平成28年11月21日現在

平成２８年度 賛助会員 中間報告
市内事業所等の皆さまのご理解ご協力ありがとうございます。
１１月２１日現在加入報告をさせていただきます。
なお、会員会費については、海老名市の地域福祉事業推進の財源として活用させて
いただきます。
敬称略／順不同
1 （社福）中心会
2 （社福）星谷会

122 ㈱関東小池
123 ㈱神奈川機関紙印刷

3 （社福）県央福祉会わかばケアセンター
4 海老名市手をつなぐ育成会

124 村松電気管理事務所
125 ネットヨタ湘南㈱海老名店

5 海老名市肢体不自由児者父母の会
6 海老名精神保健福祉推進会「２πｒ」

126 ㈱河野文具
127 ㈱柴橋商会

7 海老名市身体障害者伸生会
8 海老名たんぽぽの会

128 渡辺商事㈱
129 ㈱C＆S

9 海老名市自閉症児・者親の会
10 海老名市スカウト連絡協議会

130 (有)勝見タイヤ商会
131 ㈱オーケー

11 海老名市ボランティア連絡協議会
12 食生活改善推進団体えびな会

132 (有)ガレージポイント
133 石室商事

13 海老名市誘導ボランティア虹の会

134 加藤司法書士法務事務所
135 (有)有馬創業

14 海老名市音声訳ボランティア矢ぐるまの会
15 海老名市点訳グループ みのりの会
16 福祉グループたけのこ
17 明社さつきの会
18 筆記通訳風
19 EPSV
20 NPO法人ワーカーズコレクティブどり～む
21 NPO法人介護グリーンハウスえがお
22 NPO法人生活支援の会ステップ
23 NPO法人 ワーカーズ・コレクティブあい
24 NPO法人 おおきな木
25 NPO法人 びなパートナーシップひろば
26 つちのこ保育園
27 にんじん村保育園
28 にこにこ保育園
29 米山学園
30 海老名みなみ幼稚園
31 たちばな保育園
32 ダンスボランティアサークル赤いくつ
33 ナチュラルサポート海老名

136 (有)みずほ電設
137 東名自動車工業㈱
138 スワンズ㈱
139 ㈱マイテック
140 栄和ガーデン㈱
141 ㈱宮代園
142 ㈱リレーション
143 ㈱オークラフロンティアホテル海老名
144 社会保険労務士相沢事務所
145 合同会社えびくら
146 ㈱スギサキ
147 ㈱松本商会
148 (有)中川設計
149 (有)友和
150 (有)おこめ亭
151 ㈱栃原製作所
152 ㈱アイエンス
153 (有)日誠自動車

34 海老名失語症友の会

154 (有)藤沢米穀店
155 ストロパックジャパン㈱

35 海老名市介護者の会四つ葉のクローバー
36 みずほサポートクラブ

156 ㈱ダスキンエビナ
157 (有)堅昇土建

37 海老名女性電話そよ風
38 海老名市母子寡婦福祉美苗会

158 ㈱今井防災商事
159 神奈川県ホームヘルプ協会萩の会

39 劇団えびな座
40 海老名市遺族会

160 ㈱ワイズラック
161 (有)藤井測量設計

41 えびなおもちゃ病院
42 詩吟駒草会

162 ㈱伸寛
163 城南信用金庫海老名店

43 コフレ・コフレⅡ
44 とみなが内科医院

164 大東電業㈱
165 ㈱深井電工

45 医療法人社団ライオン会
46 医師会会員 浜崎 聰一郎

166 ㈱山口設備工業
167 ㈱タズミ

47 かしわ台駅前クリニック

168 AE海老名・綾瀬法律事務所
169 たかの司法書士事務所

48 なかえこどもクリニック
49 医療法人社団西村整形外科
50 医療法人ERC海老名呼吸器科クリニック
51 医療法人社団神愛会アオシス湘南病院
52 医療法人社団神愛会アオシス湘南クリニック
53 医療法人山名歯科医院

