ｇ） 4674 名 

東京司法書士会 新宿区 カルピス 977 本 

プライム尾久店 北区 菓子詰合せ 2 箱 

サンパレス本八幡店 市川市 菓子詰合せ 2 箱 

株式会社エフエム東京 千代田区 書籍 26 冊 

古河産業株式会社 港区 家電製品 13 点 

合同会社ユー・エス・ジェイ 大阪府大阪市 キャラクター商品（衣

類、文具等） 

3312 点 

株式会社大塚商会 千代田区 オフィスチェア 1 脚 

 



招待寄附 

寄附者名 所在地 催事名 数量 単位 

Ｋトレーディング株式会社 港区 障がいをお持ちの方へ贈る招待コ

ンサート「ふれあいコンサート」 

130 名 

三菱商事株式会社 千代田区 東京国立博物館・特別鑑賞会『特

別展「三国志」』 

32 名 

一般社団法人日本パントマイム

協会 

台東区 舞台公演「ＪＡＰＡＮ ＰＡＮＴ

ＯＭＩＭＥ ＮＥＸＴ 日本のカ

ラダ パントマイムの未来」 

24 名 

ボリショイサーカス・インターナ

ショナル株式会社 

千代田区 ２０１９国立ボリショイサーカス 

横浜公演・幕張公演 

270 名 

株式会社日刊スポーツ新聞社 中央区 ２０１９神宮外苑花火大会 14 名 

ＰＵＲＥ－Ｊ女子プロレス 足立区 後楽園大会「旗揚げ２周年記念興

行～レインボーマウンテン２０１

９」 

48 名 

一般財団法人東京都人材支援事

業団 

新宿区 ファミリーコンサート「ファンタ

ジー・オーケストラ」 

24 名 

ミロク情報サービス・東京ヴェル

ディ株式会社 

稲城市 J リーグサッカー「東京ヴェルデ

ィ戦」（８月分） 

19 名 

株式会社ミモリ建設・東京ヴェル

ディ株式会社 

稲城市 J リーグサッカー「東京ヴェルデ

ィ戦」（８月分） 

20 名 

一般財団法人東京都人材支援事

業団 

新宿区 「モーツァルトで、おぺらく

ご！？」 

40 名 

ＷｉＺ 八街市 ＷｉZ イリュージョンマジック

ショー 

41 名 

大日本プロレス（有限会社四ツ葉

工芸） 

横浜市 大日本プロレス後楽園ホール大会 30 名 

公益財団法人報知社会福祉事業

団 

港区 東京ドームプロ野球観戦（7 月 26

日～8月 24日分） 

96 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月分） 

45 名 

ＯＺアカデミー女子プロレス 横浜市 ＯＺアカデミー女子プロレス「横

浜文化体育館大会」 

15 名 

  


