
 

 

 

 

 

 

 
 
令和元年度 社会福祉協議会会員加入実績報告 

今年度も社会福祉協議会（社協）会員にご加入いただき誠に、ありがとうございました。 

また、普通会員の募集に際しましては、行政協力員のご協力をいただきましたことに厚く御礼申し上げます。 

皆さまからお寄せいただきました社協会費は、支援を必要とする方々の助け合い活動や、地域で困っている問題の解決、更にはボランテ

ィア活動などの貴重な財源として活用しています。 

 

法人会員及び特別会員に協力いただいた方々は、下記のとおりです。 

普通会員会費 2,410,000円 

特別会員会費  336,800円 

法人会員会費 1,853,000円 

会員会費合計 4,599,800円 

ご加入いただいた事業所 （順不同 敬称略）  令和元年１０月３１日現在 

小 張 地 区 

アイクリニック小田眼科 ありま皮膚科クリニック 茨城ゴルフ倶楽部 オートサービス成島商会 
貴風会なかざわクリニッ
ク 

紫峰ヶ丘動物病院 善空寺 田中商店 にこあり薬局 根本接骨院 

根本好昭税理士事務所 ひだまり鍼灸接骨院 
水海道産業㈱みらい平
支店 

みらい平クリニック みらい平こどもクリニック 

みらい訪問看護ステーシ
ョン 

㈱川上農場 
㈱常陽銀行みらい平支
店 

㈱筑波銀行みらい平支
店 ㈱みらい平ハウジング 

㈲エルフスポーツクラブ ㈲大久保熨斗吉商店 ㈲常陽観光タクシー （株）ＤＫＳ  

豊 地 区 

石丸家具センター 井関農機㈱ サカモト洋品店 浄円寺 
特別養護老人ホ-ムいなの
里 

丸松 水越モータース メグミルク伊奈販売所 メグミルク豊体販売所 ㈱赤塚土木興業 

㈱コスモソニックツーワ
ン ㈱斉藤商店 ㈲サカグチ   

谷 井 田 地 区 

石川税務会計事務所 
茨城県信用組合伊奈支
店 

茨城みなみ農業協同組
合 

うやま治療院 永和運輸㈱ 

カットハウスポトス 協和メガネ伊奈店 
合同会社ケアワーカー
ズ 

五洋建設 幸の家 

セブンイレブンつくばみ
らい谷井田店 

つくばみらい市歯科医師
会 取手自動車教習所 企業組合 菜の花 肉の海老原 

ブルーマロン 緑クリニック医院 谷井田医院 谷井田郵便局長 よしや畳店 

㈱アキタ ㈱あさの生花店 ㈱石橋葬儀社 ㈱以輪富 ㈱常陽銀行伊奈支店 

㈲谷井田自動車 ㈱スウィートグリーン ㈱筑波銀行伊奈支店 ㈱丸惣樹脂 ㈲坂本製畳 

三 島 地 区 

伊奈ストアー いなほ工業㈱ 
(有)アクティブサポ-ト癒
しの愛 

埜口接骨院 浜野商事㈱ 

㈱常南部品商会 ㈱常陸自動車 ㈱三光精衡所 ㈲飯塚工務店 ㈲と兵衛 



㈲ラ・フレッサ      

東 地 区 

伊奈工業㈱ 瑞源寺 ㈱山田組 ㈲千輪  

板 橋 地 区 

青木不二郎商店 飯田薬局 伊奈郵便局 慶友会 伊奈クリニック 永寿院 

大図整体院 掟屋 鹿島物流㈱つくば支店 木村造園 常総司法書士事務所 

昭和瀝青㈱ 鈴木加工㈱ 
セブンイレブンつくばみ
らい板橋店 

染谷建匠 司化成工業㈱ 

東京発條㈱ 東光電気工事㈱ 常磐整骨院 取手国際ゴルフ倶楽部 取手倉庫㈲ 

中島茶舗 成建工業㈱ 成島建設㈱ 日蓮宗妙栄寺 原信田建設㈱ 

ビッグドラッグ板橋店 平田家電商会 フォージテックカワベ㈱ 不動院 ベビーヘルシー美蕾 

恵工業㈲ 焼とり けい子 柳川ゴム㈱ 四十路 ㈱アグリケア 

㈱ＡＲＡＩ ㈱アンフィニ ㈱笹沼製作所 ㈱サトー運輸 ㈱中央タウンアスリード 

㈱筑波ゴルフコース ㈱ナカジマ産業 ㈱狸穴通信 ㈲桜屋石油 ㈲筑波モータース 

㈲中澤産業 
㈲明治牛乳不動尊前宅
配センター 

   

