
このたびの豪雨により、被害を受けられた皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

当行は、被害を受けられた皆様への義援金の受付けを、下記のとおり行っております。

（平成３０年８月７日現在）

振込先 銀行 支店名 振込先口座 取扱期間

（普)　ＮＯ．３５３０３３５

　西日本豪雨義援金

（普)　ＮＯ．３５３０３７１

　平成３０年７月豪雨新潟県民募金

（普)　ＮＯ．３０４３００２

　福）新潟県共同募金会

（普)　ＮＯ．５３６９５３２

　愛媛県豪雨災害義援金

（普)　ＮＯ．３７３３１３４

　愛媛県共同募金会

（普)　ＮＯ．６１６３４３９

　平成30年7月豪雨災害義援金
　日本赤十字社愛媛県支部

（普)　ＮＯ．６５３１３３５

　宇和島市災害義援金

（普)　ＮＯ．３８２９４０６

　西予市平成３０年７月豪雨災害義援金

（普)　ＮＯ．３６６２７０８

　鬼北町災害義援金

（普)　ＮＯ．３５０７４０６

　松山市豪雨災害義援金

（普)　ＮＯ．３９３７９３３

　八幡浜市災害義援金

（普)　ＮＯ．４２９１９３３

　大洲市災害対策本部

（普)　ＮＯ．６２０４０５

　日本赤十字社

（普)　ＮＯ．２１０５５３８

　日本赤十字社

（普)　ＮＯ．２７８７５４５

　日本赤十字社

（普)　ＮＯ．１６２５９６

　中央共同募金会

（普)　ＮＯ．１２６７９９

　中央共同募金会

（普)　ＮＯ．２１７７６

　岐阜県災害対策本部

（普)　ＮＯ．４６１２６７

　平成30年7月豪雨災害義援金
　日本赤十字社　岐阜県支部
　支部長　古田　肇

（普)　ＮＯ．１２８２３

　岐阜県共同募金会

（普)　ＮＯ．５２３１８７６

　日本赤十字社　京都府支部

（普)　ＮＯ．４１８０６３６

　京都府共同募金会

（普)　ＮＯ．３９０２７７８

　宮津市災害義援金

「平成３０年７月豪雨災害義援金」振込先一覧

平成３０年７月豪雨災害義援金の受付について

西予市 〃 卯之町支店 ３０年１０月３１日

鬼北町 〃 近永支店 〃

日本赤十字社
愛媛県支部

〃 道後支店 ３０年１２月２８日

宇和島市 〃 宇和島支店 ３１年３月２９日

愛媛県
共同募金会

〃 本店営業部 〃

愛媛県 愛媛銀行 県庁支店 〃

３０年９月２８日〃

新潟県

新潟県
共同募金会

〃

〃

新潟日報社
新潟放送

当行 新潟支店 ３０年８月３１日

〃 〃

日本赤十字社 みずほ銀行 クヌギ支店 ３０年１２月３０日

〃
三菱ＵＦＪ

銀行
やまびこ支店 〃

〃 三井住友銀行 すずらん支店 〃

中央共同募金会 〃 東京公務部 ３０年９月２８日

〃 りそな銀行 東京公務部 〃

岐阜県 大垣共立銀行 ぎふ県庁支店 〃

日本赤十字社
岐阜県支部

〃 加納支店 ３０年１２月３０日

岐阜県
共同募金会

〃 ぎふ県庁支店 ３０年９月１１日

日本赤十字社
京都府支部

京都銀行 本店営業部 ３０年１２月２８日

京都府
共同募金会

〃 府庁前支店 〃

宮津市 〃 宮津支店 ３０年８月２０日

松山市 〃
松山市役所

支店
３０年９月２８日

八幡浜市 〃 八幡浜支店 ３０年１０月３１日

大洲市 〃 大洲支店 〃



（平成３０年８月７日現在）

振込先 銀行 支店名 振込先口座 取扱期間

（普)　ＮＯ．１６８１９７３

　日本赤十字社鳥取県支部

（普)　ＮＯ．１３６０２９２

　高梁市災害義援金

（普)　ＮＯ．１９６３４２２

　日本赤十字社岡山県支部

（普)　ＮＯ．３５３８９０３

　日本赤十字社岡山県支部

（普)　ＮＯ．３５３８９４６

　岡山県共同募金会
　平成30年豪雨災害義援金

（普)　ＮＯ．２５０６２３０

　倉敷市西日本豪雨災害義援金口座

（普)　ＮＯ．３０７３４３４

　江田島市災害義援金

（普)　ＮＯ．３４５８７２５

　日本赤十字社広島県支部長

（普)　ＮＯ．６２０９４７

　広島県共同募金会

（普)　ＮＯ．３０３７８６１

　呉市災害義援金

（普)　ＮＯ．３０１３１５５

　広島県共同募金会

（普)　ＮＯ．１７６９８２８

　愛媛県豪雨災害義援金

（普)　ＮＯ．１９０３９１６

　大洲市災害対策本部

（普)　ＮＯ．３８３６１８５

　宇和島市災害義援金

（普)　ＮＯ．１９４３６６０

　平成30年7月豪雨災害義援金
　日本赤十字社　愛媛県支部
（普)　ＮＯ．４７９４６７１

　愛媛弁護士会
　平成30年7月豪雨義捐金振込口座
（普)　ＮＯ．１０６０２６１

　平成30年7月豪雨災害福岡市義援金

（普)　ＮＯ．３１４７４３０

　平成30年7月豪雨久留米市災害義援金

（普)　ＮＯ．１１１７１９４

　平成30年7月豪雨久留米市災害義援金

（普)　ＮＯ．２０１９５７１

　山口県共同募金会

（普)　ＮＯ．２１３９８００

　日本赤十字社山口県支部

※　上記に記載したお振込みにつきましては、当行本支店窓口からのお振込みの場合、振込手数料はすべて無料と

　　なります。

※　ＡＴＭ・インターネットバンキングからのお振込みにつきましては、所定の振込手数料がかかります。

久留米市 福岡中央銀行 久留米支店 〃

高梁市 トマト銀行 高梁支店 ３０年１２月２８日

日本赤十字社
岡山県支部

〃 本店営業部 ３０年１２月２８日

日本赤十字社
鳥取県支部

鳥取銀行 鳥取県庁支店 ３１年１月７日

日本赤十字社
岡山県支部

中国銀行 本店営業部 ３０年１２月３０日

岡山県
共同募金会

〃 〃 〃

倉敷市 〃
倉敷市役所
出張所

〃

江田島市 広島銀行 大柿支店 ３０年１２月２８日

日本赤十字社
広島県支部

〃 大手町支店 〃

広島県
共同募金会

〃 三川町支店 〃

呉市 〃
呉市役所
出張所

３１年３月２９日

愛媛県 伊予銀行 愛媛県庁支店 ３０年９月２８日

広島県
共同募金会

もみじ銀行

大洲市 〃 大洲支店 ３０年１０月１０日

宇和島市 〃 宇和島支店 ３０年１０月１１日

本店営業部 ３０年９月２８日

日本赤十字社
愛媛県支部

〃 一万支店 ３０年１０月１０日

愛媛弁護士会 〃 本店営業部 ３０年１０月１５日

日本赤十字社
山口県支部

〃 山口支店 〃

昭和町支店 ３０年１２月２８日

福岡市 福岡銀行 福岡市庁内支店 ３０年９月２８日

山口県
共同募金会

西京銀行 県庁支店 ３０年１２月２８日

久留米市 筑邦銀行


