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「サスティナブルアクティビティ」
　　　　～持続可能性のある奉仕活動を～

元号令和と共に更なる前進　ウィ・サーブ

と

永 
わ

久に続く奉仕の輪　Ｌ字の誇り胸に秘め
332-Ｄ地区アクティビティスローガン

332複合地区アクティビティスローガン
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目次・イベント「インフォメーション」

日付 曜日 行事予定 場所

１月

15 金
上半期会計監査

キャビネット事務局
次期ガバナー、副地区ガバナー立候補〆切り

19 火 第3回名誉顧問会議 ホテル華の湯
20 水 第5回PR・ITライオンズ情報委員会 キャビネット事務局
21 木 第6回内局員会議／第1回地区年次大会実行委員会 ルネッサンス中の島

２月

8 月 ZC会議／ZC・コーディネーター合同会議／正副委員
長会議／第3回キャビネット会議 郡山ビューホテル

13 土 全国アラートフォーラムin郡山 ベルヴィ郡山館

20 土 会津喜多方LC55周年記念式典 喜多方シティホールアネ
ックス七福神ホール

27 土 福島松川LC45周年記念式典 ますや旅館
28 日 糖尿病予防（GST・ＦＷＴ合同）セミナー 郡山市ユラックス熱海
未定 公認ガイディング・ライオン養成講座
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表紙の写真

国指定重要無形民俗文化財「相馬野馬追」
一千有余年の歴史を誇る相馬野馬追。毎年七月の最終土・日・月曜の真夏の
三日間、甲冑に身をかためた四百余騎の騎馬武者により、勇猛果敢な戦国絵
巻が甦ります。
その歴史は、野馬を神馬として氏神である妙見に奉納したことから始まり、
相馬地方の繁栄と安寧を祈る神事として、この地域で大切に守られ続けてき
ました。
現在は、最終日に相馬小高神社で行われる「上げ野馬の神事」として、野馬
懸に受け継がれています。
写真は、白鉢巻きを締めた若武者が、先祖伝来の旗差し物をなびかせ、人馬
一体となり風を切り疾走する２日目の甲冑競馬の様子です。
旧藩領をあげての最大の祭典として、今も熱気あふれる行事が毎年くりひろ
げられています。



当地区において３年前より奉仕活動の一環として、糖尿病予防に関する事業を推進しております。セミ
ナー等を開催しながらその認識を広く浸透させ、地域全体でこの問題に取り組んでおります。しかしなが
ら昨今の新型コロナ感染拡大等の影響で思うような活動が出来ずにおります。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、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。特に今年はステイホームや
巣ごもり等で運動する機会も減っており、厳しい環境になっていると
思います。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。
そこで昨年に続き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11月９日～12日まで、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へ、東
北電力様のご協力により、原町火力発電所煙突にブルーライトを点灯
して頂き、広く県民の皆様にその趣旨を浸透させるべくブルーライト
アップを実施致しました。これを機に少しでも糖尿病に対して、考え
るきっかけになり、より深い理解と行動が進むことを願っておりま
す。 　ＧＳＴコーディネーター　Ｌ車田信彦

東北電力株式会社様、東北電力ネットワーク株式会社様ご共催

糖尿病予防啓発
「ブルーライト事業」でライトアップ

いわき福島 原町

会津若松
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懇親会　ライオンズ・ローア

記念撮影

懇親会　乾杯

国際理事・名誉顧問L安澤莊一 会計報告　キャビネット会計L神田秀雄 幹事報告　キャビネット幹事L鈴木れい子

地区ガバナーL真田倭夫 名誉顧問会議長L岸秀年
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第 2回名誉顧問会議

ライオンズクラブ国際協会332 -D地区
第2回名誉顧問会議が、11月6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岸秀年からの挨拶、

国際理事・名誉顧問L安澤莊一から国際
本部の情勢について現状報告後、議事へ
と移りました。
議事では、第2回キャビネット会議に

ついて等、名誉顧問の方々から様々な建
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
ことを確認し閉会となりました。

日　　時　2020年11月6日（金）16時～18時
開催場所　ホテル　ニューパレス（会津若松市中町）
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第4R第1Z地区ガバナー
L真田倭夫公式訪問式典

●質問会
キャビネット副幹事兼事務局長L小山信幸の

進行により開会しました。
ガバナー並びにキャビネット役員、６クラブ

三役と第一副会長の紹介後、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
の説明があり、第４Ｒ第１Ｚ・ZC L水野さち
この挨拶後質問会へと入りました。
質問会では、キャビネット幹事L鈴木れい子

の進行により、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行われました。 地区ガバナー挨拶

地区ガバナー並びにキャビネット役員紹介

ゾーン・チェアパーソン挨拶 会津若松鶴城LC　会長　L町野紳
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■日時　令和２年９月28日（月）　15時～17時15分
■場所　ホテルニューパレス
■参加人数　37名

●公式訪問式典
会津若松葵LC会長L渡辺市雄の開会宣言・開会ゴングにより式典が始まり、田島LC会長L渡部東からク

ラブ紹介、会津若松LC会長L佐藤和人からクラブ代表挨拶、第４Ｒ第１Ｚ・ZC L水野さちこから地区ガ
バナー公式訪問歓迎の挨拶があり、会津若松鶴城LC会長L町野紳より合同アクティビティの発表および贈
呈式が行われました。
地区ガバナーL真田倭夫から2020～2021基本方針・重点目標が示され、第１副地区ガバナーL荒川友成、

第２副地区ガバナーL石澤孝からの挨拶、キャビネット幹事L鈴木れい子からの幹事報告後、地区ガバナ
ーL真田倭夫より6クラブへ記念品贈呈、MJF献金アワード受賞の13名、ガバナースポンサーアワード受
賞の５名が表彰されました。
会津磐梯LC会長L高野益夫の閉会宣言・閉会ゴングで終了しました。

第4R・第1Z　ZC　L水野さちこ 会津若松LC　会長　L佐藤和人

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 キャビネット幹事L鈴木れい子



第６R第２Z地区ガバナー
L真田倭夫公式訪問式典
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●質問会
９月18日開催予定の会議でしたが、新型コロナ

ウイルスにより、本日会場を変更して開催致しま
した。
地区ガバナー紹介、キャビネット役員、クラブ

三役等の紹介が行われ、その後、地区ガバナー 
L真田倭夫より「災害後10年を迎え復興もだいぶ
進み新築の家が増えて良かったと思う。震災当時
は大変でどうなるかと思っていましたが安堵しま
した。」とのお言葉を頂きました。
またゾーン・チェアパーソン新地のL安田清克

より「日付や場所の変更等があり、皆様には大変
ご迷惑をおかけしましたが、活発なやさしい質問
の意見交換を宜しくお願いします。」との挨拶が
ありました。

第6R・第2Z　ZC　L安田清克

地区ガバナー　L真田倭夫



■日時　令和２年11月12日㈭　15時～
■場所　新地町文化交流センター
■参加人員　22名
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質問が始まると各地区（原町、相馬、飯舘、新地）より説明が行われました。
「新入会員に対して「その話は違う」「こうあるべきだ」と言った厳しい言葉ではなく、優しい言葉で教
え育てる事を考えて新入会員を増やしましょう。特に女性会員も大事です。」と、ガバナーより各地区に
お願いされました。

●公式訪問
新地LC会長L荒一博による挨拶後、ZC L安田

清克より「福島県で最も古い学校がありましたが、
津波で被災した為に新しい施設に生まれ変わった
場所で開催しています。」との挨拶がありました。
また新地LC幹事L吉見政宣より「アクティビテ

ィは福田小学校等の案内板を新設し、地元からの
強い要望に応えた形をとりました。」との挨拶が
ありました。
またガバナーL真田倭夫より「LCIFの寄付獲得

目標を21万ドルとして行なってきましたが、35準
地区の中で第一番目に達成する事が出来ました。
地域経済が落ち込む中でご協力を頂き大変ありがたい。今後とも皆様のお力をお借りしながら、目標を新
たにしたいと思います。」との挨拶がありました。

アワード受賞アワード受賞

第1副地区ガバナー　L荒川友成



小児がんや先天性の脱毛症、
不慮の事故などで頭髪を失った

子どものために、寄付された髪の毛で
ウィッグを作り無償で提供する

活動です。※寄付された髪の毛は、
選別・加工の工程を繰り返し
たのちウイッグとして
生まれ変わり、子ども達
（レシピエント）へ
届けられます！ 長い髪を

切ろうかなあと思ったら
…

ほんの少しだけ手間をかけ
誰かのために役立てて

みませんか？

小児がんの子ども達に笑顔を！
❝ヘアドネーション❞で
社会貢献活動に

参加してみませんか！

❝ヘアドネーション❞とは❝ヘアドネーション❞とは

会津若松市立日新小学校便りに掲載

●ヘアドネーションのお手紙を頂きました。●

※ヘアドネーションの受付方法が２０２０年７月
より変更になりました。　　　　　　　　　
下記事項を必ず確認・厳守しご協力をお願い
致します。

□ヘアカラーやパーマをしていない
　ナチュラルな髪の毛
（注：黒色・自然な黒色・濃い目のこげ茶色などの髪色）

□完全に乾いている髪の毛

各クラブで取りまとめる

　 

