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第 2530 地区米山記念奨学会学友会
20 周年イベント

多文化交流コンサート
国際ロータリー第 2530 地区
米山記念奨学会学友会 20 周年記念イベント
多文化交流コンサート
と  　き：６月２４日（土）14:00 開会
と こ ろ：郡山市立中央公民館
入場料：２０００円

【主な演目】（予定）
◆ニュージーランド：マオリ族の伝統舞踊と歌
◆タイ：民族舞踊（バーイシー）
◆アフリカ：ルワンダのダンス
◆中国：中国歌と中国瓢箪笛演奏
◆モンゴル：モンゴル馬頭琴演奏と歌
◆ホンジュラス：ホンジュラスの歌
◆スリランカ：ダンス
◆台湾：チェロ演奏「望春風」
◆山形米山学友会：南京玉すだれ　他
問合せ：学友会会長：チンタカ・クマーラ（080-1806-0478）



ガバナーメッセージ

　6月は衣更えの時季、春から夏に移る季節の変わり目
であります。高温多湿のうっとうしい時期であります。お
体に気を付けてお過ごしください。ロータリーでは年度最
終月となり計画の進捗状況の確認など、気を引き締めて
取り組みをお願いいたします。
　さて今月は「ロータリー親睦活動月間」であります。
共通の趣味を持つロータリアン同士の国境を越えた親睦
の大切さを認識して、その様な親睦活動への参加、理
解を促すための月間です。そしてこのような親睦活動を
実践しているのが「ロータリー活動グループ」、その活動
はジャズ、テニス、写真といった趣味から、医師や弁護
士など職業を中心としたグループまで多岐にわたり、会
員はその活動を通して、楽しみを分かち合い、国際的
な親睦を深め、いっそう充実したロータリーの経験を味わ
うことが出来ます。ロータリアン、配偶者、ローターアクター
なら誰でも参加できるグループです。
　私は、この様な国境を越えた素晴らしい親睦活動は
非常に大切な事と思いますが、ロータリー年度の最終月
間テーマ「親睦」の意味合いをもっと深く掘り下げ、来
るべき新年度の活動の一助になればと期待し、考えて
見たいと思います。奉仕と親睦がロータリーの両輪、そ
してそれを結び付けるのが寛容の精神であります。
　「親睦」の原語は“Fellowship（フェローシップ）”です。
「親睦」というと、日本では宴会やゴルフや旅行などのイ
メージを持つ人が多いようですが、原語の意味を英英辞
典で調べると、「何かを一緒に行う、同じ趣向を持って
いる人々の中で生まれる友情の気持ち、仲間意識、連
帯感」との説明があり、日本人の受けとめ方とはだいぶ

違うようです。ポールハリスは著書の中で、ロータリーを
始めたきっかけを、「ある晩知人との散歩に出かけたとき、
店の前を通るたびに、店の主人と名前を呼び合い挨拶
している姿を見て、本当に心から何でも話し合える友人
を作りたい」との思いを描いてロータリーが出来たといわ
れています。例会でお互い友情を温め合い、切磋琢磨
して奉仕の理念を学び、そして一歩外に出たら奉仕活
動の実践を行うという事になります。裁量権を持った職業
人が例会に集い、発想の交換を通じて、分かち合いの
精神による事業の永続性を学び、友情を深め、自己改
善を図り、その結果として奉仕の心が育まれてきます。こ
の一連の事が「親睦」と呼ばれています。（刀根荘兵
衛氏資料より）

国際ロータリー第2530地区
2016－17年度ガバナー

佐久間 英一

三春人形
「馬乗武士」
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■ロータリー親睦活動月間
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※数字はその分野で達成した項目数。その分野で設定された目標数を達成した場合は網掛けになります。

