賛助会員の募集とお礼

〜(財)日立市体育協会 役員改選〜
平成２０年度・２１年度の役員改選がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
役員の皆さんとともに、スポーツの盛んな元気なまちづくりの実現に向けてスポーツ活動の推進に取り組んでまいります。

★賛助会員の皆さまには

《平成20・21年度 (財)日立市体育協会 役員一覧》
《会 長》
樫村 千秋（学識経験者）
《副会長》
佐藤 三夫（日立市卓球協会）

瀬成田高光（学識経験者）
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山中
石井
樫村
沼館
青山
青木

操 （県軟式野球連盟日立支部）
義男（日立市スケート連盟）
實 （日立市スポーツ少年団本部）
功 （東金沢地区体育振興会）
和生（日立セメント㈱）
俊一（日立市議会）

譲二（日立市バスケットボール協会）
実 （日立市空手道連盟）
達雄（滑川地区体育振興会）
信之（日立市中学校体育連盟）
和行（東京電力㈱日立営業センター）
忠 （日立市教育委員会）

瀬谷

吉秀（学識経験者）

浅井
菅谷
川崎
船田
弓野
鈴木
斉藤
志賀
大場
高橋
瀬谷
千徳
湖口
鈴木
山崎
江幡
井上
嶋崎

敏久（日立市弓道連盟）
山内 健司（日立市クレー射撃協会）
元之（日立市ゲートボール連合会）
池田 源二（県銃剣道連盟日立支部）
良文（日立市水泳協会）
川口 修 （日立市ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会）
芳數（日立市ソフトボール協会）
日下 智 （日立市バドミントン協会）
利之（日立市テニス協会）
庄司 明雄（日立市ボウリング連盟）
通子（日立市フォークダンス連合会）
木下 俊雄（日立市ラグビー協会）
秀郷（中里地区体育振興会）
佐々木武道（十王地区体育振興会）
良平（日高地区体育振興会）
鶴岡 次男（成沢地区体育振興会）
進一（豊浦地区体育振興会）
深作 保弘（南部地区体育研究会）
良寿（泉が森地区体育振興会）
小山 彰一（日立市小学校体育連盟）
純司（日立製作所情報制御ｼｽﾃﾑ事業部） 白瀬 久和（日立アプライアンス多賀家電本部）
正則（日立電線）
中川 義己（日立化成工業）
敏幸（㈱日立エンジニアリング・アンド・サービス） 石川 広 （東京ガス㈱ 日立支社）
起一（日立港ロータリークラブ）
滑川 敏夫（日立ロータリークラブ）
猛夫（日立ライオンズクラブ）
茅根 武通（日立北ロータリークラブ）
和典（日立青年会議所）
川村 達雄（日立桜ライオンズクラブ）
謙 （学識経験者）
蛭田 勲 （学識経験者）
雅直（学識経験者）
梶
修明（学識経験者）

（学識経験者）

《監 事》
橋本 恵二（学識経験者）
《評議員》
瀬谷泰一郎 （県ｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌ連盟日立支部）
徳田 敏夫 （日立地区剣道連盟）
星
康文 （日立市柔道協会）
石井 啓子 （日立市ソフトテニス協会）
吉田 博通 （日立市ダンススポーツ連盟）
大野 義治 （日立市バレーボール協会）
山田 道幸 （日立市グラウンドゴルフ協会）
伊藤 英雄 （多賀地区体育振興会）
塙
和弥 （坂下地区体育振興会）
橋本 晃輝 （日立市内高等学校体育連盟）
鈴木 達也 （日立製作所国分事業所）
神永 浩二 （日鉱金属㈱日立事業所）
佐藤 忠夫 （日立設備エンジニアリング㈱）
豊田 孝一 （日立鉄工協同組合）
白土仙三郎 （日立南ロータリークラブ）
(日立中央ロータリークラブ)
小野 武
大部 博 （日立中央ライオンズクラブ）
飯沼 利光 （学識経験者）
大内 篤 （学識経験者）