ライオンズクラブで集約し、
「つな髪」様へ郵送できるもの

①ヘアドネーションができる髪の毛

※ヘアドネーションができない髪の毛

●髪の長さ15㎝以上31㎝未満及び31㎝以上
年齢、性別、国籍は問いませんが、下記事項
をチェックし、ドネーションができる髪の毛
か注意をしてください。

下記に該当する髪の毛は、「つな髪」様では受付ていません。
十分な注意をお願い致します。

□ブリーチした髪・ヘアカラーした髪　　□白髪・白髪まじり　　□パーマを当てた髪（ストレートパーマも含む）
□天然パーマの髪・くせが強い髪質（縮毛矯正やストレートパーマが必要な程度）　　□縮毛矯正をした髪
□傷みが激しく引っ張ると切れてしまう（ダメージでひどく傷んだ髪）　　□湿っている髪
□髪の毛がバラバラでまとまっていない
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FUKUSHIMA

E Y E   B A N K
アイバンクに登録を

目の不自由な人に 愛の光を…

　眼球の最前部にある、俗に黒目といわれる部分の透明な組織が
角膜です。病気やケガで角膜が濁ると見えにくくなります。この
濁った角膜を透明な角膜と取り替える手術を角膜移植といいま
す。（眼球の入れ替えではありません。）
　近視・遠視・乱視・老眼・緑内障・白内障の方の角膜でも透明で
あれば移植可能ですが、厚生労働省の指針により病歴、手術歴な
どによっては、移植にご提供できない場合があります。

角膜移植とは
　眼球（角膜）を提供することを「献眼」といいます。アイバンクに
登録されていなくても、ご家族の意思で献眼は可能です。献眼に
は24時間対応しておりますので、ご連絡を頂ければ直ちにお伺い
いたします。死後、12時間以内の献眼が理想ですが、まぶたが閉
じている、気温が低いなどといった条件が整えば24時間後ぐらい
まで献眼可能な場合もあります。最終的には状態を拝見したうえ
で判断させていただきますので、早めにご連絡をください。また、
献眼はご家族の了承を得てから行います。アイバンクへ連絡後、お
気持ちが変わった場合は、処置前でしたら取り消すこともできま
すので、まずはご連絡をお願いします。
　献眼後は義眼をのせて丁寧にお顔を整え、表情をしっかり確認さ
せていただきます。処置には細心の注意を払いますので、外見上の
変化はほとんどありません。

献　眼

①アイバンク登録について、近親者の方々とお話し合いください。
ご登録、ご提供などについて詳しくお知りになりたい方は、アイ
バンクまでお問い合わせください。

②「眼球提供申込書」に必要事項をご記入後、郵便又はFAX、
E-mail で（公財）福島県臓器移植推進財団へお送りくださ。

③登録カードが届きましたら、なるべく携帯してください。
個人情報の取り扱いについて
個人情報につきましては、当アイバンクで管理し眼球提供登録および当
アイバンクからのご登録者へのお知らせ以外には使用いたしません。

アイバンクに登録するには

問い合わせ先

アイバンク
とは…

ドナー（角膜を提供する人）とレシピエント（角膜移植を待つ人）の架け橋の
役目をするところです
レシピエントの手術が円滑に行われるよう眼球の提供をしてくださるドナーの登録を行っています

アイちゃん

〒960-8670 福島市杉妻町2番16号（福島県保健福祉部地域医療課内）
公益財団法人 福島県臓器移植推進財団　TEL・FAX 024-521-9027
E-mail f-jin-co@drive.ocn.ne.jp　URL：www.fukushima-isyoku.or.jp
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アイバンクに登録を

目の不自由な人に 愛の光を…

　眼球の最前部にある、俗に黒目といわれる部分の透明な組織が
角膜です。病気やケガで角膜が濁ると見えにくくなります。この
濁った角膜を透明な角膜と取り替える手術を角膜移植といいま
す。（眼球の入れ替えではありません。）
　近視・遠視・乱視・老眼・緑内障・白内障の方の角膜でも透明で
あれば移植可能ですが、厚生労働省の指針により病歴、手術歴な
どによっては、移植にご提供できない場合があります。

角膜移植とは
　眼球（角膜）を提供することを「献眼」といいます。アイバンクに
登録されていなくても、ご家族の意思で献眼は可能です。献眼に
は24時間対応しておりますので、ご連絡を頂ければ直ちにお伺い
いたします。死後、12時間以内の献眼が理想ですが、まぶたが閉
じている、気温が低いなどといった条件が整えば24時間後ぐらい
まで献眼可能な場合もあります。最終的には状態を拝見したうえ
で判断させていただきますので、早めにご連絡をください。また、
献眼はご家族の了承を得てから行います。アイバンクへ連絡後、お
気持ちが変わった場合は、処置前でしたら取り消すこともできま
すので、まずはご連絡をお願いします。
　献眼後は義眼をのせて丁寧にお顔を整え、表情をしっかり確認さ
せていただきます。処置には細心の注意を払いますので、外見上の
変化はほとんどありません。

献　眼

①アイバンク登録について、近親者の方々とお話し合いください。
ご登録、ご提供などについて詳しくお知りになりたい方は、アイ
バンクまでお問い合わせください。

②「眼球提供申込書」に必要事項をご記入後、郵便又はFAX、
E-mail で（公財）福島県臓器移植推進財団へお送りくださ。

③登録カードが届きましたら、なるべく携帯してください。
個人情報の取り扱いについて
個人情報につきましては、当アイバンクで管理し眼球提供登録および当
アイバンクからのご登録者へのお知らせ以外には使用いたしません。

アイバンクに登録するには

問い合わせ先

アイバンク
とは…

ドナー（角膜を提供する人）とレシピエント（角膜移植を待つ人）の架け橋の
役目をするところです
レシピエントの手術が円滑に行われるよう眼球の提供をしてくださるドナーの登録を行っています

アイちゃん

〒960-8670 福島市杉妻町2番16号（福島県保健福祉部地域医療課内）
公益財団法人 福島県臓器移植推進財団　TEL・FAX 024-521-9027
E-mail f-jin-co@drive.ocn.ne.jp　URL：www.fukushima-isyoku.or.jp



新型コロナウイルス感染症の
拡大に伴う献血のお願い
福島県赤十字血液センターHPトップの重要なお知らせより
https://www.bs.jrc.or.jp/th/fukushima/2020/11/post-112.html

東北地方では10月に入ってから献血のご協力が必要数に達しない日が続き、継続的な献
血協力が必要となっています。
例年、冬季は献血にご協力いただける方が減少傾向にあります。このままでは輸血用血液
の供給に支障をきたす恐れがあります。
輸血を必要としている方へ安定的に血液をお届けするためにご協力をお願いします。
また新型コロナウイルス感染症予防のため、3密を避けるためにもご予約をお願いします。
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福島県の年代別献血者数の推移（H1６～R元）

いま、若い方の献血がへっています。このままいくと、将来が心配…

10代

20代

30代
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https://www.kenketsu.jp/ へアクセス

複数回献血クラブは「ラブラッド」に愛称を統一しました

かんたん会員登録!

カード交換は、受付スタッフへお申し出ください。

全国どこでも

献血
予約可!

ポイントが

貯まる!
血液検査の
結果通知が

早い!

会員限定の

キャンペーンや
特典が届く!

etc

会員になるとこちらのオリジナル
デザインの献血カードに交換できます

複数回献血クラブ 検索

LION FUKUSHIMA 332-D 13



会員登録の手順

①以下の項目を入力する。
・献血者コード
・メールアドレス
・生年月日

②画面をスクロールし、
登録後のご案内と利用規約を
ご確認のうえ、

「同意して次のステップへ」
をタップする。

①仮登録完了の画面が表示
され、メールが届きます。

②「PC・スマホサイト」の
URLをタップし、本登録の
ページにアクセスする。
ガラホをお使いの方は
「テキストサイト」のURL
を選択してください

※仮登録完了メールが届いてから24時間
以内に本登録を行ってください。
24時間を過ぎた場合は、再度仮登録を

やり直してください。

①下の画面が表示されたら、
会員登録完了です。

１. 会員登録後、血液検査結果通知サービスは、
郵送からWeb配信に自動的に切り替わります。
※はがきでの通知を希望される場合は、会員サイトにログインし、
右上のMENUボタンから「会員情報変更」を選択し、「検査
結果の郵送」を「受け取る」に変更してください。

2. ポイント付与は、本登録完了日の献血から対象
となります。
（ポイントの反映は、献血の翌日となります）

3.献血受付時に「血液センターから必要に応じて
献血協力のお願いをしてよろしいでしょうか」
の設問に「いいえ」と回答されている方は
ログイン時に「はい」に変更いただく必要が
あります。

ご 注 意

ラブラッド
会員ページを開く

04 「本登録」する

献血カードをお手元にご準備のうえ、下記の手順を行ってください。
※フューチャーホン（ガラケー）ではご登録いただけません。

02 03
「仮登録」する

https://www.kenketsu.jp/

「新規web登録」
をタップ

こちらのＵＲＬにアクセス

○お問い合わせ先
福島県赤十字血液センター 献血推進課

TEL 024-544-2552
（年末年始を除く 9：00～17：30）

※nisseki@kenketsu.jp
からのメールを受信できる
ように設定をお願いします。

こちらからも
アクセスできます

①以下の項目を入力する。
・献血者コード
・生年月日
・パスワード
・パスワード再入力
・よく献血する地域
（１番目は必須です）

②「本登録する」をタップ
する。

05
「仮登録完了」のメールを確認して、本登録の
ページにアクセスする

会員サイトにログインする
06

②「ログインする」ボタンを
タップするとマイページが
表示されます。

LION FUKUSHIMA 332-D14
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2020-2021 Lions Clubs International 332-D District

