
預託金７月
預託月日 寄付者名 住所 預託内容 科目 指定先

2013.07.01 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

2013.07.01 豊橋納涼まつり夜店を守る会実行委員会 西新町 200,000 自由預託金
2013.07.01 川添清己 柱七番町 4,000 自由預託金
2013.07.04 髙田良則 下五井町 1,000 誕生日献金
2013.07.04 大林　潔 川崎町 1,000 誕生日献金
2013.07.04 原田賀代 下地町 1,000 誕生日献金
2013.07.04 金田しやう 下地町 1,000 誕生日献金
2013.07.05 ＺＯＡ豊橋店 山田二番町 6,626 チャリティーボックス募金

2013.07.05 聴覚・ろう重複センター楓 堂坂町 1,000 自由預託金
2013.07.06 グループホームたけのこ 駒形町 1,000 自由預託金
2013.07.06 匿名 豊橋市内 1,000 自由預託金
2013.07.08 伊東 豊橋市内 1,000 自由預託金
2013.07.09 とよしん牛川つつじ会　ゴルフ部会　会長　及部充彦 牛川通2 50,000 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.07.10 ガステックサービス㈱ホスピタリティー事業本部 駅前大通1 64,000 自由預託金
2013.07.10 匿名 豊橋市内 1,000 自由預託金
2013.07.10 桜丘高等学校地域活動部 南牛川2 1,000 自由預託金
2013.07.11 ササキ㈱ 下地町 16,326 自由預託金
2013.07.11 匿名 豊橋市内 2,000 自由預託金
2013.07.12 森下　信明 東田町 4,311 自由預託金
2013.07.12 東赤沢町自治会 東赤沢町 1,000 自由預託金
2013.07.12 トミヤうどん 松井町 689 チャリティーボックス募金

2013.07.12 NPO法人オアシスGJB 中岩田6 1,000 自由預託金
2013.07.16 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

2013.07.16 匿名 豊橋市内 1,000 指定預託金 のんほいパーク整備基金

2013.07.16 匿名 豊橋市内 5,000 指定預託金 交通遺児のために

2013.07.16 ＪＡ豊橋 野依町 13,679 チャリティーボックス募金

2013.07.16 ＪＡ豊橋ふれあい友の会 野依町 65,850 自由預託金
2013.07.16 牧天真堂カルミア店 花田町 4,554 チャリティーボックス募金

2013.07.16 (有)マッターホーン 田原市 2,275 チャリティーボックス募金

2013.07.16 豊橋みなとフェスティバル設置チャリティーボックス 八町通5 1,363 チャリティーボックス募金

2013.07.16 東赤沢町自治会 東赤沢町 4,571 チャリティーボックス募金

2013.07.16 なか寿司 仲ノ町 2,689 チャリティーボックス募金

2013.07.17 ㈱三光製作所 佐藤1 300,000 自由預託金
2013.07.17 三光精密工業㈱ 佐藤1 200,000 自由預託金
2013.07.17 ㈱三光製作所 三光精密工業㈱ 従業員一同 佐藤1 150,271 チャリティーボックス募金

2013.07.18 大久保浩・二三子 老松町 5,000 自由預託金
2013.07.18 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

2013.07.19 フードオアシスアツミ宿店 豊川市 20,037 チャリティーボックス募金

2013.07.19 ㈱トヨジン 石巻本町 10,000 自由預託金
2013.07.20 セブンイレブン豊橋仁連町店 仁連木町 1,000 自由預託金
2013.07.22 セブンイレブン豊橋仁連町店 仁連木町 11,900 チャリティーボックス募金

2013.07.22 JA豊橋産直プラザ二川店 雲谷町 13,480 チャリティーボックス募金

2013.07.22 ニューライフフジ（株）二川店 二川町 21,735 チャリティーボックス募金

2013.07.23 デイサービスセンターつばめ 牟呂大西町 1,000 自由預託金
2013.07.23 津田校区夏祭り実行委員会 下五井町 1,000 自由預託金
2013.07.24 万太郎寿司 東小浜町 3,376 チャリティーボックス募金

