
善銀キャラクター「ともしびちゃん」
旅をしながら、寄附者の心にともった善意を

都内の福祉施設につないでいます。

一人ひとりの善意と地域をむすび
豊かな福祉社会と寄附文化の創造に貢献します

東京善意銀行
事業のご案内と令和3 年度実績報告

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会

東京善意銀行

寄附をいただきました皆様に感謝の意を表し、ご芳名を掲載いたします

●現金寄附●
山中 誠人　様
岡田 和香子　様
佐藤 くみ子　様
坂本 裕次　様
小針 宏之　様
瀧澤 タケ　様
藤ヶ谷 健一　様
平山 諒　様
鈴木 貴子　様
鳳凰 敦　様
糀谷クリニック　鎌田 昭次　様
JAIFA 東京協会第一生命分会　様
Yuki Yoga　様
クレハ労働組合　様
ニチレイふれあい基金　様
安心・安全防犯ボランティア瑞穂　代表　鳥海 幸子　様

（一財）東京都人材支援事業団　様
（一社）親切会関東支部　様
（一社）生命保険協会　東京都協会　様
（一社）東京馬主協会　様
（一社）日本倶楽部　様
株式会社いなげや　代表取締役社長　本杉 吉員　様
株式会社マルエツ　様

（公財）特別区協議会　様
（公社）日本紅卍字会　様
子どもボランティア積金みらい契約者　様
社会教育団体 LWC　様
東京新聞社会事業団　様
新宿駅西口広場イベントコーナー出店者一同　様
東京都電気工事工業組合　理事長　天野 春夫　様
日本ドールハウス協会　様

●招待寄附●
（公財）報知社会福祉事業団　様
（福）読売光と愛の事業団　様
株式会社ミロク情報サービス　様
東京ヴェルディ株式会社　様
三菱商事株式会社　様
株式会社ニチレイフーズ・株式会社ニチレイフレッシュ　様

（福）テレビ朝日福祉文化事業団　様
有限会社プーク人形劇場　様

日本音楽文化交流協会　様
KCJ GROUP 株式会社　様

（特非）ACT.JT　様
Kトレーディング株式会社　様
三菱広報委員会　様
RISE クリエーション株式会社　様
PURE-J 女子プロレス　様
シュートボクシング協会　様

（公財）新日本フィルハーモニー交響楽団　様

●物品寄附●
ENEOS ホールディングス株式会社　様

（特非）全日本パエリア連盟　様
VF ジャパン株式会社　様
アビックグループ　様
アラムコ・アジア・ジャパン株式会社　様
イーオクト株式会社　様
オリンパス労働組合　東京支部　様
サンパレス大杉店　様
サンパレス本八幡店　様
テンデイズゲームズ　様
プライム尾久店　様
ホンダ販売労働組合　ホンダカーズ東京中央支部　様
モンテ物産株式会社　様

（一財）日本出版クラブ　会長　野間 省伸　様
（一社）全国ビスケット協会　様
（一社）東京都人材支援事業団指定業者連絡会　様
（一社）尚友倶楽部　様
（一社）東京文具工業連盟　様
株式会社ガイア　様
株式会社三菱 UFJ 銀行　様
株式会社読売巨人軍　様
株式会社 Angel R　様
株式会社 ART OF LIFE　様
株式会社 COLORS　様
株式会社 elpha　様
株式会社 FDYK　様
株式会社 NextMeats　様
株式会社 XY　様
株式会社アートカフェ　様
株式会社アイデア　様
株式会社キーホー　様

株式会社コパ・コーポレーション　様
株式会社サン・バイオ　様
株式会社スナックミー　様
株式会社トレミール　様
株式会社トレンドリンクス　様
株式会社メリーチョコレートカムパニー　様
株式会社レイアップ　様
株式会社一蘭　様
株式会社小田急百貨店　様
株式会社大塚商会　様
株式会社朝日新聞社　おしごとはくぶつかん編集部　様
株式会社日本 M&A センター　様
ジブラルタ生命保険株式会社　様
大樹生命保険株式会社　様
FWD 富士生命保険株式会社　様
株式会社日本カストディ銀行　様
株式会社日本パブリックリレーションズ研究所　様
株式会社包む　様
関東アイスクリーム協会　様
協同組合東京畳工事同志会　様
古河産業株式会社　様

