
          『埼玉県共同募金会団体コード一覧表』（社会福祉法人） 

 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

あ行 10108 育美会 川越市 

18006 愛育会 大里郡寄居町 11903 いこいの里 深谷市 

11302 愛弘会 東松山市 15202 いずみ会 東松山市 

13208 愛誠会 久喜市 17201 和泉の会 児玉郡神川町 

13204 愛全会 久喜市 17702 泉の里 深谷市 

11105 愛の泉 加須市 11403 為成会 さいたま市岩槻区 

19106 愛抱会 北葛飾郡松伏町 11102 一麦福祉会 加須市 

11304 青い鳥福祉会 東松山市 19104 銀杏会 北葛飾郡松伏町 

11603 青柳保育会 狭山市 10806 一葉会 秩父市 

10308 赤芝心育会 川口市 13602 樹会 ふじみ野市 

10306 あかぼり福祉会 川口市 10420 いなほ会 さいたま市桜区 

11613 秋草福祉会 狭山市 14401 伊奈町社会福祉協議会 北足立郡伊奈町 

18503 あきら会 南埼玉郡宮代町 12502 入間市社会福祉協議会 入間市 

12003 上尾あゆみ会 上尾市 14805 入間東部福祉会 入間郡三芳町 

12006 上尾市社会福祉協議会 上尾市 12503 入間福祉会 入間市 

12008 あげお福祉会 上尾市 11605 いるま保育会 狭山市 

12014 上尾芙蓉会 上尾市 15802 ウィング 比企郡川島町 

12406 あけぼの会 戸田市 19914 ウエルガーデン 足立区 

12507 曙会 入間市 10402 うらわ学園 さいたま市浦和区 

14907 あけぼの学園 入間郡毛呂山町 10438 浦和乳幼児センター さいたま市浦和区 

12702 朝霞市社会福祉協議会 朝霞市 10403 浦和福祉会 さいたま市緑区 

12704 あさかたんぽぽ会 朝霞市 11511 英清学園 春日部市 

11510 あすなろ会 春日部市 10423 永寿荘 さいたま市西区 

12501 あすみ福祉会 入間市 12510 永仁会 入間市 

14102 愛宕会 鶴ヶ島市 15803 永楽会 比企郡川島町 

13006 アヤ福祉会 新座市 14502 えがりて 鴻巣市 

11703 あゆみ会 羽生市 10444 悦生会 さいたま市北区 

10119 あゆみの会 川越市 17705 恵美寿苑 深谷市 

11906 歩む会福祉会 深谷市 19503 えんがわ福祉会 ふじみ野市 

10706 荒木ホザナ会 行田市 12217 エンゼル福祉会 越谷市 

12001 あらぐさ福祉会 上尾市 12017 桜樹会 上尾市 

11606 新 狭山市 10441 桜楓会 さいたま市岩槻区 

10909 安心会 所沢市 10437 円明会 さいたま市中央区 

13103 安誠福祉会 桶川市 10208 太井会 熊谷市 

17309 安盛の会 児玉郡上里町 18005 大里ふくしむら 大里郡寄居町 

13906 ありす福祉会 坂戸市 12202 大吉会 越谷市 

12511 杏樹会 入間市 16502 小鹿野ひまわり福祉会 秩父郡小鹿野町 

10430 いーはとーぶ さいたま市北区 16503 小鹿野福祉会 秩父郡小鹿野町 

11420 育栄会 さいたま市西区 16501 小鹿野町社会福祉協議会 秩父郡小鹿野町 

14305 育暎福祉会 吉川市 17706 岡部福祉会 深谷市 

10219 育慈会 熊谷市 15501 小川町社会福祉協議会 比企郡小川町 

12206 育樹会 越谷市 13101 桶川市社会福祉協議会 桶川市 

14904 育心会 入間郡毛呂山町 15001 越生町社会福祉協議会 入間郡越生町 

10410 育成会 さいたま市大宮区 18002 おぶすま福祉会 大里郡寄居町 



コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

12605 恩賜財団済生会支部埼玉県済生会 川口市    

12203 温和会 越谷市    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

か行 17003 呉竹会 本庄市 

10903 皆成会 所沢市 10804 くわの実会 秩父市 

15003 かえで 入間郡越生町 19907 ケアネット 海老名市 

10707 かがやきの会 行田市 18402 敬愛会 加須市 

10801 覚保会 秩父市 13203 啓和会 久喜市 

14103 鶴林会 鶴ヶ島市 10101 けやきの郷 川越市 

11501 春日部市社会福祉協議会 春日部市 10310 けやき福祉会 川口市 

