有限会社石橋会計事務所 取手中央ラ
取手市
イオンズクラブ 有限会社小磯工務店 彦坂三矢子
牛久茎崎ライオンズクラブ 東洋大学
牛久市
附属牛久高等学校 学校法人つくば開成学園つくば
開成高等学校 諸橋康之 飯塚寿子  石井美知夫
学校法人愛友学園吉沼幼稚園 筑波
つくば市
山神社 筑波国際カントリークラブ 株式会社ジョ
イパック 株式会社上筑波自動車学校 有限会社南
筑波パブリック 霞ヶ浦国際ゴルフコース 学校法
人慈恵学園栄幼稚園 株式会社広沢製作所 株式会
社つくば山水亭 つくば国際会議場 テスコ株式会
社 岡野寛人 石山一美 齋藤靖夫 服部隆全
ひたちなか市 小宅小児科医院 株式会社勝田自
動車学校 有限会社大内電気工事店 大富印刷株式
会社 黒沢政樹 野田文子 保田禮子 菊池睦弥  寺田
智子
鹿島ライオンズクラブ 有限会社タカ
鹿嶋市
ギ部品商会 鹿島神宮 株式会社鹿島中央自動車学
校 清真学園高等学校 笹本石材株式会社 株式会
社鹿島アントラーズ・エフ・シー  医療法人松優会松
倉中央クリニック 長佐一郎 石津博康 仮屋茂
株式会社セイミヤ 株式会社篠塚プレ
潮来市
ス工業所 潮来ロータリークラブ 坂本徳次
株式会社守谷自動車学校
守谷市
常陸大宮市 フジノン水戸株式会社 株式会社大
宮自動車教習所 学校法人若草学園 株式会社瀧工
務店 常陸山方ロータリークラブ エビハラスポー
ツマン株式会社 株式会社龍﨑工務店 株式会社大
宮レジャーセンター 石﨑信昭 川野邦 岡﨑岑夫
那珂市 茨城県中央ブロック明るい社会づくり連
絡協議会 那珂ライオンズクラブ 医療法人社団青
燈会小豆畑病院 株式会社水戸ニコンプレシジョン
中山祥二 中庭一雄 南波久代 大森一孝  山﨑和男
筑西市 関彰商事株式会社 下館ライオンズクラ
ブ 北つくば農業協同組合 下館ロータリークラブ
富山コンクリート工業株式会社 株式会社広沢製作
所 社会福祉法人紫泉福祉会はぐろ保育園 明野自
動車学校 明野ライオンズクラブ 明野ゴルフクラ
ブ 協和中央病院 下館自動車学校 協和ライオン
ズクラブ 東和電気工事株式会社 新井礼子 松本
英子 吉江捷藏 柴山英明 高島坦 清水郁夫 仙
波靜  清宮正人 石井茂雄 早瀬昌良
坂東市 株式会社岩井自動車学校 豊和麗病院
松崎龍
稲敷市 稲敷農業協同組合 緑産業株式会社江戸
崎カントリー倶楽部 稲敷ロータリークラブ 社会
福祉法人愛親会江戸崎保育園 社会福祉法人愛親会
新利根つばさ保育園 江戸崎ライオンズクラブ 有
限会社ダスキン土浦第一支店 医療法人盡誠会宮本
病院
かすみがうら市 千代田町昭和会 松澤喜昭 林
豊
桜川市 岩瀬ライオンズクラブ 岩瀬町医師団
真壁ロータリークラブ 医療法人同愛会延島病院
常陸大和ライオンズクラブ 小松崎清
神栖市 鹿島埠頭株式会社 社会福祉法人白十字
総合病院 鹿島臨海ロータリークラブ 城之内医院
鹿島セントラルホテル
行方市 玉造ロータリークラブ
鉾田市 医療法人樅山診療所 宗教法人無量寿寺
医療法人幸樹会鬼沢医院 白帆観光株式会社 株式
会社鉾田自動車学校 鉾田ライオンズクラブ 鉾田
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ロータリークラブ
つくばみらい市 不動院 日観興業株式会社茨城
ゴルフ倶楽部 取手自動車教習所 谷原建設株式会
社
小美玉市 タカノフーズ株式会社 上田忠義 篠
根捷應 橋本千代寿  山野辺勉
日本ゲージ株式会社 宗教法人一心院
茨城町
株式会社茨城テーケィアール 林一也
株式会社水戸カンツリー倶楽部 大洗
大洗町
ロータリークラブ  鹿島臨海鉄道株式会社 大洗ライ
オンズクラブ
株式会社イトウ 阿久津春雄
城里町
東海ライオンズクラブ 日本原子力発
東海村
電株式会社東海事務所 独立行政法人日本原子力開
発機構 東海那珂ロータリークラブ 株式会社ポー
トオーソリティ 照沼信邦 高橋昭 根本利隆 鈴
木綾子
常陸大子ライオンズクラブ 株式会社
大子町
大子自動車学校 株式会社大子造園土木 菊池功一
株式会社常総住建 糸賀清  吉田賢治  
美浦村
小松澤秀幸 池田寛治
阿見町
細谷建設工業株式会社
河内町
西山運輸機工株式会社 高塚建設工
八千代町
業株式会社 ヤマダイ株式会社 茨城八千代ライオ
ンズクラブ
五霞町 社会福祉法人博愛会川妻保育園 学校法
人荒川学園五霞第一幼稚園
境町 境ロータリークラブ 学校法人川上学園せ
いしょう幼稚園
株式会社篠原工務店 石山征夫
岩川文博 飯田正之 後藤健二 菊地弘子
利根町 宗教法人徳満寺

協賛金・寄附金紹介
ライオンズクラブ国際協会333－Ｅ地区
青少年健全育成のための活動助成金 600,000円
日本たばこ産業株式会社水戸支店
「親が変われば、子どもも変わる」運動推進協賛金 100,000円
水戸西ライオンズクラブ
少年の主張茨城県大会事業協賛金

50,000円

南波 哲龍(那珂市)
青少年健全育成のための寄附金

30,000円

賛助会員募集
青少年育成茨城県民会議は、県民総ぐるみの青
少年健全育成県民運動を展開しています。青少年
の健やかな成長のために賛助会員となって、県民
運動をご支援くださるようお願いいたします。
賛助会費
法人会費(会社･団体等) 年額1口 10,000円
個人会費
年額1口
3,000円
特別賛助会費
年額1口
1,000円
申込み・問合せ先
社団法人 青少年育成茨城県民会議
TEL029-227-2747  FAX 029-228-6200
E－mail：sha@ibaraki-ikusei.jp
(入会申込書は、ホームページからダウンロードできます。)   
【表紙写真】「親が変われば、子どもも変わる」運動実践モデル事業
お父さんと外遊びに挑戦しよう 〜ロープワーク〜
実施団体：常総石下母親クラブ「ぽっぷんクラブ」

