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第1回名誉顧問会議

行事予定

表敬訪問
（福島県知事）

表敬訪問
（福島民友新聞社）
表敬訪問
（福島民報社）
木
表敬訪問
（郡山市長）
金
第1回内局員会議
第1回ZC会議／ZC・コーディネーター合同会議
月
正副委員長会議／第1回キャビネット会議
水
事務局管理委員会
水
第2回PR・ITライオンズ情報委員会
金・祝 オリンピック開催 開会式
火
郡山市内幼稚園ライオンズクエストワークショップ
日
オリンピック開催 閉会式
第2回内局員会議
水
ガバナー公式訪問（前半）打ち合わせ
木
前年度会計監査・引継会議
火
パラリンピック開催 開会式

場所
ホテル華の湯
福島県庁

福島民友新聞社
福島民報社
郡山市役所
郡山市ビューホテルアネックス
郡山市ビューホテルアネックス
キャビネット事務局
キャビネット事務局
学校法人宮沢学園 富田幼稚園
郡山市
キャビネット事務局

表紙の写真

布引高原
湖南町の布引高原は「風の高原」と呼ばれています。
この高原は、標高約 1, 000 ｍあり、布引高原大根の産地とし
て有名で、磐梯山や猪苗代湖が一望できる絶景の地です。
また、高さ約100ｍもある風力発電用の風車が33基、雄大に
立並び、高原の風を受けてゆっくり回っています。風と緑溢
れる高原は、８月中旬から９月にかけて、コスモスとヒマワ
リの花畑が一面に広がります。
展望台やウォーキングコースもありますので、猪苗代湖と磐
梯山を横目に花の中を散歩して楽しんではいかがでしょうか。
LION FUKUSHIMA 332-D
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2020～2021 ライオンズクラブ国際協会332-D地区

第67回代議員会

キャビネット幹事

キャビネット会計

L鈴木れい子

L神田秀雄

地区ガバナーL真田倭夫からガバナーエレクトL荒川友成へガバナーキーの引継ぎ

地区ガバナー
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L真田倭夫挨拶

■日時
■場所

令和３年５月７日（金） 10時30分～11時45分
会津若松ワシントンホテル

国際理事

L安澤莊一

キャビネット副幹事兼事務局長

L小山信幸

代議員会部部長・会津喜多方LC会長

第67回地区年次大会委員長

L齋藤斗志郎挨拶

第67回地区年次大会副委員長

L小澤義喜

L渡部優生
LION FUKUSHIMA 332-D
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2020～2021 ライオンズクラブ国際協会332-D地区

第67回代議員会

第67回代議員会は2021年５月７日（金）会津若松ワシントンホテルにて開催されました。前年
度に引き続き、地区年次大会は依然として猛威をふるう新型コロナウイルス（COVID- 19 ）感染
防止措置として会員皆様の安全を一番に考慮し、中止の決断を致しました。
代議員会は昨年度の実施内容を基にクラブ選出代議員による事前の書面投票・議案決議を実施
し、この度安全に配慮した上で、代議員決議、次期正副ガバナー選挙並びに開票、代議員会記録
（ビデオ撮影）等を執行部45名で行いました。
正副ガバナー選挙の結果は次の通りとなり、審議議案は全案可決承認されました。