小 絹 地 区 

青木電気 アロマ化研㈱ あずみ苑 ラ・テラス小絹 稲葉運送㈱ 今川農園 

魚彦 お茶の石橋園 オートボーイＪ’Ｓ カフェテラス アール 
関東モリ工業㈱東関東
配送センター 

グリーン工業㈱ 小菅牛乳販売店 コンビ㈱ 
三建設備工業㈱つくば
みらい技術センター 

十和運送㈱ 

常磐興業㈱ 白石整形外科クリニック 鈴木本店 セキショウホンダ㈱ トーソー㈱ 

戸塚運送㈱ 日産プリンス茨城販売㈱ 初沢電気工事店 
花みずき・デイサービス
葵・あかねホーム 

パンの家 ミル 

ピジョン㈱ ヒタチ緑化㈱ 不二製油㈱ ふなやま内科クリニック ヤマキ自動車工業 

大和陸運倉庫㈱ ㈱飯島管工 ㈱エヌエープラン ㈱ガイアート ㈱コスモ 

㈱新みらい ㈱ＳＦＩＤＡ ㈱誠勝 ㈱大都エンタープライズ ㈱二葉 

㈲鍛冶屋 ㈲絹西タクシー ㈲常総整備 
㈲鈴木商店  ホットリビ
ング 

㈲大栄企画 

ベスト自学教室 ㈲寺田建材 ㈲肉の菊屋 ㈲ユニデン （宗）禅福寺 

谷 原 地 区 

イトウガレージ 岡本医院 ツクバサッシ販売㈲ 
特別養護老人ホームぬ
くもり荘 

ハリスおじさんの修理工
場 

古谷電器 
プレミアムヘアー クラウ
ディット 

山中自動車整備工場 レストラン味楽乃 ㈱飯田造園 

㈱クラ技術開発 ㈱ケアウインド ㈱三陽塗装商会 ㈱谷原石油 ㈱四代目ねぎしや 

㈲アドバンス ㈲OHSサービス ㈲小目橋商事 ㈲川口商事 ㈲千葉製作所 

㈲ツカダオート谷原 ㈲文倉建設 ㈲本多農園 （宗）光明院 （宗）聖徳寺 

（宗）東福寺     

十 和 地 区 

坂野鉄工建設㈱ 常栄エンジニアリング㈱ プラントテック㈱ ヘアーサロンヒロ 谷原建設㈱ 

㈱飯田商事運輸 ㈱関金属工業 ㈱直井造園土木 ㈱ＰＳＳ ㈲ピーシーランド 

㈲丸斉建設 （宗）華蔵院    

福 岡 地 区 

いばらきコープ生活協同
組合つくばセンター 

江戸町運送㈱ 片倉家具店 
三池産業機械㈱筑波工
場 

常総土木工業㈱ 

筑波化学工業所 東新油脂㈱筑波工場 東洋包材㈱ 中村食堂 光プラスト㈱ 

福岡運輸㈱：㈱スマイル
ケア 

福岡堰土地改良区 
水海道地区トラック事業
協同組合 

谷田部印刷㈱ 横田漬物店 



 

 

㈱荒井製作所 ㈱クボタ ㈱西郡製作所 ㈱大林化学 ㈲上野製作所 

㈲片見設備工業 ㈲君嶋製作所：ひばり園 ㈲斉籐商事 ㈲さくらの里 ㈲土戸商店 

㈲福岡自動車 （宗）大楽寺    

市 外  

暁飯島工業㈱ グラシアス㈱ 綜合建物サービス㈱ 千葉電気管理事務所 松枝印刷㈱ 

守谷タクシー㈲ ㈱アサヒビジネス ㈱シイナクリーン ㈱たんざわ 
㈱根本英建築設計事務
所 

㈱ベルキャンパス千葉 ㈱松村電機製作所 ㈲今井電気商会 ㈲すざわ書店  

個 人 

関口 博 他 匿名２件    


