
№ 特別賛助会員名 № 特別賛助会員名 № 団体賛助会員名 № 団体賛助会員名

1 小見野社会保険労務士事務所 41 （株）広済堂ネクスト 1 片柳地区民生委員児童委員協議会 41 大宮砂利・砂販売（株）

2 ベンリーさいたま原山店 42 岩槻都市振興（株） 2 大砂土東地区民生委員児童委員協議会 42 （株）埼玉空調メンテナンス

3 （一社）NIPPON終活サポートセンター 43 さいたま農業協同組合 3 東宮下第一自治会 43 （福）永寿荘　特別養護老人ホーム扇の森

4 桜慶社会保険労務士事務所 44 関東自動車共済協同組合 4 大和町自治会 44 （福）三恵会　特別養護老人ホームひかわ

5 （株）須賀リサイクルセンター大宮営業所 45 ダイドーベンディングジャパン（株）埼玉支店　戸田営業所 5 与野商店街連合会 45 田中建設（株）

6 小笠原工業（株） 46 （有）太盛 6 小柴自動車（有） 46 グループホームみんなの家・清河寺

7 税理士法人山田会計 47 （株）いがらし企画 7 大久保地区民生委員児童委員協議会 47 グループホームみんなの家・清河寺２

8 大宮商店街連合会 48 埼玉県生活協同組合連合会 8 土合地区民生委員児童委員協議会 48 介護老人保健施設葵の園・大宮

9 （株）マルモト 49 （株）若菜 9 （株）田中工務店 49 さいたま清河寺温泉

10 （株）神明興産 50 （一財）さいたま市都市整備公社 10 高田製薬（株） 50 養護老人ホーム富士見園

11 福祉葬祭メモリアルホール西浦和 51 （株）ケントコーポレーション 11 リハ倶楽部さくら 51 和の花

12 宅配クック１２３　さいたま浦和店 52 （株）雄飛堂 12 アルタビスタガーデン 52 福正寺

13 さいたま商工会議所 53 （株）ネヲハル 13 （福）欣彰会　高齢者総合サービスセンター　敬寿園七里ホーム 53 光和堂漢方薬局・鍼灸治療院・通所介護

14 （株）CKK 54 （公財）さいたま市産業創造財団 14 七里地区民生委員児童委員協議会 54 オーバルホーム（株）

15 積田冷熱工事（株） 55 （株）テレビ埼玉 15 ノースピア上落合コミュニティ部会 55 （株）アール

16 （株）積田電業社 56 （公財）さいたま市公園緑地協会 16 街の広告代理店BigMouse 56 むらたクリニック

17 豚のひととき 57 コカ・コーラボトラーズジャパン（株）浦和支店 17 （福）久美愛園 57 指扇交通

18 （株）ソセイ 58 毎日興業（株） 18 （福）弘颯会 58 （有）秋葉中店

19 （株）七里ハウジング 59 （一財）埼玉水道サービス公社 19 （福）のびろ会

20 埼玉東部ヤクルト販売（株） 60 東京ガスネットワーク（株）埼玉支社 20 （福）清澄会

21 はすぬま保育園 61 埼玉田中電気（株） 21 （福）明和会　らそ保育園 令和５年度　特別・団体賛助会員のご紹介

22 はすぬま第二保育園 62 北浦和ターミナルビル（株） 22 （福）ななくさ 令和３年度　特別賛助会員のご紹介

23 （株）マツザワ 63 ダイハツ西大宮販売　吉沢モータース 23 （福）育成会　白菊苑

24 （株）セレモニー 64 （株）サイオー 24 （福）いーはとーぶ

25 （福）邑元会しびらき 65 （公社）さいたま観光国際協会 25 （福）さいたま市社会福祉事業団

26 （株）あつか 66 明治神宮崇敬会与野支部婦人部 26 （福）誠心会

27 ザイタック 67 小俣シャッター工業（株）　さいたま工場 27 （福）弘優尽会

28 パシフィックシステム株式会社 68 浦和パークテニスクラブ 28 さいたま市身体障害者福祉協会

29 （株）大沢工務店 69 （医）丸山会　介護老人保健施設ケア大宮花の丘 29 （福）みんなぎ

30 （株）武蔵野銀行 70 ビソー工業（株） 30 （福）育栄会

31 （株）高須自動車 71 シンコー技術サービス（株） 31 さいたま市聴覚障害者協会

32 （株）タムロン 72 （株）ショーワ興業 32 （福）うらわ学園

33 西堀整形外科内科 73 （株）小山本家酒造 33 （公社）やどかりの里

34 （株）エコ計画 74 （株）ノグチコーポレーション 34 杉の子学園

35 （株）遊楽 75 （有）メーコー精機 35 あかしあの森

36 三室グリーンゴルフ 76 （株）埼自販会館 36 ゆずり葉

37 水村商事（有） 77 （一社）埼玉県自動車整備振興会 37 プリムローズ

38 望月印刷（株） 78 （福）三恵会 38 （福）浦和福祉会

39 （株）小林鍍金工業 79 （株）第一金属製作所 39 （福）浦和乳幼児センター

40 柏木建設（株） 40 （福）悠揚会

地域福祉推進のため、有効に活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。

（敬称略・順不同）　（令和5年3月31日現在）
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