FWTミーティング

10月５日（月）キャビネット事務局において、
FWTミーティングを開催しました。
換気を十分に行い、マスク着用と手指消毒を徹

底し、正副コーディネーターとアドバイザーの７
名が参加しました。
L松崎副コーディネーターはお仕事の関係上、

WEBでの参加となりました。
議題は女性会員増強、クラブ支部について、ヘ

アドネーションについて、外貨で小児がん支援、
こどものみらい古本募金など、これからの事業に
ついての取り組みの確認や、女性ならではの意見
を交換する良い機会となりました。
332 -D地区では2018年より皆様からお預かりし

たヘアドネーションがもうすぐトータルで1,000
名様分となります（11月末現在で1,024名様）。ヘ
アドネーションの送付方法が７月から変更となっ
たため、再度送付方法について実践での確認をし
ました。
今後もFWT事業へのご理解ご協力の程、よろ

しくお願いいたします。

FWTミーティングを開催

届いたへアドネーショーンの髪の毛を点検して、一人一袋に入れる作業をしました。
皆さん、ありがとうございます。
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第１Ｒ・第１Ｚ

福島ライオンズクラブ

第１Ｒ・第１Ｚ

福島信夫ライオンズクラブ

■大野九郎兵衛墓所清掃
　令和２年９月13日（日）　９時～10時
会員10名が参加し、山形県米沢市にある赤穂藩士大野九郎兵衛の墓所周辺の整備と、墓碑の手入れ作業

を行ないました。
赤穂ライオンズクラブとの姉妹締結のきっかけとなった場所であり、綺麗に整備した後、お花・お線香

をお供えしました。　事業奉仕委員長　Ｌ橘　政道

■福島県立図書館　信夫児童文庫に図書寄贈
　令和２年10月30日（金）　11時
地域の文化活動推進事業として、福島県立図書館「信夫児童文庫」

に62冊の児童図書を寄贈しました。
クラブ発足以来、66回、累積6300冊の寄贈を行ってきました。
未来を担う子供たちが読書を通して沢山の知識を得、感動してもら

えればと思います。
当クラブの貴重な事業として今後も継続していきます。

会長　Ｌ岡田宜彦

■ヘアドネーションの協力
　令和２年10月24日（土）　16時
小児がんの子供たちに笑顔を届ける医療用ウ

ィッグに役立てたいと、第四中学校３年生猪股
美智子さんがヘアドネーションに協力してくれ
ました。
小学校２年生から伸ばし続けた髪の毛を、ボ

ブショップの鈴木洋子代表（福島信夫LC会員）
にカットしてもらいました。
意義を理解し、協力を頂いた猪股さんに、

FWT副コーディネーターL渡辺一代より感謝状が贈呈されました。　事業奉仕委員長　Ｌ橘　政道

Lions clubs - Activity report

ライオンズクラブ活動報告
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第１Ｒ・第１Ｚ

川俣ライオンズクラブ
■川俣町スポーツ少年団にソフトボール寄贈
　令和２年10月１日（木）　18時30分～
今年は新型コロナウィルス感染拡大を回避するために様々な行事が中止

となりました。第37回川俣ライオンズクラブ杯少年ソフトボール大会も子
供達やその関係者の健康を考え、開催は中止という苦渋の決断を下しまし
たが、次回の開催の際には思い切りプレーをしてほしいとの思いで、参加
予定８チームに試合用のソフトボールを寄贈いたしました。
贈呈式は10月第１例会の席上でＬ参加者約30名が見守る中で行われまし

た。　Ｌ菅野俊一（事業委員長）

■川俣町サッカースポーツ少年団に寄付
　令和２年10月１日（木）　18時30分～
結成40周年を迎える川俣町サッカースポーツ少年団の記念事業に協力す

る為、10月第１例会の席上、Ｌ参加者約30名が見守る中で寄付金を贈呈致
しました。　Ｌ菅野俊一（事業委員長）

■環境美化活動
　令和２年10月17日（土）　13時30分～15時
10月17日（土）午後１時30分から、川俣町中央公園の

清掃奉仕を実施しました。会員20名が参加し、小雨の中
332-Ｄ地区第64回年次大会の記念アクティビティで植樹
された「宇宙桜」周辺の下草刈りや除草、公園内のごみ
拾いをして環境美化に努めました。　参加L20名
Ｌ菅野俊一（事業委員長）

■川俣町スポーツ少年団バレーボール大会協賛金　寄贈
　令和２年10月１日（木）　18時30分～
川俣町スポーツ少年団小学生バレーボール大会が規模を縮小し「６チー

ムによる交流戦」として開催されました。その大会に協賛金贈呈致しまし
た。
贈呈式は10月第１例会の席上でＬ参加者約30名が見守る中で行われまし

た。　Ｌ菅野俊一（事業委員長）

川俣サッカースポーツ少年団（若林謙一様）とＬ斎藤正博会長

宇宙桜の碑の前で

川俣スポーツ少年団本部長（菅野仁一様）に協賛金を手渡すＬ斎藤正博会長

川俣スポーツ少年団本部長（菅野仁一様）に記念品を手渡すＬ斎藤正博会長
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ライオンズクラブ活動報告
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■桑折駅前北側公園草刈り
　令和２年９月13日（日）　５時30分～７時
桑折ライオンズクラブでは、９月13日（日）早朝５時

半から、ＪＲ桑折駅北側通称『でんしゃ広場』の草刈り、
草むしりを行いました。
この広場には桑折ライオンズクラブが寄贈した「桜」が植栽されているのと、

毎年12月から開催している『桑折駅前イルミネーション』の点灯場所にもなって
いるために、会員はじめ地元の追分まちづくり協議会の方々と一緒に汗を流しま
した。  ＰＲ・ＩＴ委員長　Ｌ渋谷浩一

第１Ｒ・第１Ｚ

桑折ライオンズクラブ

■うぶかっ鯉池のブラックバス駆除
　令和２年10月４日（日）　９時～15時
45周年を迎えた桑折ライオンズクラブ

では、25周年記念事業『うぶかっ鯉』と
いう桑折町民研修センター「うぶかの郷」公園内の池の清掃を10月４日実施しました。
20年経過した「池」の底には泥が溜まり、また外来魚が増え、いつの間に鯉の数も

増えていました。
この池は産ケ沢川の旧河道を堰き止めて造った自然な池なので、清掃はとても大変でしたが「きれいな

池」に復活しました。
20年前を偲びながら参加された会員の皆様、本当にご苦労様でした。　ＰＲ・ＩＴ委員長　Ｌ渋谷浩一

■平和ポスター選考会
　令和２年10月７日（水）　18時45分～19時
桑折ライオンズクラブでは、10月第一例会の際に「平和

ポスター」の選考会を開催しました。
桑折町内の小中学生より最多の100余点の作品が集まり、

どれも素晴らしいい出来栄えで選考には時間を要しました。
小中学生の皆さんの平和に対する想いがとても感じられました。
この作品は、10月12日～10日間の間、福島信用金庫　桑折支店・東邦銀行桑折支店・桑折郵便局の支店

内のギャラリーに学校ごとに展示させていただきます。　ＰＲ・ＩＴ委員長　Ｌ渋谷浩一

■平和ポスター展示
　令和２年10月12日（月）　15時～16時
桑折ライオンズクラブでは『平和ポスター展示会』を開催を始めました。
10月13日～10月22日までの10日間、福島信用金庫　桑折支店、桑折郵便局、

東邦銀行　桑折支店で開催しますので、「子どもたちの
平和への祈り・希望」をご覧ください。
ＰＲ・ＩＴ委員長　Ｌ渋谷浩一
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第１Ｒ・第１Ｚ

福島グリーンライオンズクラブ
■秋の献血活動
　令和２年10月20日（火） 13時～16時
福島駅東口バスターミナル前で献血協力を呼

びかけました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ポ

ケットテッシュを配布しながらの呼びかけは行
わず、事前にＳＮＳ（インスタグラム･Facebook）
で協力を呼びかけ。街頭では献血協力お願いの

参加Ｌ

■薬物乱用防止教室
　令和２年10月23日（金）　13時45分～14時25分
10月23日（金）、醸芳中学校において２・３年生210名対象に薬

物乱用防止教室11回目を開催致しました。
学校薬剤師の齊藤賢一講師が、約1時間にわたってＤＶＤ15分

その後薬物乱用防止の内容について講演していただきました。
生徒の皆さんは、メモをとりながら、聴講致しました。

何人かの生徒さんが、質問されて薬物の怖さを、知ったと思います。
そして終了後、醸芳中学校の生徒さんから講師の先生に御礼の言葉を述

べられました。
最後に養護教諭の先生からこの機会を与えていただいた桑折ライオンズ

クラブの皆さんありがとうございましたと感謝の言葉を、述べられまし
た。（過去最高の生徒参加人数でした。）　幹事　Ｌ斎野英利

第１Ｒ・第１Ｚ

桑折ライオンズクラブ

会長よりマスク進呈事業委員長よりマスク進呈

「のぼり旗、プラカード」でアピールしました。
例年に比べると、自分から率先して献血協力に来て下さる方が多いように感じました。献血カードもす

ぐ出せるように用意してきて下さる方もいらっしゃいました。
中にはＳＮＳを見て来てくれた方もいたのかな、と思います。
ご協力いただいた方には「マスク25枚入」を進呈。コロナ過の中、従来のやり方にこだわらず、その時