19203 春日部むつみ会 春日部市 11806 元気村 鴻巣市 

11101 加須市社会福祉協議会 加須市 10910 健寿会 所沢市 

11109 加須福祉会 加須市 10709 健翔会 行田市 

17704 かつみ会 深谷市 10112 健友会 川越市 

16204 カナの会 秩父郡皆野町 12201 幸光福祉会 越谷市 

17104 神川福祉会 児玉郡神川町 15402 晃樹会 比企郡嵐山町 

17101 神川町社会福祉協議会 児玉郡神川町 17806 幸寿会 深谷市 

17301 上里町社会福祉協議会 児玉郡上里町 18904 恒寿会 久喜市 

10301 川口市社会福祉協議会 川口市 15502 宏仁会 比企郡小川町 

10104 川越市社会福祉協議会 川越市 17803 幸仁会 深谷市 

10103 川越にじの会 川越市 11416 光翠会 さいたま市岩槻区 

10117 川越福祉会 川越市 11706 幸生会 羽生市 

15801 川島町社会福祉協議会 比企郡川島町 17504 江南会 熊谷市 

13703 川の郷福祉会 三郷市 10405 鴻沼福祉会 さいたま市中央区 

17105 神流福祉会 児玉郡神川町 11801 鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市 

10413 希求会 さいたま市北区 11406 弘颯会 さいたま市岩槻区 

12407 きざわ保育園 戸田市 19909 康保会 台東区 

12215 貴親会 越谷市 18802 こうゆう会 久喜市 

11203 北泉福祉会 本庄市 11424 弘優尽会 さいたま市南区 

13301 北本市社会福祉協議会 北本市 11308 公陽会 東松山市 

13304 北本福祉会 北本市 12102 光陽会 草加市 

13802 吉祥福寿会 蓮田市 11709 宏和会 羽生市 

16902 希望の里 児玉郡美里町 12007 弘和会 上尾市 

14306 九星会 吉川市 14003 幸和会 幸手市 

11708 共愛会 羽生市 14207 晃和会 日高市 

10704 行田市社会福祉協議会 行田市 10312 ごきげんらいぶ 川口市 

11006 京悠会 飯能市 10401 こぐま会 さいたま市緑区 

10110 キングス・ガーデン埼玉 川越市 11204 こざくら福祉会 本庄市 

13202 久喜市社会福祉協議会 久喜市 12208 越谷一誓会 越谷市 

13205 久喜同仁会 久喜市 12205 越谷市社会福祉協議会 越谷市 

10207 熊谷市社会福祉協議会 熊谷市 12210 越寿会 越谷市 

10210 熊谷東雲会 熊谷市 17006 児玉福祉会 本庄市 

10218 熊谷福祉会 熊谷市 19202 子供の町 春日部市 

10213 熊谷福祉の里 熊谷市 13705 小鳩会 三郷市 

10404 久美愛園 さいたま市緑区 12602 こぶし会 鳩ヶ谷市 

14602 グラン・ヘリオス 鴻巣市 11612 こぶし福祉会 狭山市 

14206 栗の実福祉会 日高市 10216 古宮会 熊谷市 

10203 くるみ会 熊谷市 10416 五葉会 さいたま市見沼区 



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

さ行 19003 杉風会 北葛飾郡杉戸町 

11421 彩桜会 さいたま市南区 10316 シオンの会 川口市 

12209 埼葛福祉会 越谷市 12801 志木市社会福祉協議会 志木市 

12016 彩光会 上尾市 13201 茂樹会 久喜市 

18403 彩虹会 加須市 10305 慈光会 川口市 

11608 済誠会 狭山市 17103 慈光会 児玉郡神川町 

17804 埼玉朝日会 深谷市 10111 七生会 川越市 

10106 埼玉育児院 川越市 15404 慈徳院 比企郡嵐山町 

10412 埼玉いのちの電話 さいたま市大宮区 10805 しののめ福祉会 秩父市 

10408 埼玉県共済会 さいたま市緑区 10206 雀幸園 熊谷市 

10421 埼玉県視覚障害者福祉センター さいたま市大宮区 13902 シャローム埼玉 坂戸市 

10415 埼玉県社会福祉協議会 さいたま市浦和区 13903 十善会 坂戸市 

15403 埼玉県社会福祉事業団 比企郡嵐山町 10913 秀和会 所沢市 

10406 埼玉県身体障害者福祉協会 さいたま市浦和区 18705 春光会 久喜市 

11007 埼玉現成会 飯能市 11107 潤青会 加須市 

10204 埼玉県ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞﾎｰﾑ 熊谷市 13206 春洋会 久喜市 

