
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。 

 

＜２０１７年８月１日～８月３１日＞ 

現金寄附 

寄附者名 所在地 寄附額 

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 ¥173,471 

東京善意銀行友の会 千代田区 ¥23,700 

遠藤耳鼻咽喉科・アレルギークリニック 遠藤朝彦 品川区 ¥5,000 

山田誠一郎 狛江市 ¥3,000 

 

 

運営協力費 

寄附者名 所在地 寄附額 

赤坂見附磯谷歯科室 磯谷一宏 港区 ¥3,000 

株式会社レイアップ 渋谷区 ¥100,000 

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 

MS＆ADゆにぞんスマイルクラブ 中央区 ¥10,000 

一般社団法人 日本自動車販売協会連合会東京都支部 品川区 ¥10,000 

株式会社東京エイドセンター 新宿区 ¥50,000 

コムシスエンジニアリング株式会社 杉並区 ¥10,000 

手嶋康 千代田区 ¥10,000 

西日本シティ銀行 東京支店 中央区 ¥10,000 

東京都蒟蒻協同組合 理事長 柳澤繁男 千代田区 ¥10,000 

公益財団法人昭和池田記念財団 品川区 ¥10,000 

北京敬老整体院 吉崎真海 安中市 ¥2,000 

壮光舎印刷株式会社 荒川区 ¥10,000 

一般社団法人田園調布医師会 大田区 ¥10,000 

東京東信用金庫 墨田区 ¥10,000 

交通遺児等を支援する会 渋谷区 ¥10,000 

足立成和信用金庫 足立区 ¥10,000 

日比野武 目黒区 ¥2,000 

せしもクリニック 瀬下由美子 調布市 ¥10,000 

医療法人社団聡伸会今村医院 板橋区 ¥5,000 

川北和德 横浜市 ¥2,000 

公益財団法人報知社会福祉事業団 港区 ¥10,000 



株式会社新潮社 新宿区 ¥10,000 

桑都ビル管理株式会社 八王子市 ¥3,000 

亀有信用金庫 葛飾区 ¥10,000 

山中誠人 葛飾区 ¥1,000 

メビレーション株式会社 千代田区 ¥10,000 

東京消防信用組合 千代田区 ¥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 

トーア再保険株式会社 千代田区 ¥10,000 

株式会社ユー・エス・ジェイ 大阪市 ¥30,000 

株式会社世界貿易センタービルディング 港区 ¥10,000 

公益社団法人東京都歯科医師会 千代田区 ¥10,000 

調布市民生児童委員協議会 調布市 ¥10,000 

青和信用組合 葛飾区 ¥10,000 

特定非営利活動法人 ＡＣＴ．ＪＴ 豊島区 ¥10,000 

一般財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会 新宿区 ¥10,000 

東京信用保証協会 中央区 ¥50,000 

宗教法人真如苑 立川市 ¥50,000 

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 

シュートボクシング協会 台東区 ¥10,000 

株式会社はとバス 大田区 ¥10,000 

 

 

募金箱募金 

寄附者名 金額 

東京東信用金庫 ¥38,930 

中ノ郷信用組合 ¥11,286 

東京シティ信用金庫 ¥30,797 

西武信用金庫 ¥33,804 

足立成和信用金庫 ¥21,919 

東京三協信用金庫 ¥41 

城北信用金庫 ¥9,550 

青和信用組合 ¥1,036 

多摩信用金庫 ¥121,371 

東京信用金庫 ¥20,508 

共立信用組合 ¥634 

昭和信用金庫 ¥12,264 

瀧野川信用金庫 ¥91,029 

東信用組合 ¥2,296 

目黒信用金庫 ¥2,739 

青梅信用金庫 ¥29,026 



巣鴨信用金庫 ¥33,931 

八千代銀行 ¥226,357 

 

 

物品 

寄附者名 所在地 物品名 数量 単位 

中外製薬労働組合 中央区 テレビ、スピーカー 1 式 

株式会社ハートフィール 武蔵野市 子ども服 200 点 

有限会社ＮＦＦ 中央区 リュック、チョークバッグ、タンブラー 144 点 

株式会社トマック坂の上ドラッグ 文京区 イソジン製品 149741 本 

キクヤ千葉店 千葉市 菓子詰め合わせ 4 箱 

キクヤ戸田店 戸田市 菓子詰め合わせ 1 箱 

サンパレス本八幡 市川市 菓子詰め合わせ 1 箱 

プライム平井 江戸川区 菓子詰め合わせ 3 箱 

はしながおじさんプロジェクト 小浜市 子ども用はし 2946 膳 

株式会社ガイア 中央区 菓子詰め合わせ 32 箱 

 

 

 

招待 

寄附者名 所在地 催事名 数量 単位 

三菱商事株式会社 千代田区 「サンシャワー 東南アジアの現

代美術展」 

10 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」（8/11分） 

10 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「ヤクルトスワロ

ーズ戦」（8/22-8/26分） 

9 名 

ＰＵＲＥ－Ｊ女子プロレス 足立区 「ＰＵＲＥ－Ｊ女子プロレス 後楽

園大会」 

41 名 

日本伝統芸能振興会 中央区 「伝創館こども・若草歌舞伎夏公

演」 

141 名 

株式会社日刊スポーツ新聞社 中央区 「２０１７神宮外苑花火大会」 14 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」（8/20分） 

7 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「SEAdLINNNG～

SUMMER BLAST～」 

22 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 」

（8/25-8/26分） 

24 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」（8/23-8/27分） 

9 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 」

（8/29-8/31分） 

36 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「ドリームシリーズ 真

夏の後楽園決戦」 

30 名 

株式会社バロックジャパンリミテッド 目黒区 「東京ファミリーセール」 60 名 

 