（公財）みずほ福祉助成財団　様
（公財）日本農林漁業振興会　様
（公財）報知社会福祉事業団　様

三菱重工業株式会社・三菱重工グループ労働組合連合会　本社・横浜地区本部　様
三菱商事株式会社　様

（福）読売光と愛の事業団　様
手の長いおじさんプロジェクト　様
全国本田労働組合連合会
　　　　　　  東京地方協議会　議長　増本 宏明　様
中外製薬労働組合　様
長瀬産業株式会社　様
東京センチュリー株式会社　様
東京ヨットクラブ　様
東京都食肉生活衛生同業組合　様
東京都蒟蒻協同組合　様
東興工業株式会社　様
日産化学株式会社　様
武田薬品工業株式会社　様
読売巨人軍　大竹 寛　様
読売巨人軍　今村 信貴　様
木下 利彦・美恵子　様

●東京善意銀行運営協力費●
日比野 武　様
山中 誠人　様
川西 幹啓　様
中村 正弘　様
長野 勝英　様
藤代 國忠　様
坂本 裕次　様
川本 敏郎　様
田村クリニック　田村 清明　様
赤坂見附磯谷歯科室　磯谷 一宏　様
せしもクリニック　瀬下 由美子　様
東京善意銀行友の会　様

（宗）真如苑　様
（公財）昭和池田記念財団　様
CQ 出版株式会社　様
株式会社世界貿易センタービルディング　様
株式会社新潮社　様
三菱商事株式会社　様

コムシスエンジニアリング株式会社　様
トモエ商事株式会社　様

（一社）日本自動車販売協会連合会東京都支部　様
日中学生学者基督徒福音傳播協会　様
株式会社東京エイドセンター　様
ニュー新橋クリニック　様
社会教育団体 LWC　代表　小山 悦子　様

（公財）特別区協議会　様
（特非）交通遺児等を支援する会　様
（一社）葛飾区医師会　様
（公社）調布市医師会　様
（一社）生命保険協会　東京都協会　様
（一社）東京都交友会　様
（一財）東京都営交通協力会　様
日本ドールハウス協会　様
リアシス株式会社　様
アビックグループ　様

（公財）報知社会福祉事業団　様
（特非）イエロー・エンジェル　様

（一社）東京都人材支援事業団指定業者連絡会　様
東京都蒟蒻協同組合　様
株式会社大塚商会　様
小平市民生委員児童委員協議会　様
八王子市民生委員児童委員協議会　様
三鷹市民生・児童委員協議会　様
立川市民生委員・児童委員協議会　様
青梅信用金庫　様
東京東信用金庫　様
東京信用金庫　様
亀有信用金庫　様
青和信用組合　様
七島信用組合　様
東京消防信用組合　様

●ともしび募金箱の設置協力●
朝日信用金庫 様
興産信用金庫　様
小松川信用金庫　様
東京シティ信用金庫　様
足立成和信用金庫　様
瀧野川信用金庫　様
西京信用金庫　様 
昭和信用金庫　様
目黒信用金庫　様
東京信用金庫　様

城北信用金庫　様
東京三協信用金庫　様
巣鴨信用金庫　様
青梅信用金庫　様 
多摩信用金庫　様
東京東信用金庫　様
東信用組合　様
江東信用組合　様
青和信用組合　様
東京都職員信用組合　様
中ノ郷信用組合　様 

共立信用組合　様
東京文化会館　様    
大久保病院　様
東京区政会館　様
東京都内区役所
東京都庁第一・第二本庁舎１階総合案内
東京都庁 45 階 北・南展望室
東京都福祉保健局