10421 埼玉県盲人福祉ホーム さいたま市大宮区 10710 昇栄会 行田市 

10414 さいたま市社会福祉協議会 さいたま市浦和区 13803 昭仁会 蓮田市 

14903 埼玉聴覚障害者福祉会 入間郡毛呂山町 10711 聖徳会 行田市 

17802 埼玉のぞみの園 深谷市 11408 城南会 さいたま市岩槻区 

10428 埼玉福祉事業協会 さいたま市西区 11415 祥和会 さいたま市緑区 

18004 埼玉療育友の会 大里郡寄居町 19601 白岡市社会福祉協議会 白岡市 

11910 彩の国ふかや福祉会 深谷市 12505 しらさぎ会 入間市 

17305 彩の郷福祉会 児玉郡上里町 18505 じりつ 南埼玉郡宮代町 

13102 彩明会 桶川市 15303 白い馬会 比企郡滑川町 

12506 埼友会 入間市 12902 白百合会 和光市 

11509 さかえ会 春日部市 10107 親愛会 川越市 

13901 坂戸市社会福祉協議会 坂戸市 14906 神愛ホーム 入間郡毛呂山町 

18902 さきたま会 久喜市 13302 新啓会 北本市 

11905 さくら会 深谷市 12012 新生会 上尾市 

10429 さくら草 さいたま市南区 10217 翠浩会 熊谷市 

11503 さくら中央会 春日部市 14702 崇徳会 ふじみ野市 

19105 桜福祉会 北葛飾郡松伏町 19001 杉戸町社会福祉協議会 北葛飾郡杉戸町 

10439 ささの会 さいたま市岩槻区 11303 昴 東松山市 

14001 幸手市社会福祉協議会 幸手市 11610 菫会 狭山市 

11505 サマリア会 春日部市 11907 すみれ会 深谷市 

10907 さやまが丘保育の会 所沢市 19502 すみれ会 ふじみ野市 

11611 狭山栄会 狭山市 18502 青育会 南埼玉郡宮代町 

11602 狭山市社会福祉協議会 狭山市 10311 誠育福祉会 川口市 

11607 狭山福祉会 狭山市 11805 成恵福祉会 鴻巣市 

19901 小百合会 平塚市 10702 清幸会 行田市 

12705 さわらび会 朝霞市 11111 清光会 加須市 

17703 三愛学園 深谷市 11413 聖彩 さいたま市南区 

11710 三愛福祉会 羽生市 11508 清寿会 春日部市 

13209 三育会 久喜市 10803 清心会 秩父市 



コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

11409 誠心会 さいたま市中央区    

10120 誠仁会 川越市    

13008 晴智会 新座市    

11407 誠東会 さいたま市岩槻区    

17402 清風会 熊谷市    

10425 西部福祉会 さいたま市大宮区    

14503 清豊会 鴻巣市    

11615 誠由会 狭山市    

10701 清陵会 行田市    

11604 靖和会 狭山市    

10215 石山会 熊谷市    

12002 積善会 上尾市    

11211 世光会 本庄市    

17606 全国ベーチェット協会 熊谷市    

19905 全国ベーチェット協会 横浜市    

12101 草加市社会福祉協議会 草加市    

11112 相思会 加須市    

11411 創人会 さいたま市岩槻区    

12508 創和 入間市    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

た行 12403 戸田わかくさ会 戸田市 

10422 大桜会 さいたま市見沼区 11909 栃の木福祉会 深谷市 

10221 泰山木 熊谷市 17503 とちの実会 熊谷市 

14402 大樹会 北足立郡伊奈町 11419 独歩 さいたま市西区 

10712 橙 行田市 11711 とねの会 羽生市 

10912 大持福祉会 所沢市 13005 殿山福祉会 新座市 

10902 太陽会 所沢市 11108 戸不の会 加須市 

12004 たてば友愛会 上尾市 12010 とまとの会 上尾市 

13603 たんぽぽ会 ふじみ野市 10102 ともいき会 川越市 

