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332複合地区アクティビティスローガン

「サスティナブルアクティビティ」
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表紙の写真

鶴ヶ城とは…
難攻不落の名城とうたわれた鶴ヶ城は、戊辰の戦役で新政府
軍の猛攻の前に籠城一ヵ月、城は落ちなかった。石垣だけを
残して取り壊されたのは明治 7 年のことである。至徳元年
（1384）葦名直盛がはじめて館を築き、改修を経て天下の名
城となった。
たくさんの方々の寄付により鶴ヶ城がよみがえったのは昭和
40年9月のことである。平成23年春には幕末時代の瓦（赤瓦）
をまとった日本で唯一の天守閣となりました。平成27年４月、
天守閣再建50周年を記念にして、展示室が全面リニューアル
されました。
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ライオンズクラブ国際協会332-D地区

地区ガバナー挨拶

２０２０－２０２１年
ライオンズクラブ国際協会３３２－Ｄ地区

地区ガバナー

Ｌ真

田

倭

夫

（会津磐梯ライオンズクラブ所属）

「我々は奉仕する。思いやりは大切なことだから」２月１１日～１４日迄の米国イリノイ州セン
トチャールズＱセンターにての３日間のＦＶＤＧ／ＤＧＥセミナーが終了し、シンガポールの国際
大会にて４日目のセミナーが終了する予定でしたが残念ながら中止となり、新型コロナウィルス感
染も終息することを願うばかりです。これを機に更なるステップアップを目指し、今年度私達は、
グローバル重点分野を推進し続けます。
主要な項目であります、糖尿病予防啓発活動にＧＳＴコーディネーターチームと共に一層力を入
れます。世界で４億人以上が苦しむこの病気の闘いに於いて更に大きな変化をもたらせましょう。
更に小児ガン患者、視力保護、青少年健全育成、自然災害支援、環境保全活動にも取り組んでい
きます。
昨年の台風１９号の水害に依り本県各地で大きな被害を受け、又最近では熊本県始め各県にもた
らした豪雨大水害は、脳裏に残り忘れる事が出来ません。この様な自然災害にも、ＬＣＩＦより支
援金が届いております事も含め、ＬＣＩＦキャンペーン１００も３年目を迎えますが、１年延長さ
れます。より一層地域社会からのライオンズクラブに対するニーズに応えるためには会員維持、増
強が必要とされます。
全てのメンバーが奉仕に関与していただき、リーダーとして活躍する機会を与えることです。そ
んなクラブ体験を創造する事が、今日も明日も奉仕を続ける元気なクラブを生み出す事につながる
のです。
ガバナーテーマを「元号令和と共に更なる前進

ウィ・サーブ」とさせていただきました。ライ

オンズ会員として初心を忘れず、ライオンの皆様のご支援を大切にキャビネット役員一同一致協力
し合い１年間運営して参りますのでご理解ご協力お願い申し上げご挨拶といたします。

３３２－Ｄ地区アクティビティスローガン
と

わ

「永久に続く奉仕の輪
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Ｌ字の誇り胸に秘め」

Lジュンヨル・チョイ国際会長とL真田倭夫地区ガバナー

新型コロナウイルス（COVID-19）
の感染拡大が懸念されるため 2020
年国際大会が中止となり、前年度に
引き続きLジュンヨル・チョイ国際

会長が 2 期務められることとなりま
した。

この写真は 2 月のガバナーエレクト
セミナー撮影後にデジタル合成され
ました。

332－D地区ガバナー略歴
ライオン歴
1988年2月
1990～1991年
1998～1999年
2002～2003年
2005～2006年
2016～2018年
2018～2019年

2019～2020年

アワード歴
2005～2006年
2008～2009年
2010～2011年
2012～2013年
2013～2014年
2016～2017年
2017～2018年
2018～2019年

さ な だ

し ず お

第4R・第1Z
L 真田 倭夫
（ 332－D地区
会津磐梯ライオンズクラブ ）

会津磐梯ライオンズクラブ入会
会津磐梯ライオンズクラブ幹事
会津磐梯ライオンズクラブ会長
332-D地区 PR・ライオンズ情報副委員長
332-D地区 第4R・第1Z ゾーン・チェアパーソン
332-D地区 百周年記念リジョン・コーディネーター
332複合地区GLT副委員長
332-D地区 第2副地区ガバナー
332-D地区 GLT委員長
332複合地区GMT副委員長
332-D地区 第1副地区ガバナー
332-D地区 GMT委員長
国際会長感謝状・最多スポンサー賞銀賞・ゾーン・チェアパーソン賞
CSFⅡ委員長賞
年次大会役員アワード・スポンサー賞
国際親善賞・ガバナー特別アワード
スポンサー賞・ガバナー特別アワード
国際会長感謝状・地区百周年記念リジョン・コーディネーターアワードスポンサー賞
地区百周年記念リジョン・コーディネーターアワード・スポンサー賞
国際会長賞・ガバナーチーム賞
メルビン・ジョーンズ・フェロー賞16回
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挨拶

キャビネット幹事

キャビネット会計
2020〜2021
ライオンズクラブ国際協会
332-D地区

第１副地区ガバナー

第２副地区ガバナー

友成

（郡山西ＬＣ所属）

この度５月 19 日の代議員会において 332 −Ｄ地区の
副地区ガバナーに選任されました３Ｒ・１Ｚ郡山西ラ
イオンズクラブ所属のＬ荒川友成です。真田倭夫ガバ
ナー指導の下誠実に全身全霊で職務を務めてまいりた
いと思います。
今年の２月より新型コロナ感染予防の為にライオン
ズクラブの活動も自粛せざるをえなくなり、332 −Ｄ
地区年次大会やライオンズクラブ国際大会も中止にな
り誠に残念でなりません。昨年の台風19号や集中豪雨
で甚大な被害をもたらし県内経済も疲弊しました。そ
こに新型コロナ禍でライオンズクラブ会員皆様も企業
活動において未曽有の被害にあわれ経済活動に支障を
きたしております。会員の皆様にはこの難局を何とか
乗り越え復興をお願いして、ライオンズクラブの精神
である奉仕の心を養って頂ければ幸いです。

Ｌ 石澤

孝

（二本松ＬＣ所属）
第２副地区ガバナーを務めます、二本松ライオンズ
クラブのＬ石澤孝です。
今期は、新型コロナウィルス感染の脅威のなかでの
引継ぎとなりました。ライオンズクラブの運営も、さ
まざまな困難を乗り越えて、いつもとは違うかたちで
の会議やアクティビティを余儀なくされそうです。こ
のようななかでリーダーシップをとる真田地区ガバナ
ーを補佐し、地区の発展のために努めてまいります。
また、ＧＬＴ委員長兼任ですので、地区ガバナーの
重点目標を達成できるよう、正副コーディネーターや
ゾーン・チェアパーソンの皆様とともに個々のクラブ
の支援にあたってまいります。
私ごとではありますが、キャビネット役員の経験が
乏しく、勉強しながら務めさせていただきます。コロ
ナ禍のあと、変革するべきことや取り戻すべきことが
いろいろあると思いますが、ガバナーの掲げる “更な
る前進” のために、皆様のご指導ご支援をお願いいた
します。

2020〜2021
ライオンズクラブ国際協会
332-D地区

2020〜2021
ライオンズクラブ国際協会
332-D地区

キャビネット幹事

キャビネット会計

Ｌ 鈴木

れいこ

（会津磐梯ＬＣ所属）

この度、キャビネット幹事を仰せつかりまして、役
職の大きさと責任の重さに、改めて身の引き締まる思
いでございます。
332 －Ｄ地区ガバナーテーマ「元号令和と共に更な
る前進 ウィ・サーブ」
アクティビティスローガン「永久（とわ）に続く奉
仕の輪 Ｌ字の誇り胸に秘め」のもと、会員の皆様と
共に奉仕活動が出来ます幸せに感謝致します。
そして地区ガバナーＬ真田倭夫を全方向から支えて
いくという使命は忘れず、幹事という職に就かなけれ
ば出来ない、人々との出会い・時間・空間を大切にし
会員の皆様との友愛をより一層深めるため、ガバナー
方針を最優先に、キャビネット構成員のメンバーと意
思の疎通を図り「真田キャビネット良かったね」と言
われるよう、心に残る運営に取り組んで参りたいと思
います。
どうぞ一年間、ご指導ご協力を賜ります様何卒宜し
くお願い申し上げます。
LION FUKUSHIMA 332-D

第２副地区ガバナー

2020〜2021
ライオンズクラブ国際協会
332-D地区

Ｌ 荒川
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第１副地区ガバナー

Ｌ 神田

秀雄

（会津若松鶴城ＬＣ所属）
この度、キャビネット会計を仰せつかりました会津
若松鶴城ライオンズクラブ所属のＬ神田秀雄です。
新型コロナウイルスにより世界規模で危機的状況に
あり、我々にも大きな影響を与えております。そんな
中、キャビネット会計の大役を受ける事となり身の引
き締まる思いです。
今期、アクティビティースローガン「永久に続く奉
仕の輪 Ｌ字の誇り胸に秘め」、ガバナーテーマ「元
号令和と共に更なる前進 ウィ・サーブ」をよく理解
し、真田ガバナー、キャビネット幹事と共に邁進する
所存です。
微力ではありますが精一杯努力します。
この一年、皆様のご支援とご協力を宜しくお願い申
し上げます。

2020～2021

332-D地区ガバナー基本方針
未曾有のパンデミック “新型コロナウイルス感染症（COVID- 19 ）” により、私たちの世界は大きな転換
期を迎えています。
第 103 回シンガポール国際大会が中止となり、ライオンズの新たな主導者を決定する選挙の開催が見送
られたことにより、ジュンヨル・チョイ国際会長が２期継続し我々を先導されます。
「思いやりと多様性
で結束する」（United in Kindness and Diversity）をキャッチフレーズとして、大いなる試練に立ち向か
うには、大いなる知恵と力、思いやりある奉仕が必要であり、全140万人の一人ひとりが、その多様な才能、
経験、文化を私たちの奉仕に注ぎ込む必要があると伝えています。
同様に安澤国際理事も前期に引き続き今期も、国際本部を舞台にご活動なされます。新たな生活様式に
より進む世界で、ライオンズのこれまでにない奉仕活動が実施されて行くことと思います。
３年目となる『キャンペーン 100（ワンハンドレッド）～LCIF奉仕に力を～』は、LCIF理事会において
１年間の延長が決定され2022年６月30日までとなりました。新型コロナウイルス感染症の世界規模での危
機に手を差し伸べる上で、期待するキャンペーンでの効果を発揮するには時間が必要であるとの結論で
す。会員の皆様も令和元年台風19号や新型コロナウイルス感染症の被害を受けたお一人であると承知して
おります。ご負担をおかけすること、大変心苦しい限りではございますが、今期も一人100ドルの献金（家
族子会員を除く）をお願いしなければなりません。困難な状況であるからこそ、ライオンズの使命として
支援を継続せねばなりません。主旨ご理解頂きまして、ご協力をお願い申し上げます。

今期のガバナーテーマを…

『元号令和と共に更なる前進

ウィ・サーブ』
とさせて頂きました。

平成から令和へと元号を継ぎ、有事の多いこのような時代であるからこそ、更に前進して行かねばなり
ません。地区役員指導のもと、全会員が一丸となり、新たなステージへ進むためのご尽力を切にお願い申
し上げます。
各クラブの益々の発展とご活躍をお祈りしますと共に、キャビネットに対し、心からご理解とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。
Ⅰ

重 点 目 標

ガバナーチームの役割
① GAT（Global Action Team）
Ⅱ コーディネーターの役割
① GMT（Global Membership Team）② GLT（Global Leadership Team）
④ FWT（Family and Women Team）
③ GST（Global Service Team）
⑤ LCIF（Lions Clubs International Foundation）
Ⅲ ゾーン・チェアパーソンの役割
Ⅳ 委員会活動
① 会則・アラート委員会
② PR・ITライオンズ情報委員会
③ YCE委員会
④ LCIF・大会参加・薬物乱用防止委員会
⑤ 青少年育成・ライオンズクエスト（LQ）
・平和ポスター委員会
⑥ 文化活動・環境・献血・臓器移植推進委員会
LION FUKUSHIMA 332-D
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2020-2021 Lions Clubs International 332-D District

