
預託金８月
預託月日 寄付者名 住所 預託内容 科目 指定先

2013.08.01 豊橋ゆたか学園 高師町 1,000 自由預託金

2013.08.01 匿名 豊橋市内 2,096 チャリティーボックス募金

2013.08.01 匿名 豊橋市内 23,000 自由預託金

2013.08.01 前芝校区自治会 前芝町 1,000 自由預託金

2013.08.01 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

2013.08.02 東小鷹野3、4丁目自治会 東小鷹野3 1,000 自由預託金

2013.08.02 太田享俟 東田町 10,000 自由預託金

2013.08.02 サーラ住宅（株） 柱四番町 6,300 自由預託金

2013.08.02 漫喫館曙店 曙町 1,429 チャリティーボックス募金

2013.08.02 喫茶パピヨン 浜道町 2,501 チャリティーボックス募金

2013.08.02 喫茶　和 東幸町 3,449 チャリティーボックス募金

2013.08.02 チャオみゆき店 西幸町 2,194 チャリティーボックス募金

2013.08.02 喫茶カプチーノ 西幸町 1,562 チャリティーボックス募金

2013.08.02 （株）そば源 植田町 1,945 チャリティーボックス募金

2013.08.02 ワークマン豊橋北山店 北山町 1,048 チャリティーボックス募金

2013.08.03 RYOZスポーツクラブ 東新町 1,000 自由預託金

2013.08.05 前芝校区自治会 前芝町 3,583 チャリティーボックス募金

2013.08.05 ディホーム美里 神野新田町 4,221 チャリティーボックス募金

2013.08.05 ディホーム美里 神野新田町 1,000 自由預託金

2013.08.05 豊橋善意銀行窓口分 豊橋市内 4,000 チャリティーボックス募金

2013.08.05 五号子供会 神野新田町 1,000 自由預託金

2013.08.06 デイサービスセンター秋桜 雲谷町 1,000 自由預託金

2013.08.06 中野歯科医院 伝馬町 2,442 チャリティーボックス募金

2013.08.06 匿名 豊橋市内 1,000 自由預託金

2013.08.06 松尾竹彦 新城市 20,000 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.08.06 ガーデンガーデン浜名湖西店 静岡県湖西市 12,838 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.08.06 ガーデンガーデン本店 大岩町 70,094 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.08.07 ＲＹＯＺスポーツクラブ 牛川町 50,000 自由預託金

2013.08.07 伊藤博道 石巻町 1,239 自由預託金

2013.08.07 ツクイ豊橋 佐藤2 1,000 自由預託金

2013.08.08 匿名 豊橋市内 1,000 自由預託金

2013.08.08 デイサービスセンター秋桜 雲谷町 719 チャリティーボックス募金

2013.08.08 特別養護老人ホーム永生苑豊橋 大村町 1,000 自由預託金

2013.08.09 デンソーとよはし　すまいるフェスタ2013おらんと～まつり 明海町 30,000 自由預託金

2013.08.09 匿名 豊橋市内 10,000 自由預託金

2013.08.09 日東電工ひまわり（株）ひまわり会一同 中原町 41,100 自由預託金

2013.08.09 南高田町８組町内会 天伯町 1,000 自由預託金

2013.08.09 桜丘高校地域活動部 南牛川2 1,000 自由預託金

2013.08.10 旭校区体育子ども会 東新町 1,000 自由預託金

2013.08.11 旭校区体育子ども会 東新町 3,355 チャリティーボックス募金

2013.08.11 桜丘高校地域活動部 南牛川2 1,776 チャリティーボックス募金

2013.08.12 匿名 豊橋市内 1,000 自由預託金

2013.08.12 櫻井 豊橋市内 2,000 自由預託金

2013.08.12 南高田町８組町内会 天伯町 3,786 チャリティーボックス募金



預託金８月
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2013.08.12 ㈱第一林製作所 菰口町 13,765 チャリティーボックス募金

2013.08.12 弥生町自治会 弥生町 1,000 自由預託金

2013.08.12 弥生町自治会 弥生町 1,480 チャリティーボックス募金

2013.08.13 河合道 羽根井本町 20,000 自由預託金

2013.08.14 インプルーフ(有)桜鯛豊橋店 前田町 8,090 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.08.15 難病のこども支援東海ネットワーク 杉山町 1,000 自由預託金