の状況に合わせたアクティビティの方法を取り入れていく事も大事ではないかと思いました。
Ｌ蓬田和人
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■クラブ結成55周年記念事業「護国神社境内周辺清掃」
　令和２年11月８日（日）　６時30分～
11月８日（日）午前６時30分より、福島縣護国神社境内に於いて清掃

活動を行いました。
早朝からの活動となりましたが、家族会員を含め31名のライオンが参

加いたしました。それぞれ竹ぼうきや熊手を手に、落ち葉回収等の清掃
活動に勤しんでまいりました。　Ｌ根本

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８月２日（日）
自分の髪で社会貢献ができるのならと昨年の秋に

髪を切るつもりでしたが、今年の夏まで切らずに伸
ばしていました。「ヘアーモードヤマガ」様でカッ
トしてもらいヘアドネーションをしました。
L近藤

第２Ｒ・第１Ｚ

福島東ライオンズクラブ

参加ライオンの集合写真清掃活動の様子

たくさんの落
ち葉が回収さ
れました
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■盲導犬支援チャリティゴルフ大会
　令和２年10月28日（水）　８時～14時
令和２年10月28日（水）午前８時、パーシモンＣ.Ｃにおいて４クラブの協力のもと36名の会員の方々に

参加して頂き、盲導犬育成事業の一環として盲導犬支援チャリティゴルフ大会を開催しました。
当日はＰＲのため盲導犬ファロにも参加してもらいチャリティ益金56 ,000円、当クラブ事業費より

30,000円の合計86,000円を公益財団法人　日本盲導犬協会に贈呈致しました。　会長　Ｌ蓬田剛

■児童養護施設へ支援金贈呈
　令和２年９月16日（水）　　18時15分～20時
９月16日（水）18時15分からクーラクーリアンテサンパレス

に於いて開催された第1125回例会席上、福島市の小規模居住型
児童養護施設「ファミリーホームとくら」の幕田好三施設長に
支援金を贈呈しました。　会長　Ｌ蓬田剛

第２Ｒ・第１Ｚ

福島西ライオンズクラブ

蓬田会長から施設長へ支援金贈呈

福島駅西口前にて

■福島駅西口広場清掃
　令和２年10月18日（日）
令和２年10月18日（日）午前６時30分より

福島駅西口広場において清掃活動を実施し、
空き缶やたばこの吸い殻、落ち葉などを拾い
集め環境美化に努めました。
会長　Ｌ蓬田剛

チャリティコンペ参加者集合写真会長Ｌ蓬田より日本盲導犬協会へ目録贈呈



LION FUKUSHIMA 332-D22

■伊達福祉センター周辺の除草作業実施
　令和２年９月６日（日）　６時30分～８時
伊達福祉センター敷地内周辺の除草作業を実施しました。伸びた草を刈り、樹木の伐採などを実施しま

した。多くの市民の方が利用されるセンターの環境美化に努めました。　会長　Ｌ佐藤利夫

第２Ｒ・第２Ｚ

伊達町ライオンズクラブ

■伊達東小学校「東っ子ふるさとまつり」へ協賛
　令和２年10月９日（金）　11時30分～
新型予防コロナウィルス感染拡大防止のため、学校では運動会や学習発表会などの行事が大幅に見直さ

れ、地域でも伝統芸能の実施が制限されている状況を知り、　学校と地域が一体となって子供たちの「ふる
さと」への学びを充実させるためとの趣旨に賛同し「東っ子ふるさとまつり」へ協賛金を贈りました。

「東っ子ふるさとまつり」は10月24日（土）に開催され、児童、保護者、教職員が参加。郷土芸能の太鼓
や獅子舞を見学し、児童会企画のスポーツチャンピオンや全校パフォーマンスの発表を行いました。
Ｌ鈴木保則

伊達東小学校長　緑上先生に協賛金を贈呈する三役Ｌ 「東っ子ふるさとまつり」10月24日（土）に開催

Lions clubs - Activity report
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第３Ｒ・第１Ｚ

郡山ライオンズクラブ
■レガシー巡り
　令和２年10月10日（土）　13時～
結成60周年記念事業の一環として、郡山市内にあるＬＣ遺産５カ所を巡り、

先人の思いに触れました。
15人が参加しました。郡山市役所に集合した後、郡山市保健所敷地内のがん

撲滅都市宣言碑、開成山公園のちびっこ広場子ども座像「開成小僧」とソーラ
ー式時計塔、荒池公園のライオンズの森、郡山駅西口広場の一角にある釣り小
僧の銅像をバスで回りました。各所でメンバーがブラシや雑巾で拭き清め、除
草やごみ拾いにも汗を流しました。いずれも周年記念行事で設置されたり植樹
されたりしたもので、先人が込めた願いを共有することができました。
台風14号の影響で当初は雨模様でしたが、メンバーの熱意にほだされたのか

台風は方向転換し徐々にやみました。終了後は郡山ビューホテルアネックス
「スプーン」で喉を潤し、和やかに交流を深めました。　会長　Ｌ舟橋俊介

第３Ｒ・第１Ｚ

郡山・郡山あさか・郡山南ライオンズクラブ
■3クラブ合同で献血呼び掛け
郡山、郡山あさか、郡山南の３クラブは11月

５日、郡山市の郡山中央交通駐車場で、合同献
血協力会を実施しました。108人が協力を申し
出、健康チェックなどの結果96人が実際に献血
してくださいました。
３クラブ合同での献血アクティビティーは今

回で８回目になります。事前に各クラブごとに

正確な時を刻む時計塔

がん撲滅都市宣言碑を拭き清めたメンバー
郡山の原風景をイメージした

「釣り小僧」もすっかりきれいに

合同献血の運営に尽力した会員

コロナ禍にもかかわらず
多くの市民が協力 協力者には返礼品をプレゼント

協力を呼び掛け、コロナ禍でもあることから、なるべく時
間が重ならないように来訪時刻を分散してもらいました。
会員の家族や会社の従業員、取引先などさまざまな方が献
血してくれました。
献血協力者にはお菓子の詰め合わせなどをプレゼント

し、喜ばれました。
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■都路小学校に支援金贈呈
　令和２年11月 ５日（木）　14時～
震災以降毎年、復興支援を継続的に行っている岡山操山ライオンズクラ

ブ（会長Ｌ大橋唯男）は、今年度も都路小学校に「支援金」を送られた。
コロナ禍のため、来市できないので、代わりに田村ライオンズクラブが

贈呈した。
過去、古道小学校には、一輪車･サッカーボールなどを贈り、古道小学校が古里で再開された時には、

校旗・運動会用品等を贈っている。

■『交通安全標語コンクール』表彰式
　令和２年９月15日（火）　10時10分～
田村ライオンズクラブでは、交通安全・飲酒運転撲滅・交通道徳

の厳守などが叫ばれる中、事業の一つとして ｢交通安全標語コンク
ール｣ を行っており、第16回目を迎える運びとなりました。
今年度は、美山小学校の児童の皆さんに「交通安全標語」の募集

を行い、応募総数50点の中から、田村警察署長：根本雅彦様･福島
民報社田村支局長：渡辺浩様・福島民友新聞社田村支局長：富山和

明様と田村ライオンズクラブ選考委員による厳正なる審査の結果、最優秀作品１点、福島民報社賞、福島
民友新聞社賞と優秀賞数点を選考し、９月１５日（火）各賞の表彰式と記念撮影を行いました。
田村警察署長より、各賞を受け取った児童達は、緊張の中にも誇らしげな表情で受領していました。

※ 最 優 秀 作 品　＊鈴木結美花さん（５年）　＜そのスマホ 必要ですか 運転中＞
※ 福 島 民 報 社 賞　＊小石沢　樹さん（１年）　＜守ろうよ 交通ルールと 子供の未来＞
※ 福島民友新聞社賞　＊箭内　星李さん（６年）　＜気をつけて 飛び出し注意の 曲り角＞

第３Ｒ・第１Ｚ

田村ライオンズクラブ

■標語・ポスター展示
　令和 2 年10月15日（木）　18時～
10月15日（木）「交通安全標語コンクール」と「国際平和ポスター

コンテスト」の優秀作品を船引駅コミュニティーセンター自由通路に
会員６名で展示をした。

受賞者集合写真

■片曽根山山頂公園ライオンズの森整備
　令和２年11月 ５日（木）
11月５日（木）午後４時から秋の紅葉シーズンの中、気持ちよく登

山してもらおうと、会員12名で「片曽根山山頂公園ライオンズの森」
周辺のドウダンつつじ・山ツツジの整備・清掃を行った。
当クラブが年２回 行っている継続事業である。
片曽根山は、田村市船引町のシンボルで、山頂公園の一角には、「ラ

イオンズの森」があり、山頂にはドウダンつつじ・山ツツジがあり、
市民の憩いの場となっている。

Lions clubs - Activity report
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■ワイン用ぶどうの収穫作業サポート
　令和２年９月19日（土）　９時～15時
農業の高齢化問題と後継者不足の現状を踏まえ、安全福祉活動と会員の親睦を目的として、９月19日

