
「平成 30 年 7 月豪雨災害義援金」の受付について 

 

受付口座等 

１ 銀行振替（岡山県支部宛） 

①金融機関と口座番号 

・中国銀行  本店 普通 ３５３８９０３ 

・トマト銀行 本店 普通 １９６３４２２ 

 

②口座名義  

・日本赤十字社岡山県支部 支部長 伊原
いばら

木
ぎ

 隆
りゅう

太
た

 

    

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

   ※受領証発行を希望する場合は、その旨岡山県支部までご連絡ください。 

（住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融 

機関名及び支店名） 

〒700-0823 岡山県岡山市北区丸の内 2-7-20 

日本赤十字社岡山県支部 組織振興課 義援金担当者あて 

TEL：086-221-9595／FAX：086-221-9599 

 

２ 銀行振替（高知県支部宛） 

   ①金融機関と口座番号 

   ・四国銀行   県庁支店 普通 ０３８４７４９ 

   ・高知信用金庫   本店 普通 ０３３９５２９ 

   ・幡多信用金庫 高知支店 普通 ０１０８１２８ 

   ・四国労働金庫 高知支店 普通 ３１４５９１７ 

   ・高知県進洋農業協同組合連合会本所 普通 ６１８０４９０ 

   ・高知銀行   本町支店 普通 ０３９３４３７ 

 

②口座名義 

   ・高知銀行以外 日本赤十字社高知県支部義援金 支部長 十河
とおごう

 清
きよし

 

   ・高知銀行   日本赤十字社高知県支部 支部長 十河
とおごう

 清
きよし

 

 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

   ※受領証発行を希望する場合は、その旨高知県支部までご連絡ください。 

（住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融 

機関名及び支店名） 

 

tel:011-231-7126/FAX:


〒780-0850 高知県高知市丸ノ内 1-7-45（総合あんしんセンター１階） 

日本赤十字社高知県支部 総務課 義援金担当者あて 

TEL：088-872-6295／FAX：088-872-6299 

 

３ 銀行振替（広島県支部宛） 

①金融機関と口座番号 

・広島銀行  大手町支店 普通 ３４５８７２５ 

・もみじ銀行 鷹野橋支店 普通 ３０４６６００ 

・広島県信用農業共同組合連合会本所 普通 ０００６３５５ 

・広島信用金庫 鷹野橋千田支店 普通 ０４７３６１３ 

 

②口座名義  

・日本赤十字社広島県支部長 湯
ゆ

﨑
ざき

 英彦
ひでひこ

 

 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

   ※受領証発行を希望する場合は、その旨広島県支部までご連絡ください。 

（住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融 

機関名及び支店名） 

〒730-0052 広島県広島市中区千田町 2-5-64 

日本赤十字社広島県支部 総務課 義援金担当者あて 

TEL：082-241-8811／FAX：082-240-2741 

 

４ 銀行振替（京都府支部宛） 

①金融機関と口座番号 

・京都銀行  本店営業部 普通 ５２３１８７６ 

 

②口座名義  

・日本赤十字社京都府支部 支部長 山田
やまだ

 啓二
けいじ

 

 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

   ※受領証発行を希望する場合は、その旨広島県支部までご連絡ください。 

（住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融 

機関名及び支店名） 

〒605-0941 京都府京都市東山区三十三間廻り町 644 

日本赤十字社京都府支部 組織振興課 義援金担当者あて 

TEL：075-541-9326／FAX：075-541-1361 

 

tel:011-231-7126/FAX:
tel:011-231-7126/FAX:
tel:011-231-7126/FAX:


５ 銀行振替（愛媛県支部宛） 

①金融機関と口座番号 

・伊予銀行 一万支店 普通 １９４３６６０ 

・愛媛銀行 道後支店 普通 ６１６３４３９ 

 

②口座名義  

・平成 30 年 7 月豪雨災害義援金 日本赤十字社愛媛県支部 

 支部長 中村
なかむら

 時
とき

広
ひろ

 

 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

   ※受領証発行を希望する場合は、その旨広島県支部までご連絡ください。 

（住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融 

機関名及び支店名） 

〒790-0854 愛媛県松山市岩崎町 2-3-40 

日本赤十字社愛媛県支部 総務課 義援金担当者あて 

TEL：089-921-8603／FAX：089-932-9160 

 

６ 銀行振替（福岡県支部宛） 

①金融機関と口座番号 

・福岡銀行     本店 普通 ６７０８２２３ 

・西日本シティ銀行 本店 普通 ３４３５０４６ 

 

②口座名義  

・日本赤十字社福岡県支部 支部長 小川
おがわ

 洋
ひろし

 

