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金

第2回名誉顧問会議

ホテルニューパレス

10

火

第2回ガバナー協議会

山形グランドホテル

11

水

332複合地区第一・第二副地区ガバナー研修会

山形グランドホテル

18

水

ZC会議／ZC・コーディネーター合同会議
正副委員長会議／第2回キャビネット会議

会津若松ワシントンホテル

19

木

20

金

平和ポスターコンテスト審査会

郡山市ユラックス熱海

24

火

第4回PR・ITライオンズ情報委員会

キャビネット事務局

332複合地区第2回YCE委員長会議

仙台市

LCIFセミナー

郡山市ユラックス熱海

MD指定
16

水

第5回内局員会議
第67回地区年次大会事前打合会

表紙の写真

田んぼアート「眠れる森の美女」

ルネッサンス中の島

田んぼアートは、鏡石町の地域性を活かし、東日本大震災後
の平成24年から7年間継続して取り組んでいます。ＪＲ東北
本線鏡石駅の東側に広がり、鏡石図書館から眺めることから
「窓から眺める絵本～もう一つの図書館～」をコンセプトに
事業を展開しています。
色の異なる６色９種類の稲を絵具代わりに、田んぼを１枚の
キャンバスに見立てて絵を描く”田んぼアート”。鏡石町で
は、”福幸”（復興）のシンボルとして一般参加者と町民が一
体となって自然のアートを作り出しています。
2020 かがみいし田んぼアートについては、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の観点から作成・観覧を中止とさせてい
ただいております。しかし、来年の種もみを採取するため、
かがみいし田んぼアート実行委員会において１日でも早い終
息に向け「かがみいしコロナに負けない！」のメッセージを
測量を行わず、手作りで描かさせていただきました。
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2020-2021 Lions Clubs International 332-D District

キャビネット活動報告

ＬＣＩＦより台風19号被災者へマスクと消毒液の支援
台風19号で被災され、今もなお避難生活を余儀なくされている方へマスクと消毒液の支援を行いまし
た。このマスクと消毒液はＬＣＩＦ（ライオンズクラブ国際財団）から交付されました。
※

※

マスク50枚入り１箱と消毒液500ｍｌ１本を１セットとし、本宮市へ200セット、郡山市へ700セット、須
※

※

賀川市へ150セット、そしていわき市へ1200セット寄贈しました。
※福島県HPで公表されている令和元年台風19号等に関する被害状況速報５月末時点を参考に算出しました

2020年8月21日（金） 11:00～
郡山市役所にて贈呈式

2020年７月27日（月） 13:30～
本宮市役所にて贈呈式

出席者／本宮市長

高松義行様

第１Ｒ・第２Ｚ・ＺＣ Ｌ津守義忠
本宮ＬＣ

会長Ｌ國分一幸・幹事Ｌ菅野純儀・

会計Ｌ渡辺時男

出席者／郡山市長 品川萬里様
東日本統括エリアリーダー Ｌ橋本修一
332複合地区アラート委員長・名誉顧問

Ｌ久保田善九郎
３Ｒ１Ｚ ＺＣ Ｌ立花秀和
３Ｒ２Ｚ ＺＣ Ｌ𠮷田 昭
郡山東ＬＣ Ｌ佐藤圭一 Ｌ七海喜久雄

2020年8月11日（火） 16:00～
いわき市役所第3会議室

2020年8月4日（火） 10:00～
須賀川市社会福祉協議会にて贈呈式
出席者／須賀川市社会福祉協議会 会長 溝井正男様
常任理事 水野良一様
５Ｒ１Ｚ ＺＣ Ｌ濵尾富之
須賀川ＬＣ 会長Ｌ吉田敬一 幹事Ｌ大柿貞夫
会計Ｌ袖山清一
須賀川中央ＬＣ 会長Ｌ小針弘士
幹事Ｌ佐藤 稔 会計Ｌ小斉一巳
いわせオリオンＬＣ 会長Ｌ阿部弘文
幹事Ｌ佐藤暸二 会計Ｌ松川利春
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出席者／いわき市長

清水敏男様

保健福祉部長

飯尾仁市様

ＬＣＩＦ国際委員・ＭＤコーディネーター・名
誉顧問

Ｌ谷岡憲行

６Ｒ１Ｚ
いわきＬＣ

ＺＣ

Ｌ小野謙次

Ｌ駒木根博行

郡山市へ寄贈した
「座居式ホールボディカウンター」役目を終える
ライオンズクラブ国際協会 332 －D地区
より郡山市へ、放射線内部被ばく検査用の
「座居式ホールボディカウンター」を 2012
年10月19日に、2011−2012年度地区ガバナ
ーＬ久保田善九郎と2012−2013年度地区ガ
バナーL坂本勇より寄贈しました。
有効に活用いただき、これまでこの機器
では、のべ約14,200人の検査をされたとの
ご報告をいただきました。検査をした時点
での「一生涯の被ばく線量」は、検査を受
けた全員１ミリシーベルト未満であり、放
射線被ばくに関して市民の皆様の安心・安全の確保に大きく役立つことができたようです。
今回、郡山市保健所の放射線健康管理課のセンター長より座居式のホールボディカウンターの耐用年数
は６年という事と、令和元年度末で、18歳未満の市民への４巡目の検査も終了したこと、昨今のコロナ禍
での３密回避、不要不急の外出自粛などもあいまって、検査希望者も少なくなっているという経過から、
現在４台あるホールボディカウンター機器の検査体制を見直す中で、１台を廃棄する手続きを進めること
となり、ライオンズクラブから寄贈を受けた座居式ホールボディカウンターを廃棄する旨報告をいただき
ました。
而して昨今の想定外の自然災害多発を受け、地区
内及び複合地区、全日本レベルのアラート委員会強
化の必要性・活性化・重要性を再確認しました。
出席者
郡山市保健所

放射線健康管理センター長


郡山市保健所

放射線健康管理課長

地区ガバナー

菊地

宗光様

鈴木

道夫様

Ｌ真田倭夫

2011−2012年度地区ガバナー・
現332複合地区アラート委員長・名誉顧問


L久保田善九郎

2011−2012年度キャビネット会計・
東日本統括エリアリーダー

Ｌ橋本修一
複合地区アラート委員長・名誉顧問

Ｌ久保田善九郎
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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
8/3開催 ライオンズクエスト ライフスキル教育プログラム
福島ルンビニー幼稚園フォローアップワークショップ報告書
青少年育成・LQ・平和ポスター委員長

喜男

８月３日福島市大森にあります学校法人福島ルンビ
ニー幼稚園園長でライオンの吉岡棟憲様にお世話を頂

授業⑤ なぜメッセージの伝え方
（園児や保護者に対して）

きLQライフスキル教育プログラムフォローアップワ
ークショップをJIYD講師の柴咲子先生を招き開催い
たしました。
ライオンズからはガバナーL 真田倭夫を始めキャビ
ネット三役の出席を頂きガバナーからご挨拶を頂きま
した。
またL 上田洋一アドバイザー、委員長L L飛田喜男
の２名が受講研修いたしました。ルンビニー幼稚園か
らは園長先生始め22名の参加を頂きました。
今回は二度目となる後期実践編の園児対象研修受講
となりました。
今回のライフスキルの研修は、わかる（知識）から
できる（行動）にする力をいろんな過程から学習を学
びました。
単元１ から７まである中から
授業①お互いの名前を知ろう

園児や保護者に対しても行動・理由・希望をお互いに
良く知り、具体的に何をどう伝えるべきかをよく考え
て伝える
機嫌を損ねたり誤解を招かないよう言葉などに気を付
ける
授業⑥グループディスカッション
（先生方のキャリア教育）
４つのグループに分かれグループごとに問題を提示し
議長・司会者・書記等を決め意見発表する事により、
ライフスキル教育を通じて対人関係や意思決定のスキ
ル、感情のコントロールなどの方法を身につけ、それ
らのスキルを実践する場として職場体験学習を位置づ
ける