（土）9：00～15：00、郡山市熱海町「菅野ファーム」でワイン用ぶどうの収穫作業のサポートを行いまし
た。
参加したのは、郡山あさかライオンズクラブの会員14名。当日はあいにくの雨模様でしたが、赤ワイン

用のメルローという品種のぶどうの木、約200本から、会員一人一人が一房一房丁寧に収穫しました。こ
れらのぶどうは郡山市のふくしま逢瀬ワイナリーに納品され、来春には2020年郡山産赤ワインとして誕生
します。
郡山あさかライオンズクラブは、進む農業の高齢化と後継者不足の一助として、今後も農業の担い手不

足解消のサポートに向けて活動してまいります。　会長　Ｌ栁沼智

第３Ｒ・第１Ｚ

郡山あさかライオンズクラブ

■ライオンズの森（荒池西公園）清掃
　令和２年10月８日（木）　６時30分～
10月８日（木）世界ライオンズ奉仕デーの活動として、同日午前６時30分より「ライオンズの森（荒池

西公園）」の早朝清掃を実施致しました。
この日は、生憎の雨模様。朝から冷え込み身体を小さくしながらも８名の少数精鋭で、ゴミ拾いをしま

した。ライオンズの森もきれいになってなんとも清々しい気分でした。
当クラブは、結成当時より毎月１回「ライオンズの森の早朝清掃活動」を継続しております。これから

も地域社会との共生・連携強化、環境保全の推進を目的として、この活動を続けて参ります。
会長　Ｌ栁沼　智
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■秋祭りイベント活動支援
　令和２年10月25日（日）
10月25日（日）こども食堂「つばさ会」イベント秋祭りの野

外活動の支援に行って来ました。
郡山カルチャーパーク芝生広場でゲームを楽しみました。
親子30人、スタッフ10人が参加、郡山西ＬＣからは13人が支

援にあたりました。
８グループに分かれいろいろなゲームで競い合い、子ども達

と一緒にお弁当を食べてきました。
子ども達の笑顔やスタッフの方々のパワーを全身で浴びて、私たちの方が元気と笑顔をお裾分けしてい

ただきました。このこども食堂「つばさ会」では、学校教員を引退された方々がボランティアで運営を行
っています。週２回の栄養の考えられた色とりどりの豊富な料理、訪れるすべての人に「おかえり」と言
っているような空気感があります。
終始笑顔と笑い声が絶えません。みんなが同じように、自分は大切に思われていると感じられるような

関わり方だと思いました。
また、今後も元気をもらいに、こども食堂「つばさ会」への支援を積極的に行っていきたいと思います。

郡山西ＬＣ地域奉仕委員長　Ｌ星　佳子

第３Ｒ・第１Ｚ

郡山西ライオンズクラブ

■五百渕公園清掃奉仕
　2020年10月11日（日）
新型コロナの影響で世界ライオンズデーに毎年実施

していた３Rの猪苗代湖合同清掃が中止となったため、
30年にわたり公演整備や木製階段設置、看板寄贈など
を行ってきた郡山市の五百淵公園の清掃奉仕を行いま
した。会員、家族28人が参加し環境美化に汗をながし
ました。終了後100周年で寄贈した電波時計の前で記
念撮影です。

第３Ｒ・第１Ｚ

郡山東ライオンズクラブ

Lions clubs - Activity report
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■世界ライオンズデー奉仕活動
　令和２年10月11日（日）　７時～９時
　郡山中央ライオンズクラブは、10月８日の世界ライオンズデーにあわせて、郡山東部婦人会の皆様と一
緒に郡山駅東口の清掃奉仕活動を実施しました。
　毎年、世界ライオンズデーは、第３Ｒ第１Ｚ・第２Ｚ合同で猪苗代湖の湖畔清掃を実施していましたが
今年はコロナウイルスの影響で単独奉仕活動になりました。
郡山東部婦人会の方々と一緒に主に草苅りをしましたが予定時間を過ぎても全員「腰が痛い。」と言いな
がらも和やかな中に清掃奉仕活動を終える事ができました。　Ｌ市川良一

第３Ｒ・第２Ｚ

郡山中央ライオンズクラブ

チーム郡山西 チーム桜

■第６回郡山中央ライオンズクラブ杯
　令和２年10月24日（土）、25日（日）
郡山西部体育館に於いて「第５８回郡山市市
民体育祭ミニバスケットボール大会・兼第６
回郡山中央ライオンズクラブ杯」が開催されました。当クラブのＬ高橋智幸が大会副委員長をしているこ
とから、青少年育成事業としてこの大会に共催させて頂き今回第６回目を迎える事が出来ました。
　小学生を対象として男子チーム１４チーム、女子チーム１３チームのトーナメント戦で行われ、子供達
の元気な姿にとても感動させられました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
又、閉会式の挨拶で集まった多くの御父兄・子供達にライオンズクラブのＰＲと青少年育成の趣旨説明を
致しました。
新型コロナウイルスの感染拡大に配慮をしてマスクの着用・検温・応援者の使用したイス等は、移動事

に消毒する等の気を使い運営にあたりました。　Ｌ市川良一

成 績 発 表
順位 優勝 ２位 ３位 ４位

男子の部 郡山西 サザン郡山 安積 橘
女子の部 桜 サザン郡山 富田ＢＲ 安積
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■小野町役場へのタマゴ贈呈および献血活動
　令和２年10月８日（木）　13時30分～14時30分
　令和２年10月10日（土）　10時00分～15時00分
小野町ライオンズクラブは10月８日（木）に小野町役場を訪れて、おのショッピングプラザで献血活動

が実施されますので、献血者への粗品としてタマゴを１パック差し上げて献血協力の向上に役立てていた
だこうと、当クラブから卵80パックを贈呈しました。
また、10月10日（土）には、10時から15時まで会員５名を中心に、小雨降る中、おのショッピングプラ

ザへ来ていただいた町内外の人に献血を呼び掛け、結果として400ml献血51名の実績を上げることができま
した。　Ｌ西牧義和

第３Ｒ・第２Ｚ

小野町ライオンズクラブ

■ヘアドネーションの提供
　令和２年10月16日（金）　13時～14時
小野町ライオンズクラブは10月16日

（金）に、高校生３名と養護教諭１名のヘ
アドネーションの提供を受けるために小野
高等学校を訪れました。
生徒が総合的な学習の時間を使って調べ

ていたら、ヘアドネーションの取り組みを
知り、ライオンズクラブで支援しているこ
とも情報として入り、事務局を通じてクラ
ブへ提供することを決断しました。
吉田会長から「長い間伸ばした貴重な髪

を提供いただきありがとうございます。」
との謝辞を述べ、４名全員に真田地区ガバ
ナー感謝状と図書カードを贈呈いたしました。
今後も髪を伸ばしている生徒がおり、必要な長さになったら提供したいと思っているとの事なので、ク

ラブとしても引き続きバックアップをしていきます。　Ｌ西牧義和

クラブ役員と髪提供者（前列４名）

贈呈模様 参加者写真
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■第４Ｒ･第１Ｚチャリティゴルフ大会
　2020年10月14日（水）
10月14日秋晴れの中、会津磐梯CCにおい

てクラブ会員39名が参加しチャリティゴルフ
コンペを開催しました。
当日はクラブコンペ「きのこ＆肉祭り」に

も参加、入賞目指し気合を入れてプレーに望
み、結果６名が該当し、秋の味覚を喜びまし
た。
磐梯山麓の澄んだ空気を体いっぱい吸収

し、各クラブとの交流と日頃の疲れをリフレ
ッシュ、有意義な一日を過ごしました。
また、ショートホール２ヶ所でワンオンで

きなかった方には500円のチャリティをお願いし、多くの収益金が集まりました。来年５月開催の第２回
目のチャリティゴルフ大会、２月開催のチャリティボウリング大会の収益金と合わせて、年度末にアクテ
ィビティを実施する予定です。　ＺＣ L水野さちこ

第４Ｒ・第１Ｚ

会津若松ライオンズクラブ

参加者集合写真

■世界ライオンズ奉仕デー　第４Ｒ･第１Ｚ合同清掃奉仕活動
　2020年10月５日（月）・９日（金）
世界ライオンズ奉仕デーの第４Ｒ第１Ｚ合同アク

ティビティとして、清掃奉仕活動を実施しました。
10月５日は田島ライオンズクラブ会員６名で国道

121号線の駐車スペースのゴミ･落ち葉などの清掃、
これからの紅葉シーズ
ンを気持ちよく運転を
してもらえるよう実施
致しました。
９日には猪苗代ライ

オンズクラブ会員20名
が、天神浜で水質悪化
の原因となる漂着した水草の回収を猪苗代の３中学校生160名と合同で、水
質日本一の復活に向け取り組みました。
また、８日に予定しておりました会津若松ライオンズクラブ・会津若松鶴

城ライオンズクラブ・会津若松葵ライオンズクラブ・会津磐梯ライオンズク
ラブ合同での会津の玄関口、駅周辺の清掃奉仕は残念ながら雨天のため中止
となりました。　ＺＣ L水野さちこ

第４Ｒ・第１Ｚ

猪苗代ライオンズクラブ・田島ライオンズクラブ

田島ＬＣ

猪苗代ＬＣ
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■行仁小学校へ図書カード贈呈
　令和２年11月４日（水）　13時30分～14時
会津磐梯ライオンズクラブでは、昨年度開催したＣＮ45周年記念アクティビティとして新校舎が令和３年

