


　皆様には、東京善意銀行の事業にご協力ご支援をいただき厚く感謝申し上げ

ます。

　おかげをもちまして平成29年度は、合計1,543件にのぼる現金、物品、招

待の寄附をお預かりし、福祉施設等へ皆様の善意をお贈りいたしました（配分

施設:延べ4,778カ所）。

　また、財政面から東京善意銀行を支えていただいている運営協力費は1,053

件、13,525,195円のご協力をいただきました。皆様のご協力に感謝申し上げ

ます。

　今後も、皆様の善意を福祉施設等へお届けする橋渡しの役割を務めてまいり

ますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

　東京善意銀行は都民・企業・団体の皆様の「社会の役に立ちたい、困ってい

る人の支援をしたい」という善意を生かすために、昭和39年10月に財団法人

東京善意協会として活動を始めました。昭和45年に東京善意銀行と改称し、

平成17年度から東京都社会福祉協議会に移管し事業を継続しています。

　皆様からお預かりした現金寄附は、福祉施設が必要とする物品の購入費用な

どとして、東京善意銀行運営委員会に諮り都内各福祉施設に配分します。また、

物品の預託や催物等の招待も、施設の希望内容と合うようにお贈りします。

　現金を寄附された方には「善意預託証」（領収書）を発行するとともに、贈り

先をご報告します。

※寄附金は所得税・都民税の寄附控除や法人税の損金算入対象になります。
※個人の方の寄附については、所得税の確定申告時に「所得控除」または「税額控除」
のいずれかを選択できます。

ごあいさつ

善意銀行のしくみ

社会福祉法人　東京都社会福祉協議会

会　 長　　青山　佾
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　平成29年度には、現金、物品、招待券等の寄附が、合計1,543件寄せられ

ました。そして、これらの善意の寄附を東京の福祉施設等に配分しました。

　それぞれの配分に際しては、寄附された方の意向を尊重しながら、施設の希

望や公平性も考慮しました。

　これらの活動に加え、寄附等についての各種相談・助言、募金箱募金、顕彰

等により「共助」による都民福祉の推進に努めました。改めて皆様のご協力に感

謝を申し上げるとともに、今後とも、引続きご支援くださいますようお願い申

し上げます。

（１）寄附総額

現金寄附（募金箱含む）  1,194件 46,827,815円

物品預託  136件

招待預託  213件

　合計  1,543件

（２）配分総額

現金寄附の配分 延 　263施設  34,277,436円

物品預託の配分 延 　945施設（延283,233点）

招待預託の配分 延 3,570施設（延 12,949人）

　合計 延 4,778施設

（３）運営協力費  1,053件 13,525,195円
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   寄 附金