■RI 会長賞への取り組み状況
　5/31現在 達成クラブ（5クラブ）：福島RC、福島北RC、三春RC、福島南RC、福島しんたつRC
会長賞の対象期間：2016 年 7月1日～ 2017 年 6月30日
※ただし、会員数の純増、会員維持率は2016 年 7月1日と2017 年 7月1日の比較となります。
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福島県内の米山奨学生は、いつから、どこの学校に、どのくらいいるのでしょうか？

米山記念奨学会委員会委員長
加藤 義朋（福島RC）

　『豆辞典』の3ページに「ロータリー米山記念奨学会のあゆみ」がまとめられていますので、それに沿って歴史をたどっ
てみましょう。
　1952 年（昭 27）に東京 RCが奨学事業の構想を立案し、翌 1953 年（昭 28）には「米山基金」の募金を開始。
1958 年（昭 33）に「ロータリー米山奨学委員会」が、初の奨学生として8人を採用しました。
　1967 年（昭 42）に「財団法人ロータリー米山記念奨学会」として文部省許可を得ましたので、次年度（2017-18 年
度）は、財団設立 50 周年を迎えます。1999 年（平 11）からは、全世界の国・地域が対象となり、2012 年（平 24）
から「公益財団法人ロータリー米山記念奨学会」となりました。
　さて、当地区の米山奨学生は、お陰様で、総累計 295 名となりました。その内訳は下表の通りです。国際ロータリー
第 253 地区（山形県・福島県）時代から続いている大学は５校あり、福島医大：大武省三先生ら11 名（3.7%）、日
大郡山：原田（呉）嘉泰君ら32 名（10.8%）、福大：鄭振烈君ら145 名（49.1%）、東北大学：康晃鎮君 1 名、奥
羽大：林慈玲君 1名です。
　1992 年 7月1日から国際ロータリー第 2530 地区（福島県）となりました。当時は、「国際奉仕委員会」の中の「米
山奨学委員会（板橋廣委員長）」として活動していました。それ以降の奨学生は、いわき明星大：李美源君ら8名（2.7％）、
東日本国際大： 陳秀奇君ら39 名（13.2％）、会津大学： ファーセット エリック マリース君ら53 名（18.0％）です。
　近年、地区奨励奨学金制度が新設され、国際ビジネス公務員大学校（旧郡山ビジネス公務員専門学校）からファン・
ティ・タォ君ら5名（1.7％）が採用されています。
　つぎに、当地区の国・地域別人数をみると、中国 132 名（44.7％）、台湾 40 名（13.6％）、マレーシア27 名（9.2％）、
韓国 22 名（7.5％）、ベトナム17 名（5.8％）、スリランカ15 名 /252（5.1％）、ミャンマー13 名（4.4％）、モンゴル8名
（2.7％）、バングラデシュ（1.7％）、ネパール3名（1.0％）、その他となっています。（2017/4/1 現在）

米山記念奨学会委員会
副委員長
石黒 秀司（郡山RC）

　さる5月14日（日）磐梯熱海温泉・ホテル華の湯において
恒例の新規米山奨学生歓迎午餐会が奨学生、カウンセラー、
さらに、指定校関係者、学友会、ガバナーはじめ多くのロータリ
アンの出席のもと、盛大に開催された。
　まず、佐久間英一ガバナー（以下カッコ内挨拶要旨・参集の
御礼と米山記念奨学会の詳細説明）大橋廣治奨学会理事（新
奨学生に良い印象。選にもれた方を思い積極的世の為、人の
為の行動を）加藤義朋奨学会委員長（当地区における国別、
学校別の奨学生累計の紹介と奨学生自身の後輩の為の募金活動を）から挨拶があり、指定校を代表して中井勝己福島
大学学長（留学生への奨学金提供への御礼今後益々の発展祈念）とチンタカクマーラ学友会会長（学友会 20 周年イ
ベントと積極的学友会への参加依頼）のご祝辞をいただいた。
　その後、昼食を取り、味戸道雄奨学会評議員の発声で、乾杯、歓談へと入った。もうすでに世話クラブ訪問をしてい
るリラックスの奨学生、連休などの関係で未だ世話クラブに訪問していない緊張の奨学生も本当に打ち解けていい時間を
共有した。その後、奨学生＆カウンセラーの自己紹介が行われた。
　奨学生のコメントの一部。「奨学金受給のみではなく、ロータリアンとのふれあいが楽しみ」「この奨学金で一生懸命勉
強して、世界平和への行動をしたい」「日本が大好き。日本に留学することが一番の夢だった。多くを学ぶ」「一回しかな
い人生の夢の実現のため、頑張る」「母国に興味をもっていただけるようにしたい」など・・・。