（自分の名前愛称をヘッドバンドに書く）
名前を呼びあうことにより自分の成長友達仲間意識が
高まる
授業②クマさんのQちゃんを使う
（笑顔と泣き顔絵柄の玩具を使う）
みんなと友達になれるルールを守れる人になる
考えて選ぶ力を付ける
自分を守る助けを呼ぶ方法を知る
授業③自分の体を知る
（ヘッドバンドに脳の絵柄を付ける）
脳は大切だから硬い骨に守られていることや心臓や肺
は体のどこにあるか、場所や体の機能を知ることで健
康や成長を知る
授業④信頼できる人を知る
（薬や薬物を知る）
家庭内や幼稚園など自分の身近にある使用できる薬、
触ってはいけない薬、お酒やたばこ、または薬物など
祖父母両親先生等からきっちりと教わる
4
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最後に前期のライフスキル授業の内容説明を受けた
問題が出され復習反省で終了致しました。
８月３日は梅雨明け猛暑日コロナ禍の中ソーシャル
ディスタンスを取り、マスク着用で体育館の換気に気
を付け約８時間に及ぶ講演受講お疲れ様でした。

受講後
アンケート
結果

沢山の喜びの声、また受けたい、新しい
視点が見えた、自分を見詰め直せた、ま
た新しくスキルアップしたい、もっとも

っと子供たちの自主性を高めたい、保護
者の方々との関わり方など教わりたい等々沢山のご意
見頂きました。有り難う御座います。

ライオンズは、

薬物乱用は「ダメ。
ゼッタイ。」を推進します！
新型コロナウイルス感染症拡大防止措置に伴
い、10月19日（月）開催予定の「薬物乱用防止
教育認定講師養成講座」は下期へ延期となりま
した。近年の社会情勢により心の不安につけ込
み、芸能界をプロパガンダに利用し、薬物使用
者が若年化している傾向が見受けられます。
ライオンズは、小中学校のご要請により無料
で薬物乱用防止教室を行っております。
詳しくはお近くのライオンズクラブへお問い
合わせ下さい。
（裏表紙参照）

４R２Z

会津喜多方LCでの様子

県内の状況
覚醒剤について
○ 令和元年における県内の薬物事犯は覚醒剤が最も多く、検挙者数は80人
（うち未成年は1人）である。（平成30年は101人（うち未成年は０人）
）

○ 覚醒剤による検挙者数は、東北ワースト2位。
（1位は宮城県）

大麻について

○ 平成26年から増加に転じ、令和元年は16人であった。
（平成30年は13人）

シンナー等有機溶剤について

○ シンナー等有機溶剤の検挙者は5人であった。
（平成30年は6人）
（
「令和元年における組織犯罪の情勢」
（警察庁）より）

規制されている主な薬物

覚せい剤

乾燥大麻

コカイン粉末

MDMA

向精神薬
（鎮静剤系）

イ。」
タ
ッ
ゼ
。
「ダメ

薬物は１度だけの好奇心や遊びのつもりでも、脳が求める「依
存性」が形成され、自分の意志でやめる事が出来なくなります。
突然の幻覚や妄想などの精神障害により、家族や恋人など大切な人を悲しませることにな
ります。あなたが誰かを大切だと思うように、あなたの周りの人も、あなたの事が大切なのです。薬
物乱用は「ダメ。ゼッタイ。！！」

LION FUKUSHIMA 332-D
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第２R第１Z地区ガバナー
L真田倭夫公式訪問式典

地区ガバナーL真田倭夫

今年度の地区ガバナー公式訪問
は、コロナ対策として、例年は同
時開催だった 6 クラブ合同例会を
中止し、参加者を限定する縮小開
催となった。
参加者はキャビネット三役、及
び随行内局員、ゾーン内地区役
員、ゾーン内各クラブ三役及び第
一副会長の合計40名が参加し、真
田ガバナーの訪問を歓迎した。

記念品贈呈

質問会では事前に各クラブへ送付されていた質問書をもとに、質疑応答をし、コロナ禍の影響で、運営
はもとより、継続事業の実施も難しい中、各クラブが工夫して、社会奉仕に取り組んでいることを確認し
た。
式典では、地区ガバナーL真田から、今期ガバナー基本方針、重点目標の説明があり、コロナ禍の中に
あっても『We

Save』の奉仕精神のもと、各クラブ団結して活動する重要性の理解を求めた。

アクティビティ発表では下記の公式訪問記念アクティビティが発表された。
①「水林自然林の清掃」
②「＄100献金キャンペーンへの協力」
献金は各クラブに協力をお願いし、清掃活動は10月を予定。
その後各アワードの贈呈が行われ、代表ライオンが記念品などを受取った。 Ｌ阿部
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亨（福島あづま）

■日時
■場所

令和２年８月18日（火） 16時～18時15分
ウェディング・エルティ

■参加人員

40名

地区ガバナーL真田倭夫

第1副地区ガバナーＬ荒川友成

第2副地区ガバナーＬ石澤孝

2R1Z・ＺＣ Ｌ阿部亨

会長へ記念品贈呈

会長へ記念品贈呈
LION FUKUSHIMA 332-D
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第２R第2Z地区ガバナー
L真田倭夫公式訪問式典

質問会で方針を伝える真田ガバナーとキャビネット会員

●質問会
キャビネット副幹事Ｌ鵜川壽雄の進行によ
り開会しました。
ガバナー並びにキャビネット役員、５クラ
ブ三役と第一副会長の紹介があり、地区ガバ
ナーＬ真田倭夫より挨拶と今年度の基本方針・
重点目標の説明がなされ、第 2 Ｒ第 2 Ｚ・ＺＣ
Ｌ小賀坂保夫から挨拶があり、キャビネット
幹事Ｌ鈴木れい子の進行により質問会に入り、
質問書の回答書に基づき各クラブの抱える問
題等も含め活動内容が報告され、有意義な意
見交換がなされました。

質問会での質問・要望へ回答するキャビネット幹事
8
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質問会でのガバナー挨拶

質問会進行のキャビネット副幹事兼事務局長

■日時
■場所

令和２年８月21日（金） ＰＭ４時～６時15分
梁川中央交流館

■参加人員

34名

伊達市梁川町字南本町35

●公式訪問式典
地区ガバナーＬ真田倭夫公式訪問式典が開催されましたが、この度のコロナの影響でキャビネット役員
５クラブ三役と第一副会長のみの34名の出席となりました。
公式訪問式典は、保原ＬＣ会長Ｌ佐藤常雄の開会宣言並びに開会ゴングで開会され、代表挨拶を梁川Ｌ
Ｃ会長八巻久雄、地区ガバナー公式訪問歓迎挨拶を第２Ｒ第２Ｚ・ＺＣ Ｌ小賀坂保夫で進行致しました。
地区ガバナーＬ真田倭夫挨拶に今年度の基本方針・重点目標説明があり、キャビネット幹事Ｌ鈴木れい
子より幹事報告、ガバナーより各クラブ記念品贈呈・ＭＪＦアワード及びガバナースポンサーアワード贈
呈と滞り無く進行致しました。

公式訪問でのガバナー挨拶

代表でクラブ会長挨拶をする
梁川ＬＣ会長

基本方針・重点目標を伝えるガバナー

ガバナー公式訪問の様子

●歓迎晩餐会
今回は、コロナの感染予防の為開催を見送りました。

ＰＲ・ＩＴライオンズ情報副委員長

岩崎賢治

LION FUKUSHIMA 332-D
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第1R第1Z地区ガバナー
L真田倭夫公式訪問式典

８月25日、ウェディングエルテ
ィにて、地区ガバナー公式訪問質
問会・式典が開催され、新型コロ
ナウイルス対策のため質問会と式
典では出席者並びに、会場のエル
ティさんのご協力のもと、時間短
縮の次第に沿って進行されまし
た。
質問会にはキャビネット役員と
７クラブの三役らが出席。全員の
紹介と地区ガバナーＬ真田倭夫、
一般社団法人日本ライオンズ理事

質問会参加L

･複合地区国際理事候補者推薦委員･複合地区中期改革委員長･前複合地区協議会議長･名誉顧問Ｌ菅野文
吉、ゾーン・チェアパーソンＬ鈴木一海の順に挨拶があり、キャビネット幹事L鈴木れい子の進行により
各クラブの質問回答書をもとに、今期の活動に関しての質問・要望・質疑応答が行われました。
その後、同会場で、川俣LC会長Ｌ斎藤正博の開会宣言並びに開会ゴングにより式典が始まり、Ｌ真田
地区ガバナーから 2020 ～ 2021「 332 −D地区ガバナー基本方針」が示されました。第１副地区ガバナーＬ
荒川友成、第２副地区ガバナーＬ石澤孝、ゾーン・チェアパーソンＬ鈴木一海からの挨拶、福島ＬＣ会長

