
　新型コロナ感染症の蔓延から、社会は不安と混乱のなか、地域課
題も深刻化しております。だからこそ、「笑顔溢れる持続的な社会
の実現」のために、地域福祉に関わる人、関心を持つ人、放ってお
けない人から連携し合い、行動していくことが必要です。
　今回のキーワードは「誰一人取り残さない社会」！SDGｓのパイ
オニア田瀬和夫氏をお迎えいたします。
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SDGパートナーズ有限会社
代表取締役 CEO

福岡県福岡市生まれ。
東京大学工学部原子力工学科卒業。
ニューヨーク大学法学院客員研究
員として従事後、外務省入省。国連
日本政府代表部一等書記官として
緒方貞子氏の補佐官を務める。
外務省を退職、国際連合事務局課長、パキスタンにて国連広報
センター長を務める。
独立してSDGパートナーズを設立し、現在は代表取締役CEO。
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10：30 ～ 12：00
とちぎ福祉プラザ１階「多目的ホール」

月12 日1 水

対　　象 会員法人および、
市町行政・社会福祉
協議会役職員・一般

講　　師会　　場 とちぎ福祉プラザ１階
「多目的ホール」

定　　員 １３０人

参 加 費 無 料
但し、会員・社協以外の社会福祉法人
のみ資料代として￥2,000。

申込締切

11月 10日水

参 加 申 込 書
所 属 名 役 職 名 お 名 前 連 絡 先

FAX：028-622-5788

いちごハートねっと事業

〒320-8508 宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ3F 栃木県社会福祉協議会 内　TEL 028-305-5515　URL https://www.ichigosoudan.jp
栃木県社会福祉法人による「地域における公益的な取組」推進協議会主催 社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会共催
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生活や福祉のことでお困りの方は、お気軽ご相談ください。

はわたしたち に取り組んでいますSDGs

フェイスブックも
ご覧ください！

いちごハートねっと事業いちごハートねっと事業 参加法人一覧 〈令和３年８月現在 121法人〉
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とちぎYMCA福祉会
宇都宮市鐺山町1983
☎028-667-9258