①主催主要行事のご案内

個人：年額１口 1,000円

②広報誌等をお渡しします

法人：年額１口 5,000円

順不同

長澤
沼田
竹澤
北澤
赤津
山本

平成２０・２１年度
日立市スポーツ少年団本部役員一覧
日立市スポーツ少年団本部におきましても、今年度は役員改選で
あり、別表のとおり新役員が決定しました。
スポーツ少年団では、バランスのとれた活動にするためスポーツ
活動以外にも野外・レクリエーション活動、文化・学習活動、社会
活動、研修活動などの講習会も開催しておりますので、積極的に参
加しましょう。

役職名

氏

名

★賛助会員会費

★申込方法
詳しくは事務局までご連絡下さい。
★連絡先
(財)日立市体育協会 ℡36−6661まで

《平成２０年度ご協力いただいた賛助会員》（平成２０年４月１日〜平成２１年２月２７日）

洋三（学識経験者）

《専務理事》
尾﨑 貞夫（学識経験者）
《理 事》
小林 敏男（日立市サッカー協会）
酒葉 健 （日立市陸上競技協会）
渋谷 幹雄（日立市レクリエーション協会）
椎名 敦史（日立地区体育振興会）
本間 利明（日立製作所日立事業所）
矢口 光男（日立商工会議所）

財団法人日立市体育協会は、市民の皆さんのスポーツに対する幅広いニーズに応えるべく、様々な活動を展開し
ています。
わたくしたちと一緒になって、市民の皆さんのスポーツ活動をバックアップしてくださる賛助会員を募集してい
ます。
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１口 ５，０００円以上

日立ＨＥＬＰ会／（株）国進運輸／利根コカコーラボトリング（株）日立支店／(有)日立ポリマー／
大沼学区体育振興会／(有)佐々木電材工業／(社)日立青年会議所／日立観光開発（株）日立ゴルフクラブ／
(有)田柳造園／（株）天尚堂／（株）伊藤園日立支店／（株）ナガモリ／東金沢バドミントンスポーツ少年団／
常陽銀行 日立支店／（有）滑川プラント／成沢小学校／日立土木（株）／茨城キリスト教学園高等学校／
鈴縫工業（株）／川村金属工業（株）／(有)沼田クリーンサービス／日立中央ライオンズクラブ／
茨城新聞日立支社／プレビ（株）／日立高速印刷（株）／多賀土木（株）／日立南ロータリークラブ／日高中学校／
日立球友クラブ／日立市ＴＢＧ協会／油縄子小学校／日立市ダンススポーツ連盟／イガラシ電気工事（株）／
日立セメント（株）／日立市フォークダンス連合会／東京ガス（株）日立支社／（株）須田酒店／赤津ハウス（株）／
リコー販売（株）茨城支社／日立ロータリークラブ／日立消防走友会／医療法人 愛宜会 秦病院／
奥アンツーカ（株）／（株）ビッグスポーツ／日立市消防本部 競走部／日立港ロータリークラブ／
日立北ロータリークラブ／日立桜ライオンズクラブ／日立ライオンズクラブ／日立きららライオンズクラブ／
（株）日立製作所グループ／大沼小学校
順不同 敬称略