キャビネット幹事

1R・1Z・ZC
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L鈴木れい子

L鈴木一海

地区ガバナー

キャビネット会計

L真田倭夫

L神田秀雄

■日時
■場所

令和２年８月25日（火） 15時～
ウエディング

■参加人員

50名

エルティ（福島市）

地区ガバナー

L真田倭夫

第１副地区ガバナー

L荒川友成

Ｌ鈴木孝のクラブ会長代表挨拶があり、キャビネ
ット幹事報告に次いで、地区ガバナーより福島ラ
イオネスクラブと７クラブへ記念品贈呈が行われ
ました。
地区ガバナー表彰では、MJFアワード（ 1000
ドル献金）受賞の７名とスポンサーアワード受賞
の２名が表彰され、桑折ＬＣ会長Ｌ後藤忠郎の閉
会宣言・閉会ゴングで、式典も無事終了しました。
PR・ITライオンズ情報副委員長

Ｌ渡辺健志
記念品ライオネスへ

式典参加L
LION FUKUSHIMA 332-D 11

第1R第2Z地区ガバナー
L真田倭夫公式訪問式典

地区ガバナー

L真田倭夫挨拶

●質問会
第１Ｒ第２Ｚの公式訪問質問会が８月 28 日
に、地区ガバナーＬ真田倭夫並びにキャビネッ
ト役員・５クラブの四役が出席して、本宮市の
「えぽか」でコロナ感染症対策を実施しての開
催となり、出席者全員の紹介の後、地区ガバナ
ーからガバナーテーマ『元号令和と共に更なる
前進

ウィ・サーブ』への思い入れ、「ＬＣＩ

Ｆキャンペーン 100 」の１年延期の趣旨などに
ついてのあいさつがありました。
その後、各クラブから回答書に基づき、抱え
る問題等も含めた活動内容が発表され、有意義
な意見交換がなされました。

熱心な意見交換
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ZC

L津守義忠からの出席者紹介

■日時 令和２年８月28日（金） 公式訪問質問会 15時00分～15時50分

公式訪問式典
16時05分～16時55分
■場所 本宮市民元気いきいき応援プラザ えぽか
■参加人員 25名

【公式訪問式典】

いよいよ式典開会

地区ガバナー L真田倭夫
基本方針・重点目標説明

公 式 訪 問 式 典 が、 開 会 宣
言・ゴングにより開会し、本
宮ＬＣ会長Ｌ國分一幸から、
歓迎と10月本宮豪雨災害に対
する支援の御礼のあいさつが
あり、合同アクティビティ：
当日早朝の各クラブによる主
要道路等の環境整備、本宮市
と大玉村に対する図書購入費
の贈呈の発表がありました。

Ｚ内５クラブ会長

続いてガバナーから今期の基本方針の説明、糖尿病予防啓発セミナーなどの重点目標の継続実施、会員増
強などの説明がありました。
その後第 1 副地区ガバナー、第２副地区ガバナーのあいさつ、キャビネット幹事から幹事報告があり、
ガバナーから各クラブへの記念品の贈呈、ＭＪＦ献金（７名）及びガバナースポンサーアワード（１名）
の贈呈があり、閉会宣言となりました。

ガバナーから５クラブへの記念品贈呈

本宮ＬＣ第１副会長

Ｌ鈴木文男

“ウォー”
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第5R第1Z地区ガバナー
L真田倭夫公式訪問式典
■日時
■場所

令和２年9月7日（月）15:00〜

須賀川市岩瀬市民サービスセンター 2階研修室

■参加人員

地区ガバナー

L真田倭夫挨拶

新型コロナウィルス感染防止の時期が続き開催も危ぶまれておりましたが、慎重に検討した結果、当初
の予定で開催が実現しました。
参加者は各クラブ三役、地区役員に絞りゾーンミーティングは、急遽諮問書回答書の協議については書
面配布による確認となり、開催は中止としました。
３時よりガバナーＬ真田 倭夫公式訪問並びに式典・質問会を行いました。
キャビネット副幹事兼事務局長 Ｌ小山 信幸の進行により質問会が開催第５Ｒ第１Ｚ ＺＣ Ｌ濵尾 富之
より役員紹介、挨拶があり、地区ガバナーの挨拶の後に質問会を行いました。
引き続き公式訪問式典を行いました。いわせオリオンＬＣＬ佐藤 暸二の進行でいわせオリオンＬＣ会
長Ｌ阿部弘文より会長挨拶があり、ＺＣ Ｌ濵尾から歓迎の挨拶、クラブアクティビティ発表、ガバナー
基本方針・重点目標の説明等を力強く話されました。第１副地区ガバナーＬ荒川友成、第２副地区ガバナ
ーＬ石澤 孝の挨拶地区ガバナーより各クラブへ記念品贈呈、閉会となりました。晩餐会は予定通り行わ
ず約２時間内で解散しました。
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2020-2021 Lions Clubs International 332-D District

ゾーン活動報告

６R２Z

第1回ガバナー諮問委員会

７月29日新地町鹿狼の湯で行われ、安田清克ＺＣは「コロナ禍で会議や奉仕活動が
難しくなりましたが真田ガバナーテーマの『元号令和と共にさらなる前進ウィ・サー
ブ』と会員増強やＬＣＩＦ会員 100 ＄献金に頑張ろう」と挨拶。前Ｚ渡邊守男ＺＣは
「昨年度最終Ｚ会議が未開催、決算報告で173,604円を引き継ぎます」と報告。
ガバナー公式訪問は今回コロナ禍で９月18日合同例会と懇親会を無くし式典のみ、
ガバナーとキャビネット役員６名、各クラブ三役と第一副会長、ＺＣや２Ｚのキャビ
ネット役員のみで開催予定でしたが延期となりました。記念事業は新地町福田小の看
板が19号台風で倒れたので記念アクティビティとして各クラブ１万円の事業費に新地
ＬＣを４万円の予算で実施に決定。
６Ｒ２Ｚのチャリティーゴルフは９月10日に宮城野ＣＣで開催。次回Ｚ会議は11月
25日原町で開催を決定。それから２Ｚのキャビネット役員の報告があり、懇親会は楽
しく行われました。
ＰＲ・ＩＴ・ライオンズ情報副委員長

Ｌ酒井和廣
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2020-2021 Lions Clubs International 332-D District

ゾーン活動報告

ライオンズクラブ国際協会332-D地区

第4R・第1Z第1回ガバナー諮問委員会
日

時：2020年８月６日（木）

開催場所：ホテルニューパレス
第１回ガバナー諮問委員会が、会
津若松市「ホテルニューパレス」に
おいて18名が出席して開催されまし
た。
会議は、4R/1Z

ZC水野さちこL

の司会で開始され、地区役員紹介、
各クラブ出席者紹介、ZC水野さち
こL挨拶のあと、議題に入りました。
議題の方では、キャビネット会議報告、ガバナー公式訪問、ゾーン内行事予定、ガバナー諮問委員会開
催予定、ゾーン内申し合わせ事項変更、ガバナー諮問書について協議し委員会は終了しました。
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Lions clubs - Activity report

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
■ヘアードネーションに協力
令和２年８月30日（日） ４時～６時
会員L佐藤良一の社員である岡田友喜さんの
娘さんである、国見小学校６年岡田陽菜さんが
ヘアードネーションに協力してくれました。
父親を通じて、小児がんなどで髪を失った子
供たちに医療用かつらを届ける活動の話を聞
き、髪を伸ばしてきました。
福島信夫LCL鈴木洋子が、素敵なショートカ
ットに仕上げてくれました。
意義を理解し協力してくれる子供さんに感謝です。

会長

Ｌ鈴木

孝

第１Ｒ・第１Ｚ

飯野ライオンズクラブ
■青少年健全育成事業

新型コロナウイルス対策備品寄贈

令和２年７月17日（金） 13時25分～13時50分
本年度、青少年健全育成事業の一環として、飯野小学校に
飛沫防止の為の、段ボール衝立60セットと非接触型体温計３
点を贈りました。
寄贈式には、５・６年生の児童代表者にL安達元隆会長よ
り「コロナに負けずに勤勉に励んで欲しい」と激励の言葉を
贈り、贈呈品を手渡しました。
斎藤校長先生からは「音楽の授業での歌や楽器演奏の飛沫
防止に役立てることができます。」とお礼の言葉を頂きました。
また同日、福島市飯野地区の青木小学校、大久保小学校、飯野中学校にも非接触型体温計をそれぞれ 3
点贈呈致しました。 Ｌ渡辺忠雄（広報情報委員長）