２月に完成する会津若松市立行仁小学校（佐藤寅記校長）に図書カードを贈呈致しました。結成時より青少
年健全育成を重点目標としており毎年、平和ポスターコンテストや会津若松市内４ＬＣ（会津若松・会津若
松鶴城・会津若松葵・会津磐梯）合同アクティビティ「あいづっこ善行者表彰」にも参加頂いているご縁に
より贈呈となりました。児童の皆様に「本を読む」楽しさや感動を体験していただきたいと思います。この
度、新型コロナ感染防止の為に遅れていた贈呈式を漸く開催することが出来ました。　幹事 L諏訪　孝幸

第４Ｒ・第１Ｚ

会津磐梯ライオンズクラブ

幹事Ｌ諏訪孝幸　会長Ｌ高野益夫　佐藤寅記校長先生　前会長Ｌ渡部昭一

三浦徹教頭先生　佐藤寅記校長先生　前会長Ｌ渡部昭一

Lions clubs - Activity report

ライオンズクラブ活動報告
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■昴タワー周辺美化活動
　令和２年10月９日（金）　16時～17時

「世界ライオンズデー」にちなみ、当クラブ結成
10周年を記念して建立されたシンボルタワー「昴」
周辺の美化活動を行いました。会員同士が協力し合
い、軽トラック１台分になるほどの草を片付けるこ
とができました。
今後も末永く後世に残るよう、管理していきたい

と思います。　Ｌ小島　雄一

■ゲストスピーチ
　令和２年10月２日（金）　12時30分～
当クラブ第一例会において、会津喜多方商工会議所佐藤富次

郎会頭が、地域に貢献し社員が幸せになれる職場づくりなど経
営理念を語りました。佐藤会頭は、経営する河京がお土産用喜
多方ラーメンの製造で店舗、通販など販路を拡大している状況
や経営方針などを伝え「非合理の中に成長がある」として、製
造に手間はかかるがヒット商品となった即席レンジ麺などを紹
介しました。会員一同話に聞き入り、研修意識の高揚につなが
りました。　Ｌ　伊東　隆裕

第４Ｒ・第２Ｚ

会津喜多方ライオンズクラブ

ゲストスピーチ
会津喜多方商工会議所　佐藤富次郎会頭

清掃奉仕活動集合写真

■地域貢献清掃奉仕活動
　令和２年10月４日（日）　６時30分～７時30分
当クラブは10月４日（日）早朝、喜多方市の喜

多方プラザ文化センターなどで清掃奉仕作業をお
こないました。地域貢献活動として毎年実施し、
会長Ｌ小澤義喜ら会員18人は喜多方プラザ敷地内
にあるライオンズエリアで、落ち葉やごみを拾い
集めました。近くの西部第３公園の草刈りもおこ
ないました。　幹事Ｌ 鈴木　稔

第４Ｒ・第２Ｚ

あいづ塩川湯川ライオンズクラブ

シンボルタワー「昴」の前で

作業の様子
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■早朝清掃奉仕（町道の清掃）
　令和２年10月７日（水）　６時30分～７時30分
毎年、春と秋に実施している会津美里町内の町道「あやめの湯～末広酒造」間の2.5㎞のうち1.0㎞の清掃

活動を朝早くから会員11名参加のもと実施しました。
今回は、歩道のフェンスに絡まっているツルの撤去作業を行いました。
ツルは何年も前から絡まっていたようで、撤去するのに苦労しましたが稲刈り鎌できれいに取れました。
ＬＣ会員の渡部町長も毎回清掃活動にはかかさず参加しており、清々しい朝に清掃ができ、フェンスもき

れいになって環境美化に貢献できたと思います。　Ｌ斎藤　雄一

第４Ｒ・第２Ｚ

会津美里ライオンズクラブ

新調したユニホームを着てツルの撤去作業

■天海大僧正法要
　令和２年11月２日（月）　11時～11時40分
毎年11月２日に会津美里町出身と云われる天海大僧正の法要を、旧公民館前で執り行いました。
ライオンズクラブ会員の筧憲海住職の読経の後、渋井会長ほか会員が焼香いたしました。
天海大僧正は、徳川幕府三代将軍（家康、秀忠、家光）に仕えた知恵袋と言われています。
「気は長く、つとめはかたく、色うすく、食ほそうして心ひろかれ」の碑文を、ＬＣ100年を記念して建
立した記念碑に、会員の渡部町長が揮毫しました。　Ｌ斎藤　雄一



LION FUKUSHIMA 332-D 33

■秋のお彼岸前の清掃奉仕
　令和２年９月15日（火）　６時～７時
春と秋のお彼岸前に、恒例の清掃奉仕である白河市内円明寺

の地に存在する通称「小南湖」と呼ばれる、江戸時代に白河藩
歴代藩主の菩提寺などが置かれた場所と、初代白河藩主丹羽長
重の墓や廟所と、元禄から享保期の藩主松平直矩・基知父子や
元禄期の藩主松平忠弘の子、清照の墓がある周辺の清掃をしま
した。この地の案内板２基は、我クラブ30周年記念事業の一つ
でした。　Ｌ溝井良美

■ライオンズデー合同清掃奉仕作業
　令和２年10月17日（土）　９時～11時
10月８日ライオンズ奉仕デーに合わせて、毎年行われて

いる合同のアクティビティです。今年は、ライオンズクラ
ブ国際協会332Ｄ地区第５リジョン第２ゾーン７クラブ合
同による清掃奉仕になりました。雨が降る最悪のコンデシ
ョンでしたが。早朝９時より２時間約30名の参加を頂き、
草刈り奉仕を行いました。「白河の関」に隣接する関の森
公園は家族連れで賑わう自然豊かな公園です。その中に花
ももの木を６年前に植樹したライオンズ広場があり、その
中を草刈り機での除草を行いました。白河ＬＣ、矢吹ＬＣ、
棚倉ＬＣ、白河小峰ＬＣ、白河高原ＬＣ、東ＬＣ、塙ＬＣ
の７ライオンズクラブの今回初めての合同事業です。７ク
ラブのライオンマンが黙々と草刈機を振り回す姿に、奉仕
の心を感じた時間でした。雨の中大変お疲れ様でした。　
Ｌ溝井良美

第５Ｒ・第２Ｚ

白河小峰ライオンズクラブ

第５Ｒ・第２Ｚ

白河、矢吹、棚倉、白河小峰、白河高原、東、塙ＬＣ７クラブ

清掃後の集合写真 案内板2基

作業状況写真

集合写真
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■「ふくしまオーガニックコットンプロジェクト」に参加④
　令和２年10月18日（日）　９時30分～15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、マスクの着用、手指消
毒など感染症対策をして６月末より活動を再開しています。４回目は収穫の時期となる10月に行いまし
た。昨年10月に台風19号の被害を受けてからちょうど１年になります。この日は前日の雨から一転、すが
すがしい秋晴れとなりました。
今回は、収穫作業をメインに行いました。それまでの畑作業を体験してきたため、それを収穫すること

ができる喜びはひとしおです。学生からは「楽しい」、「おもしろい」、「やわらかくて気持ちいい」などの
感想や、「コットンは改めて考えると日常生活にかかせないものなのに、今まで気にしてこなかった。こ
の活動でそれを改めて感じることができました」という思いを聞かせてくれるメンバーもいました。
L河合伸

第６Ｒ・第１Ｚ

東日本国際大学ライオンズクラブ

参加メンバー

たくさん収穫できました！綿を天日で乾かしつつ、不要なものを取り除きます

「すっぽり」と
取り出すことができます

収穫開始です 収穫作業は思いのほか楽しいです

Lions clubs - Activity report

ライオンズクラブ活動報告
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第６Ｒ・第２Ｚ

新地ライオンズクラブ
■釣師浜海水浴場清掃
　令和２年９月26日（土）　６時30分～７時30分
　新地ライオンズクラブでは環境美化活動の一環として、釣師浜海水浴場の清掃作業を会員８名が参加し
行いました。
　今夏は新型コロナウィルス感染拡大防止の為、海開きや昨年より再開された夏祭り「遊海しんち」は中
止となり、静かな夏となりました。
　僅か１時間程度の作業でしたが、軽トラック１台分のゴミを集めました。　Ｌ本田和也
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新入会員紹介

Ｌ遠藤 孝
第３Ｒ･第１Ｚ
　田村ＬＣ

●職業：福島県安全運転学校
　　　　教頭
●スポンサー：Ｌ助川 俊光

微力ではありますが、地域貢献に精進したいと
思います。
ご指導のほど、宜しくお願い致します。

Ｌ栁沼 孝
第３Ｒ･第１Ｚ　
　田村ＬＣ

●職業：㈱ 王子パイプ工業
●スポンサー：Ｌ助川 俊光

皆様のご指導を頂きながら地域の奉仕活動に努
めてまいります。
どうぞ宜しくお願い致します。

常磐商事株式会社
代表取締役社長

〒970-8026 福島県いわき市平字大町9-7
 T E L （0246）2 2 - 1 3 1 1（代）
 FAX （0246）2 5 - 5 5 7 5
 携 帯 080-3494-2159

小 野 恒 人

車のことなら、おまかせください! ! !