結果報告
正副ガバナー選挙結果
次期地区ガバナー選挙
投票数246票

L

3名の当選が可決

荒川

賛成票数

234票

反対票数

第３Ｒ・第１Ｚ

郡山西LC所属

株式会社

代表取締役

郡商社

次期第１副地区ガバナー
投票数246票

L

株式会社

石沢

次期第２副地区ガバナー
投票数246票

GDP

５月７日時点

LION FUKUSHIMA 332-D

反対票数

Arakawa）

1票

無効票数

11票

Ishizawa）
0票

無効票数

11票

二本松LC所属
代表取締役
L

門馬

弘 （Hiroshi

235票

反対票数

Monma）
0票

無効票数

11票

原町LC所属
代表取締役

１．資格審査委員会結果
2021年３月10日現在

孝 （Takashi

235票

賛成票数

第６Ｒ・第２Ｚ
株式会社

石澤

賛成票数

第１Ｒ・第２Ｚ

4

友成 （Tomoshige

過半数以上により可決

代議員登録者数（上記17名含む） 251

有効登録者

230名

名

登録無効者（未回答者含む） 21名

２．議事運営委員会結果
2021年３月10日現在
５月７日時点
承認230名

可決承認

代議員登録者数（上記17名含む） 251名

有効登録者

230名

登録無効者（未回答者含む） 21名

否認0名

３．指名選挙委員会結果
議案（１）～（４）について
2021年３月10日現在
５月７日時点
承認230名

代議員登録者数（上記17名含む） 251

有効登録者

230名

５月７日時点

有効登録者

230名

承認

63名

否認

0名

議案１～２

承認

45名

否認

0名

議案１～２

承認

34名

否認

0名

議案１～３

承認

31名

否認

0名

PR・ITライオンズ情報委員会

YCE、経理

委員会

登録無効者（未回答者含む） 4名

LCIF・大会参加・薬物乱用防止、青少年育成・LQ・平和ポスター委員会

登録無効者（未回答者含む） 5名
第６分科会

議案１～４

会則・アラート委員会

登録無効者（未回答者含む） 1名

第５分科会

登録無効者（未回答者含む） 21名

GAT（GMT・GLT・GST・FWT）

登録無効者（未回答者含む） 3名

第４分科会

可決承認

代議員登録者数（上記17名含む） 251名

登録無効者（未回答者含む） 5名

第３分科会

登録無効者（未回答者含む） 21名

第１～第６分科会議案結果

2021年３月10日現在

第２分科会

名

否認0名

決議委員会

第１分科会

可決承認

議案１～３

承認

38名

否認

0名

文化活動・環境・献血・臓器移植推進委員会

登録無効者（未回答者含む） 3名

議案１～２

承認

38名

否認

0名

LION FUKUSHIMA 332-D
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次期キャビネット三役と
ガバナーエレクト秘書

ガバナーエレクト挨拶

ガバナーキーの引継ぎ
次期第1副地区ガバナーへ花束贈呈

次期第2副地区ガバナーへ花束贈呈

地区ガバナーL真田倭夫挨拶
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■日時：令和３年４月21日（水）
■場所：会津若松市役所

年次記念アクティビティ

室井会津若松市長に目録を寄贈

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、第 67
回地区年次大会委員長L齋藤斗志郎が、会津若
松市役所を訪問し、会津若松市の扇町一号公園
に建設する「あずまや」の目録を会津若松市に
寄贈しました。
寄贈は、年次記念アクティビティ。
「あずまや」は、車いすでも利用できる造り
で、会津藩の子どもたちが学んだ「什の掟」の
看板も設置する予定。
ガバナーL真田倭夫は、
「公園を利用する人の
健康づくりや青少年の健全育成に活用してほし
休憩所構想図

い」と会津若松市の室井照平市長に伝えました。
LION FUKUSHIMA 332-D
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キャビネット役員活動報告並びに申し送り事項

地区ガバナー・LCIF地区コーディネーター

新緑が県内の山々に晴れ渡り爽
やかな初夏を思わせる季節を迎え
ようとしているこの頃、本来であ
れば地区年次大会で会員同志がラ
イオニズムの高揚に向けて親睦、親善を高める大会と
なるはずでしたが、今年に入っても新型コロナウイル
スの感染拡大となり、終息に至らず、第67回地区年次
大会は断腸の思いではありましたが、執行部のみの少
数での代議員会とさせて戴きました。
今期のガバナーテーマ「元号令和と共に更なる前進
ウィ・サーブ」
、アクティビティスローガンは「永
久に続く奉仕の輪 Ｌ字の誇り胸に秘め」を旗標にゾ
ーン・チェアパーソンの協力のもと各クラブへの基本
方針・重点目標を浸透していただきました。３年目を
迎えます「キャンペーン100～LCIF奉仕に力を～」は、
1,000ドル献金と合わせて今期目標21万ドル達成してお
りますこと報告しますと共に御礼申し上げます。
気候変動により自然災害が至るところで発生し、又

キャビネット幹事

LION FUKUSHIMA 332-D

倭夫（会津磐梯）

コロナ禍の中ですが、継続中の主力事業である、視力、
青少年健全育成、災害、人道奉仕からグローバル重点
分野であります、糖尿病、視力、食糧支援、環境保全、
小児がん等LCIFの交付金が必要とされています。キ
ャンペーン100がLCIF国際理事会にて１年間延長にな
りました事ご理解いただき、ご支援ご協力の程お願い
いたします。
前年度は福島県社会福祉協議会との「被災者支援協
定」を締結しましたが、今年度は２月24日に会津若松
市社会福祉協議会と「自然災害支援協定」を締結致し
ました。
新型コロナウイルス感染もワクチンが開発され、
「明
けない夜はない」を信じて健康には充分注意されます
ことお願いしまして、次期ガバナーＬ荒川友成キャビ
ネットに今期以上のご支援をお願い申し上げ、更に次
期キャビネットのご活躍、会員皆様のご健勝、ご繁栄
を心よりお祈り申し上げます。