　　　　　　　　　順不同。匿名の方を除く。 

社会福祉法人　東京都社会福祉協議会　東京善意銀行
〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台１－８－１１　東京 YWCA 会館３階
TEL：03-5283-6890　　FAX：03-5283-6997
ホームページ：https://www.tcsw.tvac.or.jp/zengin/
メールアドレス：zen-i@tcsw.tvac.or.jp
いただいた寄附や福祉施設等への配分について Twitter で発信しています。 Twitter 2022.6
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皆様には、東京の福祉へのご理解と東京善意銀行事業へのご支援を賜りまして厚く感謝申し上げます。
東京善意銀行は「社会のために何か役に立ちたい」という善意を活かす目的により、昭和39年設立の財団法人東京善
意協会を起源としています。昭和45年に現在の名称に変更し、平成17年より東京都社会福祉協議会に事業が移り今
日に至ります。
お蔭様で令和３年度は、合計1,231件の現金、物品、招待の寄附を都内の福祉施設等へお贈りさせていただきました。
また運営協力費につきましては、12,819,562円の支援を頂戴いたしました。ご厚意を賜りました皆様に心より御礼
申し上げます。
これからも、皆様の善意と地域を結ぶ役割を果たしながら、東京の豊かな福祉社会と寄附文化の創造に貢献する所存
です。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

◉現金寄附
都民の皆様をはじめ企業・団体からの寄附金に加えて、都内564個所に置く「ともしび募金箱」に募金をお寄せいただきました。

◉物品寄附
企業・団体より市販品などの物品をご寄附いただきました。

◉招待寄附
スポーツの試合やコンサート、演劇、展覧会などの招待券をご寄附いただきました。

【寄附年間実績数】

◉運営協力費への寄附
東京善意銀行の運営費は、東京都の補助金と皆様からの運営協力費で支えられています。令和３年度は1,109件、12,819,562円
の寄附をいただきました。

＜現金寄附または運営協力費の寄附受付方法＞
・クレジットカードによる寄附
東京善意銀行ホームページにある専用
フォームに必要事項を入力いただくと、
決済が完了します。

・金融機関への振込による寄附　※口座名義はいずれも「東京善意銀行」です
ゆうちょ銀行　00130-7-685694
みずほ銀行　飯田橋支店　普通預金　2342989
三井住友銀行　飯田橋支店　普通預金　6749431
三菱ＵＦＪ銀行　飯田橋支店　普通預金　1082004

※東京善意銀行への寄附金は、所得税・都民税の寄附控除や法人税における損金に算入されます。（個人の寄附の場合、確定申告で「所得控除」
または「税額控除」のいずれかを選ぶことができます）

※領収書（善意預託証）を発行しますので、ご寄付の前にはご連絡いただくようお願いします。

寄附者の意向と福祉施設等の希望にもとづき配分先の選定を行った結果、本年度は合計4,232団体に配分を行いました。
◉助成金
現金寄附を原資として、社会福祉施設等の備品購入への助成を行いました。

◉児童自立支援祝金の贈呈
現金寄附を原資として、児童養護施設や里親から自立して進学や就職する方にお祝い金の贈呈を行いました。
令和３年度は167名に合計3,340,000円を贈呈しました。

◉物品の寄贈
寄附いただきました物品は、高齢者、子ども、障害などの分野で福祉活動に取り組む施設・団体にお贈りしました。

◉招待券の寄贈（催事・イベントへの招待）
催事・イベントへの招待券は、高齢者、子ども、障害などの分野で福祉活動に取り組む施
設・団体にお贈りしました。

【配分年間実績数】

東京善意銀行は、福祉への寄附をお考えの皆様よりご相談を承りながら、意向に応じた寄附が実現されるようお手伝いしております。
◉主な寄附の種類
　現金の寄附
施設等で必要とする物品の購入費用や児童養護施設や里親より自立する若者へのお
祝い金に充てられます。

　物品の寄贈（物品寄附）
　　企業・法人様より寄贈の物品を福祉施設等に橋渡しを行います。
　　※中古品はお断りしています。
　催事への招待（招待寄附）
スポーツの試合やコンサート、演劇、展覧会など催事・イベントへの招待のとりまと
めをお手伝いします。