■ライオンズ花壇・庭園の除草作業
令和２年８月２日（日） ６時～７時30分
住みよい・みどりの香るいいの町づくり活動として、L安達元隆会長他 17 名で花壇の除草作業を行いま
した。マリーゴールドも暑さとコロナに負けずに元気よく咲いていました。
Ｌ渡辺忠雄（広報情報委員長）
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ライオンズクラブ活動報告
第１Ｒ・第１Ｚ

福島信夫ライオンズクラブ
■福島稲荷神社・板倉神社史跡表示板の清掃・点検
令和２年７月19日（日） ７時～８時
会員10名が参加し、福島稲荷神社の史跡表示板の清掃を行い、その後板倉神社に移動し清掃活動を行い
ました。
貴重な史跡表示板を保存していくため、継続して点検・清掃を行っていきます。 会長Ｌ岡田宜彦

稲荷神社

■信夫山史跡表示板の清掃
令和２年８月23日（日） ７時～８時
会員10名が参加し、信夫山内に設置した史跡表示板の清
掃と点検作業を行いました。
信夫山には広範囲に沢山設定しているので、今後一基ず
つ確認と点検を進めていきたいと思います。
貴重な史跡表示板を保存していくため、しっかり継続し
ていきたいです。 会長Ｌ岡田宜彦

信夫山羽黒神社
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板倉神社

第１Ｒ・第１Ｚ

桑折ライオンズクラブ
■相馬・福島道路

現場見学会お手伝い

令和２年７月23日（木） ７時～18時
桑折ライオンズクラブでは、８月２日に開通した
東北中央自動車道「相馬福島道路」の桑折ジャンク
ション～伊達桑折インターチェンジ間２㎞の事前現
場見学会（７月23日）の休憩施設のお手伝いを行い
ました。桑折町民約1300人が歩いて同区間を往復し、開通後には経験できない貴重な体験をしました。
東北新幹線を跨ぐ高架橋や東北自動車道を跨ぐ橋には、地元の小学生が名付けた「こおり夢見橋」の銘
板も設置されてました。 ＰＲ・ＩＴ委員長 Ｌ渋谷浩一

■うぶかの郷草刈り
令和２年８月９日（日）６時～８時
桑折ライオンズクラブでは、８月９日（日）あ
いにくの雨の中、桑折町民研修センター「うぶか
の郷」の入口にある植栽文字の手入れと周辺の草
刈り作業を行いました。
この「植栽文字」は、「うぶかの郷」の開設と当クラブ設立 20 周年を記念して植栽されたもので 25 年目
を迎えることになります。毎年、この時期に会員の手で手入れと草刈りを実施しております。
ＰＲ・ＩＴ委員長 Ｌ渋谷浩一

■ヘアドネーション感謝状贈呈
令和２年８月19日（水） ７時～
桑折ライオンズクラブでは８月19日、ヘアドネーショ
ン事業に協力をしていただいた方へアワード贈呈式が行
われました。
幼稚園から小学３年まで４年間伸ばしてくれた髪の長
さは、40㎝。
Ｌ鈴木キヨ子のお孫さんで半田醸芳小学校に通う鈴木萌心さんへ、Ｌ後藤忠郎会長からアワードと花束
が贈呈されました。
「髪の毛で困っている人の役に立てることができて、とてもうれしいです。」とコメントされてました。
本当にありがとうございました。 ＰＲ・ＩＴ委員長 Ｌ渋谷浩一

■赤十字献血運動協力
令和２年８月24日（月） ２時30分～４時30分
桑折ライオンズクラブでは、８月 24 日（月）、毎年恒例になってい
る献血協力活動を行いました。
今年は、新型コロナウイルスの感染が拡大し、不要不急の外出を控
えるよう呼びかける中、日本赤十字社では「献血協力者の深刻な減少
が続いている。このままの状況が続けば、必要な輸血用血液の供給に
支障が出る状況にある。」とのことから会員はじめ、会員企業や町民に広く呼びかけ、献血活動に協力し
ていただきました。 ＰＲ・ＩＴ委員長 Ｌ渋谷浩一
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ライオンズクラブ活動報告
第１Ｒ・第１Ｚ

福島リバティライオンズクラブ
■ヘアドネーションへ毛髪提供
令和２年８月12日（水） 12時～13時
７月にヘアドネーションをしていただいた二
本松市在住の加藤和枝さんに真田ガバナーから
の感謝状を当クラブＦＷＴ委員長のＬ橘内より
お渡ししました。
加藤さんはＬ橘内の営む美容院のお客様で、
ヘアドネーションのポスターを見て「協力した
い」と申し出ていただきました。
昼食をしながらの会話の中で、美容院を営む
Ｌ橘内によれば、
「髪は一ヶ月で１㎝伸びる」
とのことで、加藤さんからは「三年経ったら、
また協力したい」と約束していただきました。
加藤様ご協力ありがとうございました。
ＰＲ情報委員長 Ｌ大場秀樹

Ｌ橘内より感謝状（左が加藤和枝さん、右がL橘内）

第４Ｒ・第１Ｚ

会津磐梯ライオンズクラブ
■ヘアードネーションを実施致しました
令和２年８月20日（木） 11時～13時
小児がんの子供たちに笑顔を！を目標としたヘアードネーション
を前年度より当クラブでは実施してきました。当クラブのＦＷＴ委
員長を前年に引き続きお引き受け致しましたので、私自身がヘアー
ドネーションをさせて頂きました。ヘアードネーションに関して日
頃より大変貢献して頂いている会津若松市ダナヘアー様において施
術しました。今年度事業内容が変更したこと等を理事会・例会で資
料を回覧の上、詳しく説明しました。こ
れからも会津磐梯ＬＣは地区のＦＷＴ事
業の指針に沿ってご協力致します。
FWT委員長 L山口陽子

ダナヘアー様とL山口陽子の記念写真

施術中
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第１Ｒ・第２Ｚ

本宮ライオンズクラブ
■本宮市街頭献血協力
令和２年７月19日（日） ９時～16時30分
本宮市街頭献血協力：採血者全員(不採血者も含む)に本宮特
産「本宮烏骨鶏卵」1 Pを進呈。昭和 58 年より本宮LCとして協
力し、今回で37回目です。今年度はコロナウイルス感染騒動で
採血協力者数の心配がありましたが、前年度同数の協力者確保
で一安心。
採血協力者にＬ鈴木宇一厚生委員長より、「本宮烏骨鶏卵」進呈

■台風19号災害支援物資寄贈
令和２年７月19日（日） ９時～16時30分
台風19号災害支援で、日本ライオンズアラート委員
会より頂いた支援物資・「マスク、消毒液」のセット
を、ＺＣ・L津守義忠、会長L國分一幸・幹事L菅野純
儀・会計L渡辺時男で本宮市役所に寄贈。
左から：会計L渡辺時男・幹事L菅野純儀・
会長L國分一幸・ZC L津守義忠・本宮市長高松義行様

■第１Ｒ・２Ｚガバナー公式訪問記念事業

本宮市・大玉村に図書購入費を贈呈

令和２年８月19日（水）
台風19号の被害で本宮中央公民館内の本宮市図書
館が水害を被りました。本宮市10万円・大玉村に５
万円を贈呈しました。 クラブ幹事 Ｌ 菅野純儀

左から、会計Ｌ渡辺時男・幹事Ｌ菅野純儀・会長Ｌ國分一幸
ＺＣ Ｌ津守義忠・本宮市教育長青田誠様

■ガバナー公式訪問記念事業
主要道路清掃アクティビティを実施
令和２年８月28日（金） ６時～７時
早朝６：００より、本宮市荒井恵向公園内の清掃奉
仕をしました。 クラブ幹事 Ｌ 菅野純儀

奉仕活動終了後会員の集合写真
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ライオンズクラブ活動報告
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７月13日（月）及び８月12日（水）
７月 13 日（月）、福島市の「ヘアーサロンさんかく」にてヘアドネーションが行われました。福島市内
の布施さくら様より、子供たちへの思いが詰まった49センチの髪の毛をご提供いただきました。
また、８月12日（水）には、福島市の「ビッシュヘアー」にて、福島市立吾妻中学校の藤原さんより、
35センチの髪をご提供いただきました。 Ｌ高橋譲二

