
R4.8.30入金確認済分まで掲載

1 光仁会富竹の里 理事長　中野　清史

2 八葉会 理事長　月岡　光彦

3 下伊那社会福祉会 理事長　岡庭　一雄

4 ジェイエー長野会 理事長　上原　孝義

5 里仁会 理事長　雨宮　雷太

6 育護会 理事長　佐藤　公宣

7 萱垣会 理事長　萱垣　光英

8 ながのコロニー 理事長　柄澤　顕司

9 長野県社会福祉事業団 理事長　和田　恭良

10 夢工房福祉会 理事長　松本　善雄

11 小諸青葉福祉会 理事長　佐藤　正雄

12 愛泉会 理事長　後藤　浩

13 安曇野福祉協会 理事長　宮澤　学

14 伊南福祉会 理事長　高坂　宗昭

15 中信社会福祉協会 理事長　渡辺　明

16 敬老園 理事長　斎藤　剛志

17 湖会 理事長　香山　篤美

18 佐久コスモス福祉会 理事長　木内　正樹

19 明星会 理事長　宮下　智

20 佐久平福祉会 理事長　栁澤　陽子

21 聖母の会 理事長　井上　淳哉

22 長野りんどう会 理事長　宮尾　美代子

23 幸充 理事長　小林　昇

24 高遠さくら福祉会 理事長　中島　光孝

25 上伊那福祉協会 理事長　平澤　豊満

26 林檎の里 理事長　寺島　渉

27 佐久福寿園 理事長　和田　裕一

28 賛育会 理事長　小堀　洋志

29 みまき福祉会 理事長　久堀　周治郎

30 上田明照会 理事長　横内　浄真

31 林の杜 理事長　北沢　幸保

32 エマオ会 理事長　小山仲一郎

33 あさひ福祉会 理事長　倉田　龍彦

34 別所清明会 理事長　橋本　至永

35 七つの鐘 理事長　関　健

36 博悠会 理事長　荒木　智子

37 七草会 理事長　植木　正弘

38 恵清会 理事長　相澤　孝夫

39 信濃福祉 理事長　西村　行弘　

※協賛金のご協力ありがとうございました。
順不同

令和4年度「信州あんしんセーフティネット事業」 協賛法人

法人名 代表者名



令和３年度「信州あんしんセーフティネット事業」協賛法人

法人名 代表者名

1 社会福祉法人 上伊那福祉協会 理事長　平澤　豊満

2 社会福祉法人 信濃福祉施設協会 理事長　西村　晴彦

3 社会福祉法人 高遠さくら福祉会 理事長　中島　光孝

4 社会福祉法人 ながのコロニー 理事長　田中　幸廣

5 社会福祉法人 下伊那社会福祉会 理事長　岡庭　一雄

6 社会福祉法人 佐久福寿園 理事長　和田　裕一

7 社会福祉法人 円福会 理事長　藤本　光世

8 社会福祉法人 あさひ福祉会 理事長　三澤　大輔

9 社会福祉法人 萱垣会 理事長　萱垣　光英

10 社会福祉法人 長野県社会福祉事業団 理事長　和田　恭良

11 社会福祉法人 光仁会富竹の里 理事長　中野　清史

12 社会福祉法人 里仁会 理事長　雨宮　雷太

13 社会福祉法人 伊南福祉会 理事長　髙坂　宗昭

14 社会福祉法人 さかえ 理事長　酒井　哲夫

15 社会福祉法人 誠心会 理事長　五味　和夫

16 社会福祉法人 安曇野福祉協会 理事長　清澤　仁一

17 社会福祉法人 すずらん福祉会 理事長　松川　常夫

18 社会福祉法人 敬老園 理事長　斎藤　俊明

19 社会福祉法人 中信社会福祉協会 理事長　渡辺　明

20 社会福祉法人 ちいさがた福祉会 理事長　太田　心平

21 社会福祉法人 国際保健支援会 理事長　横内　定明

22 社会福祉法人 坂城福祉会 理事長　坂内　孝之

23 社会福祉法人 湖会 理事長　香山　篤美

24 社会福祉法人 夢工房福祉会 理事長　松本　義雄

25 社会福祉法人 長野りんどう会 理事長　宮尾　美代子

26 社会福祉法人 ジェイエー長野会 理事長　髙山　宏一

27 社会福祉法人 林の杜 理事長　北沢　幸保

28 社会福祉法人 七つの鐘 理事長　関　健

29 社会福祉法人 別所清明会 理事長　橋本　至永

30 社会福祉法人 育護会 理事長　佐藤　公宣

31 社会福祉法人 つるみね福祉会 理事長　林　新一朗

32 社会福祉法人 エマオ会 理事長　小山　仲一郎

33 社会福祉法人 林檎の里 理事長　寺島　渉

34 社会福祉法人 七草会 理事長　植木　正弘

35 社会福祉法人 佐久平福祉会 理事長　栁澤　陽子

36 社会福祉法人 みまき福祉会 理事長　久堀　周治郎

37 社会福祉法人 八葉会 理事長　丸山　素香

38 社会福祉法人 聖母の会 理事長　井上　淳哉

39 社会福祉法人 松本ハイランド 理事長　髙山　拓郎

40 社会福祉法人 上田明照会 会長　横内　浄真

41 社会福祉法人 小諸青葉福祉会 理事長　佐藤　正雄

42 社会福祉法人 博悠会 理事長　荒木　智子

43 社会福祉法人 杏の郷 理事長　海野　秀彦

44 社会福祉法人 賛育会 ゆたかの事務長　森　佐智子

45 社会福祉法人 有倫会 理事長　井口　光世

※協賛金のご協力ありがとうございました。