キャビネット活動報告

2020～2021 ライオンズクラブ国際協会332-D地区

第１回キャビネット会議
日

時：2020年7月22日（水）14：30～16：30

開催場所：会津若松ワシントンホテル

第１回キャビネット会議が、会津若
松市「会津若松ワシントンホテル」に
おいて、64名が出席して開催されまし
た。
会議は、ガバナーＬ真田倭夫の開会
宣言・ゴングにより開始され、地区ガ
バナーＬ真田倭夫の挨拶、前地区ガバ
ナー・名誉顧問会議長Ｌ岸秀年の挨
拶、第１副地区ガバナーＬ荒川友成の
挨拶、第２副地区ガバナーＬ石澤孝の
挨拶のあと、地区ガバナーＬ真田倭夫
より今年度の基本方針と重点目標の説
明があり、議案審議に入りました。
議案審議は、すべて満場一致で採択され、各種アワード贈呈後、会議は終了しました。
なお、キャビネット会議に先立ち、ＺＣ会議、ＧＡＴ会議、正副委員長会議が開かれました。

332-D地区

第1回キャビネット会議

審議議案

議案 1

2020～2021年度

地区年間行事予定（案）承認の件

議案 2

〃

地区収支予算（案）承認の件

議案 3

〃

旅費規定（案）承認の件

議案 4

〃

慶弔規定（案）承認の件

議案 5

〃

災害時見舞金規定（案）承認の件

議案 6

〃

表彰規定（案）承認の件

議案 7

〃

キャビネット幹事・キャビネット会計の保証金等提供の件

議案 8

〃

キャビネット構成員の会合等出席時の登録料（案）承認の件

議案 9

〃

第67回地区年次大会開催場所および日程（案）承認の件

議案10

〃

第67回地区年次大会記念特別アクティビティ費並びに記念アクティビティ
承認の件

議案 11

〃

前地区ガバナー・前キャビネット幹事・前キャビネット会計に対する記念
品贈呈の件

議案12
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〃

第 2 回キャビネット会議開催地承認の件

地区ガバナー L真田倭夫

複合地区ＧＳＴコーディネーター・前地区ガバナー・
名誉顧問会議長・中期改革委長L岸秀年

議案審議

アワード贈呈

第1・第2副地区ガバナー・ZCへ活動費贈呈

前三役へ記念品贈呈
LION FUKUSHIMA 332-D
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2020-2021 Lions Clubs International 332-D District

キャビネット活動報告

表 敬 訪 問

福島県内堀知事を表敬訪問

７月７日から９日にかけて、ガバナーＬ真田
倭夫、キャビネット幹事Ｌ鈴木れい子、キャビ
ネット会計Ｌ神田秀雄が福島県内堀雅雄知事・
会津若松市室井照平市長・福島民報社・福島民
友新聞社を表敬訪問しました。
訪問の際、新しいアクティビティの行政・報
道各社との共有と、地域に根ざした奉仕活動の
協力をお願いしました。


PR・ITライオンズ情報委員長

Ｌ蜷川英一
会津若松市室井市長を表敬訪問

福島民友新聞社を表敬訪問
8
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福島民報社を表敬訪問

第1回名誉顧問会議
日

時

開催場所

2020年7月10日（金）16時～18時
ホテル

ニューパレス（会津若松市中町）

ライオンズクラブ国際協会
332 -D地区第１回名誉顧問会
議が、７月10日（金）会津若
松市中町「ホテル

ニューパ

レス」で開催されました。
キャビネット幹事L鈴木れ
い子の開会の言葉、キャビネ
ット会計Ｌ神田秀雄からの出
席者紹介の後、地区ガバナー
Ｌ真田倭夫が挨拶しました。
名誉顧問会議長Ｌ岸秀年か
ら「前年度の御礼と今年度へ
の協力のお願い」の挨拶があ
りました。
議事が始まり、地区ガバナ
ーＬ真田倭夫から基本方針、
重点目標の説明があり、特に
より一層地域社会からのライ
オンズクラブに対するニーズ
に応えるためには会員維持、
増強が必要と協力のお願いが
ありました。
また、名誉顧問の方々から
は様々な建設的意見、アドバ
イスがあり、さらなる 332 -D
地区の発展に向けて協力して
いくことを確認しました。

LION FUKUSHIMA 332-D
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コーディネーター挨拶

LCIF地区コーディネーター

Ｌ 真田

倭夫（会津磐梯）

この度、LCIF地区コーディーターを地区ガバナー兼任でお引き受けしました。宜しくお
願いいたします。
オセアル日本ライオンズより、今期は地区ガバナーが兼務して現状の社会情勢からLCIF
献金の向上に向け前期同様努力を要望される主旨と理解し、Ｌ谷岡憲行複合地区LCIFコー
ディネーターのもと努力し、Ｌ岸秀年前地区ガバナー、Ｌ荒川友成前LCIF地区コーディネーターの功績に準じ
られるよう、更に前進する覚悟です。
LCIFは、ライオンズ国際協会の慈善部門として 1968 年に設立され、財団の使命は、人道主義的奉仕、大災害
援助、職業技術訓練の各種事業（医師や看護師）に研修を受けていただき、地域社会及び世界社会奉仕に努め全
世界のライオンズクラブを援助する事であります。その中でも糖尿病・視力ファーストは予防・治療が必要とさ
れ医療品を配布する事も必要です。
キャンペーン 100「奉仕に力を」活動が３年目を迎え３億ドルの調達を目指し、年間２億人以上に奉仕する活
動が開始され、キャンペーン 100 はインパクトを高め糖尿病と闘い、グローバル重点分野を拡大する事に使用さ
れます。2020年５月のLCIF理事会に於いて１年間の延長となり2022年６月迄になりました。
各ライオンの皆様にはご負担をお掛けいたしますが、ご協力の程お願い申し上げ御挨拶といたします。

GMTコーディネーター

Ｌ 橋本 修一（郡山東）

この度、GMTコーディネーターの大役をお受けいたしました、Ｌ橋本修一でございます。
（グローバル会員増強チーム）は、第１副地区ガバナーと３人の正・副コーディネーター
と次期より役員へのアドバイスとサポートのために設けたアドバイザーとして、前期の門馬
ライオンに協力頂き、分担してゾーン・チェアパーソンと一緒になって個々のクラブを支援
致す事になっております。
本チームは、ガバナー方針による【会員の増減に関わる本丸】です。
会員動向の分析や、会員の増強、会員の維持のアイディアを発信しながら、スペシャルティクラブ、クラブ支
部の新設等々、会員が一丸となり、ご協力をお願い頂きながら邁進したいと思います。
どうぞ一年間、ご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

GLTコーディネーター

Ｌ星

昭三（会津坂下）

前年度に引き続き、GLTコーディネーターを仰せ付かりましたＬ星昭三でございます。
真田倭夫地区ガバナーの基本方針、テーマに基づき、第２副地区ガバナーＬ石澤孝、そして
２名の副コーディネーターＬ新村章、Ｌ賀澤信之と協力分担し、各ゾーン・チェアパーソン
のみなさんのご理解をいただき、共にGATの一員として任務遂行に取り組んで参ります。
①クラブ役員の研修、②ゾーン・チェアパーソンの研修、③全てのライオンが学ぶ機会の提供の３点をチーム
活動の根幹と捉え、多様な研修の機会を提供し会員スキルの向上、新たなリーダーの発掘育成、如いてはクラブ
活性化の一助となるように努めて参ります。
特に、今期は新型コロナウイルス感染症の影響により世の中はリモート元年とも呼べる様相を呈しています。
会員の会合への参集が難しい状況にある今日、クラブ及び会員のデジタル機器及びウェブコンテンツの利活用を
更に促進させていきたいと思います。
クラブ会長はじめ全ての会員みなさまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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GSTコーディネーター

Ｌ 車田

信彦（玉川）

今期で４年目となりますGSTコーディネーターを仰せつかりましたＬ車田信彦でございま
す。前期はそれぞれの地域及び地区として糖尿病予防啓発セミナーを６箇所で開催を予定
し、４箇所までは実施できました。開催にご尽力いただきました関係各位に改めて感謝と御
礼申し上げます。しかし、新型コロナウイルス感染予防の観点から残り２箇所はやむを得ず
延期の措置をとりました。今期はその２箇所での開催をスペシャルオリンピックスセミナーも併せて実施したい
と考えております。更に糖尿病予防啓発ブルーライトアップ事業も昨年同様に実施していきたいと思います。更
にすそ野を広げ、行政なども巻き込み、各クラブ単位、又はゾーン単位でのセミナー開催を後押ししていきたい
と思います。
当チームが取り組む課題は、
「糖尿病予防啓発」
「ライフジャケット寄贈推進」
「子供の貧困と小児がん」
「スペシ
ャルオリンピックス日本への協力と支援」、など多岐にわたっております。
皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

FWTコーディネーター

Ｌ 佐瀬

智美（会津若松葵）

今期、FWTコーディネーターを務めさせていただきます会津若松葵LC所属 L佐瀬智美
でございます。
前期は副コーディネーターとして活動をしてきましたので、その経験を生かしまして、真
田ガバナーのもと、アドバイザー、各リジョンの副コーディネーター・ゾーンチェアパーソ
ンと連携して、クラブ支援と情報伝達に努めていきたいと考えています。
ガバナーからの重点目標であります女性会員増強はGMTと連携して、女性リーダーの育成はGLTと連携して、
女性目線の奉仕活動はGSTと連携しまして目標達成に向けて進めていきたいと思っております。
FWTは将来の女性ガバナー誕生へつながる重要なチームとガバナーより申し伝えられていますので、女性会
員の増強・育成・奉仕活動をより充実させていくよう進めていきたいと思います。
継続事業であります女性ならではの目線で出来るヘアドネーション、糖尿病の啓発活動、子供食堂支援につい
ても、地区コーディネーター・ゾーンチェアパーソンと協力していきたいと思っておりますので、皆様のご理解、
ご協力を宜しくお願いいたします。

LCIF地区キャンペーンコーディネーター

Ｌ 箱﨑

哲司（田村）

今期「LCIF地区キャンペーンコーディネーター」を仰せつかりましたL箱﨑です。
真田倭夫ガバナーは2021年2月28日までに21万ドルの寄付を獲得するという目標を掲げて
います。
新型コロナウイルス感染症の問題でも会員の皆様が大きな被害を受け、経済的な大打撃を
受けたことは承知しておりますが、何卒LCIFへのご理解をお願い致します。
今年で3年目になる「キャンペーン100」は、新型コロナウイルス感染症の世界規模での危機に手を差し伸べる
上で、キャンペーンの効果を発揮するには時間が必要であると、LCIF理事会で1年間の延長が決定されました。
LCIF地区コーディネーターの下、ゾーン・チェアパーソンと共に協力して全会員にご理解いただけるよう活
動して参ります。
◇クラブ会長及びクラブLCIFコーディネーターとともに、LCIFについての勉強会を開催し、LCIFへの理解
を深めてまいります。
◇5クラブがモデルクラブ誓約を行うよう推奨いたします。
◇新たに10名のメルビン・ジョーンズ・フェローを誕生させたいと思います。
◇10クラブ以上をLCIFキャンペーン100/100クラブにしたいと思います。
クラブシェアリング制度を多くのクラブに利用いただくよう各クラブに説明し、奨励いたします。
今期、以上のことを目標に活動してまいりたいと思います。宜しくお願い致します。
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ゾーン・チェアパーソン挨拶

第1R・第1Z・ZC

第1R・第2Z・ZC

Ｌ 鈴木

Ｌ 津守

一海（福島信夫）

この度、第 1 R・第 1 Zゾーン・
チェアパーソンを仰せつかりまし
たＬ 鈴木一海（福島信夫LC所属）

でございます。
自分は福島信夫LCに入会し、今年で７年目の若輩
者でございます。只、既にクラブ三役やキャビネット
副幹事、文化活動・環境・献血・臓器移植推進委員長、
昨年はGST副コーディネーターと、毎年さまざまな
LCの活動を経験してきました。この経験を活かし今
年はZCとして、ガバナーテーマである ｢元号令和と
共に更なる前進 ウィ・サーブ｣ の精神をゾーンの皆
様へ伝え、広め、そしてご意見を聞く役目を果たして
行きたいと思っております。
新型コロナウイルスの感染拡大により、未曾有の経
済危機に見舞われている昨今、ライオンズクラブの存
在価値を問われる、非常に重要な時期での役割でもご
ざいます。焦らず、無理せず、持続可能なクラブ運営
を会員の皆様と一緒に考えて行ければと思っておりま
す。
ライオンズの初心を忘れず、精一杯、尽力する所存
でございます。会員の皆様におかれましては、１年間
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