Ｌ鈴木 れいこ（会津磐梯）

今期キャビネット幹事を務めさ
せていただきましたＬ鈴木れい子
です。
２年前、真田倭夫ガバナーＬよ
りキャビネット幹事とのご指名を受け、まだまだ未熟
な私でしたが、覚悟を決めお引受け致しました。
ガバナーの思いをどこまで実践できるか、また私自
身お役にたてるか大変不安に感じた事を思い出しまし
た。
昨年７月からガバナーチームの活動がスタートしま
して表敬訪問そして第１回名誉顧問会議、キャビネッ
ト会議、８月に入りまして18日、第２リジョン第１ゾ
ーンを皮切りに地区ガバナー公式訪問が始まり、コロ
ナ禍の影響で縮小や延期がございましたが、９月から
11月にかけまして12ゾーン全て訪問することが出来ま
した。各地域の会員の皆様には、ご協力そして温かな
お出迎えを頂き本当に有難うございました。
11月に入りまして第２回名誉顧問会議、キャビネッ
ト会議そして地区年次大会の準備の為の実行委員顔合
わせとあっという間の半年間でした。
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Ｌ 真田

今年になり地区内の周年記念事業や会議等は縮小開
催や中止になってしまいました。特に地区年次大会は、
各委員会で準備進行中の中止の判断で大変ご迷惑をお
かけしました。心からお詫び申し上げます。
地区年次大会に代わる各種決議事項、ガバナー信任
投票は書面送付形式で５月７日に行うことができまし
た。有難うございます。
各ゾーン・チェアパーソン、キャビネット役員の皆
様大変お世話になりました。そして副幹事・副会計の
皆様、完璧な活躍に感謝しております。
様々な体験させて頂いた事、意志決定の数々間違っ
ていた事も多々あったかと思いますが、皆様のお心遣
い感謝致します。私にとって素晴らしい経験の一年で
した。有難うございました。
来期も荒川ガバナーを中心としたキャビネット運営
に今期と変わらぬご支援ご協力をお願い申し上げます。

キャビネット会計

Ｌ 神田

秀雄（会津若松鶴城）

今期、真田ガバナーチームのキ
ャビネット会計を務めさせていた
だきました。
自分自身25年間ライオン歴があ
りますが、キャビネットの役員は以前、平和ポスター
の副委員長を経験した位で判らない事が数多くある中、
キャビネット会計が務まるのか不安がありました。
2020年７月７日の知事表敬訪問から活動が始まりま
した。表敬訪問した際、知事からガバナーと幹事そし
て会計の私にも今年度の抱負をどうですかと聞いて下
さいました時、私は「LCの奉仕活動には労力奉仕も
ありますし、資金の必要な奉仕活動があります。その
為には何としても会員の維持と増強が必要です。ただ
このコロナ禍の中、非常に心配しております」と話し
たことを覚えています。
８月に入りガバナー公式訪問が始まりました。ガバ
ナーに「リモートでの公式訪問はお考えですか？」と
お聞きした時、ガバナーが「いや各ゾーンへ訪問し、
皆さんのお顔を拝見し、皆さんから直にお話しを聴き
たいんだ」との答えが返ってきました。コロナ禍の影
響で延期となったゾーンもありましたが、総てのゾー
ンを訪問できました。各地域の会員の皆さんに温かく

GMTコーディネーター

迎えていただきましたこと感謝の気持ちでいっぱいで
す。そして各ゾーン、各クラブの皆さんの会員の維持
と増強に真剣に取り組まれていること、又、各クラブ
の奉仕活動の素晴らしさに感銘を受けました。
ただ懇親会がなく各クラブの方々ともっといろいろ
とお話しがしたかったのですが、それが少し心残りで
す。又、各クラブの周年記念式典が中止になる中、福
島中央LCの55周年記念式典と磐梯熱海LCの45周年式
典に招待され、両LCの周年記念事業についても感銘
を受けました。
年次大会が中止となり、代議員会への縮小開催とな
りましたが、各クラブの方々の協力で無事終えた事、
感謝申し上げます。
最後に各クラブの会員の皆様、キャビネット運営に
御協力、ご支援いただきました事、本当にありがとう
ございました。
まだまだコロナウィルスの影響により、活動の自粛
は続くと思われますが、一日も早い収束をお祈りする
とともに、各クラブの発展並びに次年度キャビネット
役員の皆様方のご活躍をご祈念申し上げます。

Ｌ 橋本 修一（郡山東）

１．今期の活動状況と反省につい
てＧＭＴ会員増強チームは、会
員の動向の分析や会員増強、会
員の維持がメーンの本丸であり
ますが、今回のコロナウィルスの影響で、セミナ
ーの中止など思うように活動が出来ず、又ガバナ
ーチームや副地区ガバナー、副コーディネータ
ー、ゾーンチェアパーソンとのコミュニケーショ
ンがはかれず残念な結果になってしまいました。
２．次期への申し送り事項と致しましては、次期のガ
バナーの重点目標でもある会員増強、純増30を目
指して、ゾーンチェアパーソンにお願いし、クラ
ブ訪問にて各クラブの会長や執行部の役員に少な
くても１名の入会の要請をお願いするように申し
入れてもらい、会員維持については、会員の推薦
者が、スリーピングメンバーに対して、例会や理
事会等のクラブのアクティビティその他のイベン
トに積極的に参加できるように声掛けてお誘いし