東栄会
宇都宮市江曽島町1164-3
☎028-645-3237

山坂福祉会
真岡市熊倉町3435-1
☎0285-81-1188

あんず
下野市仁良川1651-1
☎0285-47-1711

寿松会　
那珂川町小川2958-2
☎0287-96-6070

正恵会
宇都宮市宝木本町1768
☎028-665-0520　

明峰会
宇都宮市峰1-12-5
☎028-635-1385

真亀会
真岡市亀山350-1
☎0285-83-1102

はくつる会
下野市箕輪425-1
☎0285-40-0388

足利むつみ会
足利市利保町49-4
☎0284-43-0414

むつみ福祉会
宇都宮市下平出町911-1
☎028-663-8910

弥生会
宇都宮市弥生1-6-3
☎028-634-5653

四恩会
益子町益子964
☎0285-72-5670

啓愛会
下野市薬師寺3150-1
☎0285-40-7500

真心会
足利市本城1-1480-6
☎0284-40-2201

藹藹会
宇都宮市古賀志町1964-12

☎028-652-7288

愛親会
宇都宮市鐺山町977-1
☎028-667-1972

益子のぞみの里福祉会　
益子町大沢2800-5
☎0285-72-8483

敬和会
下野市箕輪441-1
☎0285-44-5155

みようぎ会
足利市大沼田町1751
☎0284-91-3022

つるたの里
宇都宮市鶴田町3145
☎028-634-9071

大門福祉会
宇都宮市中今泉3-16-37
☎028-636-6370

正育会
益子町益子3607
☎0285-72-2415

関記念栃の木会
壬生町北小林812
☎0282-86-0177

善隣学園
足利市通7-3094
☎0284-21-2016

長寿栄光会
宇都宮市田野町666-2
☎028-652-8122

信徳会
宇都宮市松原1-4-10
☎0289-85-2809

恵愛会
茂木町千本452-1
☎0285-64-1000

せせらぎ会
壬生町安塚2032
☎0282-86-0059

イースターヴィレッジ
足利市小俣町3294-2
☎0284-62-3501

飛山の里福祉会
宇都宮市竹下町1199-1
☎028-667-0041

すぎの芽会
宇都宮市板戸町3650
☎028-667-8091

茂木福寿会
茂木町飯1694
☎0285-65-0811

延寿会　
野木町佐川野1785-1
☎0280-57-0578

真善会
足利市葉鹿町2019-1
☎0284-64-0661

晃丘会　
宇都宮市竹下町435-344
☎028-667-3750

奈坪ヶ丘福祉会
宇都宮市中岡本町3749-37

☎028-671-2001

蓬愛会
芳賀町稲毛田1887-4
☎028-677-2811

安寧
大田原市久野又804
☎0287-59-0139

こころみる会
足利市田島町616
☎0284-41-5039

幸倫会　
宇都宮市陽西町1-76
☎028-625-2106　

沖保育園
鹿沼市上殿町515-5
☎0289-65-1187

栃木老人ホーム
栃木市梓町455-27
☎0282-31-0202

エルム福祉会
大田原市中田原381-1
☎0287-22-8011

渡良瀬会
足利市葉鹿町2245
☎0284-62-8770

河内四つ葉会
宇都宮市中岡本町3178-3
☎028-673-0002

東京愛隣会
鹿沼市茂呂2525-3
☎0289-76-2225

慈誠会
栃木市藤岡町中根355-2
☎0282-67-3921

邦友会
大田原市金丸2600-7
☎0287-20-5100

徳知会
佐野市田島町213
☎0283-27-0115

西仁会
宇都宮市鶴田町3381
☎028-632-7555

希望の家
鹿沼市武子1566
☎0289-64-3011

あゆみ園
栃木市皆川城内町333-2
☎0282-31-1755

たかはら学園
矢板市越畑226
☎0287-48-0304

ブローニュの森
佐野市堀米町3905-4
☎0283-24-5613

桜寿会
宇都宮市逆面町261-1
☎028-672-0013

久寿福祉会
鹿沼市村井町126-1
☎0289-62-5225

天成会
栃木市大平町川連277-1
☎0282-20-0611

普照会
矢板市東町1200-16
☎0287-48-6677

恵明会
佐野市葛生東1-15-6
☎0283-85-8680

宝生会
宇都宮市宝木本町2141
☎028-665-7171

優心会
鹿沼市下永野236-5
☎0289-84-8004

すぎのこ会
栃木市岩舟町鷲巣302-1
☎0282-54-3131

しらゆり会
那須塩原市西大和6-5
☎0287-36-5033

森友会
佐野市長谷場町1798-1
☎0283-67-1001

とちぎ健康福祉協会
宇都宮市駒生町3337-1
☎028-622-2846

津田福祉会
鹿沼市白桑田254-5
☎0289-76-2959

わらしべの里
栃木市大宮町2708-3
☎0282-27-1627

清幸会
那須塩原市東原166
☎0287-73-8822

報徳会
佐野市仙波町847
☎0283-86-3088

みゆきの杜
宇都宮市海道町44-1
☎028-613-5210

行川福祉会
鹿沼市富岡914-8
☎0289-62-1211

都賀の里
栃木市都賀町臼久保298-1
☎0282-92-0211

京福会
那須塩原市住吉町5-10
☎0287-64-2511

ひまわり会
佐野市石塚町1018
☎0283-85-7378

房香会
宇都宮市上小池町1054-3
☎028-669-1010

仁篤会
鹿沼市下奈良部町1-86
☎0289-75-3743

杠
栃木市城内町2-18-13
☎0282-23-8905

太陽の里福祉会　
那須塩原市上中野53
☎0287-65-2288

とちのみ会
佐野市小中町1280
☎0283-22-1969

笹の会　
宇都宮市双葉2-12-12
☎028-659-1773　

庚申福祉会
日光市足尾町2119-2
☎0288-93-2210

ユートピアにしかた
栃木市西方町金崎403-1
☎0282-92-0533

明徳舎
那須塩原市大原間西1-19-6

☎0287-65-3070

縁盛会
佐野市馬門町1470
☎0283-85-9150

共生の丘　
宇都宮市飯田町261
☎028-648-3936

すぎなみき会
日光市板橋2610-1
☎0288-27-3100

裕母和会
栃木市岩舟町和泉816
☎0282-55-6677

慈愛会
さくら市鍛冶ヶ澤57-1
☎028-681-1211

明成会
宇都宮市岩曽町1109
☎028-613-6333

三光会
日光市倉ヶ崎605-7
☎0288-21-7020

孝友会
小山市平和256
☎0285-38-8558

愛美会　
さくら市氏家3260-3
☎028-688-7195　

河内福祉会
宇都宮市中岡本町2362-1
☎028-673-3500

すかい
日光市足尾町2084
☎0288-93-2003

つむぎ
小山市犬塚87-7
☎0285-25-8111

みつわ会
那須烏山市月次605
☎0287-88-9016

みどり会
宇都宮市宮山田町916-1
☎028-674-4560

愛泉会
日光市高徳619-3
☎0288-70-3110

紫雲会
小山市東野田635
☎0285-31-3033

敬愛会
那須烏山市滝田1867-3
☎0287-84-1176

善光会
宇都宮市竹下町1200
☎028-670-3171

晃友会
日光市細尾町82-1
☎0288-53-6433

ソフィア会
小山市東島田2403-2
☎0285-22-4561

正州会　
那須烏山市三箇183-1
☎0287-88-0311

なかよし会
宇都宮市西川田6-5-7
☎028-645-2148

大沢光福祉会
日光市大沢町62-1
☎0288-26-0113

洗心会
小山市出井1936
☎0285-25-2817

あすなろ会
塩谷町上沢968
☎0287-47-2000

こぶしの会
宇都宮市柳田町1401
☎028-613-3707

日光福栄会
日光市木和田島3008-11
☎0288-32-0002

恵明会
小山市西黒田480-3
☎0285-45-2554

同愛会
塩谷町熊ノ木1057-1
☎0287-45-2940

恩賜財団済生会支部栃木県済生会
宇都宮市竹林町911-1
☎028-626-1500

大恵会
日光市板橋2190-2
☎0288-27-0361

パステル
小山市乙女625-2
☎0285-39-6088

恵友会
高根沢町桑窪2266-2
☎028-676-3500

金子福祉会
宇都宮市塙田3-5-16
☎028-622-5872

恵光会
真岡市若旅656
☎0285-83-6662

内木会
下野市薬師寺1584-6
☎0285-48-5530

一心会
那珂川町久那瀬544-1
☎0287-92-0010