今年度、ZCを務める事になり
ましたＬ津守義忠です。どうぞ宜
しくお願い致します。昨年度末か
ら新型コロナ感染症が拡大し、多く企画された行事が
中止及び延期に至った事は大変残念でありました。
ゾーン運営に対しましては、地区ガバナーＬ真田倭
夫の基本方針のもと、テーマ『元号令和と共に更なる
前進 ウィ・サーブ』を各クラブライオンと共有し、
クラブ運営が大変困難な時期ではありますが、会員一
人一人が「自分は大事にされているクラブの一員であ
る」と感じられるような努力を継続し、地域に根差し
た奉仕を進めて参りますので、一年間どうぞ宜しくお
願いいたします。

第2R・第1Z・ZC

第2R・第2Z・ZC

Ｌ 阿部

Ｌ 小賀坂

亨（福島あづま）

この度、第 2 R・第 1 Z · ZCの大
役を引き受けることとなりました
L 阿部亨です。急速の決定（代打
といこうとで）に不安もありますが、各ライオンをは
じめ、皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申し上
げます。
さて、今期の運営に関しては真田ガバナーの基本方
針を軸に、それに加えて、新型コロナウイルスによる
日常生活や経済活動等、様々な影響を鑑み、活動に取
り組んでいきたいと思います。また、会員の皆さんの
意見に耳を傾け、例会をはじめ、アクティビティ等の
あり方を十分議論し、実施していきたいと思います。
時代は刻一刻と進んでまいります、近年のそれは非
常に早く複雑化しているように思われます。ライオン
ズの基本精神である「ウィ・サーブ」に則り、時代に
合った活動、運営を心がけていきたいと思いますの
で、よろしくお願い申し上げます。
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義忠（本宮）

保夫（梁川）

この度、第2R・第2Z・ZCの大役
を仰せつかりその責任の重さを痛
感すると共に、身が引き締まる思
いです。役割としては、ガバナーの目標、事業等を推進
し各クラブに伝えさせて頂くことと、またゾーン内各ク
ラブの要望や意見を取りまとめ、キャビネットへお伝え
することにあると思います。このパイプ役として、相互
理解の上ライオンズとしての絆が高まるよう微力ではあ
りますが、精進していきたいと思います。特に、ライオ
ンズクラブの『ウィ・サーブ』の精神を大切に各クラブ
様のご理解を頂きながら、クラブ運営と発展に努めてま
いりたいと思っております。どうか皆様のご指導、温か
いご支援を賜りながら一年間役職を全うして行く所存で
ございますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

第3R・第1Z・ZC

第3R・第2Z・ZC

Ｌ 立花

Ｌ 𠮷田　  昭（小野町）

秀和（郡山東）

この度、郡山東ライオンズ会員
皆様方の推薦により、第 3 R・第
1 Z・ZCを務めさせて頂きます、
郡山東LC Ｌ立花秀和で御座います。その責務の重
大さに、身の引き締まる思いであります。真田倭夫地
区ガバナーのご指導のもと、ガバナーテーマ（元号令
和と共に更なる前進 ウィ・サーブ）を基本理念とし
すべてに感謝し、明るく楽しく無理をせず、を私の今
期一年間のスローガンとし、基本方針そして重点目標
を理解し、ゾーン内 6 クラブに伝達、浸透して頂く様
努めたいと思います。キャビネット役員、各クラブ三
役、そして会員皆様のご理解とご協力をよろしくお願
い申し上げます。
また、地区 GMT・GLT・GST・FWT・LCIFコー
ディネーターとしっかりと連携し意見を交換して情報
の共有を図り重点目標の達成に邁進します。
新型コロナウイルスの先を見通しづらい状況です
が、一日も早く終息して平穏な日々そしてライオンズ
活動が出来ることを願います。
一年間よろしくお願い申し上げます。
We   Serve

この度、第3R・第2Z・ゾーン・
チェアパーソンを仰せつかりまし
た小野町ライオンズクラブ所属Ｌ
𠮷田昭でございます。
ZCという大役をお引き受けすることとなりました
が、今年度のガバナーテーマ「元号令和と共に更なる
前進 ウィ・サーブ」に基づいて、新型コロナウイル
ス感染という世界的危機にも動じることなく、令和の
時代にふさわしい新たな未来の礎を築いていきたいと
考えております。
また、ゾーン内の各クラブと密接なコミュニケーシ
ョンを図りながら交流を深め、会員の退会防止や新入
会員増加を要請するとともに、明るく楽しいクラブ運
営を目指してまいります。
最後に、ライオンズクラブの原点でもある奉仕の精
神を大事にしながら、地域に愛されるライオンズクラ
ブとなるように精一杯努力してまいりますので、この
一年間、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいた
します。

第4R・第1Z・ZC

第4R・第2Z・ZC

Ｌ 水野

Ｌ 武藤

さちこ（会津若松）

この度、第4R・第1Z・ZCの大
役をお受けすることになりまし
た、会津若松ライオンズクラブ所
属のＬ水野さちこでございます。
ZCという大役の責任の重さに身の引き締まる思い
であります。前ゾーン・チェアパーソンをはじめ諸先
輩方のご支援ご指導をいただきながら、会員の皆様に
親しみを持っていただけるようなZCを目指したいと
思っております。
国際会長の「思いやりと多様性で結束する」、そし
て今期ガバナーのテーマ「元号令和と共に更なる前進
ウィ・サーブ」とする方針を機軸とした活動はもと
より、ゾーン内のクラブ同士の交流や活動の連携が図
れるように取り組みたいと思います。
コロナ禍等の有事の時代にあってどのクラブも会員
の減少や加入促進に苦労され、運営や活動に困難をき
たしているものと思いますが、互いの苦労や活動を共
有することにより、各クラブがやりがいをもって楽し
く活動が出来るよう微力ながら取り組んでまいります
ので、1年間よろしくお願いいたします。

和伊（会津坂下）

この度、第 4 R・第 2 Z ZCを引
き受け事になりました会津坂下LC
所属 Ｌ武藤和伊です。微力では
ございますが、ガバナーの基本方針・重点目標を理解
し、2Z内６クラブに伝達を図り、キャビネットと2Z６ク
ラブの調整、運営役員として最善を尽くして参りたいと
考えております。
そして、地区ガバナー公式訪問、４回の諮問委員会、
各クラブへの例会訪問を通し第 4 R・第 2 Zの会員相互の
連携を図り、更には会員増強に務め次世代を担う若いラ
イオンズマンを育てる事に寄与したいと思います。
結びに、各ライオンズクラブ会員皆様のご指導、ご
鞭撻、何卒宜しくお願い申し上げます。
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ゾーン・チェアパーソン挨拶

第5R・第1Z・ZC

第5R・第2Z・ZC

Ｌ 濵尾

Ｌ 七宮

富之（いわせオリオン）

この度、第5R・第1Z・ZCを仰
せつかりましたL濵尾富之ござい
ます。
近年は地球温暖化、度重なる自然災害の脅威が身近
に発生しているなか、コロナウイルスが社会全体の生
活形態から世界の経済まで脅かす猛威の中で大役を任
じられ身の引き締まる思いであります。
真田倭夫ガバナ－の基本方針のガバナーテーマであ
る「元号令和と共に更なる前進 ウィ・サーブ」の下
に、各ライオンズクラブ皆様に、ご支援ご協力頂きな
がら楽しく交流を深め、意見交換行って行きたいと思
います。
コロナウイルスの真只中において人との信頼関係と
思いやりの心が大切な年になると考えます。
この時こそ、ライオンズクラブの原点に立って現状
を見極め、社会変化に対応出来るクラブ向上に務め、
地域に根差したライオンズクラブとして一層の向上に
携わっていきたいと考えております。5 R・1 Zのクラ
ブと事務所のパイプ役を努めて参りますので１年間の
ご支援とご協力をお願い申し上げます。

この度、第5R・第2Z・ZCの大
役をお引き受けする事になりまし
た、Ｌ七宮広樹（塙LC所属）で
ございます。今年はCOVID- 19 が世界的流行を引き起
こし、また気候変動による大災害が各国・各地で頻繁
に起こる中、世界中で活躍するライオンズクラブの同
志の一人として、激動の年に大役を任じられ身の引き
締まる思いであります。
今年度のゾーンの運営にあたりましては岸秀年ガバ
ナーの基本方針を機軸とし、ガバナーテーマである
「元号令和と共に更なる前進ウィ・サーブ」の架け橋
役として、ゾーン内各クラブとの意見交換を行い、ご
支援とご協力を頂きながら、楽しくやりがいのある取
り組みを心がけたいと思います。
更にライオンズクラブの原点に立ち返り、現状を見
極め、時代の変化に対応したクラブ運営の充実に努
め、地域に密着したライオンズクラブとして一層の向
上に尽力することが出来ればと思っています。苦難の
時こそ「We   Serve」ご理解とご協力をよろしくお願
い申し上げます。

第6R・第1Z・ZC

第6R・第2Z・ZC

Ｌ 小野

Ｌ 安田

謙次（いわき）

この度、332-D地区第6R第1Zの
ZCの大役を仰せつかりました、
いわきLCのL小野謙次でございま
す。精一杯努めてまいりますのでよろしくお願いしま
す。
さて、昨年秋の水害被災や年初からの新型コロナウ
イルス感染症の発生により、332-D地区内はもとより、
感染拡大防止の観点から、多人数での会議やイベント
等の自粛が継続している状況の中で、ライオンズクラ
ブの活動にも少なからず影響がある状況にあります。
このような時だからこそ、「奉仕の心」を持つライオ
ンズクラブの活動が求められていると思います。
先ずはその原動力となる「会員の増強」や「新たな
奉仕のあり方」など問題が山積していると思います。
このため、ガバナーテーマの「元号令和と共に更な
る前進 ウィ・サーブ」を掲げ、ZCの役割を自覚し、
ガバナー・キャビネットと各クラブの懸け橋となって
頑張ってまいります。各会員の皆様のご理解とご協力
をお願いいたします。
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広樹（塙）

清克（新地）

この度、第 6 R・第 2 Z・ZCを仰
せつかりました、L安田清克でござ
います。前任のL渡邊守男ZCから
引き継ぎを受け、その任務の幅広さと責任の大きさに身
が引き締まる思いでございます。
2021年は東日本大震災から10 年を迎えます。その間
6 R・2 Z会員の仕事や生活も大きく変化しております。
その中においてWe Serveの精神を繋いでおりますゾ
ーンの会員の皆様には、尊敬の意しかございません。
真田倭夫ガバナーの基本方針を基軸として、新しい
生活様式の下、ゾーン内各ライオンズクラブとの意見交
換を行い、やりがいのある取り組みを心がけたいと思い
ます。
また、ゾーン内会員の多様な才能と経験をご伝授い
ただき、全力でゾーンのために働きたいと考えておりま
すので、各ライオンのご支援とご協力をお願い申し上げ
ます。

Lions clubs - Chairman's Greeting

委員長挨拶

会則・アラート委員会

Ｌ 張崎

委員長

為貴（会津若松葵）

去る６月 17 日、前委員長 根本
誠三郎Lより事務引継ぎを受け、
資料を通しアラート委員長の使
命、また台風19号被災地復興支援等における活動内容
を聞かせて頂き、改めて当委員会の重責を痛感してい
るとともに、委員長の籍を受けたことを後悔している
ところであります。
私はいま、素直に無力な自分に立ち返り、委員長と
して「何をしなければならんか」から「何をお手伝い
できるか」に意識を変革し、真田倭夫地区ガバナー始
め、委員会の皆様のご指導を頂きながら、アラート
（alert）の精神に則り「有事には機敏に」を私のモッ
トーとして、この一年を努力精進していきたいと思っ
ております。宜しくお願い申し上げます。

