平成 26 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26年４月１日以降、新賛助会員としてご協
力いただきました。
水戸市／高田尚幸 中山一美
石岡市／神生賢一
下妻氏／上野善孝 猪野木雅明
常総市／中川清彦
潮来市／後藤久
那珂市／小野瀬武康
筑西市／はぐろ保育園
鉾田市／おおくにや株式会社
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
一般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 水戸啓明高等学校 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 一般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ＰＴ
Ａ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 一
般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 大部浩 稲田清 上林祥一 高岸成三郎 沼田政
美 木ノ内賢一 孫田恵美 斎田寿美 阿部智 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 雨澤庸夫 高橋鉄夫 福田
英仁 池元和典 柴田眞幸 田中廣子 堀江英夫 中島
敏之 横山仁一 小松原仁 増子千勝 後藤四朗 谷中
進 森田克己 小野寺俊 土沢正雄 海老根功 細谷光

〔敬称略〕

太郎 圷健男 高田尚幸 中山一美
日立市 株式会社日立製作所日立事業所 日立セメン
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 日立桜ライオンズクラブ 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 水戸ＤＭＳ 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 飯塚博之 長山敏則
土浦市 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
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
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
髙野内明 長谷川京子 潮田昌造 神生賢一
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 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 岩田豊
上野善孝 猪野木雅明
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
中川清彦
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 岩間伸博
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 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 矢口
信明
つくば市 株式会社筑波銀行 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
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議場 筑波山大御堂 東豊学園つくば松実高等学校 石
山一美 齋藤靖夫 沼尻憲 岩瀬良伸
ひたちなか市 小宅小児科医院 黒沢政樹 保田禮子
菊池睦弥 宮本満 小松幸広
鹿嶋市 鹿島ライオンズクラブ 有限会社タカギ部品
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 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 鹿島ハイツスポー
ツプラザ 石津博康 仮屋茂 石津光彦 綿引徳治 水
島正人
潮来市 株式会社セイミヤ 後藤久
守谷市 株式会社守谷自動車学校
常陸大宮市 冨士フィルムオプティクス株式会社 株
式会社大宮自動車教習所 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 那珂ライオンズクラブ 医療法人社団青燈会
小豆畑病院 ぴっぴお話の会 ミュージック・ケアひっ
ぴ教室 中山祥二 中庭一雄 南波久代 山﨑和男
鈴木一司
高畠聖子 高岡早苗 小野瀬武康 川上晴
雄
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 明野自
動車学校 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
はぐろ保育園 新井礼子 松本英子 清水郁夫 仙波靜
清宮正人 石井茂雄 早瀬昌良 野口通 中野一正 稲
見信夫
坂東市 株式会社岩井自動車学校
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 生熊運送株式会社 林豊
桜川市 岩瀬ライオンズクラブ 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 小松﨑清 斉藤久男
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 鹿島セントラルホテ
ル 中国木材株式会社鹿島工場
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 鉾田ロータリー
クラブ おおくにや株式会社
つくばみらい市 株式会社 Nikkan 茨城ゴルフ倶楽部
取手自動車教習所 谷原建設株式会社 松下博充
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 石川和宏 小野嘉久
茨城町 日本ゲージ株式会社 株式会社茨城テーケィ
アール 宮本屋酒店 林一也 田山洋
大洗町 株式会社水戸カンツリー倶楽部 鹿島臨海鉄
道株式会社 大洗ライオンズクラブ
城里町 株式会社イトウ 阿久津春雄
東海村 東海ライオンズクラブ 東海那珂ロータリー
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クラブ 株式会社茨城ポートオーソリティ 根本利隆
鈴木綾子
大子町 株式会社大子造園土木 菊池功一
美浦村 株式会社常総住建 糸賀清 吉田賢治
阿見町 小松澤秀幸
河内町 細谷建設工業株式会社
八千代町 高塚建設工業株式会社 ヤマダイ株式会社
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
境ロータリークラブ 学校法人川上学園せい
境町
しょう幼保園
株式会社篠原工務店 株式会社坂東太
郎 有限会社稲毛田総合設備 萩原酒造株式会社 加藤
建設工業株式会社 はなぶさ幼稚園 石山征夫 岩川文
博 飯田正之 後藤健二 菊地弘子 千葉等 野村みつ
い 中久喜久雄 鈴木眞吾 太田慶樹 鈴木壽 仲村敏
明 石川昌利
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 300,000円
日本たばこ産業株式会社水戸支店
青少年育成市町村民会議会長・事務局長・
青少年行政担当者等研修会協賛金 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
茨城県ＰＴＡ連絡協議会
安全・安心なインターネット利用啓発
ポスターコンクール表彰協賛金
20,000円
茨城県高等学校ＰＴＡ連合会
安全・安心なインターネット利用啓発
ポスターコンクール表彰協賛金
20,000円

賛助会員募集
茨城県青少年育成協会は、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
公益社団法人 茨城県青少年育成協会
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】

青少年健全育成茨城県推進大会（アトラクション）
平成26年度青少年健全育成茨城県推進大会では水戸
市立笠原小学校金管バンド部の皆さんが演奏され、観
客に大きな感動を呼びました。