て頂けるようお願い致します。
３．次期への要望、御礼については、昨年８月仙台に
於いてＧＭＴの複合地区会議があり、会員増強補
助金プログラムの話しがありました。複合地区は、
10,000ドルを上限とし、地区の場合は、5,000ドル
を上限として申請する事が出来ます。会員増強補
助金は、特に会員が減少している地域で新たな会
員獲得のためのマーケットを開拓するために、選
考に基づき支給される補助金です。ただし会則地
域によって、補助金の割当額は変わります。この
ような補助金も活用するのも素晴らしい事と思い
ます。
残念ながら今期は正直なところ完全燃焼出来ず心苦
しいことがたくさんありますが、次期のコーディネー
ターのご活躍を期待致します。１年間ありがとうござ
いました。感謝！

LION FUKUSHIMA 332-D
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キャビネット役員活動報告並びに申し送り事項

GLTコーディネーター

Ｌ星

昭三（会津坂下）

（１）今期の活動状況と反省
真 田 倭 夫 ガ バ ナ ー の も と、
GLT（グローバル指導力育成チ
ーム）コーディネーターとして
任に当たって参りましたが、人類史上類を見ない「新
型コロナウイルス感染症拡大」に係る影響下にあって
は、年間の活動計画も木っ端微塵の有り様で今期の活
動報告とするには余りにも内容の無さに申し訳もなく
忸怩たる思いです。
「GMT・GLT（次世代）合同セミナー」、「公認ガイ
ディング・ライオン養成講座」、「ゾーン・チェアパー
ソン研修会」など当初計画にあった活動は、県下の感
染推移を見図りながら地区GATの判断を仰ぎそれぞ
れ延期または中止と致しました。国内で「緊急事態宣
言」発令などが検討されていた６、７月の時期に研修
会やセミナーを「通常参集で開催する」ことの是非に
ついて、GLTでは活動会員の高年齢や県内地域の範
囲の広さなど考慮し、先ずは『感染しない感染させな
い』を第一に捉え不急不要な参集・往来を避けて、ラ
イオンズとしての感染防止への取組みを示すことを最
優先と致しました。
また一方で、コロナ禍にあっても活動可能な研修方

GSTコーディネーター

Ｌ 車田

４大重点目標（糖尿病、小児が
ん、ライフジャケット、スペシャ
ルオリンピックス）とMyLionへ
の登録要請を掲げ、昨年開催でき
なかった２箇所での糖尿病セミナーの開催などの目標
を達成すべく、検討を重ねて参りましたが、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大が収まらず、今期も再び
開催できず、大変残念な想いであります。しかしなが
らこのような状況の中でも関係各位のご支援を賜り、
セミナーの代替にDVD配布を企画実施できたことも
あり、改めて感謝と御礼を申し上げたいと思います。
Ａ．糖尿病啓発
１）セミナーの開催
①地区GST・FWT合同セミナー 2/28予定
ユラックス熱海（感染拡大防止の為中止とし、講
演内容をDVDで各クラブへ配布）
②１Ｒ合同セミナー 時期未定 本宮市
（感染状況により、開催を断念）
２）11/14（世界糖尿病デー）に合わせ
11/9－12ブルーライト点灯事業実施
県内４カ所（福島、会津、いわき、原町）で東北
電力様、東北電力ネットワーク様共催
10 LION FUKUSHIMA 332-D

法を模索し、ウェブを活用した「新しい研修会・講座」
の開催へとシフトし始めていた日本ライオンズや複合
地区と情報の共有を図り、実施可能な取組みとして当
地区では、「ライオンズ国際ホームページ」の閲覧や
「MyLion」へのアクセス登録、「Zoom」の利用などを
呼び掛け、ウェブサイトの活用や新しい会合の持ち方
を促進してきました。お蔭様で期末時期にはなります
が、６月18日に「次期ゾーン・チェアパーソン対象ウ
ェブ会議研修会」の開催が決まり、332 D地区でも漸
く公式的にウェブ研修・会議の第１歩が踏み出せるも
のと思います。
（２）次期への申し送り事項、要望
ワクチン投与も開始され今後のコロナの影響は図り
得ませんが、既に小中学生などでも行われているウェ
ブ会議やリモート学習です。新しいものへの取組みを
怖れずにぜひとも次期キャビネット役員、ＧＡＴメン
バー皆さんにはウェブ会議・ウェブ研修会を中心とし
た会合開催を継続していただきたいと思います。
最後になりますが、真田ガバナーはじめキャビネッ
ト役職皆さま、事務局員さま、全てのクラブ会員皆さ
まのご協力に感謝申し上げます。一年間ありがとうご
ざいました。