１口 １，０００円以上

江尻 佳隆／ 菅谷 元之／ 倉持 徳弘／ 奈良 宏行／ 坂上 節子／ 舩田 芳數／ 茅根 武通／ 桔梗谷 昭男／ 大津 俊広／國井 博之／ 中村 大介／
石井 啓子／ 西野 勝／ 山本 忠／ 吉田 和則／ 鈴木 勝也／ 小室 誠／ 鈴木 陽子／大地 斉／ 大平 日出夫／ 片岡 裕信／ 梶 清志／ 大津 和康／
岸 和則／ 佐藤 好美／ 北原 真寿美／ 佐藤 行男／ 菊池 満／ 岩崎 好裕／ 平沢 ふく枝／ 坂本 のり子／ 菅野 広志／ 小野 浩志／ 青柳 勇／
梅澤 重雄／ 山村 安雄／ 荒川 長彌／ 橋本 恵二／ 江川 仁／ 江川 恵子／ 斉藤 忠／ 関 次男／ 小林 敏男／ 小池 仁／ 大滝 正榮／ 佐藤 啓／
伊藤 正夫／ 窪木 洋子／ 小室 幸久／ 鈴木 宏／ 大越 勲／ 三上 三雄／ 伊藤 金蔵／ 安田 幸雄／ 友部 利秋／ 友部 隆次／ 酒葉 健／
広田 邦男／ 那須村 啓次／ 熊谷 勝志／ 今村 好男／ 鎌田 三男／ 大森 規子／ 村山 忠男／ 川又 博／ 鹿森 美恵／ 梅村 恒雄／ 田尻 良彦／
小澤 利秋／ 鈴木 英雄／ 大森 彰／ 千葉 トミイ／ 大沼 稔／ 嵯峨 福東／ 古川 良一／ 小池 直之／ 遠藤 敏明／ 櫛田 行宏／ 吉村 常男／
白田 隆史／ 五来 勉／ 森 茂／ 下山田 昌平／ 永山 堯康／ 田所 義明／ 長岡 勝典／ 樋口 弥生／ 高橋 範子／ 窪木 隆之／ 木村 剛／
西舘 貴子／ 緑川 恵美子／ 遅塚 武夫／ 鈴木 虎夫／ 小野崎 久輝／ 齋藤 清人 ／小野崎 信義／ 柴田 馨／ 押田 秀雄／ 鎌田 洋／ 岡田 譲／
植木 正雄／ 瀬谷 直行／ 中野 育代／ 北澤 勝男／ 成田 清治／ 宮澤 隆俊／ 熊谷 勝典／ 中村 雅利／ 豊田 賢一／ 直井 寿弥／ 冨山 秀男／
平子 剛之／ 中岫 由佳／ 戸倉 登美子／ 藤田 昭／ 須藤 正男／ 中村 薫／ 渡邉 洋二／ 森 一博／ 菅原 誠一／ 生田目 昇／ 川越 雅彦／
赤城 正敏／ 石崎 智広／ 石井 辰哉／ 岡部 雅彦／ 中村 育雄／ 矢吹 利美／ 小田島 徳美／ 窪木 雅啓／ 三村 浩一／ 笹木 敏則／ 森嶋 徳臣／
石川 智康／ 後藤 弘道／ 木村 光利／ 春山 武聖／ 神永 典郎／ 菊池 道子／ 三浦 武也／ 平井 大史郎／ 沼田 不二子／ 山本 靖久／ 清水 透／
坂本 和昭／ 豊田 誠／ 島崎 志乃／ 永山 勝久／ 島崎 礼丈／ 水野 良平／ 高島 美智恵／ 海老原 久男／ 宮本 信行／ 村山 智／ 矢部 一良／
根本 武美／ 朝日 敏裕／ 安島 義雄／ 石井 良友／ 石川 秀子／ 根本 和良／会沢 哲雄／ 庄司 明雄／ 鶴岡 次男／ 沼館 功／ 本間 利明／
神永 浩二／ 千徳 正則／ 赤津 和行／ 石川 広／ 長山 洋三／ 川村 達雄／ 矢口 光男／ 瀬成田 高光／ 大内 篤／ 豊田 泰二／吉田 茂／
