
　【会費の使い道（一例）】 ★ふれあい・いきいきサロン～身近な地域の居場所づくりに～

★出前福祉共育講座～思いやりのこころを育むために～

★安心・安全情報キット配付事業～”もしも”のときの安心のために～

アーク設計(株) 大根田産業(株) ＪＡうつのみや清原支所 とちぎんTT証券(株)

(有)アートセラミック 医療法人千秋会大場医院 (株)シグナル トヨタカローラ栃木(株)

(株)アイバ (株)大森酒店 (株)ジャクエツ宇都宮店 (株)虎屋ビル

(株)アガ設計工業 大谷寺 成願寺 (有)ナイトウビジネス　

秋田包装(株) 大谷資料館 浄鏡寺 中村土建(株)

(株)アクティブホンダ (株)大山総本店 生福寺 (株)成岐

あづま食品(株) 小野整形外科 昭和商事(株) 日鋼産業(株)

阿部　智行 (株)オヤマ 白沢工業団地協同組合 (有)日晃自動車販売

阿部建設(有) (株)温泉宅配便 晋豊建設(株) (株)日清商会

阿部設備工業(株) 医療法人恵会 皆藤病院 (株)スキット (株)日石

荒川運輸(株) (株)カネダ 鈴運メンテック(株) 日東燃機工業(株)

製茶問屋 飯島合名会社 金田商会 (株)鈴万 日豊工業(株)

(有)飯田建材店 (株)カネマス (株)鈴和 日本信号(株)宇都宮事業所

(株)イーハウス・アーキ・コラボレーション 烏山信用金庫　岡本支店 (株)スパンクリートコーポレーション 日本通運(株)宇都宮支店

(株)飯山補償設計 (株)カワチ産商 税理士法人ワイズティー 一般財団法人 日本健康財団

五十二電気工事(株) (株)河内測量設計 創価学会栃木県事務局 (株)庭野建設

一番町クリニック 環境整備(株) 第一測工(株) ネッツトヨタ栃木(株)

(株)井上総合印刷 関東自動車(株) 大幹建設(株) 能満寺

茨城乳配(株)宇都宮営業所 関東自動車整備(株) (有)大吉商事 (株)バイオグリーン

岩原産業(株) (有)関東メディアエンジニアリング (株)大高商事 (株)芳賀総合システム

(有)印刷親友社 (株)菊泉 大同化工機工業(株)宇都宮工場 (株)白寿生科学研究所　宇都宮営業所

ウスイ工業（株） 北関東工管(株) (株)太陽警備保障 (株)花塚製作所

宇都宮河内ライオンズクラブ (株)北関東シーアイシー研究所 (株)泰和工業 針谷乳業(株)

宇都宮機器(株) 北関東綜合警備保障(株) 田原自動車(株) 伴印刷(株)

協同組合 宇都宮餃子会 北総産業(株) (株)田村緑知苑 (株)ビッグツリー

宇都宮協立診療所 鬼怒川空調(株) 中央労働金庫栃木地区本部 平石化成品工業(株)

医療法人 宇都宮健康クリニック (株)キヌ・ナーセリー 長命寺 平石環境システム(株)

一般社団法人 宇都宮建設業協会 (株)協立製作所 学校法人帝京大学　宇都宮キャンパス 平野医院

宇都宮興産(株) 杏林堂 藤田医院 テクノ産業(株) (有)ファーストコーポレーション

宇都宮市部課長会 清原工業団地総合管理協会 手塚内科 (株)ファーム・アンド・ファーム・カンパニー

宇都宮商工会議所 久保井水道(有) 東亜警備保障(株) (株)フカサワ

宇都宮ステーション開発(株) 栗田工業(株) 東栄設備工業(株) 福富工業(株)

宇都宮製氷冷蔵(株) (株)ケイエムシー 東栄電設(株) (株)フケタ設計

宇都宮測量(株) 宗教法人 桂林寺 (株)東京理水 藤井建設(株)

宇都宮中央ライオンズクラブ 花蔵院 (株)トーホー・北関東 藤井産業(株)

宇都宮東部クリニック 光音寺 (株)トーホク (株)不二工機宇都宮事業所

宇都宮塗料工業(株) 弘電商事(株) 栃木いすゞ自動車(株) 藤﨑印刷(株)

宇都宮農業協同組合 光陽電気工事(株) 栃木キヤノン事務機販売(株) フタバ食品(株)

宇都宮二荒山神社 光琳寺 (株)栃木銀行 (有)フタバ電化

宇都宮文化センター(株) (株)公和設計 栃木県済生会宇都宮病院 ブリヂストンタイヤ栃木販売(株)

宇都宮防災(株) 後藤医院 一般社団法人栃木県自動車整備振興会 (株)古川商店

宇都宮ヤクルト販売(株) (株)こぶし 栃木県中央食販(株) フルテック(株)宇都宮支店

宇陽塗装(株) (株)小牧工業 栃木県電気工事(株) 平成理研(株)