信彦（玉川）
Ｂ．ライフジャケット寄贈の推進
支援内容を再検討 実施に至らず
Ｃ．子どもの貧困と小児がん
ヘアドネーション事業の支援協力
Ｄ．スペシャルオリンピックス日本への協力
（セミナーを 2/ 28 ユラックス熱海で予定しました
が中止となりました。
）
Ｅ．MyLionへの登録要請（目標 100％登録）
登録のお願い
現状把握 登録率 約６％

（５月現在）
奉仕活動報告のお願い
現状把握 投稿率50％強
（２月現在）
２）次期への申し送り、要望等
各クラブ単位で、糖尿病予防関連事業等を実施して
いただくという目標であったが、このような状況下で
難しい面もあったかと思いますので、講師リストの整
備や先進事例などを紹介できるように情報収集に努
め、積み残しの課題を一つ一つクリアし、各クラブの
GSTクラブ奉仕委員長を中心に、それぞれのクラブが
地域に根差した活動につながるように、情報提供と活
動支援に注力して参りたいと思います。１年間大変お
世話になりました。

FWTコーディネーター

Ｌ 佐瀬

今期、FWTコーディネーター
を務めさせていただきましたL佐
瀬です。
副コーディネーター５名とアド
バイザーと共にこの１年間、活動がしづらい状況の中
ではありましたが、一歩一歩と進めてこられましたの
も、L真田ガバナーをはじめキャビネット役員の皆さ
ま、各クラブの皆さまのご理解とご支援あってのこと
と心から感謝しております。
大変な状況の中でも、女性会員、家族会員の増強に
各クラブよりご尽力いただき、ありがとうございまし
た。
FWT事業についても、メディアを通して「ヘアド
ネーション」のPRをされたクラブも多くありました。
これは地域の方々にライオンズクラブの活動を知って
いただくこととなり大きな成果であったと思います。
「外貨で小児がんのお子さんを支援する事業」につ
いても、お預かり時のレートで換算しましたところ
177,689円（概算）もの金額の募金をいただきました。

智美（会津若松葵）
また、「こどもの未来古本募金」についても、読み
終えた本を寄付いただき、子ども食堂などの支援につ
ながっております。
GSTとの合同事業の糖尿病予防セミナーはコロナ禍
の状況の為、セミナーは中止とし、DVDの配付とさせ
ていただきました。
<次期への申し送り>
・家族会員、女性会員が希望の持てる奉仕活動の実施
・
「草の根セミナー」の開催
L長澤千鶴子GATエリアリーダーを講師として、女
性リーダー候補の発掘を目的とした小さなセミナー
をGLTと協力して開催
これからも各クラブが参加しやすい奉仕活動にする
ため情報提供していくことを願っております。
１年間大変お世話になりました。
FWT正副コーディネーター 一同より感謝申し上げ
ます。

LCIF地区キャンペーンコーディネーター

いまだ新型コロナウイルス感染
症が蔓延している中、会員の皆様
方には、窮屈なライオンズ活動を
余儀なくされていることと思いま
す。
このような時期にでも、LCIFにご協力いただき、
誠にありがとうございます。
2018 年７月からスタートしたキャンペーン 100 は今
期３年目を迎えました。
キャンペーン 100 は世界中のライオンズを支援する
ために３億ドルの資金獲得を目指しています。世界的
に視力障害の数を減らす視力保護、青少年支援、災害
援助、人道支援への奉仕インパクトの拡大、そして糖
尿病の蔓延に歯止めをかけ、さらに小児がん、食糧支
援、環境保全までグローバル重点分野を拡大すること
を目標としています。
今期、真田ガバナーは2021年２月28日までに332-Ｄ
地区のLCIF寄付の目標を 21 万ドルとたてており、お
かげをもちまして、その目標額21万ドルを成いたしま

Ｌ 箱﨑

哲司（田村）

したことをご報告申し上げます。$100キャンペーンも
３年から４年に１年間延長されましたが、後期には
ZC並びに各クラブ会長のご尽力を頂きました。４月
末には、235,227ドルと達成率112 ％となり、会員の皆
様にはコロナ禍の中、大変ご協力頂きました事に心よ
り感謝申し上げます。
コロナの影響を受け、完逐できなかったクラブは４
年目にチャレンジして頂きたいと思っております。
地球温暖化が叫ばれている中、本県だけではなく、
世界的にも大規模災害が起きることが予測される中、
LCIFの重要性を今一度ご理解頂きたいと思います。
今期は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
会議等の機会が少なくなり、会員の皆様にLCIFへの
理解を訴えることが叶わなかったため、来期は一人で
も多くの皆様にLCIFへの理解をさらに深めて頂き、
ご協力を切にお願い申し上げます。
１年間ありがとうございました。
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第4回キャビネット会議