根本 淳／ 鈴木 博／ 助川 雅弘／ 今橋 徹也／ 根目沢 昭／ 稲田 邦彦／ 中島 文男／ 村岡 春美／ 佐藤 伸／ 皆川 悠美子／ 浅田 盛芳／
鈴木 正二／ 中村 城三／ 桜庭 亮治／ 伊藤 徳三郎／ 土田 宏／ 鈴木 喜雄／ 伊東 貞夫／ 伊藤 忠志／ 金成 守／ 幸田 智一／ 塩見 公明／
滑川 正年／ 徳永 寛顕／ 松本 俊吉／ 山口 博史／ 井田 孝夫／ 岡部 弘文／ 冨樫 義光／ 早坂 克義／ 大内 武／ 沼野上 忍／ 飯川 充男／
澤井 昭一／ 杉森 吉夫／ 大田 健一／ 恩氏 貞夫／ 瀬谷 泰一郎／ 山田 ネ豊子／ 平子 充秀／ 皆川 登／ 小林 征三／ 稲田 博司／ 樫村 千秋／
宮村 修／ 秋山 竹彦／ 石井 義男／ 山中 操／ 長澤 譲二／ 渋谷 幹雄／ 天野倉 修／ 塙 和弥／ 瀬谷 吉秀／ 浅井 敏久／ 川崎 良文／
古田土 宗則／ 吉田 博通／ 日下 智／ 鈴木 通子／ 庄司 明雄／ 山田 道幸／ 志賀 良平／ 竹澤 達雄／ 高橋 良寿／ 大江 良昌／ 青柳 薫光／
鈴木 英二／ 大部 博／ 蛭田 勲／ 飯沼 利光／ 星野 雅子／ 関 実／ 三代 英二／ 天下井 一雄／ 渡邊 好一／ 綿引 優尚／ 梅原 利浩／
森田 美和／ 木内 智美／ 小室 好美／ 鈴木 美千代／ 石井 大造／ 関 繁安／西松 慎一／ 林 友佳／ 兼子 公孝／ 高橋 重樹／ 星 みどり／
佐藤 彰／ 市毛 智子／ 福田 眞理子／ 藤田 清貴／ 二川 学／ 齋藤 賢一／ 阿倍 春枝／ 小濱 靖彦／ 鮏川 誠／ 中野 肇男／ 北澤 信之／
石川 美穂子／ 福地 烈／ 足立 経之／ 本多 仁志／ 若松 義弘／ 松下 安男／ 武田 和子／ 千賀 悌二郎／ 滝口 守／ 島崎 貴博／ 出口 哲郎／
西田 賢一／ 桃谷 敏生／ 沼館 功／ 萩庭 尭／ 加藤 早苗／ 前田 栄一郎／ 芳賀 由美子／ 大楽 裕／ 萩庭 猛／ 佐々木 美千枝／ 黒田 キミ子／
株木 幹人／ 渡辺 孝雄／ 早川 武志／ 加藤 末吉／ 安島 清松／ 鴨志田 勝雄／ 鴨志田 京子／ 小林 靖子／ 深谷 忠弘／ 大久保 和正／
佐伯 幸一／ 根矢 芳信／ 田中 宣子／ 舘川 好／ 上村 有司／ 遠藤 進／ 師岡 憲一／ 遠藤 憲一／ 遠藤 益雄／ 佐藤 邦男／ 野上 定興／
小野崎 邦雄／ 八幡 忠治／ 平 圭夫／ 曳地 敏／大越 典一／ 小貫 政弘／ 市毛 健一／ 寺門 恵子／ 石井 謙二／ 西成田 輝／ 矢部 敏晴／
長島 茂／飛田 憲三／ 黒澤 博彰／ 大川 亮子／ 根本 操／ 黒澤 秀美／ 鈴木 真理子／ 安島 知枝／ 大川 博子／ 橋本 雅子／ 平山 弘幸／
塩原 聡／ 川崎 信治／ 園部 義隆／ 上田 多恵子／ 大高 良憲／ 宮田 幸恵／ 鈴木 敏司／ 岸田 みゆき／ 後藤 徳侍／ 高橋 寿晴／
今橋 富士夫／ 須江 二郎／ 菊地 昇／ 池田 勝／ 稲沢 美代子／ 斎藤 秀郷／ 樫村 慎太郎／ 藤咲 広之／ 西村 和文／ 鈴木 茂美／ 小林 良造／
永井 晃／ 大場 進一／ 鈴木 昭治／ 田原 美恵子