◉寄附の申し出から配分まで（現金寄附の場合）

◉福祉施設等への配分希望調査を毎年実施
寄附先の提案にあたり、毎年都内の福祉施設等を対象に配分希望のアンケート調査や、東京善意銀行スタッフによるヒアリン
グ調査を実施しています。令和３年度のアンケート調査では、2,399団体に調査票を配布し、1,090団体より回答がありました。

【アンケート調査結果より】
現金のご寄附をいただけると、その時にもっとも必要な備品が購入できることから、とてもありがたいです。
（高齢者の支援を行う事業所）

外出の制限がある中、施設内のイベントやレクリエーションに使える寄附をいただけるとありがたいです。
（子ども・家庭福祉の支援を行う事業所）

コンサートやスポーツ観戦を楽しみにしている利用者がたくさんいます。
（障害がある方への支援を行う事業所）

◉寄附の公正な配分のために―運営委員会の設置
助成金などの配分が公正に行えるよう、学識経験者等で構成する東京善意銀行運営委
員会で配分について審議いただいております。

　　
◉ご厚意への謝意として
寄附者のご芳名は、中日新聞東京本社のご協力を得て東京新聞（東京版）「東京善意銀行
の預託者」欄でご紹介します。（掲載可の方のみ）
また東京善意銀行のウェブサイトや、東京都社会福祉協議会の機関誌（福祉広報）に寄附の報告を随時掲載します。
顕著な功績のあった寄附者には、東京善意銀行より感謝状を贈呈しています。
令和３年度は、129の個人ならびに団体に贈呈しました。

〈東京善意銀行運営委員会〉
湊元 良明（東京商工会議所理事・事務局長）
中田 順子（東京新聞事業管理部長）
平野 穣（台東区社会福祉協議会事務局長）
入澤 幸（特別区協議会常務理事）
北沢 巌（読売光と愛の事業団福祉助成部長）
加納 高仁（東京都共同募金会常務理事）　      
高橋 陽子（日本フィランソロピー協会理事長）

大関 東支夫（東京都交友会理事長）
中村 喜美子（東京都民生児童委員連合会常任協議員）
松田 雄年（東京家庭学校校長）
大島 隆代（早稲田大学人間科学学術院准教授）
高橋 博則（東京都福祉保健局生活福祉部長）
新内 康丈（東京都社会福祉協議会事務局長）
　※2022年４月１日現在

コンサートの招待やお菓子の寄附などをいただき、子ども達もとてもうれしそうにしています。（障害がある子どもの支援を行う福祉施設）
幅広い寄附の案内をいただけるので、利用者や職員の楽しみのひとつになっています。（高齢者の支援を行う福祉施設）
車いすを購入したいものの予算が厳しい時、助成金の案内をいただき大変ありがたかったです。（高齢者の支援を行う福祉施設）
寄附をお寄せいただく皆様のあたたかい気持ちにうれしくなります。（子どもの支援を行う福祉施設）
演劇、スポーツ観戦など楽しいイベントにたくさん参加させていただきました。（障害がある方の支援を行う事業所）