170 佐野畳店
171 (有)井上造園
172 鴻池運輸㈱海老名営業所
173 ㈱中央経営研究所

54 やよいクリニック

174 人の森㈱
175 ㈱杉久保デザイン社

55 わきた歯科医院
56 石坂整形外科クリニック

176 ㈱アイテック
177 あさひ国際旅行㈱

57 （医）ジャパンメディカルアライアンス

178 ㈱仲屋商事
179 ㈱トーカイ

58

（医）ジャパンメディカルアライアンス海老名メディカルサポートクリニック

59 （医）くの小児科医院
60 北部地区民生委員児童委員協議会のみなさま（３５名）

180 司法書士えびな法務総合事務所
181 ㈱カワカミトラストライン

61 西部地区民生委員児童委員協議会のみなさま（３１名）
62 中部地区民生委員児童委員協議会のみなさま（２２名）

182 高山金属商事㈱
183 ㈱大和急配

63 東部地区民生委員児童委員協議会のみなさま（２７名）
64 南部地区民生委員児童委員協議会のみなさま（２６名）

184 柳田建鉄工業㈱
185 ㈱会縄軌道

65 海老名市管理職員のみなさま（１４９名）
66 社協従事職員（総務課・地域福祉課・在宅支援課）

186 マトリックス㈱
187 三和紙工㈱

67 吉野 愼一
68 今福 秀雄

188 ㈱マイ建築構造
189 (有)K.I加工所

69 尾関 英一
70 三好 美佐江

190 (有)明成工業
191 MONKEY★MAGIC KICKBOXING STUDIO

71 小賀坂 郁男
72 吉田 アサ子

192 ㈱パブコーキ
193 杉崎デンタル㈱

73 服部澄一郎
74 東柏太鼓

194 旭総業㈱
195 ㈱ヤマダ

75 海老名ゆめクラブ連合会
76 内山 喜一郎

196 ナックホーム㈱
197 神厚倉庫㈱

77 澤田 スミ子
78 中央一丁目自治会 会長 八ッ橋 靖浩 氏

198 (有)葵典禮
199 ㈱公善社

79 国分北一丁目北自治会 会長 中島 勲 氏
80 国分北一丁目南自治会 会長 竹本 邦雄 氏

200 ㈱サカモト二俣川斎場坂本斎場
201 厚木倉庫㈱

81 国分北二丁目自治会 会長 深澤 春美 氏
82 国分杉本自治会 会長 鈴木 信明 氏

202 税理士法人川合会計事務所
203 ㈱ブレーンズ・システム

83 国分南二丁目自治会 会長 庄司 博 氏
84 ルネ・エアズヒル自治会 会長 望月 理 氏

204 横浜信用金庫海老名支店
205 (有)ティーオーエム

85 国分南三丁目自治会 会長 和知 博 氏
86 勝瀬自治会 会長 吉澤 博昭 氏

206 松本哲也税理士事務所
207 (有)藤本重機

87 海老名みずほハイツ自治会 会長 馬場 光一 氏

208 ㈱ハートフルタクシー

88 浜田自治会 会長 市橋 輝朗 氏
89 国分寺台自治会 会長 八木 光 氏

209 サンインテルネット㈱
210 (有)よしむら電器

90 国分寺台四丁目自治会 会長 中澤 壮午 氏
91 中新田第１自治会 会長 瀬戸 茂美 氏

211 (有)もりたしろう工務店
212 ㈱インテック

92 さつき町自治会 会長 飯沼 光雄 氏
93 さつき住宅自治会 会長 萩原 好三 氏

213 アツギケア㈱
214 ㈱厚木自動車学校

94 河原口第１自治会 会長 柳沼 貞美 氏
95 河原口第２自治会 会長 越智 正則 氏

215 ㈱トーカイ
216 やまゆり生活協同組合

96 河原口第３自治会 会長 角谷 正義 氏
97 下今泉自治会 会長 坪井 保 氏

217 ㈱栄屋製パン
218 ㈱サービスメイク

98 海老名スカイハイツ自治会 会長 守屋 正教 氏
99 上今泉一丁目自治会 会長 田邊 壮良 氏

219 ㈱ふじ生花店
220 ㈱シンコウ設備

100 上今泉二丁目自治会 会長 宮下 良雄 氏
101 上今泉四丁目自治会 会長 栗山 明郎 氏

221 ココネクサス㈱
222 サクラサービス相模㈱

102 上今泉六丁目自治会 会長 萩原 博 氏
103 柏ケ谷自治会 会長 大貫 信夫 氏

223 河の手ギャラリー
224 (有)橘建具店

104 かしわ台クラルテ自治会 会長 白井 浩二 氏
105 東建ニューハイツ海老名自治会 会長 坂本 恒男 氏

225 ㈱ワック設計
226 ㈱志鎌機型製作所

106 東柏ケ谷一丁目自治会 会長 高橋 経一 氏
107 東柏ケ谷二丁目自治会 会長 渋谷 昇 氏

227 くしかんざし
228 海老名食堂

108 東柏ケ谷三丁目自治会 会長 高木 保己 氏
109 東柏ケ谷四丁目自治会 会長 鈴木 房多 氏

229 海老名商工会議所
230 神奈川銀鈴会

110 東柏ケ谷五丁目自治会 会長 柳下 泰介 氏
111 ルアンジュさがみ野自治会 会長 瀬戸口 壮 氏

231 傾聴ボランティアかけはし
232 志鎌 八重子

112 東柏ケ谷六丁目自治会 会長 長井 徹 氏
113 中河内自治会 会長 橋本 宏一 氏
114 社家自治会 会長 井出 吉延 氏
115 今里自治会 会長 西山 勝敏 氏
116 上河内自治会 会長 竹内 昌燎 氏
117 杉久保北部自治会 会長 鈴木 努 氏
118 杉久保南部自治会 会長 梅沢 保 氏
119 サンパルク650自治会 会長 板谷 芳男 氏
120 本郷自治会 会長 武井 克夫 氏
121 門沢橋自治会 会長 戸田 幸三 氏

