平成 23 年度 賛助会員紹介
青少年健全育成県民運動にご協力をいただきありがとうございます
新 賛 助 会 員 紹 介（敬称略）
平成23年4月1日以降、賛助会員としてご協力いただ
きました。
水戸市 茨城県たばこ販売協同組合連合会 菊池庸介
大谷美恵子 塚原総子 牧野惠美子
日立市 森秀男
笠間市 寺嶋常文 市毛英弘
つくば市 筑波山大御堂 東豊学園つくば松実高等学校
下妻市 岩上照代
境町 はなぶさ幼稚園 仲村敏明 石川昌利

水戸市
合名会社坂本計理事務所 江幡産婦人
科病院 水戸信用金庫 株式会社常陽銀行 株式会社伊
勢甚本社 茨城県信用組合 茨城交通株式会社 株式会
社あけぼの印刷社 茨城日産自動車株式会社 茨城トヨ
タ自動車株式会社 茨城いすゞ自動車株式会社 茨城県
書店商業組合 ＪＡ茨城県連共通総合室 株式会社関電
工茨城支店 社団法人茨城県建設業協会 いばらく乳業
株式会社 茨城県自動車販売店協会 茨城トヨペット株
式会社 株式会社奈良屋 株式会社西山工務店 株式会
社高野高速印刷 冨士オフセット印刷株式会社 株式会
社きど印刷所 茨城倉庫株式会社 常洋水産株式会社
明利酒類株式会社 吉久保酒造株式会社 宗教法人吉田
神社 宗教法人常磐神社 宗教法人光台寺 神應寺 清
巌寺 六地蔵寺 宗教法人薬王院 宗教法人報佛寺 大
成女子高等学校 水戸女子高等学校 株式会社山忠 株
式会社大森食品 有限会社砂久保給食センター 小林紙
商事株式会社 学校法人水戸経理専門学校 医療法人正
仁会土沢整形外科 医療法人小沢眼科内科病院 医療法
人徳仁会丸山小児科医院 暁飯島工業株式会社 ウルノ
商事株式会社 水戸東ロータリークラブ 瀬谷工業株式
会社 水戸短期大学附属高等学校 株式会社パロス 有
限会社横山塗装店 水戸西ロータリークラブ 茨城県地
域女性団体連絡会 株式会社昭和自動車教習所 ネッツ
トヨタ茨城株式会社 センター印刷株式会社 日本たば
こ産業株式会社水戸支店 北水会記念病院 株式会社綿
引運送 財団法人茨城県建設技術公社 水戸ステーショ
ン開発株式会社 株式会社クロサワ眼鏡店 株式会社佐
々木保険 水戸ロータリークラブ 茨城県ＰＴＡ連絡協
議会 株式会社タカトー 株式会社内原電機製作所 水
戸商工会議所 水戸南ロータリークラブ スクリーンバ
リュー株式会社 有限会社東京総合染色 和知商事株式
会社 有限会社不動産ネットワークヒロ 社団法人茨城
県医師会 茨城県たばこ販売協同組合連合会 タワラオ
ートサイクル 湊正雄 田山喜子 掛札真俊 矢野哲雄
大部浩 稲田清 上林祥一 秋山貞子 高岸成三郎 沼
田政美 沼田世士子 木ノ内賢一 孫田恵美 斎田寿美
阿部智 渡邉通 西野伸二 山本一紀 薄井聡 清水瑞
祥 菊池庸介 大谷美恵子 塚原総子 牧野惠美子
日立市
株式会社日立製作所日立事業所 日立

〔敬称略〕

セメント株式会社 ＪＸ日鉱日石金属株式会社日立事業
所 株式会社岡部工務店 鈴縫工業株式会社 医療法人
圭愛会日立梅ヶ丘病院 株式会社茨城県日立自動車学校
日立桜ライオンズクラブ 有限会社三辰商事 株式会社
セイキョウ れすとらんはくせん 日立中央ライオンズ
クラブ 有限会社東港堂 有限会社トキワ化成 水戸Ｄ
ＭＳ 日立ライオンズクラブ 有限会社カメラのオリオ
ン 日立ロータリークラブ 井原克子 大窪修二 塚田
允哉 岡田克幸 嶋﨑敏 国府田ヒロ子 森秀男
土浦市
株式会社筑波銀行 清峰金属工業株式
会社 中川ヒューム管工業株式会社 土浦北ライオンズ
クラブ 飯塚運輸株式会社 生熊運送株式会社 宗教法
人宝積寺 株式会社タナカ 井坂たけ
古河市
宗教法人大聖院 総和ライオンズクラ
ブ 株式会社古河第一自動車学校 茂田絹子 古川敬一
郎 塚田敏雄
石岡市
筑波乳業株式会社 医療法人滝田会丸
山荘病院 八郷ライオンズクラブ 石岡中央動物病院
宗教法人盛賢寺 揚石広行 野口伸隆 北澤秀 北澤千
代子
結城市
結城信用金庫 株式会社シルクロード
結城市建設協同組合 結城ライオンズクラブ 川面七郎
龍ケ崎市
ひたち建設株式会社 龍ヶ崎ライオン
ズクラブ 株式会社竜ヶ崎自動車教習所 宗教法人西光
寺 松本英夫 石塚萬壽夫
下妻市
株式会社茨城富士 社会福祉法人やは
た福祉会大宝保育園 宗教法人大宝八幡宮 岩上照代
常総市
水海道ライオンズクラブ 石下ライオ
ンズクラブ リスカ株式会社 学校法人寿広学園石下幼
稚園
常陸太田市
常陸太田ライオンズクラブ 株式会社
かわねや 常陸太田ロータリークラブ 井坂真衛
高萩市
助川電気工業株式会社 高萩ロータリ
ークラブ 鈴木栄
北茨城市
新和企業有限会社 株式会社五浦観光
ホテル 鈴木金一郎 藤田一幸
笠間市
宗教法人笠間稲荷神社 株式会社友部
自動車学校 友部ロータリークラブ 学校法人大関学園
岩間第一幼稚園 霜田実 石川真澄 林孝 前川吉秀
千歳益彦 小田野光男 寺嶋常文 市毛英弘
取手市
取手中央ライオンズクラブ 有限会社
小磯工務店 彦坂三矢子
牛久市
牛久茎崎ライオンズクラブ 東洋大学
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 野尻節子
つくば市
学校法人愛友学園吉沼幼稚園 筑波山
神社 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 筑波山大御堂 東豊学園つくば松実高等学校
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