10205 たんぽぽ福祉会 熊谷市 11504 ともに福祉会 春日部市 

13007 千曲会 新座市 11802 どんぐり会 鴻巣市 

10802 秩父市社会福祉協議会 秩父市    

10807 秩父市社会福祉事業団 秩父市    

16802 秩父正峰会 秩父市    

16402 秩父福祉会 秩父市    

14303 千歳会 吉川市    

12504 茶の花福祉会 入間市    

12703 長寿会 朝霞市    

19002 椿寿会 北葛飾郡杉戸町    

12204 つぐみ共生会 越谷市    

17102 つどい福祉会 児玉郡神川町    

11702 翼会 羽生市    

18704 翅会 久喜市    

17505 つゆくさ 熊谷市    

14101 鶴ヶ島市社会福祉協議会 鶴ヶ島市    

12213 童育会 越谷市    

11913 東方会 深谷市    

10212 東光会 熊谷市    

13702 藤光会 三郷市    

12011 藤寿会 上尾市    

14202 同仁学院 日高市    

13207 東宝会 久喜市    

11803 東雄福祉会 鴻巣市    

11912 同友会 深谷市    

19401 ときがわ町社会福祉協議会 比企郡ときがわ町    

10703 ときわ会 行田市    

12701 常盤会 朝霞市    

15902 常磐福祉会 比企郡吉見町    

13303 徳慈会 北本市    

18703 徳寿会 久喜市    

10309 徳誠会 川口市    

10914 所沢しいのき会 所沢市    

10904 所沢市社会福祉協議会 所沢市    

12401 戸田市社会福祉協議会 戸田市    

12405 戸田市社会福祉事業団 戸田市    



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

な行    

19912 苗場福祉会 十日町市    

16302 長瀞会 秩父郡長瀞町    

16301 長瀞町社会福祉協議会 秩父郡長瀞町    

16304 長瀞福祉会 秩父郡長瀞町    

12212 中又会 越谷市    

10433 なかよし愛育会 さいたま市緑区    

11306 仲よし福祉会 東松山市    

11005 名栗園 飯能市    

13011 なごみ会 新座市    

12013 和みの会 上尾市    

10211 なでしこ会 熊谷市    

10432 なないろ会 さいたま市南区    

10407 ななくさ さいたま市見沼区    

15302 滑川珠美園 比企郡滑川町    

15301 滑川町社会福祉協議会 比企郡滑川町    

10440 南桜会 さいたま市桜区    

13004 にいざ 新座市    

13001 新座市社会福祉協議会 新座市    

13009 新座市障害者を守る会 新座市    

11104 にしきの会 加須市    

11701 西熊会 羽生市    

11904 日本失明者協会 深谷市    

12302 寧幸会 蕨市    

11402 合歓木会 さいたま市岩槻区    

13805 希空 蓮田市    

19903 のぞみ会 調布市    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

は行 10315 ひらく会 川口市 

11214 梅花福祉会 本庄市 14004 平野の里 幸手市 

10431 博栄会 さいたま市見沼区 14203 日和田会 日高市 

14105 白桜会 鶴ヶ島市 11901 深谷市社会福祉協議会 深谷市 

18003 はぐくむ会 深谷市 11908 深谷藤沢福祉会 深谷市 

11426 博光会 さいたま市緑区 17707 蕗の会 深谷市 

11206 柏樹会 本庄市 19908 福祉楽団 香取市 

17602 白寿会 熊谷市 11704 福寿会 羽生市 

10105 はじめ会 川越市 10708 福潤の会 行田市 

13801 蓮田市社会福祉協議会 蓮田市 11422 福田会 さいたま市桜区 

14104 はちの巣会 鶴ヶ島市 10114 福都二十一 川越市 

13905 八葉会 坂戸市 12211 袋山愛育会 越谷市 