　個人や企業・団体から寄せられた寄附金は寄附者のご意向を聴きながら、福

祉施設等が必要とする物品の購入費用などとして、各施設に配分しています。

　寄附金は「誕生日の記念として」、「社会貢献活動の一環として」、「例年継続

している」など様々な想いにより、寄せられています。

◎現金寄附者一覧

≪寄附≫

※寄附金合計（募金箱含む）　　1,194件　　46,827,815円

　現金の寄附は、個人や企業・団体から東京善意銀行に直接寄せられる場合と、

都内の金融機関や区役所等に設置されている「ともしび募金箱」によるものがあ

ります。

◎寄附金・募金箱募金の推移

2 現金の寄附と配分

株式会社ＩＣＤ

安部眞史

五十嵐秀之

ECO・Board合同会社　代表　佐藤芳次

遠藤耳鼻咽喉科・アレルギークリニック　遠藤朝彦

革新和菓子　船橋家

木下智文

クレハ労働組合

糀谷クリニック　鎌田昭次

子どもボランティア積金みらい契約者

坂邦雄

佐藤くみ子

新宿駅西口広場イベントコーナー出店者一同

親切会関東支部

スガモクラブ

巣鴨ジュニアクラブ

鈴木貴子

一般社団法人生命保険協会　東京都協会

積水化学労働組合

TAO均整閑　渡部乙清

Team ss-どらごん

有限会社ドゥ・ラック　金子和昭

一般社団法人東京馬主協会

東京新聞社会事業団

東京善意銀行友の会

一般財団法人東京都人材支援事業団

公益財団法人特別区協議会

ニチレイふれあい基金

株式会社日刊スポーツ新聞社

一般社団法人日本倶楽部

公益社団法人日本紅卍字会

一般社団法人日本プロトコール＆マナーズ協会

東日本旅客鉄道株式会社有楽町駅長

（株）ヒノマル食堂

富士通エフ・アイ・ピー労働組合

株式会社ホンダトレーディング

株式会社マルエツ

山中誠人

山田誠一郎

株式会社予詩

リアシス株式会社

（敬称略・五十音順・寄附者名掲載可の場合のみ・寄附者名は寄附当時の名称）

募金箱（円）

現金寄附（円）

0

500
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2,000

2,500

3,000

3,500

4,000
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5,000

（万円）

寄附金合計額
（円）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

1,695,617

32,870,009

1,669,421

34,602,026

1,720,191

39,687,287

1,445,257

34,901,756

平成29年度

1,693,308

45,134,507

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

34,565,626 36,271,447 41,407,478 36,347,013

平成29年度

46,827,815
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≪配分≫

※配分先合計　　延263施設　　34,277,436円

　東京善意銀行に寄附いただいた現金は、寄附者の意向を尊重しながら福祉施

設等が必要とする物品の購入費用などとして、東京善意銀行運営委員会に諮り

都内各福祉施設に助成金として配分決定しています。

　各施設に配分された助成金の主な使途は、高齢者施設では車椅子、ベッド、

介護用品やテレビ・加湿器等の電気製品などの購入、児童福祉施設では、スポー

ツ用品・玩具・自転車などの購入や児童養護施設から自立する卒園児を支援す

るための支度金、また障害者施設では生産活動で用いる各種機器やパソコン、

プロジェクターなどの電気製品などの購入となっています。また、種別を問わ

ず、掃除機や洗濯機など日常使用する家電、防災用品、イベント用品などの購

入がありました。

　このほか、自動車購入費として寄附をいただき、計7施設に、それぞれの福

祉活動に必要な自動車の購入費用として配分しました。

◎寄附金で購入された物品

   と もしび募金箱

　ともしび募金箱は、身近な場所で善意を伝えることができるよう、都庁・区

役所をはじめ銀行・信用金庫・信用組合等のご協力を得て、740箱設置してい

ます。これらの窓口等を訪れる都民の方から広く寄附をいただいております。

また募金の回収には各設置団体のご協力をいただいております。

◎募金箱設置団体機関

金融機関等に置かれている
卓上式小型募金箱

「ソファー」
ご利用者同士でおしゃべりをしたり、
ゆっくりとくつろいだりする

空間ができました。

「本棚」
子どもたちが集うホールに本棚を購入。
大好きなマンガ本が整理され、
とても喜んでいます。

三井住友銀行

八千代銀行

朝日信用金庫

興産信用金庫

小松川信用金庫

東京シティ信用金庫

足立成和信用金庫

東京三協信用金庫

西京信用金庫

西武信用金庫

昭和信用金庫

目黒信用金庫

東京信用金庫

城北信用金庫

瀧野川信用金庫

巣鴨信用金庫

青梅信用金庫

多摩信用金庫

東京東信用金庫

東信用組合

共立信用組合

江東信用組合

青和信用組合

東京都職員信用組合

中ノ郷信用組合

東京文化会館

大久保病院

東京区政会館

〈金融機関〉 〈その他募金箱設置箇所〉

東京都庁・23区内の区役所

（一部金融機関の支店・区役所では
設置しておりません）

〈募金箱設置行政〉

（団体・機関名は当時の名称）
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設置しておりません）

〈募金箱設置行政〉

（団体・機関名は当時の名称）
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　物品預託は、延べ136の企業・団体から、約28万点の品物が預託されました。
　車椅子、図書、玩具、文房具、衛生用品など、内容は様々です。

