
1 横須賀市 238-0041 横須賀市本町2-1　市立総合福祉会館2階 046-824-3435 046-827-0264

2 平塚市 254-0047 平塚市追分1-43　福祉会館内 0463-33-2333 0463-33-6588

3 鎌倉市 248-0012 鎌倉市御成町20-21　市福祉センター内 0467-23-1075 0467-22-2213

4 藤沢市 251-8691 藤沢市鵠沼東1-1　玉半ビル3F 0466-50-3525  0466-26-6978

5 小田原市 250-0055 小田原市久野115-2　おだわら総合医療福祉会館内 0465-35-4009 0465-35-6902

6 茅ヶ崎市 253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-44　さがみ農協ビル2階 0467-85-9650 0467-85-9651

7 逗子市 249-0005 逗子市桜山5-32-1　市福祉会館内 046-873-8011 046-872-2519

8 三浦市 238-0102 三浦市南下浦町菊名1258-3　市総合福祉センター内 046-888-7347 046-889-1561

9 秦野市 257-0054 秦野市緑町16-3　秦野市保健福祉センター内 0463-84-7711 0463-85-1302

10 厚木市 243-0018 厚木市中町1-4-1　市保健福祉センター内 046-225-2947 046-225-3036

11 大和市 242-0004 大和市鶴間1-25-15　 046-260-5633 046-263-2446

12 伊勢原市 259-1131 伊勢原市伊勢原2-7-31　伊勢原シティプラザ１階 0463-94-9600 0463-94-5990

13 海老名市 243-0492 海老名市勝瀬175-1 046-235-0220 046-235-0191

14 座間市 252-0021 座間市緑ケ丘1-2-1　市立総合福祉センター内（サニープレイス座間）　　 046-266-1294 046-266-2009

15 南足柄市 250-0105 南足柄市関本403-2　りんどう会館内 0465-73-1575 0465-74-3276

16 綾瀬市 252-1107 綾瀬市深谷中4-7-10　綾瀬市保健福祉プラザ内 0467-77-8166 0467-79-1812

17 愛川町 243-0301 愛甲郡愛川町角田257-1　町福祉センター内 046-285-2111 046-286-5424

18 清川村 243-0112 愛甲郡清川村煤ヶ谷2220-1　清川村保健福祉センターひまわり館内1F 046-287-1118 046-287-2013

19 葉山町 240-0112 三浦郡葉山町堀内2220　町福祉文化会館内 046-875-9889 046-876-1873

20 寒川町 253-0106 高座郡寒川町宮山401　町健康管理センター内 0467-74-7621 0467-74-5716

21 大磯町 255-0003 中郡大磯町大磯1352-1　町立福祉センターさざれ石内 0463-61-9390 0463-61-7614

22 二宮町 259-0124 中郡二宮町山西5-1 0463-73-0294 0463-73-0295

23 中井町 259-0153 足柄上郡中井町比奈窪104-1　町保健福祉センターしらさぎ内 0465-81-2261 0465-81-2658

24 大井町 258-0016 足柄上郡大井町上大井68-2 0465-84-3294 0465-85-3123

25 松田町 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領17-2　町健康福祉センター内 0465-82-0294 0465-82-9241

26 山北町 258-0111 足柄上郡山北町向原1379-1 0465-75-1294 0465ー76-4079

27 開成町 258-0021 足柄上郡開成町吉田島1043-1（町福祉会館1Ｆ） 0465-82-5222 0465-82-5928

28 箱根町 250-0311 足柄下郡箱根町湯本855 0460-85-9000 0460-85-6888

29 真鶴町 259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴475-1 0465-68-3313 0465-68-4179

30 湯河原町 259-0301 足柄下郡湯河原町中央4-12-5 0465-62-3700 0465-62-5150

FAX番号

５．連絡先
1）郵便番号、住所、電話・FAX番号

№ 地域名 郵便番号 住所 電話番号
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  5．連絡先

1 横須賀市 shakyo@wg7.so-net.ne.jp http://www.yokosuka-shakyo.or.jp/shakyo/ 昭和26年7月3日 昭和39年12月22日

2 平塚市 info@hiratsukasyakyo.net http://www.hiratsukasyakyo.jp 昭和28年4月1日 昭和50年3月31日

3 鎌倉市 info@kamakura-shakyo.jp http://www.kamakura-shakyo.jp 昭和27年2月10日 昭和50年12月24日