ＡＩＳ総合設計(株) 斎藤商事㈱ 栃木県木材業協同組合連合会 報恩寺

エコワークス(株) (株)さいとう種苗 栃木県遊技業協同組合 宝泉寺

(有)エファ 斎藤内科クリニック とちぎコープ生活協同組合 寶藏寺

(株)エフエム栃木 (株)酒井建築設計事務所 栃木植物市場(株) 豊鉄工建設(株)

エルフ(株) 佐藤商事(株) 栃木スバル自動車(株) (株)豊明工業

おいかわ歯科医院 佐藤防災サービス(株) 栃木パナソニックファミリー会 邦和理工(株)

生沼商事(株) (株)三栄石油 栃木日野自動車(株) 前田製管(株)宇都宮工場

大竹工業(株) 三和テッキ(株) 栃木防災(株) (有)増井養魚場

令和元年度　宇都宮市社会福祉協議会
賛助会員・団体会員一覧

五十音順・敬称略

　ご協力いただき、誠にありがとうございました。会費は、全額、宇都宮市の地域福祉推進のために有効に活用さ
せていただきます。

　※ホームページもご覧ください。　⇒　「宇都宮市社協」で検索　 http://www.utsunomiya-syakyo.or.jp/bokin/b-way.pdf
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(株)丸和商会 やなせ整骨院 (株)療食サービス

(株)水戸設備工業 (株)矢野設備工業宇都宮支店 蓮慶寺

日蓮宗　妙正寺 ＵＤトラックス栃木(株) (有)若目田金物店

(株)みんみん (株)ユーユーワールド 和田工業(株)

(株)むぎくら ゆたか幼稚園 渡辺建設(株)

(株)睦工業 陽東タクシー(株) (株)渡辺有規建築企画事務所

(株)村上酒店 (株)横倉本店

明恵産業(株) 横山建設(株)

(株)元重建設 (有)吉田自動車整備工場

本橋製菓(株) リコージャパン(株)

(社福)愛親会　東石井保育園 特定非営利活動法人 宇都宮市知的障害者育成会

(社福)朝日会 特定非営利活動法人たからぎ

(社福)あらぐさ会　たんぽぽ保育園 特別養護老人ホーム　祥豊苑

(有)あんしんネット 特別養護老人ホームおおるりの森

(社福)飯田福祉会　高砂荘　　　　 特別養護老人ホーム滝の原苑

宇都宮喉友会 栃木介護福祉士専門学校

宇都宮市遺族会連合会 栃木県済生会　特別養護老人ホームとちの木荘

宇都宮市視覚障害者福祉協会 栃木県済生会宇都宮乳児院

宇都宮市肢体障害者福祉会 栃木県中央地区明るい社会づくりの会

宇都宮市肢体不自由児者父母の会 栃木県中央地区里親会

(社福)宇都宮市障害者福祉会連合会 (社福)飛山の里福祉会　宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ

宇都宮市知的障がい者相談員連絡会 （社福）豊郷

(社福)宇都宮市母子寡婦福祉連合会 ナルク栃木

宇都宮市老人クラブ連合会 バンビーニゆめ

宇都宮仏教会 東峰保育園　

宇都宮保育園 ひまわり保育園

宇都宮ボランティア協会 (社福)ふれあいコープ

江曽島保育園 (社福)房香会

(社福)鶴西会 つるた保育園 宝寿苑

かすが園・若葉園 (社福)宝生会 特別養護老人ホーム敬祥苑

学校法人　須賀学園 瑞穂野保育園

学校法人　石嶋教育会  認定すずめこども園 みちおせ荘

一般社団法人協働福祉とちぎ みちおせ保育園

ケアハウスシャトーおおるり 特定非営利活動法人　みどり

ケアハウス白寿の里 (社福)美のりの里　のん美里ホームながおか

晃陽職業センター (社福)みゆきの杜

陽西保育園 御幸保育園

（社福）こぶしの会 こぶし作業所 矢野自動車(株)

特定非営利活動法人サン・大谷 (社福)梨一会 豊幸の郷石井

篠井保育園 老人デイサービスセンターえそしま

自由空間ポー 老人保健施設　白楽園

障害者支援施設ひばり 朗読ボランティアグループひびき

松鶴堂（和菓子処） わかくさ

食生活研究会「四季」

老人デイサービスセンターまつばら

社会福祉法人 瑞宝会

(社福)すぎの芽

星花幼児園

(社福)善光会　とちぎライトセンター

大豊運輸(株)

宝木保育園

地域活動支援センター　大曽作業所

地域活動支援センター　第二大曽作業所

地域活動支援センター　第二戸祭作業所

地域活動支援センター　戸祭作業所

地域活動支援センター　みなみ作業所

地域包括支援センター細谷・宝木

(社福)つくし会 つくし保育園
(社福)つるたの里

〔団体会員〕

〔賛助会員〕