　新奨学生は、今のところ宝石の原石です。
それを磨き上げ、魂を入れ込むのは、世話クラ
ブやカウンセラーであり、クラブを超えた2530
地区ロータリアン。また奨学生自らです。どう
ぞ、米山記念奨学生に各種大会、クラブ例会
で会ったときは、お声かけいただきたいと思いま
す。思いがけない感動を覚えるかもしれません。
この出会いがいつまでも発展することを願って、
いや誓って、午餐会を終了した。

※上記人数には、2017学年度新規および継続奨学生を含む
注：RI 第 253地区（山形県・福島県）が1992年 7月1日からRI 第 2530地区（福島県）と分割された。

国際ロータリー第2530地区　学校別・国別　米山記念奨学生採用数累計

2017 学年度新規米山奨学生歓迎午餐会開催報告米山記念奨学会委員会からのお知らせ



Rotary International District 25306

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER   Vol.12

Rotary Serving Humanity 7

会長
猪俣 孝之（会津坂下RC）

　創立 50 周年式典を、4月22日に開催し、来賓として佐久間英一
ガバナーはじめ、多くの方々にご出席いただき、めでたく終了すること
ができました。
　1 年半ほどかけて準備に臨み、当初はまだ先と実感が沸きません
でしたが、年明けとともにあわただしく、不安もありましたが、会員一
丸となったお陰で予想以上の出来栄えでなかったかと評価します。
　周年には記念事業が伴います。意見を集約、知恵を絞り 2 つの
事業を実施しました。
　まず幼児教育支援の重要性を認識し、クラブ会員のエリア内であ
る、会津坂下町・柳津町・湯川村の幼稚園・保育所、そして道の
駅あいづ湯川・会津坂下へ幼児用キックバイク、アスレチック遊具の
寄贈を行いました。
　想いは有っても今まで締結まで至りませんでしたが、５０周年を機に
会津坂下町の姉妹都市であります、埼玉県の北本ロータリークラブ
様と友好クラブの締結ができました。
　式典においては記念事業の発表、友好クラブの締結式、親クラブ
の喜多方ロータリークラブへの感謝状の贈呈等を実施しました。
　式典の最後に記念コンサートとして、当クラブが関わりました財団国際親善奨学生のバリトン歌手の大島嘉仁君、ピア
ニストとして会津若松中央クラブの小林広美様の協力をいただき、素晴らしい歌唱を鑑賞いたしました。
会　場を移動しての祝賀会場入り口では、当クラブがスポンサーでありますインターアクト会津農林高校の早乙女が歓迎い

たしました、祝賀開会前にセレモニーとして会津坂
下町お田植えで行う「早乙女踊り」をご披露してい
ただきました。
　祝賀会においては、地元の三蔵元の酒をふんだ
んに振る舞い、馬刺し、そばと坂下町が誇る名物を
堪能いただけたものと思います。

（文責：50 周年委員会 五十嵐一夫）

次期地区幹事
草野 好夫（白河RC）

　5 月 21日（日）白河市の東京第一ホテル新白河で２０１７-18 年度の地区研修・協議会が開催されました。参加者は
約 630 名でした。登録して頂いた皆様及び各クラブの会長・幹事の皆様に心より感謝申し上げます。9 時より夕方 4 時ま
で丸一日皆様方何かとお忙しい中を参加していただいて、主催者の一人としてこの上ない喜びでした。感謝申し上げます。
朝 9時の登録開始でしたが 8時すぎから皆様お見えになりました。
1. 会長・幹事会　9：30～ 10：00
開会点鐘、ガバナ－の挨拶、ガバナ－エレクトの挨拶後
2016-17 年度地区決算見込
2016-17 年度地区大会決算報告を、三條安國地区資金委員長が行い
2017-18 年度行事予定　次期地区幹事　草野好夫が行い
2017-18 年度地区予算（案）　次期地区資金委員長が説明を行い
質疑応答の後拍手をもって承認されました。