社会福祉施設への自動車寄贈

東京善意銀行のともしび募金箱

ご寄附への感謝状贈呈

*市価額による換算

助成金でエアコンを購入した施設より、
快適な環境になったと喜びの声を
いただきました。

件　数
評価額

詳　細

現金寄附
1,008件

27,328,604円
個人　82件
団体　99件
募金箱 827件

物品寄附
159件

347,641,648円*

959,507点

招待寄附
64件

14,811,390円*

4,094人

合　計
1,231件

389,781,642円

内
　訳

物
品
総
数

招
待
人
数

高齢福祉の活動
子ども・家庭福祉の活動
障害福祉の活動
その他の福祉活動

配分件数及び配分額

現金寄附（助成金）
34団体
7団体
62団体
3団体

106団体
20,987,299円

物品寄附
526団体

1,105団体
1,608団体

37団体

3,276団体

招待寄附
104団体
239団体
484団体
23団体

850団体

合　計
664団体

1,351団体
2,154団体

63団体

4,232団体



感
謝
の
言
葉

皆様には、東京の福祉へのご理解と東京善意銀行事業へのご支援を賜りまして厚く感謝申し上げます。
東京善意銀行は「社会のために何か役に立ちたい」という善意を活かす目的により、昭和39年設立の財団法人東京善
意協会を起源としています。昭和45年に現在の名称に変更し、平成17年より東京都社会福祉協議会に事業が移り今
日に至ります。
お蔭様で令和３年度は、合計1,231件の現金、物品、招待の寄附を都内の福祉施設等へお贈りさせていただきました。
また運営協力費につきましては、12,819,562円の支援を頂戴いたしました。ご厚意を賜りました皆様に心より御礼
申し上げます。
これからも、皆様の善意と地域を結ぶ役割を果たしながら、東京の豊かな福祉社会と寄附文化の創造に貢献する所存
です。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

◉現金寄附
都民の皆様をはじめ企業・団体からの寄附金に加えて、都内564個所に置く「ともしび募金箱」に募金をお寄せいただきました。

◉物品寄附
企業・団体より市販品などの物品をご寄附いただきました。

◉招待寄附
スポーツの試合やコンサート、演劇、展覧会などの招待券をご寄附いただきました。

【寄附年間実績数】

◉運営協力費への寄附
東京善意銀行の運営費は、東京都の補助金と皆様からの運営協力費で支えられています。令和３年度は1,109件、12,819,562円
の寄附をいただきました。

＜現金寄附または運営協力費の寄附受付方法＞
・クレジットカードによる寄附
東京善意銀行ホームページにある専用
フォームに必要事項を入力いただくと、
決済が完了します。

・金融機関への振込による寄附　※口座名義はいずれも「東京善意銀行」です
ゆうちょ銀行　00130-7-685694
みずほ銀行　飯田橋支店　普通預金　2342989
三井住友銀行　飯田橋支店　普通預金　6749431
三菱ＵＦＪ銀行　飯田橋支店　普通預金　1082004

※東京善意銀行への寄附金は、所得税・都民税の寄附控除や法人税における損金に算入されます。（個人の寄附の場合、確定申告で「所得控除」
または「税額控除」のいずれかを選ぶことができます）

※領収書（善意預託証）を発行しますので、ご寄付の前にはご連絡いただくようお願いします。

寄附者の意向と福祉施設等の希望にもとづき配分先の選定を行った結果、本年度は合計4,232団体に配分を行いました。
◉助成金
現金寄附を原資として、社会福祉施設等の備品購入への助成を行いました。

◉児童自立支援祝金の贈呈
現金寄附を原資として、児童養護施設や里親から自立して進学や就職する方にお祝い金の贈呈を行いました。
令和３年度は167名に合計3,340,000円を贈呈しました。

◉物品の寄贈
寄附いただきました物品は、高齢者、子ども、障害などの分野で福祉活動に取り組む施設・団体にお贈りしました。

◉招待券の寄贈（催事・イベントへの招待）
催事・イベントへの招待券は、高齢者、子ども、障害などの分野で福祉活動に取り組む施
設・団体にお贈りしました。

【配分年間実績数】

東京善意銀行は、福祉への寄附をお考えの皆様よりご相談を承りながら、意向に応じた寄附が実現されるようお手伝いしております。
◉主な寄附の種類
　現金の寄附
施設等で必要とする物品の購入費用や児童養護施設や里親より自立する若者へのお
祝い金に充てられます。

　物品の寄贈（物品寄附）
　　企業・法人様より寄贈の物品を福祉施設等に橋渡しを行います。
　　※中古品はお断りしています。
　催事への招待（招待寄附）
スポーツの試合やコンサート、演劇、展覧会など催事・イベントへの招待のとりまと
めをお手伝いします。

◉寄附の申し出から配分まで（現金寄附の場合）

◉福祉施設等への配分希望調査を毎年実施
寄附先の提案にあたり、毎年都内の福祉施設等を対象に配分希望のアンケート調査や、東京善意銀行スタッフによるヒアリン
グ調査を実施しています。令和３年度のアンケート調査では、2,399団体に調査票を配布し、1,090団体より回答がありました。