ヘアーサロンさんかくの本田店長より
髪を受け取る髙橋会長

藤原さんから髪を受け取る髙橋会長

第２Ｒ・第１Ｚ

福島西ライオンズクラブ
■子ども食堂夏祭り支援
令和２年８月20日（木） 15時～18時
福島西ライオンズクラブでは８月20日（木）15時より、
ビーンズふくしま主催の子ども食堂支援を行って参りま
した。今回は子ども食堂夏祭りと題し屋外での祭りの雰
囲気を味わってもらいたいとビーンズふくしま事業部門
長、江藤氏の考案で各団体の協力も交えて、絵本配布・
スーパーボールすくい・かき氷など子どもたちに楽しん
でもらいました。 会長 Ｌ蓬田剛

子ども食堂夏祭り
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第２Ｒ・第１Ｚ

福島信陵ライオンズクラブ
■薬物乱用防止教室開催
令和２年７月30日（木） ９時 ５分～10時45分
令和２年７月30日（木）、福島市立矢野目小学校５年生約70名を対象に、
薬物乱用防止教室を矢野目地区青少年育成推進会との共催で開催しました。
講師はL福地雅人が担当しました。
同校の教頭先生とL福地の間でかねてより打合せを進めておりましたが、
新型コロナウィルスへの対応の関係で、開催が今回まで延期となっていま
した。
教材DVDや配布教材を使用して、１クラス 45 分ずつ２クラスで開催し
ました。
福島民友 2020年8月6日
（木）
掲載
生徒たちは講師の話に真剣に耳を傾けて、薬物乱用の危険性について学
んでいました。
今後も継続して開催していきたいと思います。 幹事L熊坂 秀一

使用したテキスト

■熊本災害復旧支援物資の発送
令和２年７月６日（月）・10日（金）
令和２年７月10日（金）クラブ アラート委員会は、九
州豪雨被害の緊急支援物資を、ライオンズ国際協会 337
−Ｅ地区キャビネット事務局（熊本県：地区ガバナーL
髙野裕子）宛に送りました。
支援物資はクラブ会員の皆さんが短期間に提供してい
ただいた物で、土嚢袋、軍手、タオル、オイル缶等、使
用用途の緊急性が高い物資が集まりました。
物流混乱の続く被災地に、できるだけ早く、そして確
軍手・バスタオル・土嚢袋・マスク・オイル缶等
送りました
実に届くように、運送業者様にも特段のご支援を頂戴し
て発送することができました。
被災地の皆様が安全に配慮されて、一刻も早い復興を遂げられますようお祈りするばかりです。
幹事L熊坂 秀一
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ライオンズクラブ活動報告
第２Ｒ・第１Ｚ

福島東ライオンズクラブ
■ポケットパーク「キビタン」へ夏の花の植栽
令和２年７月12日（日） ８時～９時30分
昨年12月に植栽した、ノースポール、パンジー、ビオラはまだ、いく本かは咲いているものの、この夏
には向かないので、心を鬼にして引き抜きました。そして、夏の花のマリーゴールド、ベゴニアを植栽し
ました。前日の雨は作業中は上がり、日差しが照りつけることも無く、気持ちよく実施できました。
Ｌ尾形省二

第２Ｒ・第１Ｚ

福島あづまライオンズクラブ
■九州豪雨災害義援金募金活動
令和２年８月４日（火） 13時～16時
７月に起きた九州豪雨災害への義援金を募る募金活動を、８月４日と８月10日の二日実施し、両日とも
にライオン10名が参加しました。
また、今回の募金活動からボランティアの学生も参加し、明るく張りのある声で、募金を呼びかけてく
れました。
そのおかげもあってか、二日間の活動で合計100,029円が集まりました。
獲得した事業資金は、熊本人吉ライオンズクラブを通じ被災地域の復興に役立てられます。
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第３Ｒ・第１Ｚ

郡山ライオンズクラブ
■日曜農業クラブ
令和２年８月23日（日） ９時～
会員７人が参加して、郡山市田村町の降矢農園でハクサイや
キャベツの苗植え、ダイコンの種植えを行いました。11月に郡
山市で「第３回福島県少年ラグビースクール親善大会」を予定
しており、会場で振る舞う「トン汁」に使う野菜を作るためで
す。昨年まではカット野菜を購入し当日調理するだけでした
が、今年は創立60周年の節目ということもあり、野菜も自分た
ちの手作りでおもてなしすることにしました。
農園代表のＬ降矢敏朗の手ほどきのおかげで、それぞれ等間
隔に、植える深さにも注意しながら無事に終了できました。２
週間後の９月６日（日）に、ダイコンの間引きを実施する予定
です。 会長 Ｌ舟橋俊介

野菜作りに励んだ会長Ｌ舟橋俊介（前列右）
ら

第３Ｒ・第１Ｚ

田村ライオンズクラブ
■清掃･整備作業
2020年８月27日（木） ６時～
毎年この時期には船引町観光協会主催“灯籠流しと花火大会”が
行われ、船引町大滝根川で催される「灯籠流し」では、大小合わ
せて約3000個の灯籠が流され、とても幻想的で、田村市では一番
の人出（38,000人）があり、田村市内外の見物客でにぎわうこの
日に田村ライオンズクラブ、そしてライオンズクラブのアピール
の場として毎年参加していますが、今年は新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から残念ながら中止となり、片曽根山山頂の
「ライオンズの森」の清掃･整備作業を早朝６時より会員15名で行った。

■田村ＬＣ旗少年サッカー大会
2020年８月30日（日） ９時10分～
青少年の健全育成を目的とし様々な形で子供たちと接しています。
コロナ禍ではあるが、８月30日（日）に「第10回田村ＬＣ旗少年サッカー新人大会」を田村市陸上競技
場で開催した。
日頃の練習の成果を発揮し、新人戦を
兼ねて５チームが出場し熱戦を繰り広げ
た結果、リガーズＦＣが優勝し、船引サ
ッカースポーツ少年団が準優勝、岩根Ｓ
ＳＳが第３位となった。
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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
■Ｌ鈴木健一ＧＳＴ奉仕委員長紺綬褒章授章
令和２年７月20日（月）
赤十字活動に役立ててもらうため日本赤十字社に
活動資金と寄付したとして、当クラブＧＳＴ奉仕委
員長Ｌ鈴木健一が紺綬褒章を受けました。
Ｌ鈴木は 69 歳まで 100 回の献血を行い、以降は別
の形で協力したいと２年間で 530 万円を日本赤十字
社に寄付する活動を行った。式にはクラブ会長Ｌ渡
辺和茂が同行しました。 Ｌ 丸山孝男幹事

Ｌ鈴木健一（中央）に記章を手渡す日赤県支部篠木敏明
事務局長（左）同行したＬ渡辺和茂会長（右）

第３Ｒ・第１Ｚ

郡山西ライオンズクラブ
■第一回郡山西LCニューメンバースクール
2020年７月29日（水） 12時～
332 －D地区では、クラブ毎のニューメンバースク
ールを開催しています。
今期スタート直後ではありますが、県内最初の支部
会発足からはや半年。しかしコロナ禍で満足な活動が
できなかったこともあり、早々に開催することといた
しました。
６名のメンバーでスタートした支部会を中心に、入
会三年以内の新しい会員と、スポンサー、希望者をつのったところ、なんと！17名もの参加者‼️（内、ニ
ューメンバーは10名）
いままで3R11クラブ合同で開催していた時と遜色のない人数です。
平日の昼間ということもあり、時間励行、DVDセミナー、講師からのセミナー、受講証授与、分かち
合いの昼食会とテンポよく進みます。
講師は、当クラブ所属の荒川第一副地区ガバナ
ーにつとめていただきました。
この日は閉会後、更に女性だけで活動の柱であ
る、子ども支援の具体的内容の打ち合わせをしま
した。
ファミリーホームいぶき 仁井田理事長、フー
ドバンク郡山そっとね 長谷川代表世話人、両名
をおよびして、現状などもお聞きしました。
とにかく、即行精神「すぐやる課」が強みです。
Ｌ 増子澄子
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第３Ｒ・第２Ｚ