2. 開会のセレモニー　10：15～ 11：00
定員 650 人の所に630 人で満席の状態で開会式が行われた。

3.セッション　移動及び昼食
分科会の会場が大きく4 か所に分散した。バスを 6 台用意して会場ごとに分乗していただいた。1ヵ所 70 人からの
大移動で大変でした。移動後お昼のお弁当をいただきましたが、ホテルの手作りで美味しくいただいたと思います。

4.セッションⅠ　Ⅱ　12：30～ 15：00
分科会はリ－ダ－及び副リ－ダ－のもとで次年度の委員会の事業方針を協議・決定をしていただきました。

5. 閉会セレモニー　　15：30～ 16：00
お礼の挨拶：鈴木邦典ガバナ－エレクト
地区大会の案内：須藤博之地区大会実行委員長
閉会点鐘：佐久間英一ガバナ－
この度の地区研修・協議会、私どもの準備不足で皆様方に
大変なご迷惑をお掛けしました。また、皆様方の友情と寛容
の精神で無事終わる事ができ、感謝申し上げます。

地区研修協議会報告 会津坂下ロータリークラブ50 周年事業
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会長
大髙 祐治（須賀川南RC）

　平成２９年５月１３日（土）、ホテルサンルート須賀川に於いて、国際ロータリー第２５３０地区ガバナー佐久間英一様、
須賀川市長橋本克也様を初め多くの来賓の皆様、多くのロータリーアンの皆様のご臨席を頂き須賀川南ロータリークラブ
創立３０周年記念式典が盛大に開催されました。
　式典は、会長及びに実行委員長の挨拶の後に来賓のガバナー、須賀川市長、スポンサークラブ会長、姉妹クラブ会
長の祝辞を頂きました。
　記念事業は東日本大震災で藤沼湖ダムが決壊し、尊い人命と大きな被害を受けた長沼地区に慰霊と復興を祈念する
石碑の建立を地元の皆様と推進する目録を地元実行委員会へお渡し致しました。
　私達はこの３０周年を機に「明日に向かって」を合言葉にロータリー発展とクラブの成長に一層の精進を続ける事を誓い
ました。
　記念講演は、味戸道雄パストガバナーによる「世界のロータリークラブ　日本のロータリークラブ」「これからの日本のロー
タリーは何を為すべきか」を演題に熱のこもった講演をいただきました。
　懇親会では、アトラクションとして「ぷかぷか」の演奏をバックに楽しい親睦の輪が広がりました。

会長
丸山 京男（本宮RC）

　5月19日（金）、本宮市のプリンス・ウィリアムズパーク内で整
備が行われている英国庭園のために役立ててほしいと、本宮市に
100 万円を寄付いたしました。
　会長、糠沢隆雄会長エレクト、髙田宗彦社会奉仕委員長、遠
藤迪子社会奉仕副委員長の4名で市役所を訪問し、「バラのアー
チの製作に使っていただければ」と、高松義行市長に善意を手
渡しました。高松市長より「立派な庭園を造るために汗を流します」
と御礼の言葉をいただきました。
　英国庭園は10月に開園予定で、7月には高松市長や地元の子どもたちが英国・ロンドンを訪れ、ホーランド・パーク
にある『福島庭園』と本宮市の『英国庭園』の姉妹庭園を締結する予定になっています。