　これらは随時、施設からの希望を調整して、延945施設に配分しました。

◎物品寄附者一覧

3 物品の預託と配分

　催し物の招待券等は延べ213件、企業・団体等から12,949人分が預託され
ました。

　コンサート・演劇・サーカス・野球・サッカー・格闘技・古典芸能・展覧会・

体験型イベント、その他多彩な内容のご招待をいただきました。東京善意銀行

では、各施設からの参加人数や招待内容等について調整を行い、延3,570施設

の利用者の方々に楽しんでいただきました。

　日頃、外出機会の少ない施設利用者にとって、素敵な贈りものとなっています。

◎招待券等寄附者一覧

4 招待券等の預託と配分

株式会社アイエンター

石黒修悟

株式会社ウテナ

有限会社ＮＦＦ

オリンパス労働組合東京支部

関東アイスクリーム協会

株式会社ガイア

キクヤ昭島店

キクヤ千葉店

キクヤ戸田店

キクヤ船橋店

キリングループ労働組合協議会

キリングループ労働組合協議会　西関東支部

久保村方光

久保村カツ子

クラブ・デ・トラント

株式会社グラン

さくら情報システム株式会社

サンパレス大杉店

サンパレス本八幡店

株式会社ザ・ウォール

JXTG ホールディングス、JXTG グループ各社

一般社団法人尚友倶楽部

公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会東京協会

一般社団法人全国ビスケット協会

中外製薬労働組合

東京都蒟蒻協同組合

東京都食肉生活衛生同業組合

一般社団法人東京都人材支援事業団指定業者連絡会

東京都ミシン商工業協同組合

協同組合東京畳工事同志会

一般社団法人東京文具工業連盟

東興工業株式会社

株式会社トマック坂の上ドラッグ

日産化学工業株式会社

日信電子サービス株式会社

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

一般財団法人日本出版クラブ

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

公益財団法人日本農林漁業振興会

はしながおじさんプロジェクト

株式会社ハートフィール

日立物流まごころ基金

BBリサイクル推進会

プライム尾久店

プライム平井店

公益財団法人報知社会福祉事業団

ホンダ販売労働組合ホンダカーズ東京中央支部

株式会社ホンダトレーディング

牧嶋和夫

マルキ松戸店

三菱重工業株式会社・三菱重工労働組合本社支部

株式会社ＭＩＲＡＩ

株式会社メリーチョコレートカムパニー

森のライフスタイル研究所

モンテ物産株式会社

株式会社ユー・エス・ジェイ

株式会社龍角散

株式会社リンク・セオリー・ジャパン

株式会社ローソン（商品本部）

株式会社ＹＫイノアス

有限会社アイエムシー音楽出版
特定非営利活動法人ＡＣＴ．ＪＴ
ＮＰＯ　ＡＶＡ
公益財団法人井上バレエ団
公益財団法人江戸糸あやつり人形　結城座
株式会社エフエム東京
株式会社OFFICE 究斗
株式会社キップス
KCJ　GROUP 株式会社
Ｋトレーディング株式会社
サルバベルカント
施設のこどもたちを励ます会
シュートボクシング協会
公益財団法人昭和池田記念財団
公益財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団
一般社団法人スポーツ・トゥ－・ハート・プロジェクト
ＮＰＯ法人青少年の心を育てる会
一般社団法人全日本アミューズメント施設営業者協会連合会
田中ひろし＆たかこ
大日本プロレス
公益財団法人ダスキン愛の輪基金
社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団
株式会社電通関西支社
一般財団法人東京都人材支援事業団
東急グループ
東京尾張町ライオンズクラブ
東京海上日動サッカー部

東京原宿ライオンズクラブ
東京ヨットクラブ
東京リサーチ合奏団
株式会社日刊スポーツ新聞社
日本音楽文化交流協会
公益社団法人日本産業退職者協会
日本伝統芸能振興会
日本フルートフェスティヴァル in 東京 実行委員会
日本舞の会
株式会社バロックジャパンリミテッド
ヒルトン東京
ＰＵＲＥ－Ｊ女子プロレス
藤川流宗家藤川爵応
プーク人形劇場
公益財団法人報知社会福祉事業団
株式会社ボリショイサーカス
増島みどり、株式会社ＴｈｅＳＴＡＤＩＵＭ
三井住友海上管弦楽団
三井物産株式会社
三菱広報委員会
三菱商事株式会社

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

ＲＩＳＥクリエーション株式会社
株式会社リンク・セオリー・ジャパン
早稲田の杜金管合奏団

（敬称略・五十音順・寄附者名掲載可の場合のみ・寄附者名は寄附当時の名称）

（敬称略・五十音順・寄附者名掲載可の場合のみ・寄附者名は寄附当時の名称）
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　東京善意銀行に寄せられた寄附（現金、物品、招待）を、適正・公平に、また