小野町ライオンズクラブ
■福島民友新聞10部の1年間購読料を寄付
令和２年７月９日（木） １3時～１4時
小野町ライオンズクラブは７月９日（木）に小野
高等学校へ、新聞を読むことで読解力や社会での基
礎知識を高校生に身に付けてもらおうと、福島民友
新聞10部の１年間の購読料を寄付した。青少年育成
事業の一環であり、小野町が活字文化振興を目的に
制定した「図書・新聞に親しむ条例」の趣旨に賛同
して寄付を決めた。
吉田康市会長、西牧義和幹事、𠮷田昭事務局員が
同校を訪れて、小針幸雄校長に目録を手渡した。
Ｌ西牧義和

左から西牧幹事、吉田会長、多熊生徒会長、小針校長

■子供用マスクの贈呈

左から西牧裕司教育長、阿部京一副町長、大和田昭町長、
吉田康市会長、西牧義和幹事、𠮷田昭第３R・第２Z・ZC

令和２年７月27日（月） 13時～14時
小野町ライオンズクラブは７月27日（月）に、新
型コロナウイルス感染拡大を受け、町に使い捨ての
子供用マスク2,000枚を寄贈した。
会長から「子供たちのために使ってほしい」と大
和田昭町長に手渡すと、町長からは「有効に活用し、
感染症予防に努めたい」と謝辞が述べられた。
吉田康市会長、西牧義和幹事、吉田昭第３R・第
２Z・ZCが町役場を訪れて、大和田昭町長に手渡し
た。
この模様は町広報誌にも掲載された。
Ｌ西牧義和

■小野インターチェンジ周辺の草刈り・ゴミ拾い
令和２年８月２日（日） ６時～７時
小野町ライオンズクラブは８月２日（日）に、小野イ
ンターチェンジ周辺の草刈りやゴミ拾いに汗を流した。
例年は「こまちみどり愛護会」などと連携して大人数
で実施していたが、新型コロナウイルス感染拡大を受
け、今回は町と協力しての作業となった。
会員８人が草刈り機械や鎌を使って伸びた草を刈り、
落ちているゴミを拾い集めた。 Ｌ西牧義和

参加者写真
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第３Ｒ・第２Ｚ

郡山北ライオンズクラブ
■コロナ禍留学生支援
令和２年９月４日（金） 12時30分～13時
郡山北LCでは新型コロナウィルスの影響を受けているス
リランカ人留学生に学校法人国際総合学園FSGカレッジリ
ーグ様を通して支援金を贈りました。当クラブはスリラン
カコロンボフォートLCと姉妹クラブとなっている縁で異
国の地で勉学に励む留学生21名に支援を決めました。
支援金を受け取った留学生代表のディルシャンさんから
は「コロナで生活が大変な中、ありがとうございます。」
と感謝の言葉をいただきました。
贈呈式にはクラブから会長L二瓶剛一、幹事L伊東昌明、
会計L音川邦広が参加いたしました。
幹事 Ｌ伊東 昌明
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第５Ｒ・第１Ｚ

須賀川ライオンズクラブ
■草刈り、清掃、ゴミ拾い奉仕活動
令和２年５月30日（土） ９時～12時
2001年７月７日より９月30日まで日本で初めて森の中で開催された博覧会の「うつくしま未来博」の跡
地に建てられた「ムシテックワールド」に40周年記念事業で植林した「アカバナエゴノキ」周辺の草刈奉
仕及び「国指定史跡須賀川一里塚」、1964 年東京で行われた「東京オリンピック」マラソン部門の銅メダ
リスト円谷幸吉選手の栄誉を称え、当クラブ35周年事業時に建立した「円谷幸吉記念碑」周辺の清掃、ゴ
ミ拾い奉仕を実施しました。同奉仕作業は「世界ライオンズデー」にも毎年実行しています。
会長 Ｌ吉田敬一

ムシテックワールドに建立した40周年事業記念碑にて

■素晴らしい考えの深谷ほのかさんからのヘアドネーション
令和２年７月18日（土） 17時30分～18時
深谷ほのかさんは須賀川市立小中一貫
教育校稲田学園の８年生です。
（旧須賀
川市立稲田中学校２年生）ほのかさんは
小学校の時、円形脱毛症に悩まされた経
験より、髪で悩んでいる子供の「心の苦
しみを少しでも和らげる手助け」ができ
るならと、３年前Youtubeで「ライオン
ズのヘアドネーション」を知り、今回に
至りました。その話を聞きまして「この
しっかりした考え方に感動し感激の極
み」でした。 会長 Ｌ吉田敬一
写真右よりFWT副コーディネーター西牧L、深谷ほのかさん、
美容師の方、吉田会長
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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
■ライオンズ文庫へ書籍寄贈
令和２年７月15日（水） 10時～10時30分
JR須賀川駅舎に設置してある「ライオンズ文庫」
に毎年恒例の書籍贈呈式を須賀川ライオンクラブ、
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クラブ合同で実施しました。
駅利用の皆様からは大変な好評を得ています。
会長 Ｌ吉田敬一

写真右より須賀川LC３役、須賀川中央LC３役、
いわせオリオンLC３役

■マスクと消毒液の寄贈
令和２年８月４日（火） 10時～10時30分
ライオンズクラブ国際協会LCIF令和元年台風 19 号被災地復興支援委員会より寄贈を受けたマスクと消
毒液を３クラブ合同で須賀川市社会福祉協議会に寄贈して参りました。 Ｌ 会長 吉田敬一

写真右より須賀川市社会福祉協議会水野常務理事、須賀川支社伊福祉協議会溝井会長、
須賀川LC吉田会長、須賀川中央LC小針会長、いわせオリオン阿部会長、濵尾５R１Zゾ
ーンチェアーパーソン
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第５Ｒ・第１Ｚ

いわせオリオンライオンズクラブ
■花壇植栽環境整備を行う
令和２年８月７日（金） 16時～17時
クラブの奉仕活動の一環として、クラブ内の須
賀川市長沼地区のライオンズクラブ看板が設置さ
れた花壇において、11名が参加し、草刈り、植栽
の剪定を行い、環境整備の奉仕活動を実施しまし
た。
新型コロナウイルス感染症により、日常外出自
粛を強いられていますが、会員相互の感染防止を
考慮、注意しながら進めました。新しい生活様式
を日常の行動と意識しながら今後も、奉仕活動に
努めてまいります。 Ｌ 幹事 佐藤 暸二

奉仕作業前

花壇前にて奉仕作業後の会員の撮影

奉仕作業後

第５Ｒ・第２Ｚ

白河小峰ライオンズクラブ
■清掃奉仕
令和２年７月25日（土） ９時～12時
2015年３月に、桜の木を植樹した、松平定信公
が、舟遊びをした景勝地、楽翁渓の伐採、除草を、
年３回恒例にしております。春は、ヤシオツツジ、
その後桜が咲き、奥に遊歩道に沿って行くと、優
美な雄滝が５～６ｍ、雌滝が７～８ｍを、見るこ
とが出来ます。遊歩道はとても険しく、クマも出
現するので、注意が必要です。素晴らしい西郷村
の景勝地として、ＰＲに努めています。今回もド
ローンによる撮影写真になります。
文責 Ｌ 溝井良美

奉仕作業後の写真です
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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③
令和２年８月７日（金） 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の感染状況を確認しながら、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、感染症対策もとりつつ

高校生に作業内容を教えます

畑主の鈴木宅は築120年の歴史あるお宅です

今回も貴重な体験ができました！
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本学の学生が附属昌平校生へ本取組を紹介

7月の作業から半月で
畝間の雑草も伸びました

６月末より活動を再開しています。３回目は８月な
ので感染症対策に加え、熱中症対策として適宜マス
クを着用したり外したりしながらの活動となりまし
た。
今回は、新たな試みとして東日本国際大学附属昌
平高等学校のボランティア希望の生徒６名にも参加
してもらうことができました。そしてザ・ピープル
のスタッフに代わって本学の学生が初参加の高校生
に対して本取組を紹介したり、作業内容を教えたり
する機会をもつことができました。参加した昌平校
生は皆、話を真剣に聞き、畑作業の方も真摯に取り
組んでいて、その姿に大変感銘を受けました。
この日は猛暑だったため、作業は午前中のみと
し、午後は畑主である鈴木さん宅にて昨年10月の台
風19号で浸水被害を受けた時の体験談や糸紡ぎ体験
会を実施しました。 L河合伸