10435 ハッピーネット さいたま市西区 10911 藤の実会 所沢市 

12604 鳩ヶ谷啓和会 川口市 13502 ふじみ愛育会 富士見市 

15201 鳩山町社会福祉協議会 比企郡鳩山町 13503 富士見市社会福祉協議会 富士見市 

15203 鳩山松寿会 比企郡鳩山町 13506 富士見市社会福祉事業団 富士見市 

11110 花崎保育園 加須市 19501 ふじみ野市社会福祉協議会 ふじみ野市 

17903 花園公益会 深谷市 13504 ふじみ野福祉会 富士見市 

17904 花園福祉会 深谷市 11003 武州清寿会 飯能市 

15602 はなぞの保育園 比企郡ときがわ町 10905 双実福祉会 所沢市 

17304 英会 児玉郡上里町 13904 プラモウト･サークルクラブ 坂戸市 

11008 はなみずき会 飯能市 14304 平成会 吉川市 

17002 はなわ福祉会 本庄市 10202 別府会 熊谷市 

11705 羽生市社会福祉協議会 羽生市 19906 ベテスダ奉仕女母の家 練馬区 

11707 羽生福祉会 羽生市 10411 遍照会 さいたま市緑区 

12509 羽摶会 入間市 10118 穂育会 川越市 

12404 ぱる 戸田市 11507 朋映会 春日部市 

10434 春の木会 さいたま市岩槻区 15204 萠芽福祉会 比企郡鳩山町 

12709 ハレルヤ 朝霞市 10115 芳清会 川越市 

11002 飯能市社会福祉協議会 飯能市 12015 捧徳会 上尾市 

16001 東秩父村社会福祉協議会 秩父郡東秩父村 11209 報徳至誠会 本庄市 

11301 東松山市社会福祉協議会 東松山市 11412 ホザナ園 さいたま市緑区 

15002 光 入間郡越生町 10916 法水会 所沢市 

11405 久伊豆福祉会 さいたま市岩槻区 10222 菩提会 熊谷市 

11418 美星会 さいたま市見沼区 11210 ほほえみ会 本庄市 

14201 日高市社会福祉協議会 日高市 11201 本庄市社会福祉協議会 本庄市 

12707 陽だまり会 朝霞市 11205 本庄ひまわり福祉会 本庄市 

11804 一粒 鴻巣市 11212 本庄福祉会 本庄市 

10417 ひなどり保育園 さいたま市中央区    

11207 日の出福祉会 本庄市    

14905 雲雀会 入間郡毛呂山町    

10307 ひふみ会 川口市    

10908 向日葵会 所沢市    

17308 ひまわり会 児玉郡上里町    

10427 ひまわり乳児保育園 さいたま市浦和区    



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

ま行 19902 むつみ会 広島県尾道市 

11410 まあれ愛恵会 さいたま市南区 14703 明照会 ふじみ野市 

10436 まきば会 さいたま市見沼区 17303 明正会 児玉郡上里町 

13002 まきば福祉会 新座市 13104 明和会 桶川市 

19103 松大会 北葛飾郡松伏町 14803 めぐみ会 入間郡三芳町 

10906 松の実会 所沢市 10303 めだかすとりぃむ 川口市 

19101 松伏町社会福祉協議会 北葛飾郡松伏町 11512 めだかの学校 春日部市 

10113 眞理茂会 川越市 17604 妻沼会 熊谷市 

19904 まりも会 小平市 10214 妻沼町福祉会 熊谷市 

11414 美桜里会 さいたま市大宮区 17306 萠美の会 児玉郡上里町 

14806 美咲会 入間郡三芳町 10424 もくせい福祉会 さいたま市桜区 

16903 美里会 児玉郡美里町 14902 毛呂病院 入間郡毛呂山町 

13701 三郷市社会福祉協議会 三郷市 14901 毛呂山町社会福祉協議会 入間郡毛呂山町 

16905 みさと福祉会 児玉郡美里町    

16901 美里町社会福祉協議会 児玉郡美里町    

10304 水梅会 川口市    

12009 美鈴会 上尾市    

13501 みずほ愛育会 富士見市    

10442 みずほ育伸会 さいたま市大宮区    

10705 瑞穂会 行田市    

18504 みつなみ会 南埼玉郡宮代町    