YCE委員会

委員長

Ｌ 熊田

孝一（石川）

今年度YCE委員長を拝命しまし
た石川LC所属のL熊田孝一です。
YCE委員会の事業は、青少年
を対象に交換留学プログラムを通じて異文化を実体
験、そして多くの人々と交流することにより国際社会
の理解と友愛の精神を養い、後に続く留学生のための
架け橋、しいては国際貢献に繋がる事業です。そして
その事業を運営又はサポートする我々にとっては、L
真田倭夫地区ガバナーのモットーである「思いやりの
心」を存分に生かす場面でしょう。
しかしながら、今年度のYCEプロブラムは新型コ
ロナウイルスのパンデミックにより夏期・冬期共に中
止となりました。今期は交換留学プラグラムの一環で
あるYCEサマーキャンプが６年ぶりに我がＤ地区に
て開催の予定でしたが、残念なことに前回（原発事故
による風評等）に引き続き２回連続の中止となってし
まいました。この原稿を書いている６月下旬において
も、いまだコロナウイルスが感染拡大中の地域もあ
り、まだまだ予断の許されない状況です。
今年度はYCE委員会の主事業は出来ませんが、次
年度のスムーズな再始動に向けてのYCE事業運営の
勉強会等、またYCEサポート会とのさらなる結束を
目標にし、諸先輩から学びYCE委員会の皆様に協力
を仰ぎ、また過去の経験を活かしながら活動する所存
です。そして何より皆様のご理解とご支援があっての
YCE事業です、どうぞご指導ご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

PR・ITライオンズ情報委員会 委員長

Ｌ 蜷川

英一（会津若松）

この度、PR・ITライオンズ情
報委員長の大役をお引き受けする
ことになりましたL蜷川英一（会
津若松LC所属）でございます。前年度のＬ小川委員
長から申し送りを受け、その責任の重大さに身の引き
締まる思いでございます。
「ライオン福島」の誌面の中では、各クラブの特色
あるアクティビティやライオンズ活動を広く紹介して
まいります。
また、この先実施予定の活動内容を誌面の中で告知
し、会員以外の方へのアプローチも図りながら、会員
増強の一助になれるよう努力をしてまいります。
前年度から、委員数が半減しての委員会運営となっ
ておりますが、副委員長とよく相談しながら充実した
誌面作りに取り組んでまいりますので、各クラブ・会
員の皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。

YCE実行委員会

Ｌ 四釜

委員長

徹治（福島リバティ）

昨年度、YCE委員長として、派
遣生、来日生と触れ合い、YCEサ
ポート会、332 複合各地区YCE委
員長との打ち合わせ、宮城県でのサマーキャンプなど有
意義な活動をさせていただきました。今夏も三人の派遣
を決定していましたが、全世界的な新型コロナウイルス
感染拡大に伴い、派遣・受け入れ共に出来なくなってし
まい、福島県内で開催を予定していた複合地区サマー
キャンプも残念ながら中止となりました。冬期交換につ
いても中止の方向となっています。
6 月27日、332 複合地区YCE委員長会議において、こ
の新型コロナウイルス感染拡大の影響が無くなるとすれ
ば、来年夏は福島県と山形県内において3 泊 4日の複合
地区サマーキャンプを開催する提案がなされました。熊
田委員長を先頭に332－D地区での「おもてなし」をし
っかり出来るようにして参りたいと思います。
最後に、来日生の受け入れに際しては、力強く手を挙
げて頂ける方が少ない状況です。例えば、ガバナー所
属クラブが優先的に受け入れるなど、何かしらの方針を
決めて頂ければ幸いです。YCE活動に今後ともご支援、
ご協力宜しくお願い申し上げます。
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委員長挨拶

LCIF・大会参加・薬物乱用防止
委員会 委員長

青少年育成・LQ（ライオンズクエスト）
・
平和ポスター委員会 委員長

Ｌ 猪狩

Ｌ 飛田

英昭（いわき東）

この度、LCIF・大会参加・薬
物乱用防止委員会の委員長に任命
された、いわき東ライオンズクラ
ブ所属のL猪狩英昭です。一年間精一杯務めさせて頂
きます。
まず、この委員会の目的、役割を十分に理解し、副
委員長の方々と話し合いながら進めていければと思っ
ております。
LCIFは、今期も「LCIF(ワンハンドレット)キャン
ペーン」が継続されることに伴い、何かと金銭的にご
負担をおかけ致しますが、主旨をご理解いただきご協
力お願い致します。またMJF献金も継続しておりま
すので、重ねてご協力お願い致します。献金された浄
財は、世界中の人々に希望を届ける奉仕事業に役立て
られます。
例年開催される「国際大会」
「オセアル・フォーラム」
は海外のライオンズクラブとの交流や国内クラブとの
交流を深める素晴らしい機会です。しかしながら、新
型コロナウイルスの影響により、第59回オセアル・フ
ォーラムは次年度への延期が決定致しました。国際大
会開催も、予断を許さない状況です。開催される場合
は、沢山の会員の方々と参加したいと思います。
薬物乱用防止は、本年度も講師を招き、10月にユラ
ックス熱海で「薬物乱用防止教育認定講師養成講座」
を開催予定ですので、多くの参加をお願い致します。
文化活動・環境・献血・臓器移植
推進委員会 委員長

Ｌ 安部

光善（福島東）

この度、文化活動・環境・献血・
臓器移植推進委員会の委員長を任
命頂きました福島東ライオンズク
ラブ所属のL安部光善です。一年間精一杯務めさせて
頂きます。
まず、この委員会の目的、役割を充分に把握し、副
委員長の方々と話し合いながら進めていければと思っ
ております。
まずは、10月10日に開催予定の ｢目の愛護デー｣ 講
演会の集客に努めることと、コロナウイルス感染の影
響により減少した ｢献血｣ を推進したいと思います。
真田倭夫ガバナーのテーマであります ｢元号令和と
共に更なる前進 ウィ・サーブ｣ を果たせる一年とな
れる様努力する所存です。ご指導、ご鞭撻よろしくお
願いいたします。
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喜男（郡山西）

この度、青少年育成・LQ・平
和ポスター委員長を仰せつかりま
したL飛田喜男でございます。ガ
バナーチームの基本方針・重点目標の下、委員会全員
でこの一年邁進致したいと思います。
新型コロナウイルス感染拡大によりライオンズ運営
はもちろん、若者や子供たちにおきましても学校や家
庭や心身的にも多大なる影響を及ぼされていると思わ
れます。学校で勉強や運動が出来ない、友達とも遊べ
ない、家の中で閉じこもりがち、ストレスが溜まって
将来を不安視されるような状態が続き、新様式への移
行等対応の課題が指摘されているところです。
ライオンズメンバー自体も大変な時期でもあります
が、将来ある未来を背負う若者や子供たちの為、ライ
オンズが今出来ることを副委員長各ライオンにも力を
お貸しいただき、微力ではございますが委員長職を全
うして参りたいと思います。
また、幸いなことに前委員長であります、上田洋一
Lにアドバイザーとしてご指導いただけるとの事、有
り難う御座います。今期は私の地元でもあります郡山
市でLQを一か所でも立ち上げられるよう頑張る所存
でございます。各ライオンズキャビネット共々ご支援
ご協力お願い申し上げます。

2020-2021 Lions Clubs International 332-D District

キャビネット活動報告

次期リーダーミーティング
日時 2020年6月19日（金） 開催場所 郡山市ユラックス熱海
09：30～12：00 コーディネーター・アドバイザー・委員長対象
13：30～16：00

ゾーン・チェアパーソン対象

６月19日（金）、例年６月に開催される地区リーダー・次期クラブ三役・事務局員合同セミナーは約300
名様が一堂に会するセミナーのため中止となり、今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、最小
限の人数で次期リーダーミーティングを開催しました。
はじめに地区ガバナーエレクトＬ真田倭夫から挨拶と2020－21年度の基本方針・重点目標について説明
がありました。
複合地区協議会議長・名誉顧問L菅野文吉からはガバナー経験と複合地区協議会議長経験から地区運営
やクラブ運営についてご講演いただきました。
LCIF国際委員・MDコーディネーター・前地区ガバナー・名誉顧問会議長L谷岡憲行からはキャンペー
ン100について１年延期となった旨説明があり、またLCIFの重要性についてご講演いただきました。
また、午後のゾーン・チェアパーソン研修では地区ガバナーＬ岸秀年よりゾーン・チェアパーソンの役
割についてご講演いただきました。
ソーシャルディスタンスを保つため、午前はコーディネーターと委員長、アドバイザーを対象とし、午
後はゾーン・チェアパーソンを対象とし、分散開催しました。
今後もメンバー皆さんやクラブを最優先に考えて地区運営を進めて参ります。
2020−21年度 キャビネット幹事 L鈴木れい子

地区ガバナー

L岸秀年

【講師】複合地区協議会議長・名誉顧問L菅野文吉

L真田ガバナーエレクト

【講師】LCIF国際委員・MDコーディネーター・
前地区ガバナー・名誉顧問会議長L谷岡憲行

ソーシャルディスタンスを保ちながら開催
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ライオンズクラブ活動報告
第１Ｒ・第１Ｚ

福島ライオンズクラブ
■植樹の手入れと周辺の整備
令和２年６月14日（日） ９時～10時
会員 10 名で、2005 年に赤穂LCとの姉妹締結記念で植樹をした梨
平公園の草刈り作業を行いました。
天気に恵まれ、汗だくの作業となりました。
会長の会社の従業員にもお手伝い頂いたので、作業範囲が広が
り、スッキリ・綺麗に作業を終えることができました。
今後も管理を継続していきたいと思います。 会長 Ｌ渡辺一代

■ヘアドネーションに協力
令和２年７月４日（土） 14時30分～16時
福島市内在住の親子が、元FWT副コーディネー
ターL佐藤とみ子より話を聞き、自分達の髪を役立
ててもらいたいと、ヘアドネーションへの協力を申
し出てくれました。
ヘアメイク・ボブショップの代表L鈴木洋子（福
島信夫LC）が２人を素敵なショートカット姿に変
身させてくれました。
当クラブの活動を通し、福島市内でもヘアドネー
ション事業が広まっていることが実感できました。
この流れを絶えさせないように活動を続けていきた
いと思います。 会長 Ｌ 鈴木 孝

岡崎親子、元FWT副コーディネーターL佐藤とみ子、
美容室代表L鈴木洋子
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第１Ｒ・第１Ｚ

福島グリーンライオンズクラブ
■マスク贈呈
平成２年５月27日（水）11時～11時30分
福島県老人福祉施設協議会を通じ、マスク5,000枚を贈呈。当日中
に市内老人福祉施設 26 ヶ所へ、大変スピーディーに届けて頂きまし
た。 事業委員長 Ｌ菅野賢治
左から老人福祉施設 髙木専務、Ｌ菊池会長、Ｌ後藤幹事、Ｌ菅野事業委員長

■フェイスシールド贈呈

5/27（水）福島市医師会、5/30（土）
福島市歯科医師会へ、それぞれフェイ
スシールド各１,000枚を贈呈。
6 / 10（水）手話サークルやまびこ会
へ200枚を贈呈。
〈医師会〉市内の医院に配布。マスク 左から医師会２名、Ｌ菊池会長、
だけでは防御できない飛沫が防げるの Ｌ小椋次期幹事、Ｌ高橋光子
で大変有難い。
〈歯科医師会〉市内の歯科医院に配布。歯科は直接患者さんの顔に接近し
治療するので、感染防止には欠かせません。有難うございます。
〈手話サークルやまびこ会〉マスクだと手話が伝わりにくいので助かりま
す。サークル活動が再開できると皆、大変喜んでいます。と、それぞれ
お言葉を頂きました。
（物資は、姉妹クラブメンバーの会社から、福島で役立てて欲しいと送
られてきたもの。姉妹クラブ：大阪生野ＬＣ） 事業委員長 Ｌ菅野賢治

左から歯科医師会４名、Ｌ菊池会
長、Ｌ小椋次期幹事、Ｌ高橋光子

左からＬ小椋次期幹事、やまびこ会
２名、Ｌ菊池会長、Ｌ高橋光子

第１Ｒ・第１Ｚ

福島ライオネスクラブ
■福島ライオネスクラブ第500回記念例会

令和２年６月17日（水）11時30分からコラッセふくしま12F
「レストランKi-ichigo」に於いて、福島ライオンズクラブ会長
さんにも出席頂き、第500回記念例会を開催しました。
1979年３月に認証されてから41年、福島ライオンズクラブに
援助を頂きながら活動を続けて参りました。
例会には、福島ライオンズクラブから７名の出席を頂き、祝
辞・記念品を頂戴致しました。
クラブより、長きにわたるお礼を福島LCへ、功労賞として
会長LS荒井文子、チャーターメンバーLS菊田美智子に記念品
を授与しました。
現在は会員６名で、毎月１回、楽しく例会を開いております。
50周年を目指し、今後も元気に活動していきたいと思います。
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ライオンズクラブ活動報告
第１Ｒ・第１Ｚ