【アンケート調査結果より】
現金のご寄附をいただけると、その時にもっとも必要な備品が購入できることから、とてもありがたいです。
（高齢者の支援を行う事業所）

外出の制限がある中、施設内のイベントやレクリエーションに使える寄附をいただけるとありがたいです。
（子ども・家庭福祉の支援を行う事業所）

コンサートやスポーツ観戦を楽しみにしている利用者がたくさんいます。
（障害がある方への支援を行う事業所）

◉寄附の公正な配分のために―運営委員会の設置
助成金などの配分が公正に行えるよう、学識経験者等で構成する東京善意銀行運営委
員会で配分について審議いただいております。

　　
◉ご厚意への謝意として
寄附者のご芳名は、中日新聞東京本社のご協力を得て東京新聞（東京版）「東京善意銀行
の預託者」欄でご紹介します。（掲載可の方のみ）
また東京善意銀行のウェブサイトや、東京都社会福祉協議会の機関誌（福祉広報）に寄附の報告を随時掲載します。
顕著な功績のあった寄附者には、東京善意銀行より感謝状を贈呈しています。
令和３年度は、129の個人ならびに団体に贈呈しました。

〈東京善意銀行運営委員会〉
湊元 良明（東京商工会議所理事・事務局長）
中田 順子（東京新聞事業管理部長）
平野 穣（台東区社会福祉協議会事務局長）
入澤 幸（特別区協議会常務理事）
北沢 巌（読売光と愛の事業団福祉助成部長）
加納 高仁（東京都共同募金会常務理事）　      
高橋 陽子（日本フィランソロピー協会理事長）

大関 東支夫（東京都交友会理事長）
中村 喜美子（東京都民生児童委員連合会常任協議員）
松田 雄年（東京家庭学校校長）
大島 隆代（早稲田大学人間科学学術院准教授）
高橋 博則（東京都福祉保健局生活福祉部長）
新内 康丈（東京都社会福祉協議会事務局長）
　※2022年４月１日現在

コンサートの招待やお菓子の寄附などをいただき、子ども達もとてもうれしそうにしています。（障害がある子どもの支援を行う福祉施設）
幅広い寄附の案内をいただけるので、利用者や職員の楽しみのひとつになっています。（高齢者の支援を行う福祉施設）
車いすを購入したいものの予算が厳しい時、助成金の案内をいただき大変ありがたかったです。（高齢者の支援を行う福祉施設）
寄附をお寄せいただく皆様のあたたかい気持ちにうれしくなります。（子どもの支援を行う福祉施設）
演劇、スポーツ観戦など楽しいイベントにたくさん参加させていただきました。（障害がある方の支援を行う事業所）