須賀川南ロータリークラブ30 周年事業 寄付報告

本宮ロータリークラブが本宮市に100万円寄付

　5月25日（木）、宇津峰カントリークラブで「県中分区チャリティー
ゴルフ大会」を開催しました。参加した 16 名の会員から、45,000
円のチャリティー募金が集まり、第 2530 地区を通じて、ポリオプラス
基金に寄付をしました。

県中分区チャリティーゴルフ大会

写真左から
遠藤信一小野ＲＣ会長
眞田規行県中分区ガバナー補佐
佐久間英一ガバナー
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会長
古俣 猛（福島RC）

　2017 年 4月21～ 22日に台北士林 RCと連携し、台北愛樂
管弦樂團、華洲園掌中劇団による東日本大震災復興支援事業
日台友好親善コンサートを行った。来福のスケジュールは20日～
23日まで。20日午後より会場設営準備、21日は午前中にコンサー
トのリハーサルを行う。14 時からは第 1回目のコンサートとして福
島市内小学校 9校、小学生 5～ 6年生を対象に約 1,000 名を
招待したコンサートを開催。第 2回目は16 時 30 分からは一般
市民対象にコンサートを開催した。また、22日には飯館村、松
川工業団地第一仮設集会所において被災者対象の慰問コン
サートを実施。午後からは班に分かれて福島を観光。18 時より
ホテル辰巳屋にて、台北駐日経済文化代表処、楽団員および関係者、台北士林RC、台北文湖RCをお招きし、県北
第一分区のガバナー補佐をはじめとするロータリアンの協力のもと、歓迎夜間例会を行った。福島RCとしては、コンサー
トに向けた事前打ち合わせ、来福してからのスケジュール管理、対応。コンサート当日は設営ならびに受付。さらに楽団員、
ロータリアンの観光案内を担当。今回の開催を通して、ロータリアンお互いの友好を深めるとともに、いまだに残る風評被
害の払拭、特に食を中心に広く安全性をPRした。

（文責：幹事 管野 裕一）

　5 月 27 日（土）28 日（日）の二日間、ブリティッシュヒルズで「2016-17 年度国際ロータリー第 2530 地区 第 37 回
RYLA研修会」が開催されました。
　研修会の詳細については、ガバナー月信 7月号（第 13 号）に掲載いたします

日台友好親善コンサート報告 第 37回 RYLA研修会報告
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【 寄付金速報 ― 2016-17 年度も残り３カ月 ― 】
8 千万円の減少となりました。過去 2年間、大口寄付が続いたため、今年度の寄付金はかなり減少しているようにも見え
ますが、7月～ 3月の累計額は、2010 年度以降の同時期の平均額よりも上回っています。残りの約 3カ月は、特別寄付
金が主な寄付金収入となります。引き続き、米山記念奨学事業へのご支援をよろしくお願い申し上げます。
　
【 さまざまな寄付のカタチ ― 学友からの遺言寄付 ― 】。 
　
【 2017学年度新奨学生オリエンテーションがスタート 】
　
【 タイ米山学友会が創立5周年の総会を開催 】

【 地区研修・協議会用に米山の資料をお送りします 】
地区研修・協議会でお使いいただける米山記念奨学会の資料を、3月23日～4月中旬にかけて全地区へ発送しました。
今年の目玉は、この3月に完成したばかりの人気シリーズ、『米山学友の群像 vol.5』！さまざまな分野で活躍する学友が目
白押しです。ぜひご活用ください 。
【下記資料をお送りしています】
・豆辞典（クラブ数×1部＋予備 20 部）
・米山学友の群像 vol.5（同上）
・米山学友の群像 vol.5（同上）   
・クラブ米山奨学委員長の手引き（同上）
・ＤＶＤ「ひろがれ！人づくりの輪」（説明者用１部） 
・「米山記念奨学会ＤＶＤシリーズのご紹介」チラシ
申込書（説明者用１枚）

     

E-mail：highlight@rotary-yoneyama.or.jp
URL：http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
編集担当：野津（のづ）・峯（みね）

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル3F 
Tel：03-3434-8681　Fax：03-3578-8281