各福祉施設の希望にできるだけ沿えるよう、毎年、福祉施設の現況把握と、必

要な物品等の把握のためのアンケートを行っています。また、寄附配分につい

て、より効果的できめ細かい対応ができるよう、平成29年度も福祉施設への

ヒアリング調査を行いました。

◎29年度のアンケート集約状況

・配分対象の福祉施設は約2,400施設

です。その種別内訳は、おおよそ障

害者関連施設6割、高齢者関連施設

2.5割、児童関連施設1割となってい

ます。

≪現金寄附の希望状況≫

・現金寄附による物品購入費用（助成

金/1施設15万円）を希望する福祉施

設は約7割です。

施設の希望品は施設種別に関わらず、

パソコンやテレビ等家電製品の希望

が多くありました。施設種別ごとの大

まかな希望品は下表のとおりでした。

5 福祉施設の希望する物品等の把握
≪物品寄附の希望状況≫

・自動車については、車いす仕様の「ある自動車」、「ない自動車」ともに、回答

施設の約3割が希望しています。高齢者関連施設では特に車いす仕様の車を

希望する施設が約7割ありました。

・物品の品目別では、施設種別を問わず家電製品、情報機器（パソコン等）の希

望が多くありました。次いで衛生用品や文具、食料品の希望がありました。

・高齢者関連施設では自動車、児童関連施設では家電製品、さらに玩具や文具

の希望が多く上がっています。

≪招待寄附の希望状況≫

・回答施設の約9割が何らかの招待寄附を希望しており、招待寄附への期待の

高さがうかがえます。

・希望分野では、野球、サーカスの希望が多く、演劇鑑賞や音楽鑑賞の希望が

続きます。

・種別ごとの特徴としては、高齢者関連施設では、クラッシックコンサートや

古典芸能の希望が他の種別に比べて高く、同様に児童関連施設では体験型イ

ベントやサッカーの招待希望が多くあります。また、障害者関連施設では、

格闘技の希望が多く、希望する招待の分野は種別ごとに違いがあります。

≪その他の必要な寄附や支援≫

・その他の必要な寄附や支援について聞いたところ、外出の困難な利用者へ外

出支援付きの招待行事や、施設を訪問してのコンサートや演劇会などを希望

する声がありました。

・また施設職員のスキルアップやメンタルヘルスのための講習や、イベント開

催のノウハウ、作業所の販売活動や広報への助言など、企業が有する専門性

を支援に活かしたいとの声もありました。

≪地域の企業・団体からの寄附状況≫

・身近な地域にある企業・団体から、定期的に寄附や支援を受けているのか確

認したところ、「受けている」と答えた施設は回答施設の3割でした。

・施設種別では、児童関連施設は約6割の施設で支援を「受けている」と回答が

あり、高齢者関連施設（28.5%）、障害者関連施設（26.8%）と比べると非常に

高いものとなりました。

高齢者関連
施設

児童関連
施設

障害者関連
施設

その他施設

車いす（チルト・リクライニング式）、高機能マットレスやベッドから離
れたことを知らせる離床センサー等の介護用品の希望が多い。

スポーツ用品を含む遊具、パソコン、洗濯機や掃除機などの家電製品の
希望が多い。

パソコン、タブレット、プロジェクター等の希望が多い。その他、洗濯機や
掃除機等の家電製品、電動自転車や授産活動のための業務用機器などを希望。

洗濯機や冷蔵庫など家電製品の希望が多い。

配分（助成）対象施設の内訳（平成29年度）

その他施設
6.7％

児童関連施設
13.8％

助成金配分の希望（平成29年度）

高齢関連施設
24.2％

障害関連施設
55.3％

善銀からの
助成希望有
69％

善銀からの
助成希望無
31％
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◎29年度に行った社会福祉施設へのヒアリング調査の概要