2013.08.15 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

2013.08.15 匿名 豊橋市内 5,000 指定預託金 交通遺児のために

2013.08.15 匿名 豊橋市内 1,000 指定預託金 のんほいパーク整備基金

2013.08.16 マッターホーントキワ通本店 松葉町 4,853 チャリティーボックス募金

2013.08.17 大久保浩・二三子 老松町 5,000 自由預託金

2013.08.17 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

2013.08.17 グループホームたけのこ 駒形町 1,000 自由預託金

2013.08.17 グループホームたけのこ 駒形町 1,198 自由預託金

2013.08.18 難病のこども支援東海ネットワーク 杉山町 783 チャリティーボックス募金

2013.08.19 浅野　弘明 大村町 1,000 誕生日献金

2013.08.19 伊東 豊橋市内 1,000 自由預託金

2013.08.20 ㈱トヨジン 石巻本町 10,000 自由預託金

2013.08.21 日本壮心流昭武館 西岩田5 102,400 チャリティーボックス募金

2013.08.21 老人ホームすずらん 弥生町 1,000 自由預託金

2013.08.21 豊橋市立南部中学校PTA 北山町 1,000 自由預託金

2013.08.21 老人ホームすずらん 弥生町 998 チャリティーボックス募金

2013.08.22 デイサービスセンター吉田方 小向町 348 チャリティーボックス募金

2013.08.22 デイサービスセンター秋桜 雲谷町 1,000 自由預託金

2013.08.23 豊橋身体障害者協会 西高師町 4,375 チャリティーボックス募金

2013.08.23 豊橋障害者(児)団体連合協議会 東新町 1,000 自由預託金

2013.08.24 匿名 豊橋市内 2,000 自由預託金

2013.08.24 西浜祭り青年 西浜町 1,000 自由預託金

2013.08.26 匿名 豊橋市内 2,000 自由預託金

2013.08.26 デイサービスセンター秋桜 雲谷町 813 チャリティーボックス募金

2013.08.26 西浜祭り青年 西浜町 410 チャリティーボックス募金

2013.08.26 豊橋障碍者（児）団体連合協議会 東新町 533 チャリティーボックス募金

2013.08.26 わ太鼓　睦 花田町 15,000 自由預託金

2013.08.26 鈴木清博 中浜町 1,000 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.08.28 田川正人 談合町 2,673 自由預託金

2013.08.28 社会福祉法人童里夢 石巻町 1,000 自由預託金

2013.08.29 林伸之 大岩町 300,000 誕生日献金

2013.08.30 匿名 豊橋市内 1,000 自由預託金

2013.08.30 旭本町自治会 旭本町 1,000 自由預託金

2013.08.30 ざんび 松葉町 100,000 災害難民指定金 東日本大震災義援金

2013.08.31 サンヒル嵩山自治会 嵩山町 1,000 自由預託金

2013.08.31 匿名 豊橋市 1,000 自由預託金



預託品８月
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2013.08.01 山吹里の会 飽海町 アルミ缶12.5Kg