桑折ライオンズクラブ
■桑折駅周辺の清掃活動
令和２年５月23日（土）10時～10時30分
わ らっ
令和２年５月23日、桑折ライオンズクラブは、桑折駅周辺の清掃活動を町内福祉サービス事業所「輪楽
く
創」の皆様共に行った。
ゴミは、あまり落ちてはいませんでしたが、雑草がかなり伸びて除草の結果大変きれいになりました。
事業委員長 Ｌ菅野泰弘

■エアコン贈呈
令和２年５月23日（土）10時30分～11時
令和2年5月23日、桑折ライオンズクラブは、町内の
わ らっ く
福祉サービス事業所「輪楽創」にエアコンを贈呈した。
贈呈式では、会長Ｌ遠藤賢市より事業所を運営する
「桑折町ともに生きる社会を創る会」の高橋徹理事長
へ目録が手渡された。 事業委員長 Ｌ菅野泰弘

■桑折駅前北側草刈り
令和２年７月19日（日）４時分～５時
桑折ライオンズクラブでは、7 月 19 日（日）に今期
初めてのアクティビティとしてＪＲ桑折駅北側の通称
「でんしゃ広場」に植栽した桜の周りの草むしりを実
施いたしました。
この場所はＪＲ東北本線と東北新幹線が同時に見え
る場所として地域の子供たちに人気の場所で春には当
ライオンズクラブで植栽した「桜」や地元追分まちづ
くり協議会で植栽した「芝桜」がとてもきれいに咲くところでもあります。
12月になると「桑折駅前イルミネーション」でもにぎわうところでもあります。
ＰＲ・ＩＴ委員長 Ｌ渋谷浩一
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第２Ｒ・第１Ｚ

福島東ライオンズクラブ
■ヘアドネーションへ毛髪提供
令和２年３月28日（土）
徳望の結婚式に向けて髪を伸ばしていましたが、無事新婚生活をはじめ家
事と仕事に追われるようになり、長い髪の手入れも大変になり、どうせ切る
ならヘアドネーションをと考えていただき、自分の髪が役にたつのならとご
協力いただきました。
身近なところから、社会奉仕になるという事
をこれからも伝えていってほしいと思います。
もう一人の方からも賛同をいただき、ヘアドネ
ーションをしていただきました。
Ｌ近藤とく子

第２Ｒ・第１Ｚ

福島中央ライオンズクラブ
■ヘアドネーション事業
令和２年６月６日（土）13時〜
６月６日（土）、福島市の美容室「ソイ クロップ」に
てヘアドネーションが行われました。当クラブ会員渡邊尚
みまな
美ライオンの８歳のお孫さん高橋心愛さんより、「困って
いる人たちの手助けになれば」と、伸ばしてきた髪の毛を
カットし、ご提供いただきました。 Ｌ高橋譲二

カットした髪の毛を手渡す心愛さん
第２Ｒ・第２Ｚ

国見ライオンズクラブ
■献血御礼用卵寄贈
令和２年６月24日（水）17時～
国見町主催の献血活動に参加してくださった
方々へ、お礼としてお渡しする卵を、国見町役
場様へ寄贈いたしました。

左から、国見町長、国見ＬＣ会長、幹事、会計
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ライオンズクラブ活動報告
第３Ｒ・第１Ｚ

郡山南ライオンズクラブ
■2019年度最終例会にてヘアードネーション協力感謝状贈呈
令和２年６月26日（金）18時～21時
2019年度第1069回最終例会を龍宮城安積店で開催した。
席上ヘアードネーションにご協力頂いた瀧口月梨さん、瀧口
凉央さん、佐藤葵さんの３名に感謝状と記念品、保護者のお母
さん達には御食事券を贈呈した。
これは、７月から始まるガバナー基本方針の重点事業の一つ
で、医療用ウィッグ（かつら）に利用してもらうため、切った
髪を提供する “ヘアードネーション運動” に呼応し、小児がん
患者の大きな支援に取り組む活動の一助として協力したもので
す。 幹事 Ｌ鈴木健一

ヘアードネーション提供者と保護者
及びＬ佐藤宏記会長との記念撮影

第３Ｒ・第２Ｚ

郡山中央ライオンズクラブ
■栄養講座
令和２年６月26日（金）13時～14時
郡山中央ライオンズクラブ継続事業の一環として「社会福祉法人みどり工房」にて栄養講座を開催しま
した。
㈱リードシステム様より講師を迎え食について詳しく説明して頂きました。
質問などしたり、対話方式でとてもなごやかに栄養講座を開催する事ができました。 Ｌ市川 良一

第３Ｒ・第２Ｚ

小野町ライオンズクラブ
■小野新町駅への環境美化活動について
令和２年６月18日（木）10時～11時
小野町ライオンズクラブは６月18日（木）に、
磐越東線小野新町駅への環境美化活動の一環とし
て、駅乗降場所への花の植栽事業を実施しました。
この事業は駅利用者の心を癒していただこう
作業風景
参加者写真
と、昨年の東日本台風後に活動を始めたもので、
当日は県立小野高等学校の生徒・教諭７名とクラブメンバー７名で構内の３か所にサルビアやマリーゴー
ルド・ベコニアなど約350本の花を植えることができました。 Ｌ野口和広
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第３Ｒ・第１Ｚ

田村ライオンズクラブ
■献血啓発活動協力
令和２年７月10 日（金）10時～
令和２年度「愛の血液助け合い運動」街頭キャンペ
ーンが “メガステージ田村” で行われた。田村ライオ
ンズクラブでは、クラブ三役が啓発活動を行った。
当 ク ラ ブ の 参 加 し た “メ ガ ス テ ー ジ 田 村” で は、
400cc×49名のご協力を頂いた。

■清掃奉仕活動
令和２年７月16日（木）17時～
田村ライオンズクラブでは、新体制で初の奉仕作業として、
午後５時から国道349号線沿いなどに放置されているゴミを会員
16名で拾い集め、環境保全・美化に努めた。

第４Ｒ・第１Ｚ

会津磐梯ライオンズクラブ
■ＣＮ45周年記念アクティビティ

会津中央少年剣士会へ剣道用「面」贈呈

令和２年７月４日（土）19時～19時30分
会津磐梯ライオンズクラブでは新型コロナウイルス
により、４月に予定されていた会津中央少年剣士会の
「新入生入会式」
「中学三年生を送る会」
「剣士表彰式」
が、ふれあい体育館にて７月４日開催され前会長Ｌ渡
部昭一・前幹事Ｌ諏訪孝幸が出席した。席上、当クラ
ブのＣＮ45周年記念アクティビティ贈呈式が行われ剣
道用「面」
（小学生用）を５個贈呈した。当クラブは、
結成以来「青少年健全育成を重点目標としているが、
1983年より会津中央少年剣士会に会津磐梯ＬＣ杯を毎
年開催し、支援している。11月・１月の大会に金・銀・
銅メダルを各部門毎に贈呈。４月の新入生入会式に
は、記念品を贈呈している。 Ｌ渡部 昭一

前会長

渡部昭一Ｌと少年剣士会の代表者
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ライオンズクラブ活動報告
第４Ｒ・第１Ｚ（６LC合同アクティビティ）

会津若松・猪苗代・会津若松鶴城・会津若松葵・会津磐梯・田島（4R1Z合同）
■ゾーンチャリティゴルフ・ボウリング大会チャリティ金
令和２年６月30日（火）15時～15時30分
2019年10月19日チャリティゴルフ大会・2020年２月
22日チャリティボウリング大会の益金にて母子生活支
援施設「はる」へサイクロン式コードレス掃除機とレ
クリエーション用ウォータージャグを贈呈。
第66回地区年次大会記念事業として奉仕の拡大と充
実を図る為、女性が活躍できるライオンズクラブ、女
性目線の奉仕活動の一環として福島県内の母子生活支
援施設（３ヶ所）に災害備蓄物資を贈呈したことに共
感し、４R１Z合同アクティビティとして実施した。
前ゾーン・チェアパーソンL鈴木れい子が、施設で
今最も必要としている品物をリサーチし、６LCの承
認のもと合同の奉仕事業として行った。
前第４R第１Z・ZC L鈴木れい子

生活支援用品贈呈

贈呈した品物
母子生活支援施設はる施設長 齋藤綾子様
前４R１Z・ZCL鈴木れい子

第４Ｒ・第２Ｚ

あいづ塩川湯川ライオネスクラブ
■塩川駅跨線橋清掃活動事業
令和２年７月22日（水）16時～17時30分
お盆に帰省する方々を綺麗な駅舎で出迎えたいとの思いで
1996年から毎年に清掃活動を行っています。少人数の参加でしたが、階段や窓・天井など隅々まで行き
届いた清掃ができました。
今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、毎夏に行われていた「川の祭典」は中止となり
ましたが、塩川駅で乗り降りする方々に気持ちよく利用していただけると思います。 Ｌ小島会長

作業の様子（L小島L小林L高羽L生江L二瓶）
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第４Ｒ・第２Ｚ

西会津ライオンズクラブ
■ランドセルカバーの贈呈
令和２年４月３日（金）11時～11時30分
４月３日（金）にクラブ三役で西会津小学校を訪問し
て、校長先生へ新入学児童28名のランドセルカバーを贈
呈しました。
登下校時の交通安全を願って、毎年贈呈しています。

左

西会津小学校校長先生

右

会長（Ｌ伊勢亀彰）

■活動支援金の贈呈

青少年育成事業の一環として、６月５日（金）に三役で西会津小学校と高郷小学校を訪問して、西会津
中学校・西会津小学校・高郷小学校・こゆりこども園へ活動支援金を贈呈しました。
今年は新型コロナの影響で子供たちはさまざまな不満や不安を抱えながら学校生活を送っています。
一日も早く不安のない学校生活を送れることを願いながら、青少年育成に微力ながらお手伝いをしていき
たいと思います。

左 西会津中学校校長先生・左２番目 西会津小学校
校長先生・左３番目 こゆりこども園・三役

左

高郷小学校校長先生

右

会長

■ライオンズ花壇の植栽
令和２年６月７日（日）６時～７時
６月７日（日）朝６時からＬ21名・ＬＬ２名で国道49号線沿いの「ライオンズ花壇」へ花苗450本の植
栽と周辺の草刈りを実施しました。
国道を通る方々がきれいに咲いた花を見て和んで頂けるように、毎年きれいな花を咲かせたいと思いま
す。

作業風景

集合写真
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ライオンズクラブ活動報告
第５Ｒ・第１Ｚ

鏡石ライオンズクラブ
■鏡石町へ台風19号災害支援金贈呈
令和２年６月19日（金）
台風19号災害支援金 鏡石役場におきまし
て、遠藤 栄作町長以下 副町長 総務課長
同席の中、小林勇雄ZC、小貫豊彦会長、斉
藤栄治幹事、根本吉和会計、面川正彦事務局
長5名で、支援金100万円を贈呈致しました。
鏡石町では災害用テントを発注しており、
早速それらの費用にあてたいという事でした。
今後も各種災害等の際は、クラブ会員一同
全面的に支援活動に奉仕を続けていく覚悟で
ある旨、町長に宣言し、贈呈式を閉じました。
332 －D地区からの支援金であり、当クラ
ブが代わって贈呈をした旨説明を加えまし
た。ちなみに遠藤町長もクラブ会員でありま
す。 Ｌ面川正彦

第５Ｒ・第１Ｚ

須賀川、須賀川中央、いわせオリオンライオンズクラブ
■防災備蓄品の寄贈
令和２年６月26日（金）16時〜
６月26日16時より、須賀川ライオン
ズクラブ、須賀川中央ライオンズクラ
ブ、いわせオリオンライオンズクラブ
の３クラブは須賀川市役所を訪れ、橋
本克也市長と面会を行ないました。
昨年の、令和元年東日本台風では、
須賀川市にも大雨による甚大な被害を
もたらされたことを受け、３クラブは
合同で支援要請を申請しました。今回
ライオンズクラブ国際協会 332 －D地
写真右から、佐久間康信須賀川LC会長、橋本克也須賀川市長、
区よりの支援金をもとに、今後の防災
松川利春いわせオリオンLC会長、坂本育夫須賀川中央LC幹事
体制の一助として、防災備蓄品を市に
寄贈する運びとなり、各クラブ代表が市長を訪ねました。
三階会議室において、市には 2. 6kVA出力のガソリンエンジン発電機８台と、燃料携行缶８個が寄贈と
なること、須賀川市ではこれを各公民館に配備し、非常時にはもちろん、平時にも点検の意味も兼ねて、
屋外行事などの際にうまく利活用できればなどと、運用案などについて懇談を行いました。
Ｌ 佐久間康信
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第６Ｒ・第２Ｚ