地区ガバナー

L真田倭夫

第４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、地区役員が出席して開
催されました。
会議は、地区ガバナー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、国際理事・名誉顧問L安澤莊一の挨拶、第１副地区ガバナー
L荒川友成の挨拶、複合地区アラート委員長・名誉顧問L久保田善九郎のアラートフォーラム日程変更説明・
DVD鑑賞のあと、各種アワード贈呈が行われました。
キャビネット幹事L鈴木れい子の幹事報告、キャビネット会計L神田
秀雄の会計報告後に、議案審議に入り、審議は満場一致で採択されま
した。
コーディネーター・委員長より、今期の活動状況と反省と次期への申
し送り、要望等報告後に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・委員長合同会議
が開かれました。

国際理事・名誉顧問

12 LION FUKUSHIMA 332-D

前地区ガバナー・名誉顧問会議長
L岸 秀年

L安澤莊一

第1副地区ガバナー

Ｌ荒川友成

複合地区アラート委員長・名誉顧問
L久保田善九郎

■日時：令和３年３月16日（火） 14時30分～16時30分
■開催場所：会津若松ワシントンホテル

キャビネット幹事

L鈴木れい子

GMTコーディネーター

L橋本修一

FWTコーディネーター

L佐瀬智美

YCE委員長

L熊田 孝一

GAT/FWTアワード受賞

L佐瀬智美

キャビネット会計

L神田秀雄

GLTコーディネーター

L星

昭三

LCIF地区キャンペーンコーディネーター
L箱﨑哲司

LCIF・大会参加・薬物乱用防止委員長
L猪狩英昭

企業献金アワード受賞

L谷岡憲行

キャビネット副幹事

L水野さち子

GSTコーディネーター

L車田信彦

会則・アラート委員長

L張崎為貴

文化活動・環境・献血・臓器移植
推進委員長 L安部光善彦

MJF献金
（$1,000）
受賞

Ｌ濵尾富之
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第５R第２Z地区ガバナー
L真田倭夫公式訪問式典
日時：令和２年11月26日（木）
開催場所：塙町商工会

新型コロナウイルス感染拡大防止により、当初予定していた日
程より大変遅くなりましたが、去る令和２年11月26日（木）に第
５Ｒ第２Ｚガバナー公式訪問を開催することが出来ました。
本来であれば真田ガバナーを始め、キャビネット役員の皆様と
ゾーン内のライオンが集い、にぎにぎしく行われる式典ではあり
ますが、規模縮小開催の上、新しい生活様式を取り入れた形の
開催となりました。
今期の記念アクティビティはコロナ禍での活動となり、各クラ

地区ガバナー

L真田倭夫挨拶

ブ共に苦労もありましたが、地域に根付いた奉仕活動を報告する
ことが出来ました。また初めての試みでありましたが、白河の関・
はなももの里で7クラブﾞ合同奉仕作業を行い、ゾーン内の結束を
図ることが出来ました事を発表させていただきました。
ガバナーのご挨拶の後、基本方針・重点目標の説明を受け、
真田ガバナーが掲げる「元号令和と共に更なる前進ウィ・サーブ」
の熱い思いと、各ライオンと共にこの難局を乗り越え、新型コロ
ナウイルスの収束を見据え、更なる発展を誓うことが出来まし
た。
限られた時間の中ではありましたが、ライオンズ精神を奮い起
こす有意義なガバナー公式訪問を開催することが出来ました事
に、ご出席くだいさました皆様に感謝申し上げます。
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地区ガバナーより各クラブへ記念品贈呈

■日時：令和３年４月５日（月）
■会場：会津若松市：鶴ヶ城

バーチャルインターナショナル・パレードを開催

第 103 回国際大会は新型コロナウイルスのパンデミックをめぐる懸念が続いていることを受け、2021 年
バーチャル国際大会となりました。
例年、開催地で世界各国のメンバーが集いパレードを開催していますが、今年は「思いやりと多様性で
結束する」のテーマの下に会津若松市鶴ヶ城にてパレードを行いました。
世界の各地域で実施されたインターナショナル・パレードが、一つのビデオにまとめられ、壮大なバー
チャル・パレードとなります。

新型コロナウイルスの感染症における大変な状況の中、会員皆様に
おかれましては安心・安全を第一にご対応いただき、またライオン
ズクラブにご尽力賜り、心より感謝申し上げます。
コロナ禍で、各クラブでは例会や活動が停滞していることと推察い
たします。
これから来期以降のライオンズクラブ活動を繋げていくために、こ
のような状況を皆さんと一緒に乗り越えていきたい、そして地域社
会のためには乗り越えなければならない、と意を決し有志を募り、
福島県内コミュニティ放送のラジオ番組を制作いたしました。
一般の方にもライオンズクラブについてご理解いただける内容とな
っております。
ぜひ、皆様でご聴取いただき、会員拡大に皆様のご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
We Serve

