
預託金６月
預託月日 寄付者名 住所 預託内容 科目 指定先
2013.05.16 鳥山照子 伊古部町 50,000 自由預託金
2013.05.30 川添清己 柱七番町 4,000 自由預託金
2013.06.01 髙藤豊弘 嵩山町 4,231 自由預託金
2013.06.03 伴　佳秋 前田中町 5,000 災害難民指定金 東日本大震災ふくしまこども寄付金

2013.06.03 豊川市民 豊川市 1,000 自由預託金
2013.06.03 ＪＡ豊橋産直プラザ二川店 雲谷町 22,454 チャリティーボックス募金

2013.06.04 匿名 豊橋市内 1,920 自由預託金
2013.06.04 ぷよぷよ 曙町 1,000 自由預託金
2013.06.04 吉野寿司柱店 柱三番町 2,839 チャリティーボックス募金

2013.06.07 金田恵美子 松井町 5,000 自由預託金
2013.06.07 豊橋身体障害者協会事業部 向山町 3,000 自由預託金
2013.06.07 東三河外食産業振興会 神野新田町 150,000 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.06.10 匿名 豊橋市内 1,000 自由預託金
2013.06.10 匿名 豊橋市内 2,000 自由預託金
2013.06.10 阿久津健一郎 西岩田１ 5,000 誕生日献金
2013.06.10 豊川信用金庫豊伸会連合会ゴルフ部会 豊川市 191,950 チャリティーボックス募金

2013.06.10 豊川信用金庫豊伸会連合会ゴルフ部会 豊川市 132,000 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.06.10 豊川信用金庫 豊川市 39,000 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.06.11 伊東 豊橋市内 1,000 自由預託金
2013.06.11 久田早苗 下地町 1,000 誕生日献金
2013.06.11 鈴木清隆 大村町 1,000 誕生日献金
2013.06.11 サーラ住宅株式会社 白河町 1,000,000 自由預託金
2013.06.12 一番カルビ豊川店 豊川市 2,643 チャリティーボックス募金

2013.06.12 石巻保育園 石巻町 1,000 自由預託金
2013.06.13 匿名 豊橋市内 990 自由預託金
2013.06.13 アーパスドラッグストア三本木店 三本木町 2,509 チャリティーボックス募金

2013.06.13 ジップドラッグ山田店 山田町 3,065 チャリティーボックス募金

2013.06.13 餃子の王将曙店 曙町 3,290 チャリティーボックス募金

2013.06.17 ぷよぷよ 曙町 1,341 チャリティーボックス募金

2013.06.17 第31回チャリティー芸能大会設置チャリティーボックス 八町通5 4,080 チャリティーボックス募金

2013.06.17 中野歯科医院 伝馬町 4,216 チャリティーボックス募金

2013.06.17 下地民生委員児童委員協議会 川崎町 10,738 自由預託金
2013.06.17 匿名 豊橋市内 1,000 指定預託金 のんほいパーク整備基金

2013.06.17 匿名 豊橋市内 5,000 指定預託金 福祉施設児高校進学奨学金

2013.06.17 匿名 豊橋市内 5,000 指定預託金 交通遺児のために

2013.06.17 五郎鮨 牧野町 4,530 チャリティーボックス募金

2013.06.17 スーパー銭湯曙の湯 曙町 18,571 チャリティーボックス募金

2013.06.17 ㈱大木家 広小路1 30,750 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.06.18 木全俊彦 前田町 5,000 誕生日献金
2013.06.18 マッターホーントキワ通本店 松葉町 3,609 チャリティーボックス募金

2013.06.18 大久保浩・二三子 老松町 5,000 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.06.18 大久保浩・二三子 老松町 5,000 自由預託金
2013.06.18 鳥山照子 伊古部町 50,000 自由預託金
2013.06.19 和食まさ 柱八番町 353 チャリティーボックス募金

2013.06.19 デイサービスセンター吉田方 小向町 1,000 自由預託金
2013.06.19 善意フェスティバル2013　会場にて 大岩町 1,000 自由預託金
2013.06.20 光明持久 八町通1 500,000 自由預託金
2013.06.20 平尾カントリークラブ 豊川市 129,000 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.06.20 ㈱トヨジン 石巻本町 10,000 自由預託金
2013.06.21 櫻井 豊橋市内 1,000 自由預託金
2013.06.21 村田美賀 八町通5 100,000 指定預託金 豊橋さなえ会へ

2013.06.24 山吹里の会 飽海町 1,505 自由預託金



預託金６月
預託月日 寄付者名 住所 預託内容 科目 指定先

2013.06.24 焼肉ハウス　希夢知 小畷町 14,911 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.06.24 豊田 豊橋市内 2,000 自由預託金
2013.06.24 平田　登 向山台町 5,000 誕生日献金
2013.06.24 伸栄自動車㈱ 下五井町 24,281 自由預託金
2013.06.24 後田歯科医院 豊川市 849 チャリティボックス募金