相馬ライオンズクラブ
■松川浦大洲海岸防災林除草清掃作業
令和２年６月20日（土）９時～10時30分
相馬ライオンズクラブでは相馬市磯部の海岸防災林で、平成28年に植樹したクロマツ周辺の除草作業を
行いました。
2016 年に関東森林管理局が募集した松川浦大洲の防災林を復活させようと、クロマツ約 700 本を植樹し
「相馬ライオンズクラブの森」と命名し、毎年整備してきました。今回はメンバー 10 名ほどが草刈機など
を使ってマツ周辺の雑草を除去いたしました。植樹から約４年が経過し、マツの成長が顕著に見えており
ます。森になるにはまだまだ時間が掛かりますが、松川浦の景観復活へ向けて見守りたいと思っておりま
す。 Ｌ 佐藤 直（会長）

清掃後に記念撮影（相馬ライオンズクラブの森）

■小泉八坂神社「おてんのはん」夜ごもり祭

清掃活動

令和２年７月18日（土）９時～10時30分
相馬ライオンズクラブは「小泉八坂神社」の例大祭
「夜ごもり祭」に際して、清掃活動を行いました。
「小
泉八坂神社」は奥州中村城築城時に城と城下町を守る
鬼門の神様として鎮守された神社です。古来より「お
てんのはん」と呼ばれ地元の憩いの場として守られて
きました。相馬は奥州中村・相馬家六万石の城下町と
して数々の文化財が存在するため、それらの保護と、
歴史的意義・伝統を伝承して聞くため、環境清掃活動
を今後も続けていきます。 Ｌ 針ヶ谷克之（会長）

小泉八坂神社

鳥居

清掃後記念撮影
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ライオンズクラブ活動報告
第６Ｒ・第１Ｚ

東日本国際大学ライオンズクラブ
■「ふくしまオーガニックコットンプロジェクト」に参加①
令和２年６月28日（日）
（雨天） ９時30分～16時
東日本国際大学ライオンズクラブのメンバーが、同大経済経営学部３
年河合ゼミの社会奉仕活動に参加しました。内容はいわき市のNPO
「ザ・ピープル」の活動の一環である「ふくしまオーガニックコットン
プロジェクト」への参加です。
本活動は昨年度に開始されたものですが、今年度になって新型コロナ
ウイルスの影響により活動を自粛していたものの、いわき市においては
新規感染者数がゼロという状態が 1 ヵ月以上続いていること、および本
活動は屋外で行われるため、感染リスクは低いこと、その一方で、畑の
作業などの人手が足りない状況を放置していることのマイナス面を考慮
いわき市を中心に全国から
し、活動を再開することが望ましいと判断しました。河合ゼミとしては
集まってくる古着の山！
年度が替わりメンバーも一新する中で初めての活動となりました。
今回、活動する予定だった畑は、昨年10月の台風19号で被災した平窪
の畑でした。しかし、当日は朝から大雨となってしまいました。そのた
め畑での活動を断念し、雨でも活動できる内容に変更になりました。そ
れは小名浜にある古着倉庫での仕分け作業でした。この活動はNPOザ・
ピープルの原点ともいえるもので、古着を回収して、それらを仕分けす
ることで、一部はそのまま古着として販売、一部は自動車のトランク部
分のフェルト生地に再生する原料として、一部はナイジェリアへリサイ
「密」を避けながら!?の作業
クルのため輸出するといった具合に、様々な用途に仕分けしていきます。
倉庫内にはうずたかく積み上げられた古着がつまった透明な袋の山がありました。これは、新型コロナ
の影響でとくに首都圏から集ってくださるボランティアの方々がこられなくなっていることから作業が滞
っているということでした。新型コロナ感染症対策として「密」を避けつつ、マスクをしている面もあり
ますが、もともとこの作業ではホコリなどを吸い込むことのないよう、普段からマスクを着けて作業をし
てもらうということです。
昼食は、ザ・ピープルさんの事務所でとりました。その際、ザ・ピープルさんのもう一つの取り組みで
ある「フードバンクいわき」の一環として、自粛生活の中でバイト先の収入が減るなどして困っている学
生に在庫として賞味期限間近になった食品とお菓子を箱詰めでいただきました。
今回は雨天のため、コットン畑での作業はありませんでしたが、放置しておけばゴミとして処分される
ものを、資源として活かしていくという取り組みは、古着リサイクルにしても、フードバンクにしても「オ
ーガニックコットンプロジェクト」と通底するものを感じることができました。
L河合伸

食品ロス対策と学生の生活支援として
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今年度もよろしくお願いします！

第６Ｒ・第１Ｚ

東日本国際大学ライオンズクラブ
■「ふくしまオーガニックコットンプロジェクト」に参加②
令和２年７月19日（日） ９時30分～16時
東日本国際大学ライオンズクラブのメンバーが、同大経済経営学部３
年河合ゼミの社会奉仕活動に参加しました。内容はいわき市のNPO法
人「ザ・ピープル」の活動の一環である「ふくしまオーガニックコット
ンプロジェクト」への参加です。
今年度は新型コロナウイルスの影響により活動を自粛していました
が、いわき市においては新規感染者数がゼロという状態が 2 ヵ月以上続
平窪・鈴木ファーム
いていること、および本活動は屋外で行われるため、感染リスクは低い
こと、その一方で、畑の作業などの人手が足りない状況を放置していることのマイナス面を考慮し、６月
末より活動を再開しました。
前回は雨天だったため、新たなメンバーでの畑作業はこれがはじめてです。そこは平窪にあり昨年10月
の台風19号で被災した畑でした。話によると、収穫時期を迎えた綿がほとんど泥で埋まってしまいました
が、今年の１月くらいには、復旧作業を終え、今期も栽培が行える状態までになったとのことです。

ザ・ピープルのスタッフさん
からやり方を教わります

作業は2人一組で行いました

畑主の鈴木さんから豪雨被害時の
話を伺う

すでに苗がある程度成長している状態でしたので、午前中は、その苗が倒れないように支柱を等間隔で
立てて紐を張っていく作業を行いました。
その後は、有機栽培ならではのハマキムシという害虫を駆除し、成長を上ではなく横に広げるため、苗
のてっぺんをハサミでカットしたりしました。途中、周りに晴れ間が見えている中で局地的に強い雨がふ
るなど午前中は不安定な天気でした。
午後は、鈴木宅にて昼食を取った後、糸紡ぎの体験をしました。ネパール留学生が道具なしで糸を紡ぐ
様子を披露してくれました。
最後に再び畑に戻り、畝間の雑草を除去する作業を行いました。空はすっかり晴れてとても暑くなりま
した。その中で腰をかがめての作業はなかなかきついものがありました。ただ、おそらくこの作業を１人
で行うと10時間かかるところを、10人で行うことで約 1 時間で終えることができました。達成感も共有で
き「協働」の良さを実感しました。 L河合伸

素手で糸紡ぎを披露するネパール留学生

午後はすっかり晴れました

「協働」の良さを実感！
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ライオンズクラブ活動報告
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原町ライオンズクラブ
■コロナ休止から活動再開
令和２年６月17日（水）
４月からコロナ問題でLC活動休止をしていましたが、６月 17 日今年度最終例会を開催役員の「ご苦労
様会」パーティ方式で行いました。村田会長今年度基本方針は、「会員増強、そしてウイサーブの精神を
広げよう」最終例会で㈱セントラル設備の齋藤洋一氏、㈱NEXTの齋藤雅敏氏、㈱東栄建設の池田真由美
氏３名の新入会員が入会しました。年次大会アワードの授賞式も、MJF ＄1,000献金に村田会長と門馬弘L、
GMTコーディネーターの門馬弘L、モナークシェブロン35年長岡利幸L、30年鈴木清L、20年K昆典、15年
星山天Lが受賞しました。コロナ対策でオードブルでは無く弁当、席も広く開け、カラオケもなし。それ
でも久しぶりに集まり楽しい例会でした。 PR・ITライオンズ情報副委員長 L酒井和廣

30 LION FUKUSHIMA 332-D

2020-2021 Lions Clubs International 332-D District

キャビネット活動報告

ライオンズクエスト フォローアップワークショップ
本年度で３回目になるライオンズクエストが６
月27日（土）に学校法人まこと学園まこと幼稚園
の園舎で行われました。ライオンズクラブの年度
末の忙しい中、次期ガバナーのＬ真田倭夫をはじ
め、次期キャビネット役員様、次期青少年育成・
ＬＱ・平和ポスター委員長Ｌ飛田喜男が出席し研
修を行いました。コロナ禍の中で感染防止対策に
十分考慮しながらの研修で、講師の先生とも打合
せをしっかりし、密にならないよう対策をしなが
ら行いました。コロナ禍での新しい試みでした
が、９時から17時までの長時間の研修でしたが、
飽きの来ない楽しい時間をすごせました。ライオ
ンズクエストとは、簡単に言うと人生を豊かにす
るための研修です。今回は、幼稚園、保育園の先
生を対象にコミュニケーション能力の向上をメイ
ンに講師の方と勉強を行いました。自分の想いを
相手に的確に伝えることは難しい作業です。時に
は、相手を傷つけることが少なからずあります。
相手に意見を述べ、好意的に聞き入れてもらうス
キルを学ぶことは、商談、お客様の苦情対応など
多様な場面で必要不可欠です。特に今回の研修で
は、園児達との日々の生活での対応や保護者にお
子様の様子を話すときなどに重点をおきました。
現状で起きている困ったこと題材に研修を行いま
した。今までのワークショップ形式と異なる感染
症対策を行いながら、また、全員参加できるよう
に工夫されていていました。新人の先生などはい
つも保護者対応に緊張し大変だったが、今回の研
修で保護者に対する話し方、接し方がわかり大変
役に立ったなどの意見や、ベテランの先生達も子
ども達とのコミュニケーションの取り方を変える
ことで、今まで以上に絆が深まったなど高評価で
した。ライオンズクエストを通し、教育、人づく
り、地域づくりに貢献できる内容でした。
いわき東LC

L楠

正継
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司法書士法人

ライオンズクラブ国際協会
332-D 地区 第4R 第１Z

2020-2021

会

会津磐梯ライオンズクラブ

高

長

野

益

司法書士・行政書士

あい事務所

Ｌ杉 本 充 清

（猪 苗 代ＬＣ ）

夫

〒969-3133（猪苗代事務所）

福島県耶麻郡猪苗代町大字
千代田字トヤガ崎５番地２
T E L ：0242-62-2311
携 帯：090-5590-4986
F A X：0242-62-2242
E-mail：ai.sugimoto@aishiho.jp

事務局 〒965 会 津 若 松 市 南 千 石 町 ６ 番 ５ 号
−0816 TEL
（0242）
28−6322
（0242）
26−2288〜9・FAX
〒969 高野歯科技工所 代表
−6189 会津若松市北会津町小松855
TEL・FAX（0242）56−3697
携 帯 080−3144−5788
E-mail：gexfyg7cx@au.com

【会津若松事務所】TEL：0242-23-8506
【会津坂下事務所】TEL：0242-23-4071

創業71年信頼のパートナー

福島県知事許可
（般−2）
第 30127 号

株式会社

青木架設工業
鳶工事一式

代表取締役

AOKI

MASANORI

青木

正徳

会津土地建物株式会社
代表取締役
顧

一級技能士
（12-1-040-07-0027）
副ライオンテーマ
（会津磐梯LC）

知事免許（15）第50100号

問

吉村 圭三
齋 藤 斗志郎

第67回地区年次大会委員長
（会津磐梯LC）

〒965-0053
福島県会津若松市町北町大字上荒久田字鈴木31番地4
TEL・FAX 0242-25-0369
携帯 080-5732-4437

E-mail aokikasetukougyou@outlook.jp
福島県鳶土木工業連合会 理事

有限会社 高陽産機
代表取締役 Ｌ高 橋 秀 郷

〒965−0024 会 津 若 松 市 白 虎 町 191番 地
☎25−1331
（代表） FAX 22−2626
http://www.aizutochitatemono.co.jp/
E-mail：aizutochi@iaa.itkeeper.ne.jp