ゴールデンウィーク期間中に県内 7 放送
局で放送されました。
ライオネスクラブ国際協会 332-D 地区ホ
ームページまたは FM ポコ公式 YouTube
で公開中
WEBSITE : http://lc332d.com/
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福島中央ＬＣ結成55周年記念式典・
旭川中央ＬＣ姉妹提携45周年記念式典開催

藤田紀征大会実行委員長の
あいさつ

キャビネット三役より
記念品の拝受

姉妹クラブ
記念品贈呈

旭川中央ＬＣへ

在籍 4 5 年以上の吉岡棟憲ライ
オン（右）へクラブ内表彰

３月27日（土）に、福島市のクーラクーリアンテサ
ンパレスにて、福島中央ＬＣ結成55周年記念式典・旭
川中央ＬＣ姉妹提携45周年記念式典を開催いたしまし
た。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、懇
親会は行わずに式典のみとし、福島市長からは、ビデ
オメッセージを頂きました。さらに、姉妹クラブであ
る旭川中央ＬＣとはリモートで同時中継を行い、お互
いに周年記念を同時に祝うことができました。この決
定までには幾度となく実行委員会を開催し、新型コロ
ナウイルス感染症の状況が読みにくい中、会員一同知
恵を出し合いながら進めてまいりました。３月２日
（火）には実際にリモート接続をしてのミニリハーサ
ルを行いましたが、旭川では８年ぶりの１ｍを超える
積雪があり、大変な状況下でした。その様な中にも関
わらず、無事、回線の接続やカメラ・マイクのチェッ
ク等を行い、式典当日に向けて大きく前進いたしまし
た。
式典当日は、ＬＣ国際協会 332 -D地区の真田倭夫ガ
バナーやスポンサークラブである福島ＬＣの鈴木孝会
長からご祝辞を頂き、さらに、姉妹クラブの旭川中央
ＬＣの三谷茂樹会長からも、リモートでご祝辞を頂き
ました。
また、結成55周年記念アクティビィとして次の４事
業を行いましたが、式典当日、菅野孝太郎アクティビ
ティ委員長から紹介いたしました。それぞれ、有効に
ご活用頂いております。
◦福島県営あづま球場へ時計台寄贈
（花こう岩を使用した高さ３ｍの三角柱にソーラー
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時計が２面施され、背面と上部には通常では余り目
に触れることのないコールテン鋼材を使用していま
す。）
◦福島愛育園へ新米300㎏贈呈
（当クラブの渡邉繁雄Ｌが、奥様と共に丹精込めて
作ったお米を贈りました。）
◦福島市消防本部へ防災ウェーダー・編み上げ靴贈呈
（防災ウェーダーは、消防団による市街地浸水想定
区域の水防活動用です。色は鮮やかなオレンジで、
背面上部には、「寄贈 福島中央ライオンズクラブ」
の文字とロゴが入っております。編み上げ靴は、令
和２年10月１日に発足した福島市消防団女性消防隊
の皆様用で、地域の安全・安心のために、消防活動
をサポートします。）
⃝福島警察署へデジタルサイネージ設備贈呈
（待合室に 55 型大型モニターを設置し、交通安全や
防犯啓発の動画を流しています。さらに、災害時は
災害情報を発信できます。）
さらに、クラブ内表彰として、在籍45年以上のライ
オンである、Ｌ鈴木武治（53年）、Ｌ吉岡棟憲（47年）、
Ｌ蒲倉昌二（47年）を表彰しました。
会員からは、特に「旭川中央ＬＣのリモートによる
式典参加が大成功に出来た時には、涙があふれまし
た。離れていても、一緒にいられる。感動でした。」
といった声がありました。
福島中央ＬＣ結成55周年記念式典・旭川中央ＬＣ姉
妹提携 45 周年記念式典に関わって頂いた全ての皆様
に、心から御礼申し上げます。今後とも、よろしくお
願い申し上げます。