　効果的な配分を行うため、訪問調査を実施し、福祉施設の現状と課題把握に

努めました。平成29年度は、以下の種別の事業所に訪問し、寄附に係る要望

等についてうかがいました。

●軽費老人ホーム

「ご利用者は年に数回の季節の行事食を楽しみにしている。正月のおせち

料理などを寄附していただけるとありがたい。」

●児童養護施設・児童自立援助ホーム

「退所後の自立支援が課題になっている。学費をはじめとして家電製品や

布団など新生活に必要な備品や通学・通勤定期などの費用は、自立後の大き

な負担となっている。また、施設退所者へ寄附品を渡す、招待行事に誘うな

どして退所後もコミュニケーションをとるきっかけにできる。」

「在所中の児童には、旅行や職業体験など様々な体験機会の提供に、企業

や団体の力を借りられるとありがたい。」

●母子生活支援施設

「利用者の状況に合わせて招待や寄附を利用者支援に活用させてもらって

いる。入所直後、就職活動中、退所前など、必要なもの、支援は変わってく

るため、必要な時に必要な寄附が届くような、即応性のある寄附の橋渡しを

東京善意銀行に期待したい。」

●医療型障害児入所施設

「医療型障害児入所施設への入所児は重度化しており、施設での時間を豊

かに過ごすための寄附や招待に期待したい。」

6 顕彰と寄附者の新聞発表、広報活動

　現金、物品、招待などの寄附やボランティア活動などで顕著な功績のあった

105名の方 （々個人、団体）に対し、東京善意銀行から感謝状をお贈りし、日頃の

ご協力に感謝の意を表しました。また、東京都社会福祉大会への推薦を行いました。

　随時、東京善意銀行のFacebookに寄附贈呈式や招待見学等の状況を報告しまし

た。

（https://www.facebook.com/tokyozeniginkou/）

　東京新聞の協力により、様々な寄附をされた方々のご芳名と寄附内容を、

毎週火曜日朝刊の東京版に掲載していただいています。

「東京善意銀行の預託者」欄

贈呈式で本会から感謝状を贈呈
（左：施設希望品の贈呈式　右：招待寄附への贈呈）
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7 各種相談・助言

　企業・団体、都民の皆さまから、「福祉施設利用者のために何かできることはな

いか」「何か品物を送りたいがどうしたらよいか」等の相談が寄せられています。

東京善意銀行では、皆さまからの相談に対し、必要に応じて助言をさせていただ

いています。こうした相談・助言等を通じて、社会における善意の輪の拡大、さ

らには、寄附文化の醸成に寄与する活動を行っています。

　29年度も多くの企業・団体、都民の皆様からの「福祉の役にたちたい」とのお気

持ちを、都内福祉施設とその利用者に届ける橋渡しを行いました。

◎東京善意銀行への預託（寄附）の流れ

　寄附のお申し出が有益な社会貢献活動となるよう、ご要望等にあわせてご提案・

調整しています。

　事業運営に必要な経費として、東京都の補助金のほか、皆様から「運営協力費」
として、平成29年度は1,053件13,525,195円のご協力をいただきました。あ

らためて厚く御礼申し上げます。

◎運営協力費　協力者一覧

8 事業運営（運営協力費）

赤坂見附磯谷歯科室　磯谷一宏
特定非営利活動法人ＡＣＴ．ＪＴ
東信用組合
足立成和信用金庫
アビックグループ
伊藤典子
MS＆ADゆにぞんスマイルクラブ
青梅信用金庫
亀有信用金庫
川北和德
川西幹啓
交通遺児等を支援する会
狛江市民生児童委員協議会
コムシスエンジニアリング株式会社
JXTG ホールディングス株式会社
シュートボクシング協会
公益財団法人昭和池田記念財団
親切会関東支部
株式会社新潮社
宗教法人真如苑
杉浦健太郎
一般社団法人生命保険協会東京都協会
公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会東京協会
青和信用組合
株式会社世界貿易センタービルディング
せしもクリニック　瀬下由美子
壮光舎印刷株式会社
医療法人社団聡伸会今村医院
桑都ビル管理株式会社
立川市民生委員児童委員協議会
田村クリニック　田村清明
調布市民生児童委員協議会
手嶋康
一般社団法人田園調布医師会

株式会社東京エイドセンター
東京消防信用組合
東京信用保証協会
東京善意銀行友の会
公益社団法人東京都医師会
一般財団法人東京都営交通協力会
一般社団法人東京都交友会
東京都蒟蒻協同組合　理事長　柳澤繁男
公益社団法人東京都歯科医師会
一般社団法人東京都人材支援事業団指定業者連絡会
一般財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会
東京トヨペット株式会社
東京東信用金庫
東京リサーチ合奏団
トーア再保険株式会社
中山信孝
西日本シティ銀行東京支店
一般社団法人日本自動車販売協会連合会東京都支部
ニュー新橋クリニック
八王子市民生児童委員協議会
株式会社はとバス
日比野武
富士通エフ・アイ・ピー労働組合
北京敬老整体院　吉崎真海
舳松医院　舳松洋
公益財団法人報知社会福祉事業団
三鷹市民生児童委員協議会
三菱商事株式会社
メビレーション株式会社
山田富美江
山中誠人
株式会社ユー・エス・ジェイ
横溝清俊
株式会社レイアップ