代表取締役

諏 訪 孝 幸

キャビネット副会計・幹事
（会津磐梯LC）

キャビネット副会計（会津磐梯ＬＣ）
ライオンテーマ

不動産

〒965-0053 会津若松市町北町大字上荒久田字宮下20
TEL 0242-24-3519 FAX 0242-24-7264

建設業許可
（般−28）
第30174号

株式会社スワ企業グループ

新 築 代表 TEL：0242−36−7038 FAX：0242−36−7028

〒965−0807 福島県会津若松市城東町14−18 アートマンション102

リフォーム 携帯：090−4048−3115 MAIL：swathome610@gmail.com
フリー
ダイヤル

インテリア

ハッピーホーム

は

やっぱりサイコー

0120−846−835

焼 肉 と 冷 麺
農業土木・一般土木・下水道・調査・測量・設計

代表取締役

鵜

川

壽

雄

キャビネット副幹事（会津磐梯 LC）
〒965-0817 会津若松市千石町6番69号

（マルトビル2階）
ＴＥＬ（0242） 2 4 − 0 0 4 1㈹
ＦＡＸ（0242） 3 2 − 0 4 2 0
E-mail：toshicon@ttc-0041.co.jp
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韓国料理
代表

菅家

作二

キャビネット参与・会計（会津磐梯LC）
〒965-0034会津若松市上町8-30（センチュリーホテル1F）

TEL0242-25-4129

FAX0242-25-4159

年 中 無 休
メーカー
問わず。

現金買取OK

バイクの販売（新車・中古車）修理・買取り！
アフターサービス万全 安心しておまかせ下さい

ライダーズスポット
LCIF・大会参加
薬物乱用防止副委員長

（猪苗代LC）

出張修理OK

松坂屋

Ｌ平山

岳

（会津喜多方LC）

TEL・FAX0241-22-0334 喜多方市字押切2丁目25

有限会社スズケン

ガバナーテーマ
元号令和と共に更なる前進
ウィ･サーブ

ライオンズクラブ国際協会
332-D 地区
2020〜2021

佐瀬

智美

Saze
〒963-0102
福島県郡山市安積町笹川字彼岸塚 22-9
TEL.024-937-0830 FAX.024-937-0831
E-mail:info@lc332d.com

オゼ販売会津株式会社

Tel：0241-21-8322 Fax：0241-21-8323
携帯電話：090-5237-9854
E-mail：suzuken.co@bz01.plala.or.jp

代表取締役

〒965-0818 福島県会津若松市東千石 1-1-11
TEL.0242-26-3233 FAX.0242-26-3263
携帯. 080-5579-7822
E-mail:oze̲aizu̲@ybb.ne.jp

有限会社

ライオンズクラブ国際協会
332-D 地区
2020〜2021

会則・アラート委員長（会津若松葵LC）

張崎

為貴

Harisaki

Tameki

勤務先
長命寺

一般技能士

元住職

〒965-0861 福島県会津若松市日新町5-51
TEL.0242-27-7003 FAX.0242-27-7003
携帯. 090-7935-4005

木製建具・家具一式請負

加藤建具店

代表取締役

幹事）

〒966-0013 福島県喜多方市関柴町豊芦字中里719番地

勤務先

ガバナーテーマ
元号令和と共に更なる前進
ウィ・サーブ

〒963-0102
福島県郡山市安積町笹川字彼岸塚 22-9
TEL.024-937-0830 FAX.024-937-0831
E-mail:info@lc332d.com

稔

（会津喜多方 LC

Tomomi

キャビネット事務局

キャビネット事務局

鈴 木

代表取締役

ＦＷＴコーディネーター（会津若松葵 LC）

藤

利

（会津喜多方LC

弘

会計）

すべては、
お客様の笑顔のために安全、
安心をお届けします

株式会社
代表取締役

幹事）

〒965-0854 会津若松市桜町63番6号
電 話 0242-26-5470
FAX 0242-28-9882

L 斎

〒966-0002 喜多方市岩月町宮津字西窪5378
TEL 0241-24-3230

L 加藤 武志
（会津若松葵 LC

斎 藤 石 材

常務取締役
本

スカイ運輸

Ｌ佐瀬喜久男（会津喜多方 LC）
Ｌ藤城 昭夫（会津喜多方LC）

社／〒966-0015 喜多方市関柴町上高額字上中1192番地1
TEL 0241-22-2500 FAX 0241-24-4377

営業所／喜多方

会津若松

郡山

本宮

いわき

仙台

山形

寒河江

取締役 L

加 勢 良 信（会津喜多方LC）

（有）ほたるの里農産
●会津米生産・販売（年中）
●観光さくらんぼ園（6月上旬〜7月下旬）

代表取締役

L 荒井 義隆

（会津若松葵LC）

会津若松市北会津町下荒井21
☎/FAX 0242-58-2087
携帯電話 090-8424-3819

〒966-0404 北塩原村大字北山字村ノ内4156
TEL 0241-22-1812 FAX0241-22-2009
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安 心 まごころセレ モ ニ ー

凛とした姿勢で地域とともに

代表取締役

L佐 藤

和

総合葬祭

人

（会津若松 LC）

代表取締役

L小野

会津若松市七日町8-2

芳秀（会津若松LC）

☎0242-22-2441㈹

http://www.onoya-sakura.jp

■本社／福 島 県 会 津 若 松 市 石 堂 町 4 - 40

【ご葬儀24時間受付】

TEL 0242-22-5267 FAX 0242-22-0078
E-mail kazuhito@akina.ne.jp

0120-189-082

まちの薬局 扇町店
ドーピング防止活動を推進しましょう

Ｌ町野

紳

◆

1個ものから対応する超精密加工

L 秦

◆

安 延

（会津若松鶴城LC 会長）

（会津若松鶴城LC）第67回年次大会参与

〒965-0025 会津若松市扇町31

〒969-3304 福島県耶麻郡磐梯町大字大谷字新橋山4646-2
TEL:0242-73-3030 FAX:0242-73-3390
E-mail:ofﬁce@atom-aizu.com

TEL 0242-37-1766/FAX 0242-37-1767
一級建築士事務所

有限会社
Sato Architects

代表取締役
一級建築士

佐藤建築設計事務所

Ｌ佐 藤

会津若松市栄町花小路通り

有史

電話㉒ 7 1 0 7

（会津若松鶴城 LC 幹事）
〒965-0872 会津若松市東栄町 9 番 17 号
TEL 0242-27-0614 FAX 0242-27-0615
URL : http://sato-architects.com/

Ｌ長谷川 浩 子
（会津若松鶴城LC 会計）

ライオンズクラブ国際協会 332-D 地区
第４Ｒ 第２Ｚ

会津美里ライオンズクラブ
会

長

幹

事

副

幹

会
副

事
計

会

計

渋井
星
笠間
荒井
堤

康之
賢一
潤平
誠一
信也

第一副会長
第二副会長
第三副会長
会計監査
会計監査

高梨
斎藤
杉原
根本
筧

宣浩
雄一
稔
昌志
憲海

【事務局】〒969-6266 大沼郡会津美里町字西裏屋敷添甲 2198-1
TEL
（0242）
54-2429・FAX（0242）54-2478
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内科・糖尿病代謝内科・小児科・皮膚科・心療内科

医療法人
糖 励 会

そね内科クリニック

曜日 月 火 水 木 金 土
診療時間
9：00〜12：30
休

診

15：00〜18：30

受付は
30分前まで

院 長 Ｌ曽 根

惠児

（会津若松LC）

会津若松市扇町41番地

土 曜 日 は 予 約 制 と な りま す。

TEL0242-33-1024

【休診日】
水曜・日曜・祝日

総合建設業

株式会社

宮 本 組

福島県知事許可（一般）第15948号
測量業登録 国土交通大臣登録 第（2）
32534号
産業廃棄物収集運搬業 第00704021017号

L武藤

和伊（会津坂下 LC）

代表取締役

第4R・第2Z・ZC

宮 本 利 典
（会津坂下LC

会長）

〒969-6583
福島県河沼郡会津坂下町大字気多宮字柳田1035
TEL
（0242）
83−2159 FAX
（0242）
83−2192
携 帯 0 9 0 − 3 1 2 6 − 9 8 7 4
U R L ： h t t p : //w w w . m i y a m o . c o . j p
E-mail ： t-miyamoto@miyamo.co.jp

susa erection
株式会社 須佐架設
代表取締役

L 須佐

幹事）

〒969-6521 福島県河沼郡会津坂下町大字金上字畑添3-1
TEL.0242-83-4728 FAX.0242-83-3086
mail:msusa@crest.ocn.ne.jp 携帯：090-3120-5646
東洋ワークグループ
MURASAWA
DENTAL CLINIC

村 沢 歯 科
L 村澤

代表取締役

勝

（会津坂下 LC

歯科医師

宇内鉄筋工業株式会社

健一

（あいづ塩川湯川 LC）

〒969-3522 福島県喜多方市塩川町字新丁1788番地

TEL.0241-27-3001 FAX.0241-27-3014
E-mail:ken-mura@ht-net21.ne.jp

L宇内

一広

（会津坂下LC 会計）

■本社・IPセンター
〒969-6511 福島県河沼郡会津坂下町大字青木字青木116-1

TEL.0242-82-4400 FAX.0242-83-0446
https://www.unaitkk.jp/
e-mail:k.unai@unaitkk.jp

有限会社
アポロン電子工業
代表取締役

L 田澤

一夫

（あいづ塩川湯川
LC）
（会津塩川LC）

〒969-3502 福島県喜多方市塩川町常世字上村871-1

TEL.0241-27-4060 FAX.0241-27-3787

ライオンズクラブ国際協会３３２−Ｄ地区 第４Ｒ 第２Ｚ

あいづ塩川湯川ライオンズクラブ
会長Ｌ小島雄一

幹事Ｌ小林幸次

会計Ｌ高羽伊一郎

◆事務局 〒969-3512 福島県喜多方市塩川町字東栄町1丁目1-1
TEL 0241-27-8691 FAX 0241-27-8691
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www.aizugiken.co.jp/

会 津 技 研

株式会社

髙 橋
髙 橋

代表取締役
取締役会長

淳
至（西会津 LC）

〒969-4512 福島県耶麻郡西会津町上野尻字下沖ノ原 2673-10
Tel.0241-47-2611 Fax.0241-47-3021

ISO9001:2015 認証取得
ISO14001:2015 認証取得

一般建築請負

株式会社
代表取締役

L 齊藤 利男（西会津LC

幹事）

〒969-4623 耶麻郡西会津町新郷大字豊洲字千歳島5150

TEL＆FAX 0241-47-3115

mail:kosho.tsaitoh@nct.ne.jp／携帯電話:090-8788-1825

建設業許可番号
（ 般 -２６）
１２１３７号

伊勢亀工務店

代表取締役

Ｌ 伊勢亀

彰

（西会津LC）

〒969-4406 福島県耶麻郡西会津町野沢字上原乙２３６０−１
TEL：0241- 45 - 4125 FA X：0241- 45 - 4277
携帯電話：090 -2020 -5984

地域に愛され、信頼される薬局
さゆり調剤薬局・こゆり調剤薬局

株式会社 グリーンパークファーマシー
取締役

松崎 好 也

（西会津 LC

会長）

Kouya Matsuzaki

本社／〒969-4401
福島県耶麻郡西会津町登世島字田畑乙2042-65

TEL 0241-48-1081 FAX 0241-48-1082

グループ
会長

山 内 拓 也
（柳津ライオンズクラブ）

地 域 未 来 牽 引企 業

携 帯 090-8922-6081
メールアドレス kaneka@iris.ocn.ne.jp

グループ本社 TEL 0241（42）2215

FAX 0241（42）2317

〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙 254 番地
URL http://www.kawachiya-gr.jp/
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名 物
あわまんじゅう
茶まんじゅう
くりまんじゅう
うぐい乃舞最中

㈲小池菓子舗
代表取締役会長 Ｌ.小池 勇一
（柳津ＬＣ会長）
福島県河沼郡柳津町柳津字岩坂町甲206番地
TEL 0241-42-2554 FAX 0241-42-3432
0120-090976

ガバナーテーマ

元号令和と共に更なる前進

ウィ・サーブ

ライオンズクラブ国際協会
332-D 地区

2020〜2021
地区ガバナー
LCIF 地区コーディネーター（会津磐梯 LC）

真田
Sanada

倭夫
Shizuo

キャビネット事務局

〒963-0102 福島県郡山市安積町笹川字彼岸塚 22-9
TEL.024-937-0830 FAX.024-937-0831
E-mail:info@lc332d.com

勤務先／シンワ産業有限会社 代表取締役

〒965-0088 福島県会津若松市町北町中沢西25
TEL.0242-22-1044 FAX.0242-22-1794
携帯.090-3756-2476 E-mail:shinwa@violet.plala.or.jp