 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

   ※受領証発行を希望する場合は、その旨広島県支部までご連絡ください。 

（住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融 

機関名及び支店名） 

〒815-8503 福岡県福岡市南区大楠 3 丁目 1 番 1 号 

日本赤十字社福岡県支部 組織振興課 義援金担当者あて 

TEL：092-523-1171／FAX：092-521-2552 

 

７ 銀行振替（島根県支部宛） 

①金融機関と口座番号 

・山陰合同銀行   県庁支店 普通 ２０５３４８３ 

 

tel:011-231-7126/FAX:
tel:011-231-7126/FAX:


②口座名義  

・日本赤十字社島根県支部 支部長 溝口
みぞぐち

 善
ぜん

兵衛
べ え

 

 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

   ※受領証発行を希望する場合は、その旨広島県支部までご連絡ください。 

（住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融 

機関名及び支店名） 

〒690-0873 島根県松江市内中原町 40 

日本赤十字社島根県支部 総務課 義援金担当者あて 

TEL：0852-21-4237／FAX：0852-31-2411 

 

８ 銀行振替（山口県支部宛） 

①金融機関と口座番号 

・山口銀行     山口支店 普通 ５１７６６２０ 

・西京銀行     山口支店 普通 ２１３９８００ 

・山口県信用農業協同組合連合会（JA バンク山口） 

         県庁内支所 普通 ０００１７５９ 

 

②口座名義  

・日本赤十字社山口県支部 

 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

   ※受領証発行を希望する場合は、その旨広島県支部までご連絡ください。 

（住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融 

機関名及び支店名） 

〒753-0094 山口県山口市野田 172-5 

日本赤十字社山口県支部 総務課 義援金担当者あて 

TEL：083-922-0102／FAX：083-932-3615 

 

９ 銀行振替（兵庫県支部宛） 

①金融機関と口座番号 

・みなと銀行     本店営業部 普通 １８７１５８５ 

 

②口座名義  

・日本赤十字社兵庫県支部 支部長 井戸
い ど

 敏三
としぞう

 

 

 

tel:011-231-7126/FAX:
tel:011-231-7126/FAX:


※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

   ※受領証発行を希望する場合は、その旨兵庫県支部までご連絡ください。 

（住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融 

機関名及び支店名） 

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1-4-5 

日本赤十字社兵庫県支部 振興課 義援金担当者あて 

TEL：078-241-9889／FAX：078-241-6990 

 

10 メガバンク口座（日本赤十字社宛） 

   ①金融機関と口座番号 

・三井住友銀行    すずらん支店 普通 ２７８７５４５ 

   ・三菱 UFJ 銀行   やまびこ支店 普通 ２１０５５３８ 

・みずほ銀行      クヌギ支店 普通 ０６２０４０５ 

 

②口座名義 

・日本
にほん

赤十字社
せきじゅうじしゃ

 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

※受領証の発行を希望する場合は、日本赤十字社パートナーシップ推進 

部（03-3437-7081）に下記内容をご連絡ください。 

（住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融 

機関名及び支店名） 

 

11 郵便振替（日本赤十字社宛） 

   ①金融機関   ゆうちょ銀行・郵便局 

②口座記号番号 ００１３０－８－６３５２８９ 

   ③口座加入者名 日赤平成 30 年 7 月豪雨災害義援金 

 

※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載くだ 

さい。 

   ※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱の場合、振替手数料は免除されま 

す。 

 

受付期間 

１ 岡山県支部 

平成３０年７月１０日（火）～平成３０年１２月３１日（月） 

２ 高知県支部 

平成３０年７月１２日（木）～平成３０年９月２８日（金） 

tel:011-231-7126/FAX:


３ 広島県支部 

平成３０年７月１２日（木）～平成３０年１２月２８日（金） 

４ 京都府支部 

平成３０年７月１１日（水）～平成３０年１２月３１日（月） 

５ 愛媛県支部 

平成３０年７月１１日（水）～平成３０年１２月３１日（月） 

６ 福岡県支部 

  平成３０年７月１３日（金）～平成３０年９月２８日（金） 

７ 島根県支部 

  平成３０年７月２０日（金）～平成３０年９月２８日（金） 

８ 山口県支部 

  平成３０年７月２０日（金）～平成３０年１２月２８日（金） 

９ 兵庫県支部 

  平成３０年７月２６日（木）～平成３０年１０月３１日（水） 

10 メガバンク口座 

平成３０年７月１０日（火）～平成３０年１２月３１日（月） 

11 郵便振替 

平成３０年７月１０日（火）～平成３０年１２月３１日（月） 