（敬称略・五十音順・寄附者名掲載可の場合のみ・寄附者名は寄附当時の名称）

●現金寄附

②東京善意銀行より
「善意預託証（寄附領収書）」の発行

③東京善意銀行が施設を選定

④東京善意銀行運営委員会による審査

⑤福祉施設が希望する物品を購入

⑥東京善意銀行

⑦寄 附 者 様

※寄附先などのご相談

対象施設へ希望品調査・申請

配分内定・送金

報告

報告・基準により感謝状贈呈

寄附者様

●物品・招待寄附

②東京善意銀行が施設を選定し、
寄附内容の詳細を案内通知（募集）

③希望する施設は、東京善意銀行へ申込み

④東京善意銀行が希望施設を取りまとめ、
寄附者様へご報告

配分の実施

⑤福祉施設 寄附の受領

⑥寄 附 者 様

※寄附先などのご相談

必要に応じ、受領書の提出基準により感謝状贈呈

寄附者様

寄附のお申し出
①「物品・招待預託確認票」のご提出

寄附のお申し出
①「寄附確認票」のご提出・入金
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①「寄附確認票」のご提出・入金
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　事業の公正な運営を確保するため、運営委員会を設置し、事業の円滑な運営方

法や、配分等について審議しています。

【運営委員会】

東京善意銀行運営委員会委員名簿

◎間部　彰成

　大塚　　啓

　佐藤　佳則

　大関東支夫

　志賀　德壽

　加納　高仁

　北沢　　巌

　高橋　陽子

　松田　雄年

　内藤　榮一

　齋藤　裕文

〇西郷　泰之

　坂本　尚史

　小林　秀樹

東京商工会議所 理事・事務局長

東京新聞 事業管理部長

テレビ朝日福祉文化事業団 事務局長

東京都交友会 理事長

特別区協議会 常務理事

東京都共同募金会 常務理事

読売光と愛の事業団 福祉助成部長

日本フィランソロピー協会 理事長

東京家庭学校 校長

東京都民生児童委員連合会常任協議員

中央区社会福祉協議会 事務局長

大正大学 教授

東京都福祉保健局 生活福祉部長

東京都社会福祉協議会 事務局長

氏　名 所　　　属

（平成30年3月時点）

◎印－委員長　　○印－副委員長　　（敬称略）

　東社協は、社会福祉に関わる様々な課題の解決や、福祉サービスの向上な

どを目的として、広報・啓発や調査研究、講座・研修、ボランティア・市民

活動の推進、権利擁護、福祉人材の確保、政策提言など、幅広い活動を行っ

ている公共性の高い非営利の民間団体です。

　福祉サービス提供事業者、福祉団体、行政組織、ボランティアグループ、

NPOや市民活動団体、企業など、都内の福祉に関わる関係者の幅広いネット

ワークづくりを通して、だれもが暮らしやすい地域社会の実現を目指して活

動しています。

とうしゃきょう

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会（東社協）とは

　社会福祉協議会は、社会福祉法にもとづき、全国・都道府県・区市町村の

それぞれに組織されています。

　東社協は社会福祉法第110条にもとづいて、1951年1月8日に設立されま

した。

社会福祉協議会(社協)とは
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明大 

杏雲堂病院 

明大リバティタワー 

山の上ホテル 

三井住友海上 

ニコライ堂 

ローソン 

日大カザルスホール 

A5出口 

B1出口 

B3b
出口

三省堂 

サンクレール 

千
代
田
線

JR中央線・総武線 

丸の内線 

至新宿 至東京 

交番 

丸善 

日大 

日大病院 

東京
YWCA

お
茶
の
水
橋

聖
橋

御茶ノ水駅 

神保町駅 小川町駅 

御茶ノ水駅 

新
御
茶
ノ
水
駅

半蔵線門・三田線・新宿線 

三井住友海上 

ともしびマーク

だれもが持っている貴い " 愛の心 "
善意銀行のマークは、
心にともる愛のともしびを
両手でおおっているところを表しています

JR「御茶ノ水駅」より徒歩4分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」B3b出口より徒歩4分
東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄新宿線・三田線「神保町駅」A5出口より徒歩8分
都営地下鉄新宿線「小川町駅」B5出口より徒歩8分
東京メトロ丸の内線「御茶ノ水駅」より徒歩5分

午前9時～午後5時30分（土・日・祝・年末年始を除く）

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：http://www.tcsw.tvac.or.jp/zengin
メールアドレス：zen-i@tcsw.tvac.or.jp

Facebook：https://www.facebook.com/tokyozeniginkou/

交 通 機 関

窓 口 開 設 時 間

2018.6（1100）


	表1-4-web
	東京善意銀行平成29年度事業報告-web