第６Ｒ・第２Ｚ

原町ライオンズクラブ
■無線塔公園清掃
令和２年８月24日（月） 11時～
毎年、相馬野馬追祭前に実施していた清掃活動が、今年は７月長雨で15日と29日が中止になり、梅雨明
けの８月の24日11時に清掃活動を実施しました。1982年10周年記念事業『憶・原町無線塔』は1200万円の
事業資金、高さ 200 メートル５分の１の大きさで建設しました。無線塔の公園樹木は長雨により大きく成
長し、我々アマチュアでは難しくなり、造園業者に８万円弱の費用を支払い我々は除草のみとし猛暑の時
期をずらして行いました。只野訓良会長・福島幹事・穴澤会計など11名が集まり、アクト後は会長の「ホ
テル高見」のレストラン「うな丼」で疲れを取りました。コロナ後久し振りの事業活動です。
PR・IT・ライオンズ情報副委員長 Ｌ酒井和廣
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新入会員紹介
Ｌ渡辺 一志

Ｌ庄田 弘治

第１Ｒ第１Ｚ
福島ＬＣ

第１Ｒ第１Ｚ
福島ＬＣ

●職業：福島民報社
広告局次長
●スポンサー：Ｌ鈴木

●職業：明治安田生命保険
福島南営業所 所長
●スポンサー：Ｌ佐藤良一

地域とともに頑張っていきたいと思います。

明るく、元気に、前向きに頑張ります。

Ｌ池田 真由美

Ｌ亀岡 さとみ

第６Ｒ第２Ｚ
原町ＬＣ

第１Ｒ第１Ｚ
福島グリーンＬＣ

●職業：㈱東栄建設
●スポンサー：Ｌ只野訓良

●職業：障がい者福祉支援研究所
代表理事
●スポンサー：Ｌ佐藤裕一
少しでも地域の活性化に役立つよう頑張りた
いと思いますので宜しくお願い致します。

只野訓良会長と商工会議所青年部活動し青年
部卒業でLC入会、デベロッパー事業です。

Ｌ齋藤 洋一

Ｌ齊藤 雅敏

第６Ｒ第２Ｚ
原町ＬＣ

第６Ｒ第２Ｚ
原町ＬＣ

●職業：㈱セントラル住設
代表取締役
●スポンサー：Ｌ村田正隆
商工会議所青年部でお世話になった村田正隆
Ｌに誘われて、設備工事

●職業：㈱NEXT代表取締役
●スポンサー：Ｌ村田正隆
村田正隆Ｌと夕食で誘われて、舗装工事をし
ています。

Ｌ船生 栄子
第１Ｒ第２Ｚ

本宮ＬＣ

●職業：会社役員㈱ 船生商会
●スポンサー：Ｌ國分 一幸
私が子供のころから、父はチャーターメンバーとして
長年同会にて社会奉仕をしておりました。その父の退
会後、ご縁あって私が会員として入会させて頂きまし
た。力不足ではありますが、私なりに社会の一助とな
ることができるよう尽力させて頂きたいと決意してお
ります。どうぞよろしくお願いいたします。
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孝

キャビネット締切

10月31日
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世界糖尿病デー企画

ＧＳＴ糖尿病予防啓発

「ブルーライト事業」開催
開 催 日

点灯時刻

11月9日（月）
～11月12日（木）
17:00又は日没～22:00
2020年

東北電力様および東北電力ネットワーク様のご協力により、福島、会
津若松、いわきの各電力センター無線鉄塔及び原町火力発電所煙突に
ブルーライトを点灯します。
日本での糖尿病患者は１０００万人を超えていると言われており、現在も
その数は増加の一途を辿っており、特に福島県は肥満率も高く、そのリ
スクが他県よりも増加しております。世界規模で大きな社会問題化してお

ります糖尿病の蔓延を防ぎ、正しい知識と理解を一層深め、そしてより
多くの方々にその認識を持っていただく活動が必要と考えております。そ
こで11月14日が「世界糖尿病デー」に規定されていることを契機に、予
防啓発活動の一環として取り組まれている
「ブルーライト事業」を展開し、
広く県民の皆様にその趣旨を浸透させる事業です。
◆写真は2019年の事業内容◆

会津若松

福島
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いわき

原町
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「和を以て紡ぐ社会へ We Serve」

石川ライオンズクラブ
◆事務局

会長

L斎藤

勝智

幹事

L山野辺政幸

会計

L小豆畑

YCE委員長
熊田 孝一

元

〒963-7859 石川町南町33

医療法人

TEL&FAX 0247-57-5756
地球環境を考える

健昭会

つむらやクリニック

一般廃棄物運搬業・産業廃棄物運搬業・資源物回収業
解体工事業
ごみの事なら何でもご相談下さい

整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科
外科、内科、訪問診療、往診

有限会社

〒969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町鏡沼189-2
☎0248-62-1616
fax0248-62-1618

鏡石ＬＣ会員

【診療時間】午前9:00〜12:00
午後2:00〜6:30（土曜日は午後3:00まで）
【休 診 日】日曜・祝祭日・水曜日午後

東北資源
根 本 吉 和

福島県岩瀬郡鏡石町成田 332
℡ 0248-62-2671 fax 0248-62-6686

ライオンズクラブ国際協会３３２−D 地区 第 5R 第 1Z

鏡石ライオンズクラブ
会長 根本

2020〜2021

竜太郎・幹事

事
務
局
連
絡
先
クラブアドレス

斉藤

栄治・会計

面川

正彦

福島県岩瀬郡鏡石町本町325 鏡石第一ホテル内
℡0248-52-3171 fax 0248-62-5976
maco2001@jp.bigplanet.com

ライオンズクラブ国際協会

332-Ｄ地区

第５Ｒ

第１Ｚ

玉 川ライオンズクラブ

会長 L 車田 文昭

■事務局

幹事 L 塩田 眞一
〒963-6315

会計 L 圓谷

福島県石川郡玉川村大字中字道上84

TEL 0247-37-1088
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久

（マーヴェラス末広内）

FAX 0247-37-1060

阿

有限会社

松川建設工業

寿
割

L. 松川 利春（いわせオリオンＬＣ会計）

代 表

商

店

阿

部

阿 部

弘 文

【いわせオ リオン LC

〒962-0125
福島県須賀川市堀込字浦通南75番地
TEL.0248-68-2741 FAX.0248-68-2899

会長】

〒962-0312 福 島 県 須 賀 川 市 大 久 保 字 宿 5 6
【TEL】
（0248）65-3222 【FAX】
（0248）65-3400

ライオンズクラブ国際協会 332-D地区 第5R第1Z

ガバナーテーマ
元号令和と共に更なる前進
ウィ･サーブ

いわせオリオンライオンズクラブ

ライオンズクラブ国際協会
332-D 地区
2020〜2021

2020〜2021年度

幹

第５Ｒ・第１Ｚ・ＺＣ（いわせオリオン LC）

キャビネット事務局

司
烹

部

濵尾

富之

Hamao

Tomiyuki

〒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

有限会社 浜尾内装

佐 藤 暸 二

事

Ryoji Sato
事務局 〒962-0043
福島県須賀川市岩渕字明神前141-1
㈱渡辺建設内
TEL 0248-62-4771 FAX 0248-62-4754
E-mail:onuma@nabeken.ne.jp

代表取締役社長

〒962-0312 福島県須賀川市大久保字宿 137
TEL.0248-65-2672 FAX.0248-65-2639
携帯.090-3646-5511

ライオンズクラブ国際協会

３３２-Ｄ地区

勤務先 美里建築
〒962-0311
福島県須賀川市矢沢字橋本59-1
TEL 0248-65-3211 FAX 0248-65-3211
携帯 090-3759-5245

第５Ｒ第２Ｚ

矢吹ライオンズクラブ

会長テーマ「明るく
会員

会長Ｌ佐藤

L浅川 誠吾
L野崎 吉郎

楽しく

そして未来につなげる奉仕を」

勝栄 / 幹事Ｌ加藤

L大竹 利一
L仲西 孝夫

L大木 代吉
L平山 雄也

宏樹 / 会計Ｌ渡辺

雄太郎

L北畠 博 L鈴木 隆司 L須藤 祐吉 L永野 多喜夫
L平賀 幸男 L蛭田 泰昭 L横山 昇 L吉田 博史

【事務局】〒969-0221 西白河郡矢吹町中町290
（矢吹町商工会館内） TEL 0248-42-4176

FAX 0248-44-2087

総合建設業

代表取締役
本

L佐 藤 勝 栄

（矢吹LC）

社／〒969-0201 福島県西白河郡矢吹町大町192
TEL0248-44-3131／FAX0248-44-3716

支店営業所／須賀川・浅川
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ライオンズクラブ国際協会

代表取締役

国際理事 2018-2020

片桐

安 澤 莊 一
Anzawa

東北自貨第６４８号 一般貨物自動車運送事業

【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

株式会社

給排水衛生設備
設計 施工
冷暖房空調設備

エネオス折口原Ｓ・Ｓ

有限会社 金田商店

金 田

片桐運輸

〒961-0001
福島県白河市小田川石山３−６
ＴＥＬ 0248−21−1750
ＦＡＸ 0248−27−8108
携 帯 090−3125−9196
Email:katagiri-unyu@cream.plala.or.jp