ガバナーテーマ

元号令和と共に更なる前進

ウィ･サーブ

ライオンズクラブ国際協会
332-D 地区
2020〜2021

キャビネット幹事（会津磐梯 LC）

鈴木 れいこ
Suzuki
キャビネット事務局
勤務先／ミスレイ 代表

Reiko

〒963-0102 福島県郡山市安積町笹川字彼岸塚 22-9
TEL.024-937-0830 FAX.024-937-0831 E-mail:info@lc332d.com
〒965-0034 福島県会津若松市上町 8-30
TEL.0242-32-5238 携帯.090-3980-2032
E-mail:missrei-5238.lion@ezweb.ne.jp

ガバナーテーマ

元号令和と共に更なる前進

ウィ･サーブ

ライオンズクラブ国際協会
332-D 地区
2020〜2021

キャビネット会計（会津若松鶴城 LC）

キャビネット事務局
勤務先／伸和住宅株式会社
代表取締役

神田

秀雄

Kanda

Hideo

〒963-0102 福島県郡山市安積町笹川字彼岸塚 22-9
TEL.024-937-0830 FAX.024-937-0831 E-mail:info@lc332d.com
〒965-0832 福島県会津若松市天神町23-21
TEL.0242-28-8885 FAX.0242-28-5090
E-mail:aizu@shinwanet.jp

携帯.090-3120-0709
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ライオンズクラブは 100 年の歴史がある

「世界最大の奉仕団体」
です。
どんなことでもご相談ください。

お問い合わせはお近くのライオンズクラブまたはキャビネット事務局まで
※お問い合わせの件で、
お力になれない場合もありますのでご了承ください。

332−D 地区（福島県）のライオンズクラブ
クラブ名

住所・電話番号

クラブ名

住所・電話番号

クラブ名

住所・電話番号

田村市船引町船引
〒962-0844 須賀川市東町 59 番地 25
田
村 〒963-4312
須賀川中央 （須賀川商工会館内）
字五升車 65（レストラン ドルフィン内）
Ｌ
Ｃ 電話 0248-76-2124
Ｌ
Ｃ 電話 0247-82-4265
〒969-0401 岩瀬郡鏡石町本町 325
郡山あさか 〒963-8862 郡山市菜根 5 丁目 9-16
鏡
石 （鏡石第一ホテル内）
Ｌ
Ｃ 電話 024-933-6271
Ｌ
Ｃ 電話 0248-62-3171
石川郡玉川村大字中
郡 山 南 〒963-8862 郡山市菜根 5 丁目 9-16
玉
川 〒963-6315
字道上 84（マーヴェラス末広内）
Ｌ
Ｃ 電話 024-926-0770
Ｌ
Ｃ 電話 0247-37-1088
須賀川市岩渕字明神前
郡 山 西 〒963-8862 郡山市菜根 5 丁目 9-16
いわせオリオン 〒962-0043
141-1
Ｌ
Ｃ 電話 0248-62-4771
Ｌ
Ｃ 電話 024-933-7021

郡 山 東 〒963-8061 郡山市富久山町福原
白
Ｌ
Ｃ 字水尾沢 19-3（郡山中央レンタカー内） Ｌ

河 〒961-0957 白河市道場小路 96-5
Ｃ 電話 0248-23-3101

郡山中央 〒963-8026 郡山市並木一丁目 20-15
Ｌ
Ｃ 電話 024-983-8040

吹 〒969-0221 西白河郡矢吹町中町 290
Ｃ 電話 0248-42-4176

矢
Ｌ

田村郡小野町大字小野新町 棚
小 野 町 〒963-3401
字宿ノ後 104-2 （吉田 昭方）
Ｌ
Ｃ 電話 0247-65-1405
Ｌ

東白川郡棚倉町
倉 〒963-6131
字南町 58-5
Ｃ 電話 0247-33-4912

二 本 松 〒964-0871 二本松市成田町 1-753
Ｌ
Ｃ 電話 0243-22-8821

郡山開成 〒963-8862 郡山市菜根 5 丁目 9-16
Ｌ
Ｃ 電話 024-933-6270

西白河郡西郷村小田倉
白河小峰 〒961-8061
字稗返 611-1（㈲溝井設備内）
Ｌ
Ｃ 電話 0248-25-2023

本
Ｌ

宮 〒969-1136 本宮市本宮字九縄 27-3
Ｃ 電話 0243-34-4452

磐梯熱海 〒963-0201 郡山市大槻町
Ｌ
Ｃ 原田西 42-19

白河高原 〒961-0957 白河市道場小路 87-2
Ｌ
Ｃ 電話 0248-24-5156

岩
Ｌ

〒964-0313 二本松市小浜字新町 564
代 （あだたら商工会岩代振興センタ一内）
郡 山 北 〒963-8026 郡山市並木一丁目 20-15
Ｃ 電話 0243-55-2241
Ｌ
Ｃ 電話 024-954-3245

東
Ｌ
安
Ｌ

二本松市針道
和 〒946-0202
字鍛治屋敷 10-2
Ｃ 電話 0243-46-3009

二本松市油井
達 〒969-1404
字背戸谷地 11 番地 2
Ｃ 電話 0243-23-5854

〒961-0307 白河市東栃本字市倉 60

東 Ｌ Ｃ （大東土建事務所内）

会津若松 〒965-0816 会津若松市南千石町 6-5
Ｌ
Ｃ 電話 0242-26-2288

塙 Ｌ Ｃ

耶麻郡猪苗代町本町 42
猪 苗 代 〒969-3122
本町ビル 201 号
Ｌ
Ｃ 電話 0242-62-5039

い わ き
Ｌ
Ｃ

電話 0248-34-2280
〒963-5405 東白川郡塙町
大字塙字材木町 12
電話 0247-43-2100
〒970-8026 いわき市平字愛谷町 1-2-1
塩友ハイツ 201
電話 0246-21-2687

会津若松鶴城 〒965-0816 会津若松市南千石町 6-5
Ｌ
Ｃ 電話 0242-26-2288

いわき勿来 〒974-8251 いわき市中岡町 6-8-7
Ｌ
Ｃ 電話 0246-63-8529

福 島 西 〒960-8068 福島市太田町 23-49
Ｌ
Ｃ 電話 024-535-2210

会津若松葵 〒965-0816 会津若松市南千石町 6-5
Ｌ
Ｃ 電話 0242-26-2288

いわき市平谷川瀬
いわき中央 〒970-8036
三丁目 1-1 山崎マンション 201 号
Ｌ
Ｃ 電話 0246-22-4288

福島市鎌田字卸町 10-1
福島信陵 〒960-0102
福島卸商団地会館 2F
Ｌ
Ｃ 電話 024-553-7052

会津磐梯 〒965-0816 会津若松市南千石町 6-5
Ｌ
Ｃ 電話 0242-26-2289

福島松川 〒960-1241 福島市松川町字中町 2
Ｌ
Ｃ 電話 024-567-3500

田
Ｌ

福島市早稲町 6-18
福 島 東 〒960-8044
高徳第 6 ビル 3 階
Ｌ
Ｃ 電話 024-525-8132

河沼郡会津坂下町白狐
会津坂下 〒969-6571
字土堰甲 1020-1
Ｌ
Ｃ 電話 0242-83-2751

福島市早稲町 6-18
福島あづま 〒960-8044
高徳第 6 ビル 3 階
Ｌ
Ｃ 電話 024-597-7120
伊達市梁川町
梁
川 〒960-0745
字右城町 79（広瀬川管理センタ一内）
Ｌ
Ｃ 電話 024-577-5500
伊達市保原町字 4 丁目
保
原 〒960-0627
10 番地 サンロ一ズマンション 105 号
Ｌ
Ｃ 電話 024-575-4144
伊達郡国見町大字藤田
国
見 〒969-1761
字北 55-1（㈲大友新聞店内）
Ｌ
Ｃ 電話 024-585-5101
伊達市霊山町掛田
霊
山 〒960-0801
字段居 11-3
Ｌ
Ｃ 電話 024-586-3166
〒960-0403 伊達市前川原 17-1
伊 達 町 （伊達福祉センタ一内）
Ｌ
Ｃ 電話 024-583-5305

郡
Ｌ

山 〒963-8862 郡山市菜根 5 丁目 9-16
Ｃ 電話 024-922-8942

南会津郡南会津町田島
島 〒967-0004
字後原甲 3564-1 ㈲東洋部品 2F
Ｃ 電話 0241-62-4211

〒971-8125 いわき市小名浜島字舘下 1
いわき泉 （大三興業事務所内）
Ｌ
Ｃ 電話 0246-58-8280
いわき市小島町
いわき東 〒973-8411
二丁目 6-10
Ｌ
Ｃ 電話 0246-84-6002

〒970-8023 いわき市平鎌田字寿金沢 37
東日本国際大学 （東日本国際大学
総務部内）
Ｌ
Ｃ 電話 0246-35-0415

喜多方市沢ノ免 7331
〒975-0004 南相馬市原町区旭町 3-18
原
町 （㈱星山工業内）
会津喜多方 〒966-0827
会津喜多方商工会議所 2F
Ｌ
Ｃ 電話 0244-22-8864
Ｌ
Ｃ 電話 0241-22-5921
〒969-6266 大沼郡会津美里町字西裏屋敷 相
会津美里 添甲
馬 〒976-0016 相馬市沖ノ内 3 丁目 6-5
2198 番地 1 会津美里町商工会内
Ｌ
Ｃ 電話 0242-54-2429
Ｌ
Ｃ パセオ沖ノ内 B-202
耶麻郡西会津町野沢
西 会 津 〒969-4406
飯
舘 〒960-1721 相馬郡飯舘村飯樋
字原町乙 2140
Ｌ
Ｃ 電話 0241-45-3610
Ｌ
Ｃ 字笠石 137
〒969-3512
喜多方市塩川町
相馬郡新地町
新
地 〒979-2708
あいづ塩川湯川 字東栄町 1-1-1
福田字別所 117
Ｌ
Ｃ 電話 0244-62-4377
Ｌ
Ｃ 電話 0241-27-8691
河沼郡柳津町郷戸
柳
津 〒969-7205
字堂前乙 97-58
Ｌ
Ｃ 電話 0241-42-3114
〒962-0844 須賀川市東町 59 番地 25
郡山市安積町笹川
須 賀 川 （須賀川商工会館内）
キャビネット 〒963-0102
字彼岸塚 22-9
Ｌ
Ｃ 電話 0248-76-2124
事 務 局 電話 024-937-0830

石
Ｌ

川 〒963-7859 石川郡石川町南町 33
Ｃ 電話 0247-57-5756

■事務局／〒９６３ ０１０２ 郡山市安積町笹川彼岸塚２２ ９
ＴＥＬ
︵０２４︶９３７ ０８３０
ＦＡＸ︵０２４︶９３７ ０８３１

福島市早稲町 6-18
福島中央 〒960-8044
高徳第 6 ビル 3 階
Ｌ
Ｃ 電話 024-529-7217

−

■編集人／ Ｌ 蜷川英一
■発行所／ ＰＲ・ＩＴ ライオンズ情報委員会
■制 作／ボイス・エージェンシー

〒960-8032 福島市陣場町 9-3
福
島 （エクレ一ル陣場町
102）
Ｌ
Ｃ 電話 024-529-5058
伊達郡川俣町
川
俣 〒960-1421
鉄炮町 33 ハンザワプラザ 2F
Ｌ
Ｃ 電話 024-566-4402
〒960-8032 福島市陣場町 9-3
福島信夫 （エクレ一ル陣場町
102)
Ｌ
Ｃ 電話 024-529-5058
〒960-1301 福島市飯野町字町 21
飯
野 （㈲ゑびすや観光社内）
Ｌ
Ｃ 電話 024-562-4057
伊達郡桑折町大字南半田
桑
折 〒969-1641
字六角 37
Ｌ
Ｃ 電話 024-582-6511
福島市陣場町 9-32
福島グリーン 〒960-8032
手塚ビル 2F
Ｌ
Ｃ 電話 024-573-0070
福島市永井川
福島リバティ 〒960-1102
字壇ノ腰 19-1（㈲タクティクス内）
Ｌ
Ｃ 電話 024-546-2230

■発 行／２０２０年８月
■発行所／３３２ Ｄ 地区キャビネット事務局
■発行者／ Ｌ 真田倭夫

私達は地域に根ざした奉仕活動を
募集しています。

−

−−

−