2013.08.02 筒井五月 八町通3 梅酢2本、しそ700ｇ

2013.08.02 熊谷修一 伝馬町 アルミ缶10Kg、ベルマーク1袋

2013.08.02 匿名 豊橋市内 使用済切手2,700枚

2013.08.02 白倉かよ 曙町 使用済切手約1,090枚

2013.08.03 牧野愃司 豊川市 アルミ缶18Kg

2013.08.03 鷲野照子 曲尺手町 自転車1台

2013.08.05 田川洋 八町通 日用品1点

2013.08.06 豊橋市立本郷中学校 高師本郷町 使用済切手約400枚、プルトップ65g

2013.08.07 豊橋スクウェアダンスクラブ 中世古町 牛乳パック300枚

2013.08.07 椋本ユキ 飯村町 衣料品他7袋

2013.08.07 東部老人会館 中岩田5 アルミ缶9㎏

2013.08.07 豊橋ウインドアンサンブル 豊川市 ベルマーク大袋1個

2013.08.08 株式会社イトコー 豊川市 使用済切手約150枚

2013.08.08 豊橋市立本郷中学校 高師本郷町 プルトップ19Ｋｇ

2013.08.09 匿名 豊橋市内 衣料品4箱

2013.08.09 匿名 豊橋市内 使用済切手330枚、使用済カード30枚

2013.08.09 匿名 豊橋市内 アールスメロン40個

2013.08.09 匿名 豊橋市内 タオルケット他5点

2013.08.10 石黒輝子 神野新田町 プルトップ6Ｋｇ、使用済切手430枚

2013.08.11 牟呂校区市場町自治会 牟呂市場町 プルトップ650ｇ

2013.08.12 山吹里の会 飽海町 アルミ缶6.4Ｋｇ

2013.08.12 匿名 豊橋市内 お米30Kg

2013.08.12 匿名 豊橋市内 使用済切手2,145枚

2013.08.12 小山美保 草間町 牛乳パック５９枚

2013.08.14 東三河福祉相談センター 八町通5 使用済切手約297枚

2013.08.15 匿名 豊橋市内 使用済切手約150枚、ベルマーク１袋

2013.08.16 杉浦匡幸 牟呂大西町 アルミ缶12kｇ

2013.08.18 豊橋平安寮 船渡町 牛乳パック5.5Kg

2013.08.18 匿名 豊橋市内 カボチャ26個

2013.08.19 長幡京子 下地町 ぞうきん400枚

2013.08.19 多米地区民生委員児童委員協議会 多米町 衣料品2点

2013.08.19 西禅院 関屋町 お米30Kg

2013.08.20 匿名 豊橋市内 うどん4袋

2013.08.21 大竹敏明 草間町 牛乳パック200枚

2013.08.22 筒井豊子 東雲町 なわとび12本、タオル3本、袋6枚、水鉄砲2本、おもちゃ3個 赤羽根学園へ

2013.08.22 高橋国子 仁連木町 梅干し25Kg

2013.08.22 芳賀利恵 富久縞町 プルトップ700ｇ、使用済切手約50枚

2013.08.22 匿名 豊橋市内 菓子、おもちゃ他57点

2013.08.22 (株)豊橋魚市場 下五井町 使用済切手約3,000枚

2013.08.23 匿名 豊橋市内 プルトップ4Kg

2013.08.23 豊橋平安寮 船渡町 牛乳パック27枚

2013.08.23 三輪野泰彦 八町通り3 アルミ缶0.5㎏

2013.08.24 牧野愃司 豊川市 アルミ缶20Kg

2013.08.24 (有)西川内装店 三弥町 お米7,000円分 豊橋さなえ会へ

2013.08.26 匿名 豊橋市内 プルトップ1Ｋｇ
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2013.08.26 神谷 豊橋市内 ベルマーク１袋

2013.08.26 大久保浩 老松町 アルミ缶10.5Kg

2013.08.26 内藤家族 豊橋市内 使用済切手約200枚、書損じはがき9枚、ロータスクーポン15ｇ

2013.08.26 東部老人会館 中岩田5 アルミ缶9Ｋｇ

2013.08.26 金光教豊橋教会 花田町 牛乳パック183枚

2013.08.26 杉浦貴子 東細谷町 車いす用クッション１個、4支点杖2本

2013.08.27 杉浦弘員 牟呂市場町 アルミ缶3.4Ｋｇ、プルトップ240ｇ

2013.08.27 匿名 豊橋市内 使用済切手約4,290枚

2013.08.28 東三河県民事務所 八町通5 使用済切手301枚

2013.08.28 匿名 豊橋市内 使用済切手約760枚

2013.08.29 匿名 豊橋市内 書き損じハガキ88枚

2013.08.29 オン・ステージ仲良し会 植田町 プルトップ13Kg

2013.08.29 匿名 豊橋市内 牛乳パック50枚

2013.08.30 喜見寺 花園町 お米5升

2013.08.30 千両荘 豊川市 使用済切手約660枚、ベルマーク1袋

2013.08.30 鈴木義之 南瓦町 アルミ缶2Kg

2013.08.31 (株)杉浦商会 岡崎市 使用済切手約2640枚