【勤務先】大成商事㈱ 代表取締役
〒961-0951 福島県白河市中町49-4
TEL.0248-24-5000
FAX.0248-22-8911
携帯：090-4880-1661 E-mail:anzawa̲shoichi@yahoo.co.jp

代表取締役

KATAGIRI UNYU

Katagiri Nobuyoshi

（白河小峰 LC）

Shoichi

物流で地域社会に貢献

伸芳

有限会社

克 己

代表取締役
本

溝 井 設 備

溝

井

良

美

〒961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字稗返 611-1
ＴＥＬ（0248）25−2023 ＦＡＸ（0248）25−3338
E-mail：mizoi@abelia.ocn.ne.jp
携帯 090−9038−5280
石川支店 〒963-7842 福 島 県 石 川 郡 石 川 町 境 ノ 内 2 4 2 − 4
ＴＥＬ（0247）57−6422 ＦＡＸ（0247）57−6423

〒961-8091 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原165
TEL（0248）25−2345 FAX（0248）25−0690

ライオンズクラブ国際協会

社

332-Ｄ地区

第5Ｒ 第2Ｚ

白河高原ライオンズクラブ
会長テーマ

「陽気に楽しく暮らしましょう」

第2 8 期 三役（2019 〜2020）

会長テーマ

かずひさ

会長Ｌ松 田和久

え い じ

幹事Ｌ小林栄二

か ず お

会計Ｌ橋本一男

「陽気に楽しく元気に暮らしましょう」
かずひさ

第2 9 期三役 （2020 〜２０２1）

会長Ｌ松 田和久

え い じ

幹事Ｌ小林栄二

か ず お

会計Ｌ橋本一男

【事務局】〒961-0957 福島県白河市道場小路８７−２
TEL・FAX：０２４８−２４−５１５６ mail : kobaej@gmail.com

厚生労働省

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

七宮

広樹

Nanamiya

Hiroki

〒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
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勤務先

宗教法人 出羽神社

1 秒間に 24000 回の

承認

マイクロマッサージ

視力の悩み

< 視力は回復します ! >

第５Ｒ・第２Ｚ・ＺＣ（塙 LC）

キャビネット事務局

98.5％の回復実績

眼科医も推奨
眼用超音波治療器 日本全国で

視力回復

眼精疲労

老 眼 ドライアイ その他 目の悩み
【 開発・製造・販売元 】

宮司

〒963-5405 福島県東白川郡塙町大字塙字上町 32-1
TEL.0247-43-0511 FAX.0247-43-3484
携帯. 090-7662-2230
E-mail:h.7738@poem.ocn.ne.jp

代表取締役

Ｌ 藤田

お問合せ

0120 - 57 - 6822

〒963-5405
福島県東白川郡塙町代官町 52-1
TEL 0247-57-6822 FAX 0247-57-6833
E-mail : t-fujita@rihrin.com

高志（塙 ＬＣ）

ライオンズクラブ国際協会

332-D 地区

第 4R

第 1Z

田島ライオンズクラブ
部

幹事 L 芳賀沼 順
会計

ウィ・サーブ

元号令和と共に更なる前進

会長 L 渡

会員
会員

会員
会員
会員
会員

事務局

L貝

L菊

L二

L星
L星
L森

L渡

〒967-0004

田

美

地

義

瓶

郁

東

一

郎

久

郎

栄三郎
信 夫
秀

部

福

樹

雄

株式会社

アラカイ

芳賀沼電機商会
有限会社

東洋部品

株式会社

菊地商会

有限会社

二瓶建材店

有限会社

東部自動車整備工場

三浦屋菓子店
株式会社

味の食卓 はだかや

有限会社

南会測量

南会津郡南会津町田島字後原甲 3564-1 ㈲東洋部品２F
TEL ／ FAX 0241−62−4211
E-mail tajima-lc33159@jewel.ocn.ne.jp

ライオンスクラブ国際協会

332-D地区

第５Ｒ

第２Ｚ

棚倉ライオンズクラブ
〜

消しちゃならない奉仕の心

会長 / Ｌ吉田

竜雄

幹事 / Ｌ若森

【事務局】
〒963-6131

英伸

会計 / Ｌ金澤

〜
淳行

東 白 川 郡 棚 倉 町 字 南 町 58-5

TEL: 0247-33-4912 FAX: 0247-33-0753

自動車販売・修理
有限会社 菊

輪商会

取締役専務

代表取締役社長

菊 池 秀 臣
ヒデ

はなわのダリア

有限会社 新生製作所

オミ

〒963-5405
福島県東白川郡塙町大字塙本町６９
電 話 ０２４７−４３−００６９
ＦＡＸ ０２４７−４３−０７０６

金 澤 宏 和（塙 LC 会計）
Kanazawa Hirokatsu

〒963-5341
福島県東白川郡塙町大字台宿字熊ノ森下４
ＴＥＬ：0 2 4 7 - 4 3 - 1 5 9 1
ＦＡＸ：0 2 4 7 - 4 3 - 1 8 8 8
携 帯：0 9 0 - 7 3 2 3 - 3 4 4 4

E-mail：shinsei-hanawa@cronos.ocn.ne.jp
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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

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

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

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

梁
Ｌ
保
Ｌ
国
Ｌ
霊
Ｌ

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

喜多方市沢ノ免 7331
会津喜多方 〒966-0827
会津喜多方商工会議所 2F
Ｌ
Ｃ 電話 0241-22-5921

伊達市梁川町
〒969-6266 大沼郡会津美里町字西裏屋敷
川 〒960-0745
会津美里 添甲
字右城町 79（広瀬川管理センタ一内）
2198 番地 1 会津美里町商工会内
Ｃ 電話 024-577-5500
Ｌ
Ｃ 電話 0242-54-2429
伊達市保原町字 4 丁目
原 〒960-0627
10 番地 サンロ一ズマンション 105 号
Ｃ 電話 024-575-4144
伊達郡国見町大字藤田
見 〒969-1761
字北 55-1（㈲大友新聞店内）
Ｃ 電話 024-585-5101
伊達市霊山町掛田
山 〒960-0801
字段居 11-3
Ｃ 電話 024-586-3166

耶麻郡西会津町野沢
西 会 津 〒969-4406
字原町乙 2140
Ｌ
Ｃ 電話 0241-45-3610

喜多方市塩川町
あいづ塩川湯川 〒969-3512
字東栄町 1-1-1
Ｌ
Ｃ 電話 0241-27-8691

柳
Ｌ

河沼郡柳津町郷戸
津 〒969-7205
字堂前乙 97-58
Ｃ 電話 0241-42-3114

〒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

〒962-0844 須賀川市東町 59 番地 25
須 賀 川 （須賀川商工会館内）
Ｌ
Ｃ 電話 0248-76-2124

郡
Ｌ

石
Ｌ

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

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

〒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

原
Ｌ

〒975-0004 南相馬市原町区旭町 3-18
町 （㈱星山工業内）
Ｃ 電話 0244-22-8864

相
Ｌ

馬 〒976-0016 相馬市沖ノ内 3 丁目 6-5
Ｃ パセオ沖ノ内 B-202

飯
Ｌ

舘 〒960-1721 相馬郡飯舘村飯樋
Ｃ 字笠石 137

新
Ｌ

相馬郡新地町
地 〒979-2708
福田字別所 117
Ｃ 電話 0244-62-4377

郡山市安積町笹川
キャビネット 〒963-0102
字彼岸塚 22-9
事 務 局 電話 024-937-0830

■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

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

10

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

東
Ｌ

−

■編集人／ Ｌ 蜷川英一
■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 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。
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