
※会場周辺の駐車場のご利用には、駐車券が必要な
　ため、お車でのご来場はできません。
　深谷駅南口からのシャトルバスをご利用ください。

第14回

特定医療法人 好文会
Specific medical corporation koubunkai

～私たちの願いは、地域の皆様の｢安心な老後生活｣の実現です～

好文会の｢高齢者生きがい生活支援システム｣

好文会グループ各事業所が

それぞれの特徴を活かし

当法人ご利用の皆様を

全面的にバックアップいたします

通院・入院
訪問診療入所

通所リハビリ
入所

ショートステイ

デイサービス ショートステイ

在宅
医療・介護

高齢者の
住まい

介護や健康についての
相談

在宅療養支援病院あねとす病院
📞📞048-571-5311 

介護療養型老人保健施設アルメリア
📞📞048-574-8777 

介護老人保健施設あねとす
📞📞048-570-0511 

あねとすデイサービス
トレーニングセンター
📞📞048-577-3483 

短期入所生活介護ゆかりの家
📞📞048-574-3900 

サービス付き高齢者向け住宅

あねとすホーム上柴
あねとす生きいきデイサービス上柴

📞📞048-598-3311 

あねとす訪問看護ステーション

📞📞048-577-4311 
 
あねとす訪問介護
📞📞048-574-1540

あねとす訪問入浴
📞📞048-573-0096 

あねとす地域ケアセンター深谷
📞📞048-501-5500 

大里広域地域包括支援センターあねとす病院
📞📞048-577-3201 

岡部庁舎

岡部総合支所
岡部公民館
岡部図書館
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第14回

私たちも
ふかやシティハーフマラソンを
応援します！

深
谷
市
教
育
委
員
会

深
谷
警
察
署
・
深
谷
市 ～確認・相談する前に、現金を渡さない︕・振り込まない～

◎振り込め詐欺にご用心！（架空請求・オレオレ詐欺・還付金詐欺）◎振り込め詐欺にご用心！（架空請求・オレオレ詐欺・還付金詐欺）

◎自転車乗用中に交通事故にあうケース

ファイ
ト！

一般来場の方には１杯300円で販売いたします。
旬の深谷ねぎをはじめ、地場産野菜をたっぷり使った郷土料理を
ご堪能ください。
協力：武州煮ぼうとう研究会

深谷特産物・スポーツ用品販売コーナー

その他

飲食物の販売

深谷市地域振興財団による、深谷市イメージキャラクター「ふっか
ちゃん」の各種グッズの販売や、市内障害者就労施設による出店
等も予定しております。

深谷市商店街連合会による飲食物の販売も行います。
出店予定：すたんど割烹三善、カフェバー佛蘭西、富士屋、
TAIKEIDO NEO Garden Café、光苑深谷店、パンチャ・ピエーナ

あったか～い深谷名物「　　　　」の販売

【招待選手の紹介】
ハーフマラソン部門に出場！

小
こ や ま

山　司
つかさ

 さん
（SUBARU　陸上競技部　所属）

小山司さんは、寄居町の出身で、県立武
蔵越生高等学校を卒業後、帝京大学を経
て、株式会社SUBARUに入社。
現在SUBARU陸上競技部のキャプテン
を務めています。ハーフマラソンの自己
記録は１時間２分９秒です。

招待
選手

深谷特産の野菜や花、スポーツ用品等の販売をいたします。
出店予定：新井製菓㈱・㈱新吉・㈱山新青果
埼玉スポーツ用品小売商業協同組合深谷支部
深谷菓子商工組合など



会場提供：ふかや体育施設管理グループ
このチラシは再生コート紙及びベジタブルオイルインキを使用しています。

私たちもふかやシティ
ハーフマラソンを応援します！

第14回ふかやシティハーフマラソン協賛企業・団体一覧（順不同）

深谷商工会議所 
埼玉県深谷市本住町 17-1

TEL/048-571-2145  FAX/048-571-8222 
http://www.fukaya-cci.or.jp 

地域の中小企業を力強く、サポートします

〒366-0823

深谷市自治会連合会

深谷経営者クラブ
ライオンズクラブ国際協会
330 － C 地区　6R・1Z
深谷ライオンズクラブ

国際ロータリー第2570地区

深谷ロータリークラブ
国際ロータリー第2570地区

深谷東ロータリークラブ

花と緑、体力維持向上のオアシス あそびましょ。

赤城乳業株式会社

マルコーフーズ㈱

深谷観光バス（株） 〒366-0041 埼玉県深谷市東方4298
TEL（048）572-1659

　

学校法人
智香寺学園

埼玉工業大学
正智深谷高等学校

安全第一　重量物荷揚

株式会社 小林工業所 ㈱ 小 嶋 衛 生 社
深谷市暴力排除

推進協議会

深谷市役所部課長会 おない

クリーニング

税理士法人

武田事務所
株式会社

林　商　会 塚原運送㈱
安全・確実・迅速  深谷合同

タクシー（有）

ミツワ交通㈱
株式会社ナチュラルメートの会

笑顔であんしん

特別養護老人ホーム
福 寿 園

“和・思いやり・信頼のある
企業をめざして”

㈱天野電機製作所
株式会社エース警備

三菱電機ホーム機器
                株式会社

野菜王国ふかや

㈱深谷中央青果市場
深谷市稲荷町3-5-20

“深谷ねぎの里”

㈱上武生産市場
深谷市中瀬1528

㈱中瀬青果市場
深谷市中瀬８６３

ＪＡ埼玉岡部

歯科医師会
深谷市 深谷市

薬剤師会
㈱たべい

TEL（048）571－0466㈹
FAX（048）571－3678

白 倉 医 院

株式会社日原運輸
医療法人 社団 新 翠 会

新井整形外科 　 緒 方 医 院
リケンテクノス㈱ ㈲小檜山工業 日信岡部二光株式会社 株式会社エコー 神尾建設㈱ 三光ライト工業株式会社 株式

会社 美 水 塗 装 有限会社 割烹 ㈲篠崎組
名古屋美容室 パーティ・イベント派遣

㈲プロジェクトFC
寿司・割烹 美 ゆき

ＪＲ岡部駅東 深谷市倫理法人会 山田タイヤ本舗 株式
会社美 昌 園

げんき堂整骨院 深谷
☎０４８-５７５-３３２２

山新自動車販売
深谷市山崎 665

㈲アド・ナカノ き  ん  藤 ㈱モアサービス
048-575-1717

㈱カービジョン

　　　　　　　ときめきと感動を
　　　　　　　パートナーと共に。

快適な都市ガス

岡部ライオンズクラブ 岡部ロータリークラブ 川本ロータリークラブ
〈ダイアパレス南側〉

上柴クリニック コフネ 商 店
白衣・事務服・各種ユニフォーム

埼玉県都市競艇組合

深谷市暴力排除
推進協議会所部課長会 埼玉県都市競艇組合

オナイ
クリーニング

税理士法人
武田事務所

株式会社
林　

推進協議会

医療法人良仁会 医療法人江仁会－

北 深 谷 病 院
深谷市江原350
TEL 048（573）0801

花木と野菜のふるさと

ＪＡ花園
（株）山東電気

環境優先人間尊重は建設業の第一

深谷中央営業オフィス

電話　048-585-4301

新井製菓株式会社