2013.07.25 しんさかえケアセンターそよ風 新栄町 1,000 自由預託金

2013.07.25 豊橋市立牛川小学校児童会 牛川町 16,616 自由預託金

2013.07.25 エイブルネットワーク豊橋南店 柱三番町 30 チャリティーボックス募金

2013.07.25 勢川牟呂店 神野新田町 2,979 チャリティーボックス募金

2013.07.25 （公社）豊橋シルバー人材センター 牟呂町 2,669 チャリティーボックス募金



預託金７月
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2013.07.25 匿名 上野町 3,762 自由預託金

2013.07.26 豊田 豊橋市内 2,000 自由預託金

2013.07.26 下地校区夏祭委員会 下地町 1,000 自由預託金

2013.07.26 福岡小学校PTA 橋良町 1,000 自由預託金

2013.07.26 安齋武雄、呉雷 井原町 10,000 自由預託金

2013.07.26 青沼歯科医院 大岩町 3,617 チャリティーボックス募金

2013.07.26 寿司善 大岩町 1,802 チャリティーボックス募金

2013.07.26 大観寿司 大岩町 159 チャリティーボックス募金

2013.07.26 豊橋市二川地区市民館 大岩町 4,422 チャリティーボックス募金

2013.07.26 飲み喰い処いこい 大岩町 2,366 チャリティーボックス募金

2013.07.26 日の丸薬局二川店 二川町 2,479 チャリティーボックス募金

2013.07.27 寺子屋教室手作り工作クラブ 豊川市 15,000 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.07.27 匿名 豊橋市内 1,000 自由預託金

2013.07.27 匿名 豊橋市内 1,000 自由預託金

2013.07.29 下地校区夏祭委員会 下地町 880 チャリティーボックス募金

2013.07.29 下地校区夏祭委員会 下地町 1,300 自由預託金
2013.07.29 川添清己 柱七番町 4000 自由預託金

2013.07.30 匿名 豊橋市内 1,000 自由預託金

2013.07.30 しんさかえケアセンターそよ風 新栄町 101 チャリティーボックス募金

2013.07.30 有楽製菓(株) 大岩町 1,000,000 指定預託金 児童福祉施設の為に

2013.07.31 匿名 豊橋市内 1,000 自由預託金
2013.07.31 東三河シャンソン愛好家協会 花田町 97,664 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.07.31 匿名 豊橋市内 1,377 自由預託金



預託品７月
預託月日 寄付者名 町名 預託品内容 指定先

2013.07.01 彦坂茂雄 仁連木町 紙オムツ1袋
2013.07.01 豊橋祇園祭奉賛会 関屋町 豊橋祇園祭　花火観覧整理券100枚

2013.07.01 匿名 豊橋市内 たまねぎ約10kg
2013.07.01 ㈱イトコー 豊川市 使用済切手約200枚
2013.07.01 （財）日本相撲協会　山分喬喜 長瀬町 相撲番付表1枚
2013.07.01 高木由香 天伯町 使用済切手約200枚　プルトップ2.3kｇ

2013.07.01 山吹里の会 飽海町 アルミ缶10.4㎏
2013.07.02 匿名 豊橋市内 アルミ缶0.5㎏

2013.07.03 匿名 豊橋市内 中古衣料2箱
2013.07.03 カトリック豊橋教会 八町通2 プルトップ2.4㎏　使用済切手約390枚

2013.07.03 大久保浩 老松町 アルミ缶11.5ｋｇ
2013.07.04 朝倉みゆき 飯村北3 アルミ缶9.5kｇ
2013.07.05 豊橋市立豊城中学校 今橋町 アルミ缶70㎏
2013.07.05 浪崎　康 神野新田町 洗濯機1台（二層式）
2013.07.05 南松原寿会 曙町 牛乳パック136枚、プルトップ700g

2013.07.05 匿名 豊橋市内 中古衣料5箱他
2013.07.05 匿名 豊橋市内 毛布2点　タオル類1袋
2013.07.06 尾木誠司 東小池町 衣料品2箱
2013.07.08 山吹里の会 飽海町 アルミ缶7.1㎏　牛乳パック290枚