代表取締役　佐 藤 徳 美

〒972-8318
福島県いわき市常磐関船町宮下3番地11
TEL  0246-44-3225
FAX  0246-44-3220

有限会社  トクシンオート

代表取締役　渡 辺 忠 行

地球をきれいに、大切に。地球はみんなのメリーゴーランド。

〒970-8014  福島県いわき市平幕ノ内字西田54番地
 T E L （ 0 2 4 6）2 5 - 5 6 5 6
 F A X （ 0 2 4 6）2 5 - 5 6 5 7

中央環境整備有限
会社

認定指導者/学院長

キングレコード歌謡文化アカデミー
〒112-0013 東京都文京区音羽1-2-3 TEL 03-3945-2728／FAX 03-3945-6150

酒井千佳子歌謡学院
〒979-0203 いわき市四倉町下仁井田字道庭140
TEL 0246-32-3877・3672／FAX 0246-32-3672　携帯 080-3320-3507

酒 井 千佳子
C h i k a k o  S a k a i

版画工房

版 幺 洞

坂 本 勇
〒970-0221  福島県いわき市平下高久字中妻95
 電話 （0246）39-2722

はん よう どう

いわき市平谷川瀬2丁目13-6  永久産業ビル2F
電話 （0246）23-1919　FAX （0246）24-1919
E-mail : eiq@isis.ocn.ne.jp

永久産業株式会社

代表取締役 永 山 久 夫
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（いわき東ライオンズクラブ  会長）

生
涯
設
計
デ
ザ
イ
ナ
ー
１
級

福島支社　勿来営業オフィス

Ｌ金 成 春 奈
（いわき東ライオンズクラブ 会計）

〒974-8251
福島県いわき市中岡町 3-7-6
TEL：050-3782-0724　FAX：0246-62-3598
※お問い合わせの際は「050」からおかけ下さい
携帯：090-3984-0087
URL：http://www.dai-ichi-life.co.jp/

（いわき東ライオンズクラブ 幹事）

いわき東ライオンズクラブ　第1副会長

代表取締役 Ｌ熊田  亮
リーフエステート 株式会社
〒970-1153
福島県いわき市鹿島町久保2丁目8-4
TEL.0246-68-8336　FAX.0246-68-8337
ULR:http://leaf-estate.jp
Mail:kumada@leaf-estate.jp

（元会長・ＧＬＴ副コーディネーター）

弁護士
Sato  Takashi
（いわき東ライオンズクラブ）

佐　藤　剛　志L

 〒970-8026　福島県いわき市 平白銀町１－１ 不二屋第一ビル３階
  TEL  0246-35-0234　FAX　0246-21-0201

（いわき東ライオンズクラブ・元会長）

代表取締役

ＬＣＩＦ国際委員・ＭＤコーディネーター・名誉顧問

（いわき東ライオンズクラブ）
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株式会社大三興業
建設業福島県知事許可（特）第19437号
産業廃棄物処分業（中間処理）
産業廃棄物収集運搬業

取締役会長 L 藤　井　大　三
小名浜事業所  〒971ｰ8125　福島県いわき市小名浜島字舘下1
　　　　　　   TEL（0246）58ー8280  FAX（0246）58ー8293
本　　　　社  〒971ｰ8185　福島県いわき市泉町一丁目12-6
　　　　　　   TEL（0246）56ー7434
　　　　　　　ホームページ：http://www.daisan-k.co.jp
　　　　　　   E-mail：d-fujii@daisan-k.co.jp

専　務　L 大 滝 利 伸

いろどり

kagatei

仕出し
オードブル

代表取締役 L  鈴  木  雅  彦

〒971-8183  福島県いわき市泉町下川字川向 48 番地 1
ＴＥＬ（0246）88-8155　　ＦＡＸ（0246）88-8156

ユニバーサル株式会社

つ
くってい

く

New  Concept  Wedding
〒971-8144 福島県いわき市鹿島町久保字梅田4-1

TEL 0246－58－5555
FAX 0246－58－8000

専務取締役

いわき市泉町１-5-1（JR泉駅前）

URL:http://www.palace-iwaya.jp

いわや本部  TEL.0246-56-0804
自宅　TEL.0246-56-2155
携帯　080 -1851 -6248

RYOJI   IWAYA
L 岩  谷  良  二

オーナー L 吉見　政宣

近くて便利

福島新地町店

（新地LC）

〒979-2702
福島県相馬郡新地町谷地小屋字萩崎1
TEL.0244-62-4727

有限会社

相馬ブレード
代表取締役社長
藤田マリア クリスティーヌ

〒979-2700 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神1-30
（新地LC）

URL:http://www.somablade.co.jp
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代表取締役  只 野　訓 良
〒975-0033 福島県南相馬市原町区高見町2-86-1

代表　TEL：0244-26-5161
ビジネスホテル高見／ビジネスホテルTAKAMI ANNEX

TEL：0244-24-5668　FAX：0244-24-5692
www.hotel-takami.jp

有限会社グローバルサービス

造園・法面緑化・土木

株式会社 相双緑化土木
常務取締役
営 業 部 長

本　　　社 福島県南相馬市鹿島区川子字山神20
〒979-2324 Tel 0244（46）3730
 Fax 0244（46）3870
http://www.sosoryokka.com
e-メール：satoh@sosoryokka.com

佐　藤　　直
なおし

〒975-0032 南相馬市原町区桜井町1丁目76-5
TEL：0244-22-3701　FAX：0244-23-0601
http://www.post.japanpost.jp

局長

福 島 一 好

原町桜井町郵便局

〒979-0042　福島県相馬市中村字川原町23番地

そう

代　　表

〈測量士〉

相谷測量設計事務所

針ケ谷　克　之

こく

TEL　0244-36-6574

代表取締役  酒 井　和 広
〒975-0038 福島県南相馬市原町区日の出町531
TEL：0244-22-1231　FAX：0244-23-6985
携帯：090-7334-0050
浪江（営）〒979-1526 福島県双葉郡浪江町大字牛渡字北荒神13-1

公共事業 及び 解体・基礎工事など 一般土木建設業

酒井工業株式会社

有限会社 マボプランニング

代表取締役 志 賀 政 行
〒976-0016 福島県相馬市沖ノ内一丁目12-8
TEL.0244-36-5539　FAX.0244-36-5534
URL http://www.mabo-planning.com/
E-mail : m-shiga@mabo-planning.com
携帯電話 : 090-7060-1819

代表取締役  穴  澤　清  信

〒975-0076  福島県南相馬市原町区信田沢字欅207
TEL（0244）26-3130　FAX（0244）26-3133
携帯 090-9740-6482
E-mail anazawa@system-soken.co.jp

けやき

給排水衛生設備・浄化槽設計・施工・管理の一貫システム

1 級土木施工管理技士・2級管工事施工管理技士
浄化槽管理士・浄化槽設備士・給水装置工事主任技術者

一級建築士 荒　　公
荒 建築設計事務所

A・LA PLANNING STUDIO

〒976-0035 福島県相馬市程田字薮内前112番地
TEL.0244-35-4880　FAX.0244-35-2487

携帯電話：090-3646-8794
E-mail：alaplan@bb.soma.or.jp

建　築 設　計 監　理

法事・忘年会・各種宴会のご予約を承ります。
ビジネスホテル

相馬

〒979-2700 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺新町92番地
TEL 0244-62-2090㈹ FAX 0244-62-2090 伊藤建設株式会社

■相馬事務所
　〒976-0042　相馬市中村1-8-27
■原町展示場
　〒975-0042　南相馬市原町区雫字上江220-1

代表取締役 L 伊藤　修久(新地LC）

宅地建物取引主任者
2級建築施工管理技士

建設業／国土交通大臣許可(般-26)第20675号　宅地建物取引業／国土交通大臣 (4)第6296号
一級建築士事務所／宮城県知事 第15710070号



LION FUKUSHIMA 332-D40

車検・法定点検・各種整備一般
鈑金塗装一式

会  長　髙　橋　　亘
〒960-1633
福島県相馬郡飯舘村臼石字町202番地の1
ＴＥＬ  0244-42-0308
ＦＡＸ  0244-42-0331

二枚橋郵便局

〒960-1634 福島県相馬郡飯舘村二枚橋字本町265-1番地
T E L：0244-42-0104　FA X：0244-42-1701
携帯：080-6821-3891
http://www.post.japanpost.jp/

局長

佐 藤 眞 弘

飯舘ライオンズクラブ
会長Ｌ髙橋　亘
幹事 L佐藤眞弘
会計 L椛澤博一
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「郡山」駅