4 藤沢市 syakyo1@cityfujisawa.ne.jp http://www.fujisawa-shakyo.jp/ 昭和26年7月1日 昭和44年4月2日

5 小田原市 odawarashakyou@ybb.ne.jp http://www.odawarashakyou.or.jp/ 昭和27年12月24日 昭和51年5月20日

6 茅ヶ崎市 eboshi@shakyo-chigasaki.or.jp http://www.shakyo-chigasaki.or.jp/ 昭和26年4月1日 昭和53年12月22日

7 逗子市 info@zushi-shakyo.com http://zushi-shakyo.com/ 昭和26年12月1日 昭和53年2月1日

8 三浦市 jimukyoku@shakyo-miura.com http://shakyo-miura.com/ 昭和30年5月14日 昭和51年3月1日

9 秦野市 shakyo@vnhadano.com http://www.vnhadano.com 昭和30年1月1日 昭和49年4月1日

10 厚木市 soumu@shakyo-atsugi-kanagawa.jp　　 http://www.shakyo-atsugi-kanagawa.jp/ 昭和30年2月1日 昭和52年3月23日

11 大和市 soumu@yamato-shakyo.or.jp http://www.yamato-shakyo.or.jp 昭和27年12月 昭和52年4月1日

12 伊勢原市 info@isehara-shakyo.or.jp http://www.isehara-shakyo.or.jp 昭和26年4月 昭和50年3月29日

13 海老名市 ebina-shakyo@ebina-shakyo.or.jp http://www.ebina-shakyo.or.jp/ 昭和32年2月1日 昭和54年3月2日

14 座間市 info@zamashakyo.jp http://www.zamashakyo.jp/ 昭和32年7月1日 昭和55年4月1日

15 南足柄市 soumu@minamisyakyo.or.jp http://www.minamisyakyo.or.jp/ 昭和32年12月1日 昭和58年2月1日

16 綾瀬市 info@ayase-shakyo.or.jp　 http://www.ayase-shakyo.or.jp/ 昭和27年7月1日 昭和57年3月6日

17 愛川町 aishakyo@shakyo-aikawa-kanagawa.jp http://www.shakyo-aikawa-kanagawa.jp/ 昭和31年2月20日 昭和56年2月1日

18 清川村 info@kiyokawa-shakyo.jp http://kiyokawa-shakyo.jp 昭和32年4月1日 平成5年3月22日

19 葉山町 shakyo＠hayamashakyo.com　 http://www.hayamashakyo.com/ 昭和60年4月1日 昭和60年2月22日

20 寒川町 shakyo@t-samukawa.or.jp http://www.t-samukawa.or.jp/~shakyo/ 昭和28年8月1日 昭和59年6月4日

21 大磯町 oiso@bz01.plala.or.jp http://www.oiso-shakyo.jp 昭和59年3月5日 昭和59年4月2日

22 二宮町 nisyakyo-jimk@swan.ocn.ne.jp http://ninomiya-syakyo.jp 昭和27年4月1日 昭和59年2月23日

23 中井町 info@nakai-shakyo.or.jp http://www.nakai-shakyo.or.jp/ 昭和27年4月1日 昭和60年10月24日

24 大井町 info@ooi-shakyo.jp http://ooi-shakyo.jp 昭和32年4月 昭和61年3月25日

25 松田町 matsudasyakyo@happytown.ocn.ne.jp http://www.matsudasyakyo.or.jp/ 昭和27年4月 昭和61年3月28日

26 山北町 info@yamakitashakyo.jp http://www.yamakitashakyo.jp 昭和32年12月1日 昭和61年1月22日

27 開成町 network@kaiseishakyo.jp http://www.kaiseishakyo.jp 昭和61年4月1日 昭和61年3月28日

28 箱根町 hakosha-vc@poem.ocn.ne.jp　 http://www.hakone-shakyo.jimusho.jp 昭和31年9月1日 昭和61年3月31日

29 真鶴町 manazurushakyo@vesta.ocn.ne.jp http://www.manazurushakyo.jp/ 昭和30年4月 昭和61年3月28日

30 湯河原町 yugawara.shakyo@sage.ocn.ne.jp http://yugawarashakyo.server-shared.com/ 昭和30年6月1日 昭和61年3月25日

２）E-Mail、ホームページ、社協設立年月日および法人認可年月日

№ 地域名 E-Mailアドレス ホームページURL 設立年月日 法人認可年月日
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