社会福祉施設への自動車寄贈

東京善意銀行のともしび募金箱

ご寄附への感謝状贈呈

*市価額による換算

助成金でエアコンを購入した施設より、
快適な環境になったと喜びの声を
いただきました。

件　数
評価額

詳　細

現金寄附
1,008件

27,328,604円
個人　82件
団体　99件
募金箱 827件

物品寄附
159件

347,641,648円*

959,507点

招待寄附
64件

14,811,390円*

4,094人

合　計
1,231件

389,781,642円

内
　訳

物
品
総
数

招
待
人
数

高齢福祉の活動
子ども・家庭福祉の活動
障害福祉の活動
その他の福祉活動

配分件数及び配分額

現金寄附（助成金）
34団体
7団体
62団体
3団体

106団体
20,987,299円

物品寄附
526団体

1,105団体
1,608団体

37団体

3,276団体

招待寄附
104団体
239団体
484団体
23団体

850団体

合　計
664団体

1,351団体
2,154団体

63団体

4,232団体



善銀キャラクター「ともしびちゃん」
旅をしながら、寄附者の心にともった善意を

都内の福祉施設につないでいます。

一人ひとりの善意と地域をむすび
豊かな福祉社会と寄附文化の創造に貢献します

東京善意銀行
事業のご案内と令和3 年度実績報告

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会

東京善意銀行

寄附をいただきました皆様に感謝の意を表し、ご芳名を掲載いたします

●現金寄附●
山中 誠人　様
岡田 和香子　様
佐藤 くみ子　様
坂本 裕次　様
小針 宏之　様
瀧澤 タケ　様
藤ヶ谷 健一　様
平山 諒　様
鈴木 貴子　様
鳳凰 敦　様
糀谷クリニック　鎌田 昭次　様
JAIFA 東京協会第一生命分会　様
Yuki Yoga　様
クレハ労働組合　様
ニチレイふれあい基金　様
安心・安全防犯ボランティア瑞穂　代表　鳥海 幸子　様

（一財）東京都人材支援事業団　様
（一社）親切会関東支部　様
（一社）生命保険協会　東京都協会　様
（一社）東京馬主協会　様
（一社）日本倶楽部　様
株式会社いなげや　代表取締役社長　本杉 吉員　様
株式会社マルエツ　様

（公財）特別区協議会　様
（公社）日本紅卍字会　様
子どもボランティア積金みらい契約者　様
社会教育団体 LWC　様
東京新聞社会事業団　様
新宿駅西口広場イベントコーナー出店者一同　様
東京都電気工事工業組合　理事長　天野 春夫　様
日本ドールハウス協会　様

●招待寄附●
（公財）報知社会福祉事業団　様
（福）読売光と愛の事業団　様
株式会社ミロク情報サービス　様
東京ヴェルディ株式会社　様
三菱商事株式会社　様
株式会社ニチレイフーズ・株式会社ニチレイフレッシュ　様

（福）テレビ朝日福祉文化事業団　様
有限会社プーク人形劇場　様

日本音楽文化交流協会　様
KCJ GROUP 株式会社　様

（特非）ACT.JT　様
Kトレーディング株式会社　様
三菱広報委員会　様
RISE クリエーション株式会社　様
PURE-J 女子プロレス　様
シュートボクシング協会　様

（公財）新日本フィルハーモニー交響楽団　様

●物品寄附●
ENEOS ホールディングス株式会社　様

（特非）全日本パエリア連盟　様
VF ジャパン株式会社　様
アビックグループ　様
アラムコ・アジア・ジャパン株式会社　様
イーオクト株式会社　様
オリンパス労働組合　東京支部　様
サンパレス大杉店　様
サンパレス本八幡店　様
テンデイズゲームズ　様
プライム尾久店　様
ホンダ販売労働組合　ホンダカーズ東京中央支部　様
モンテ物産株式会社　様

（一財）日本出版クラブ　会長　野間 省伸　様
（一社）全国ビスケット協会　様
（一社）東京都人材支援事業団指定業者連絡会　様
（一社）尚友倶楽部　様
（一社）東京文具工業連盟　様
株式会社ガイア　様
株式会社三菱 UFJ 銀行　様
株式会社読売巨人軍　様
株式会社 Angel R　様
株式会社 ART OF LIFE　様
株式会社 COLORS　様
株式会社 elpha　様
株式会社 FDYK　様
株式会社 NextMeats　様
株式会社 XY　様
株式会社アートカフェ　様
株式会社アイデア　様
株式会社キーホー　様

株式会社コパ・コーポレーション　様
株式会社サン・バイオ　様
株式会社スナックミー　様
株式会社トレミール　様
株式会社トレンドリンクス　様
株式会社メリーチョコレートカムパニー　様
株式会社レイアップ　様
株式会社一蘭　様
株式会社小田急百貨店　様
株式会社大塚商会　様
株式会社朝日新聞社　おしごとはくぶつかん編集部　様
株式会社日本 M&A センター　様
ジブラルタ生命保険株式会社　様
大樹生命保険株式会社　様
FWD 富士生命保険株式会社　様
株式会社日本カストディ銀行　様
株式会社日本パブリックリレーションズ研究所　様
株式会社包む　様
関東アイスクリーム協会　様
協同組合東京畳工事同志会　様
古河産業株式会社　様