・郡山市役所・郡山市役所

・イトーヨーカドー・イトーヨーカドー

ザ・モール郡山ザ・モール郡山

星総合病院・星総合病院・

・郡山駅東
　ショッピングセンター
・郡山駅東
　ショッピングセンター

・イオンタウン郡山 ・イオンタウン郡山 

・モルティ（ビッグアイ）・モルティ（ビッグアイ）

うすい百貨店
・　　

うすい百貨店
・　　

・アティ郡山 
 ヨドバシカメラ
・アティ郡山 
 ヨドバシカメラ

・
郡山テアトル

・
郡山テアトル

ヨークベニマル  ・ヨークベニマル  ・

  ・ヨークベニマル  ・ヨークベニマル

 郡山市中央図書館 ・ 郡山市中央図書館 ・

郡山市歴史資料館  ・郡山市歴史資料館  ・

  ・郡山総合運動場  ・郡山総合運動場

  ・宝来屋 郡山総合体育館  ・宝来屋 郡山総合体育館

・日本生命郡山駅前ビル・日本生命郡山駅前ビル

郡山駅前  
郵便局・
郡山駅前  
郵便局・

鐘堂公園  ・鐘堂公園  ・

双葉幼稚園・双葉幼稚園・

赤木小学校・赤木小学校・

キッズルーム・パオ・キッズルーム・パオ・
・ココカラ虎丸  ・ココカラ虎丸  

・郡山第二中学校・郡山第二中学校

・ベビールームスキップ ・ベビールームスキップ 

たから幼稚園・たから幼稚園・

・郡山婦人会保育所・郡山婦人会保育所

・
　　　　中町はなさと保育園

・
　　　　中町はなさと保育園

芳山公園・芳山公園・

・中町緑地公園・中町緑地公園

・麓山公園・麓山公園

・荒池農村公園・荒池農村公園
・酒蓋公園・酒蓋公園

・かおる公園・かおる公園

・開成山公園・開成山公園

21世紀記念公園
麓山の杜・
21世紀記念公園
麓山の杜・

本町緑地・本町緑地・
鴻ノ巣公園・鴻ノ巣公園・

  ・郡山市ふれあい科学館  ・郡山市ふれあい科学館

  ・S-PAL郡山  ・S-PAL郡山

  ・郡山駅食品館Pivot  ・郡山駅食品館Pivot

  ・ニューデイズ  ・ニューデイズ

メンタルクリニック　
小野内科/心療科 ・
メンタルクリニック　
小野内科/心療科 ・

けんしん郡山文化センター・けんしん郡山文化センター・

赤木地域公民館・赤木地域公民館・

・セントラルフィットネスクラブ・セントラルフィットネスクラブ

・
　　  　　寿泉堂綜合病院

・
　　  　　寿泉堂綜合病院

  ・ＳＤフィットネス  ・ＳＤフィットネス

  ・天然温泉
  郡山湯処 まねきの湯
  ・天然温泉
  郡山湯処 まねきの湯

  ・カーブス  ・カーブス

  ・ゴールドジム  ・ゴールドジム

プラウド郡山
割烹くら割烹くら

N

北口北口

プラウド郡山
マンションギャラリー
プラウド郡山
マンションギャラリー



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

私達は地域に根ざした奉仕活動を
募集しています。

私達は地域に根ざした奉仕活動を
募集しています。

福 島
Ｌ Ｃ

〒960-8032 福島市陣場町 9-3
（エクレ一ル陣場町 102）
電話 024-529-5058

川 俣
Ｌ Ｃ

〒960-1421 伊達郡川俣町
鉄炮町 33ハンザワプラザ 2F
電話 024-566-4402

福島信夫
Ｌ Ｃ

〒960-8032 福島市陣場町 9-3
（エクレ一ル陣場町 102)
電話 024-529-5058

飯 野
Ｌ Ｃ

〒960-1301 福島市飯野町字町 21
（㈲ゑびすや観光社内）
電話 024-562-4057

桑 折
Ｌ Ｃ

〒969-1641 伊達郡桑折町大字南半田
字六角 37
電話 024-582-6511

福島グリーン
Ｌ　　Ｃ

福島リバティ
Ｌ　　Ｃ

福島あづま
Ｌ　　Ｃ

〒960-8032 福島市陣場町 9-32
手塚ビル 2F
電話 024-573-0070
〒960-1102 福島市永井川
字壇ノ腰 19-1（㈲タクティクス内）
電話 024-546-2230

二 本 松
Ｌ Ｃ

〒964-0871 二本松市成田町 1-753
電話 0243-22-8821

本 宮
Ｌ Ｃ

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

岩 代
Ｌ Ｃ

〒964-0313 二本松市小浜字新町 564
（あだたら商工会岩代振興センタ一内）
電話 0243-55-2241

東 和
Ｌ Ｃ

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

安 達
Ｌ Ｃ

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

福島中央
Ｌ Ｃ

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

福 島 西
Ｌ Ｃ

〒960-8068 福島市太田町 23-49
電話 024-535-2210

福島信陵
Ｌ Ｃ

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

福島松川
Ｌ Ｃ

〒960-1241 福島市松川町字中町 2
電話 024-567-3500

福 島 東
Ｌ Ｃ

〒960-8044 福島市早稲町 6-18
高徳第 6ビル　3階
電話 024-525-8132
〒960-8044 福島市早稲町 6-18
高徳第 6ビル　3階
電話 024-597-7120
〒960-0745 伊達市梁川町
字右城町 79（広瀬川管理センタ一内）
電話 024-577-5500

梁 川
Ｌ Ｃ

〒960-0627 伊達市保原町字 4丁目
10番地  サンロ一ズマンション 105号
電話 024-575-4144

保 原
Ｌ Ｃ

〒969-1761 伊達郡国見町大字藤田
字北 55-1（㈲大友新聞店内）
電話 024-585-5101

国 見
Ｌ Ｃ

〒960-0801 伊達市霊山町掛田
字段居 11-3
電話 024-586-3166

霊 山
Ｌ Ｃ

〒960-0403 伊達市前川原 17-1
（伊達福祉センタ一内）
電話 024-583-5305

伊 達 町
Ｌ Ｃ

郡 山
Ｌ Ｃ

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

クラブ名 住所・電話番号

田 村
Ｌ Ｃ

〒963-4312 田村市船引町船引
字五升車 65（レストラン ドルフィン内）
電話 0247-82-4265　

郡山あさか
Ｌ　　Ｃ

〒963-8862 郡山市菜根 5丁目 9-16
電話 024-933-6271

郡 山 南
Ｌ Ｃ

〒963-8862 郡山市菜根 5丁目 9-16
電話 024-926-0770

郡 山 西
Ｌ Ｃ

〒963-8862 郡山市菜根 5丁目 9-16
 電話 024-933-7021

郡 山 東
Ｌ Ｃ

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

郡山中央
Ｌ Ｃ

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

小 野 町
Ｌ Ｃ

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

郡山開成
Ｌ Ｃ

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

磐梯熱海
Ｌ Ｃ

〒963-0201　郡山市大槻町
原田西 42-19

郡 山 北
Ｌ Ｃ

〒963-8026 郡山市並木一丁目 20-15
電話 024-954-3245　　

会津若松
Ｌ Ｃ

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

猪 苗 代
Ｌ Ｃ

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

会津若松鶴城
Ｌ　　Ｃ

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

会津若松葵
Ｌ　　Ｃ

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

会津磐梯
Ｌ Ｃ

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

田 島
Ｌ Ｃ

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

会津坂下
Ｌ Ｃ

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

会津喜多方
Ｌ　　Ｃ

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

会津美里
Ｌ Ｃ

〒969-6266大沼郡会津美里町字西裏屋敷
添甲 2198 番地 1 　会津美里町商工会内
電話 0242-54-2429　

西 会 津
Ｌ Ｃ

〒969-4406 耶麻郡西会津町野沢
字原町乙 2140
電話 0241-45-3610
〒969-3512 喜多方市塩川町
字東栄町 1-1-1
電話 0241-27-8691

あいづ塩川湯川
Ｌ　　Ｃ

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

須 賀 川
Ｌ Ｃ

柳 津
Ｌ Ｃ

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

クラブ名 住所・電話番号

石 川
Ｌ Ｃ

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

須賀川中央
Ｌ　　Ｃ

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

鏡 石
Ｌ Ｃ

〒969-0401 岩瀬郡鏡石町本町 325
（鏡石第一ホテル内）
電話 0248-62-3171

玉 川
Ｌ Ｃ

〒963-6315 石川郡玉川村大字中
字道上 84（マーヴェラス末広内）
電話 0247-37-1088

いわせオリオン
Ｌ　　Ｃ

〒962-0043 須賀川市岩渕字明神前
141-1
電話 0248-62-4771

白 河
Ｌ Ｃ

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

矢 吹
Ｌ Ｃ

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

棚 倉
Ｌ Ｃ

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

白河小峰
Ｌ Ｃ

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

白河高原
Ｌ Ｃ

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

東 Ｌ Ｃ
〒961-0307 白河市東栃本字市倉 60
（大東土建事務所内）
電話 0248-34-2280

塙 Ｌ Ｃ
〒963-5405 東白川郡塙町
大字塙字材木町 12 
電話 0247-43-2100

い わ き
Ｌ Ｃ

〒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

いわき勿来
Ｌ　　Ｃ

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

いわき中央
Ｌ　　Ｃ

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

いわき泉
Ｌ Ｃ

〒971-8125 いわき市小名浜島字舘下 1
（大三興業事務所内）
電話 0246-58-8280

いわき東
Ｌ Ｃ

〒973-8411 いわき市小島町
二丁目 6-10
電話 0246-84-6002

東日本国際大学
Ｌ　　Ｃ

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

原 町
Ｌ Ｃ

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

相 馬
Ｌ Ｃ

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

飯 舘
Ｌ Ｃ

〒960-1721　相馬郡飯舘村飯樋
字笠石 137　

新 地
Ｌ Ｃ

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

キャビネット
事 務 局

〒963-0102 郡山市安積町笹川
字彼岸塚 22-9
電話 024-937-0830　

クラブ名 住所・電話番号
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