2013.06.24 細井歯科医院 豊川市 3,750 チャリティボックス募金

2013.06.24 杉石歯科医院 豊川市 3,051 チャリティボックス募金

2013.06.24 リカーショップ宇野 豊川市 604 チャリティボックス募金

2013.06.24 第33代ミスみなと 新栄町 22,632 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.06.25 ㈱奉仕堂印刷 神野新田町 11,351 チャリティーボックス募金

2013.06.25 鷲山　悟 下地町 2,000 自由預託金
2013.06.26 勝浦 豊川市 3,000 自由預託金
2013.06.26 ゴルフクラブOasis 岩崎町 88,893 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.06.27 コメダ珈琲店豊橋藤沢店 小浜町 8,129 チャリティーボックス募金

2013.06.28 ㈱デンソー 刈谷市 31,562 自由預託金



預託品６月
預託月日 寄付者名 町名 預託品内容 指定先

2013.06.01 牧野愃司 豊川市 アルミ缶14.5㎏
2013.06.03 豊川市民 豊川市 毛布5点　中古衣料1箱
2013.06.03 東海物産株式会社豊橋営業所 瓜郷町 使用済切手約460枚
2013.06.04 長屋恒男 弥生町 プルトップ2kｇ
2013.06.04 喫茶かもん 柱二番町 アルミ缶0.6㎏
2013.06.04 藤井静子 柱八番町 牛乳パック28枚
2013.06.04 吉野寿司柱店 柱三番町 使用済切手1,185枚
2013.06.05 松栄観光株式会社名宝菰口店 菰口町 プルトップ35ｋｇ
2013.06.06 山吹里の会 飽海町 アルミ缶10.5Kg、プルトップ3.5Kg、牛乳パック320枚

2013.06.06 長網とし子 南大清水町 プルトップ600ｇ、牛乳パック400枚、使用済切手約260枚

2013.06.06 匿名 豊橋市内 衣料品９点
2013.06.06 シーサイド吉前 吉前町 使用済切手約3,960枚
2013.06.07 匿名 豊橋市内 使用済切手約350枚
2013.06.10 匿名 豊橋市内 中古衣料1箱
2013.06.10 加藤柳子 東幸町 中古衣料2袋、新品衣料1袋、布団、毛布、布団カバー他

2013.06.10 匿名 豊橋市内 米30Kg
2013.06.10 近藤絹子 山田三番町 プルトップ13Kg
2013.06.10 有楽製菓㈱豊橋工場 大岩町 使用済切手約1,650枚
2013.06.11 匿名 豊橋市内 食器他日用品5箱
2013.06.11 豊橋市立石巻小学校 石巻町 牛乳パック55Kg（約17,460枚）

2013.06.13 匿名 豊橋市内 アルミ缶1Kg
2013.06.13 第一生命保険㈱ 山田一番町 プルトップ1.1Kg
2013.06.13 東三河農林水産事務所 八町通5 使用済切手約1850枚
2013.06.13 東部老人会館 中岩田5 アルミ缶7Kg
2013.06.17 匿名 豊橋市内 使用済切手57枚
2013.06.17 匿名 豊橋市内 プルトップ1.1Kg
2013.06.17 コーミ㈱豊橋工場 西山町 使用済切手約1980枚
2013.06.18 匿名 豊橋市内 使用済切手65枚
2013.06.18 豊田俊充 瓦町 タオル46枚、手ぬぐい31本

2013.06.18 匿名 豊橋市内 ぬいぐるみ2袋、中古衣料1箱+1袋

2013.06.18 紅林 二川町 牛乳パック100枚
2013.06.18 ㈱オータ 羽根井西町 プロ野球チケット83枚（大人60枚、子供23枚）

2013.06.18 豊丘高校家庭クラブ 豊岡町 牛乳パック1290枚
2013.06.18 匿名 豊橋市内 新品衣料8点
2013.06.18 匿名 豊橋市内 中古衣料1袋、未使用枕1個

2013.06.19 匿名 豊橋市内 使用済切手4,620枚
2013.06.20 杉浦匡幸 牟呂大西町 アルミ缶12kｇ
2013.06.20 渡辺ポンプ工業所 中世古町 日用品１袋
2013.06.20 小野美代子 田原市 中古衣料3袋
2013.06.21 宇津野　健 飯村北5 自転車1台
2013.06.21 豊橋市立豊城中学校 今橋町 アルミ缶80㎏
2013.06.21 匿名 豊橋市内 日用品40点
2013.06.24 金光教豊橋教会 花田町 牛乳パック176枚
2013.06.25 (有)西川内装店 三弥町 米7,000円分　(20㎏) 豊橋さなえ会へ

2013.06.25 匿名 豊橋市内 おむつ4袋
2013.06.25 匿名 豊橋市内 衣料品1袋
2013.06.25 ＦＤＫ株式会社 湖西市 ファイルケース約200点　（6箱）

2013.06.26 勝浦 豊川市 プルトップ1ｋｇ
2013.06.26 喫茶かもん 柱二番町 アルミ缶1ｋｇ
2013.06.27 匿名 豊橋市内 衣料品他10点
2013.06.27 森長染工所 南松山町 アルミ缶38.5kg
2013.06.28 小川利雄 南牛川2 商品券5,000円分