11601 聖翼会 狭山市    

12603 三ツ和会 鳩ヶ谷市    

13704 緑の風福祉会 三郷市    

10109 皆の郷 川越市    

16203 みなの福祉会 秩父郡皆野町    

16201 皆野町社会福祉協議会 秩父郡皆野町    

10302 みぬま福祉会 川口市    

10901 みのり会 所沢市    

11213 みのり会 本庄市    

11609 みのり福祉会 狭山市    

18501 宮代町社会福祉協議会 南埼玉郡宮代町    

10426 宮原ハーモニー さいたま市北区    

16202 明星福祉会 秩父郡皆野町    

14802 三芳厚生福祉会 入間郡三芳町    

14804 みよしの会 入間郡三芳町    

14801 三芳町社会福祉協議会 入間郡三芳町    

11614 未来保育会 狭山市    

14204 武蔵会 日高市    

17603 むさしの郷 熊谷市    

13604 むさし野たんぽぽ会 ふじみ野市    

11001 むさしの福祉会 飯能市    

17004 武蔵野福祉会 本庄市    

17502 武蔵野ユートピアダイアナクラブ 熊谷市    

12402 むつみ会 戸田市    



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

や行    

14205 谷雲会 日高市    

13401 八潮市社会福祉協議会 八潮市    

12207 弥十郎愛育会 越谷市    

11502 やなぎ会 春日部市    

15004 山吹会 入間郡越生町    

11004 弥生会 飯能市    

13505 ゆいの里福祉会 富士見市    

16904 友愛会 児玉郡美里町    

10317 友愛会 川口市    

11902 邑元会 深谷市    

10918 有徳会 所沢市    

15903 雄飛 比企郡吉見町    

17605 熊北会 熊谷市    

10313 ゆうゆう会 川口市    

11202 宥和 本庄市    

10220 ゆかり会 熊谷市    

19102 ゆたか会 北葛飾郡松伏町    

13003 豊の会 新座市    

10915 陽明福祉会 所沢市    

16906 ようりん福祉会 児玉郡美里町    

16101 横瀬町社会福祉協議会 秩父郡横瀬町    

14301 吉川市社会福祉協議会 吉川市    

14307 吉川仲よし会 吉川市    

14302 葭の里 吉川市    

15702 よし乃郷 比企郡ときがわ町    

15901 吉見町社会福祉協議会 比企郡吉見町    

18001 寄居町社会福祉協議会 大里郡寄居町    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

ら行    

15401 嵐山町社会福祉協議会 比企郡嵐山町    

17307 梨花の里 児玉郡上里町    

10209 立正橘福祉会 熊谷市    

10418 リバティ さいたま市緑区    

11911 両宜会 深谷市    

13706 緑風会 三郷市    

11916 るりの光会 深谷市    

17302 ルピナス会 児玉郡上里町    

10201 黎明会 熊谷市    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

コード 団体名 市町村名 コード 団体名 市町村名 

わ行    

17902 若あゆの会 深谷市    

10116 若草会 川越市    

11208 若草福祉会 本庄市    

11506 若竹会 春日部市    

16303 わかたけ会 秩父郡長瀞町    

12103 わかば会 草加市    

11307 若萌会 東松山市    

14002 和幸会 幸手市    

12901 和光市社会福祉協議会 和光市    

11914 和順会 深谷市    

12301 蕨市社会福祉協議会 蕨市    

11305 童会 東松山市    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