新会員紹介

県北第一分区 二本松ＲＣ

佐藤　義晃
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

3月28日
自動車修理
㈲ワイズガレージ

県北第一分区 福島中央ＲＣ

石田　茂
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月10日
ホテル業
ザ・セレクトン福島

県北第一分区 福島中央ＲＣ

亀岡　政雄
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月14日
建設業
㈱亀岡工務店

県北第二分区 飯坂ＲＣ

保住　正博
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月6日
商業銀行
㈱東邦銀行飯坂支店

県中分区 本宮ＲＣ

佐藤　美沙樹
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月1日
建設業
㈱アイル

県北第二分区 福島しんたつＲＣ

平野　文孝
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月1日
建築資材窓枠製造販売
YKKAP㈱

県北第二分区 飯坂ＲＣ

牧浦　史幸
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月13日
新聞報道
福島民友新聞社飯坂支店局

県北第二分区 保原ＲＣ

三瓶　洋一
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月5日
銀行
㈱東邦銀行保原支店

県北第二分区 川俣ＲＣ

吉田　祐甫
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月19日
生命保険業
朝日生命川俣営業所

3月
新会員

4月
新会員

中央分区 郡山東ＲＣ

清野　正人
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月11日
普通銀行
㈱東邦銀行郡山南支店

県中分区 本宮ＲＣ

岡田　祐策
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月12日
ビール醸造業
アサヒビール㈱福島工場

県中分区 本宮ＲＣ

塩田　尚子
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月5日
小荷物取扱い
塩田屋

中央分区 郡山アーバンＲＣ

大和田　好男
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

3月8日
不動産業
㈲カネダイ

ハイライトよねやま205
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 月信５月号の訂正
（訂正）ガバナー月信５月号１８ページ

新会員 会津分区 喜多方RC

大森幹事さんと掲載しましたが

大森幹久さんの間違いでした。

訂正してお詫び申し上げます。
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新会員紹介

中央分区 郡山ＲＣ

酒井　良胤
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月13日
電気工事
㈱エディソン

中央分区 郡山ＲＣ

信野　正美
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月13日
投資相談
野村証券㈱郡山支店

中央分区 郡山ＲＣ

村上　康雄
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月20日
化学薬品製造
保土谷化学工業㈱郡山工場

中央分区 郡山ＲＣ

西村　彰浩
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月13日
団体保険
住友生命保険（相）福島支店

いわき分区 いわき勿来ＲＣ

今泉　敏徳
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月19日
報道記者
福島民報社

県南分区 須賀川ＲＣ

吉田　健二
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月17日
貨物自動車運輸
成田運輸㈱

県南分区 白河ＲＣ

澤田　誓
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月1日
商業銀行
㈱東邦銀行白河支店

県南分区 白河ＲＣ

仲田　英実
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月1日
為替銀行
㈱常陽銀行白河支店

会津分区 会津坂下ＲＣ

原　健一郎
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月13日
カメラマン
㈲フォトスタジオ原

相双分区 相馬ＲＣ

大内　義貴
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月25日
新聞発行
福島民友新聞社相馬支局

県南分区 須賀川ＲＣ

高橋　英毅
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月17日
通信社
㈱福島民報社須賀川支店

県南分区 須賀川ＲＣ

堀金　功治
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月24日
生命保険
日本生命（相）須賀川営業部

いわき分区 いわき勿来ＲＣ

影山　晴康
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月19日
化学工場管理職
㈱クレハ

いわき分区 いわき小名浜ＲＣ

皆川　和人
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月45日
金融業
ひまわり信用金庫小名浜支店

※7/1 現在会員数には7/1 入会者（7名）を含む。

中央分区 郡山東ＲＣ

清野　正人
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月11日
普通銀行
㈱東邦銀行郡山南支店

中央分区 郡山アーバンＲＣ

北見　賢一
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

4月26日
酒造販売メーカー
サントリー酒類㈱福島支店
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