2013.07.08 匿名 豊橋市内 使用済切手約1,000枚
2013.07.09 永井海苔㈱ 問屋町 海苔、ゆず茶他15箱
2013.07.09 寺脇和代 北島町 布団2枚
2013.07.09 匿名 豊橋市内 使用済切手33枚
2013.07.09 匿名 豊橋市内 日用品3箱　衣類1袋　紙袋1袋

2013.07.09 ㈱イトコー 豊川市 使用済切手約100枚
2013.07.09 小林清道 牟呂公文町 米30kg 赤羽根学園へ

2013.07.10 匿名 豊橋市内 書き損じハガキ11枚
2013.07.10 匿名 豊橋市内 米30kg
2013.07.10 匿名 豊橋市内 菓子類54点
2013.07.11 ササキ㈱ 下地町 歯ブラシ100本
2013.07.11 ㈱奈加彦 飯村南1 マックカード１０万円分 福祉事業会へ

2013.07.11 中西光代 新城市 お茶30Kg
2013.07.11 安間昌子 八町通3 衣料品25点
2013.07.11 石田将也 東赤沢町 使用済切手約7,900枚
2013.07.12 豊橋みなとフェスティバル実行委員会 神野ふ頭町 たつみ丸招待券73枚
2013.07.12 三河芭蕉会 御園町 使用済切手60枚
2013.07.13 牧野愃司 豊川市 アルミ缶22㎏
2013.07.16 金子正巳 西高師町 スイカ97個
2013.07.16 ＪＡ豊橋 野依町 わらじ7点
2013.07.16 吉岩美代子 大手町 衣料品6箱
2013.07.16 (有)今泉大伸 大岩町 使用済切手約100枚
2013.07.16 東三河建設事務所 今橋町 使用済切手約5,280枚
2013.07.16 竹花和子 名古屋市 プルトップ450g
2013.07.16 匿名 豊橋市内 使用済切手約3,260枚　プルトップ2.5kg 使用済カード2枚

2013.07.17 佐藤恭子 西口町 プルトップ230g 　使用済切手約165枚

2013.07.17 髙須幸吉 西口町 使用済切手約528枚　使用済カード約95枚　ベルマーク1袋

2013.07.17 匿名 豊橋市内 中古衣料3箱
2013.07.17 林　克美 豊橋市内 プルトップ2.8kg
2013.07.18 匿名 豊橋市内 使用済切手約4,620枚
2013.07.18 東部老人会館 中岩田5 アルミ缶9Kg　プルトップ1.5Kg　牛乳パック26枚

2013.07.18 中西ひで子 富本町 中古衣料2箱
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2013.07.19 宮林悠紀子 東岩田 タオル1袋

2013.07.19 杉浦弘員 牟呂市場町 アルミ缶6Kg

2013.07.23 匿名 豊橋市内 衣料品4袋

2013.07.23 堀内芳久 大岩町 アルミ缶3.2Kg

2013.07.24 稲田翔梧 飯村北4 使用済切手100枚

2013.07.25 (有)西川内装店 三弥町 お米7,000円分　(20㎏) 豊橋さなえ会

2013.07.25 野場弘行 吉前町 衣料品2箱

2013.07.25 ブリリアント 駒形町 牛乳パック9Kg(約286枚）

2013.07.25 鈴木文子 飽海町 食品他１７点

2013.07.26 匿名 豊橋市内 使用済切手約530枚

2013.07.26 武田佳子 東松山町 衣料品5箱

2013.07.27 愛知県総合教育センター 愛知郡東郷町 使用済切手1,000枚

2013.07.29 金光教豊橋教会 花田町 牛乳パック218枚

2013.07.30 ペンライト 上野町 使用済切手4,620枚

2013.07.30 ミカワティーエス(株) 牛川薬師町 お菓子７箱、ジュース３箱、花火１箱（8セット） 八楽児童寮へ

2013.07.30 匿名 豊橋市内 中古衣料１箱
2013.07.31 鈴木清人 西幸町 アルミ缶8.6kg 牛乳パック65枚

2013.07.31 匿名 豊橋市内 未使用はがき5,433円分　使用済切手約462枚

2013.07.31 匿名 豊橋市内 中古衣料4箱
2013.07.31 小田光子 豊川市 中古衣料7袋他1箱