（公財）みずほ福祉助成財団　様
（公財）日本農林漁業振興会　様
（公財）報知社会福祉事業団　様

三菱重工業株式会社・三菱重工グループ労働組合連合会　本社・横浜地区本部　様
三菱商事株式会社　様

（福）読売光と愛の事業団　様
手の長いおじさんプロジェクト　様
全国本田労働組合連合会
　　　　　　  東京地方協議会　議長　増本 宏明　様
中外製薬労働組合　様
長瀬産業株式会社　様
東京センチュリー株式会社　様
東京ヨットクラブ　様
東京都食肉生活衛生同業組合　様
東京都蒟蒻協同組合　様
東興工業株式会社　様
日産化学株式会社　様
武田薬品工業株式会社　様
読売巨人軍　大竹 寛　様
読売巨人軍　今村 信貴　様
木下 利彦・美恵子　様

●東京善意銀行運営協力費●
日比野 武　様
山中 誠人　様
川西 幹啓　様
中村 正弘　様
長野 勝英　様
藤代 國忠　様
坂本 裕次　様
川本 敏郎　様
田村クリニック　田村 清明　様
赤坂見附磯谷歯科室　磯谷 一宏　様
せしもクリニック　瀬下 由美子　様
東京善意銀行友の会　様

（宗）真如苑　様
（公財）昭和池田記念財団　様
CQ 出版株式会社　様
株式会社世界貿易センタービルディング　様
株式会社新潮社　様
三菱商事株式会社　様

コムシスエンジニアリング株式会社　様
トモエ商事株式会社　様

（一社）日本自動車販売協会連合会東京都支部　様
日中学生学者基督徒福音傳播協会　様
株式会社東京エイドセンター　様
ニュー新橋クリニック　様
社会教育団体 LWC　代表　小山 悦子　様

（公財）特別区協議会　様
（特非）交通遺児等を支援する会　様
（一社）葛飾区医師会　様
（公社）調布市医師会　様
（一社）生命保険協会　東京都協会　様
（一社）東京都交友会　様
（一財）東京都営交通協力会　様
日本ドールハウス協会　様
リアシス株式会社　様
アビックグループ　様

（公財）報知社会福祉事業団　様
（特非）イエロー・エンジェル　様

（一社）東京都人材支援事業団指定業者連絡会　様
東京都蒟蒻協同組合　様
株式会社大塚商会　様
小平市民生委員児童委員協議会　様
八王子市民生委員児童委員協議会　様
三鷹市民生・児童委員協議会　様
立川市民生委員・児童委員協議会　様
青梅信用金庫　様
東京東信用金庫　様
東京信用金庫　様
亀有信用金庫　様
青和信用組合　様
七島信用組合　様
東京消防信用組合　様

●ともしび募金箱の設置協力●
朝日信用金庫 様
興産信用金庫　様
小松川信用金庫　様
東京シティ信用金庫　様
足立成和信用金庫　様
瀧野川信用金庫　様
西京信用金庫　様 
昭和信用金庫　様
目黒信用金庫　様
東京信用金庫　様

城北信用金庫　様
東京三協信用金庫　様
巣鴨信用金庫　様
青梅信用金庫　様 
多摩信用金庫　様
東京東信用金庫　様
東信用組合　様
江東信用組合　様
青和信用組合　様
東京都職員信用組合　様
中ノ郷信用組合　様 

共立信用組合　様
東京文化会館　様    
大久保病院　様
東京区政会館　様
東京都内区役所
東京都庁第一・第二本庁舎１階総合案内
東京都庁 45 階 北・南展望室
東京都福祉保健局

　　　　　　　　　順不同。匿名の方を除く。 

社会福祉法人　東京都社会福祉協議会　東京善意銀行
〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台１－８－１１　東京 YWCA 会館３階
TEL：03-5283-6890　　FAX：03-5283-6997
ホームページ：https://www.tcsw.tvac.or.jp/zengin/
メールアドレス：zen-i@tcsw.tvac.or.jp
いただいた寄附や福祉施設等への配分について Twitter で発信しています。 Twitter 2022.6