髙橋良行大会長より式辞

福島市長
（木幡浩様）より
ビデオによる祝辞

姉妹クラブ旭川中央LC三谷茂樹会長 菅野孝太郎アクティビティ委員長
より、リモート中継による祝辞
より、記念アクティビティの発表

■日時：令和３年５月20日（木）
18時30分～19時45分

■会場：すゞきや旅館

霊山ライオンズクラブ
結成４５周年記念式典開催

霊山ライオンズクラブ結成 45 周年記念式典は、コロナ禍により、内輪にて開催致しました。司会L森藤
洋一大会幹事にて、クラブ会員 29 名参加によりL菅野政光会長の開会宣言、ゴングでの式典が開始されま
した。国歌、ライオンズクラブの歌斉唱後、物故ライオンに黙祷を捧げ、Ｌ桑折勇大会実行委員長挨拶後
に当クラブの礎を築いていただいたチャーターメンバー７名に記念品贈呈を行いＬ菅野松一にチャーター
メンバーを代表して結成当時のお話しを詳細に頂きました。会長挨拶後、Ｌ大橋成光大会事業委員長より
記念アクティビティとして伊達市内唯一小中一貫校が開校された月舘学園に霊山ライオンズクラブ文庫の
設置費用と校章入り演題掛布の贈呈の発表がありました。大会会長より月舘学園佐々木校長先生からいた
だいた感謝状を出席者に披露しました。
式終了後には、大会実行委員長は、霊山町竹生嶋流棒術名誉会長を兼ねていることから、コロナ魔除け
としての棒術を15分程披露していただき終了致しました。
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■日時：令和３年４月11日（日）

■会場：磐梯熱海温泉ホテル華の湯

磐梯熱海ライオンズクラブ
結成45周年記念式典 開催

地区ガバナー

L真田倭夫祝辞

45周年記念大会会長

L三瓶嘉宣式辞

第3R第2Z・ZC

L𠮷田昭挨拶

式典

若葉の候、コロナ禍での大変厳しい状況の中、規模を縮小して令和３年４月11日（日）午後２時より磐
梯熱海温泉ホテル華の湯に於いて、磐梯熱海ライオンズクラブ結成45周年記念式典が開催されました。
式典に先立ち、磐梯熱海開湯太鼓保存会の子供太鼓による歓迎セレモニーに始まり、L勝又敏博実行委
員長の歓迎のあいさつ後、L三瓶嘉宣 45 周年記念大会会長が「地域に貢献し愛されるクラブとしてこれか
らも頑張っていく」との力強い式辞を述べられました。
続きまして、L真田倭夫地区ガバナーよりご祝辞をいただき、また、第２Z・L𠮷田昭ゾーン・チェアパ
ーソン、郡山開成ライオンズクラブL鳥畑栄司会長からもご祝辞をいただきました。
クラブ45周年記念事業として、磐梯熱海開湯太鼓保存会へ法被とはちまきを、熱海中学校へ水晶時計１
台を寄贈しました。
磐梯熱海ライオンズクラブは1975年（昭和50年）11月、郡山開成ライオンズクラブのスポンサーにより
誕生したものであります。以来45年間の今日まで歴代三役を中心に地域社会に根差し、社会奉仕活動に精
進してまいりました。現在会員30名のクラブです。今後とも磐梯熱海ライオネスクラブに対し、ご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

磐梯熱海ライオンズクラブ

磐梯熱海開湯太鼓保存会・子供太鼓歓迎セレモニー
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L佐久間正次

クラブ45周年記念事業

■日時：令和３年６月１日（火）
午後18時30分～19時30分
■会場：会津若松ワシントンホテル
■参加人員：45名

第４Ｒ第１Ｚ

L真田倭夫地区ガバナーアクティビティ報告会
前期に引き続き、コロナウイルス感染症との闘いで思うようなライオンズクラブ行事活動のできない毎
日、会津若松市の総合体育館での年次大会も中止、代議員会のみの縮小開催となりました。そこで、第４
Ｒ第１Ｚより選出されたＬ真田倭夫地区ガバナーの任期も残すところ僅かとなったこの日、ガバナーの勇
姿を拝見することもできず残念であることと一年間の慰労を兼ね、クラブ会長の発案によりＺＣを中心に
アクティビティ報告会を開催しました。感染状況が収まらず厳しい状況ではありましたが第２Ｚよりもご
参加を頂き 45 名で 3 密を取りながらＺＣの司会で開会。白いブレザーに身を包みスッポットライトを浴び
たＬ真田地区ガバナーが入場、温かい拍手が会場に響きわたりました。まず、年次大会Ｌ齋藤委員長より
準備を重ねていたが開催できず誠に残念であったこと、Ｌ山口名誉顧問からはコロナ・豪雨災害等大変な
時期でのまとめ役を懸命に行なってくれた旨を、年次大会副委員長より市の運動公園に休憩所を建設する
とのアクティビティ報告、そしてＬ真田地区ガバナーから収束の見えないコロナ禍での難しかった数々の
活動報告がありました。クラブ会長・内局員それぞれの代表よりねぎらいの言葉を頂き、最後に花束の贈
呈を行ない、心のこもった会を開催する事ができました。

ＺＣ

Ｌ水野さちこ
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第4回地区年次大会実行委員会
■日時：令和３年４月15日（木） 13時～15時
■開催場所：ルネッサンス中の島

第４回地区年次大会実行委員会が、会津若松市
「ルネッサンス中の島」において 24 名が出席して
開催されました。
第 67 回地区年次大会会長・地区ガバナーL真田
倭夫の挨拶、第 67 回地区年次大会委員長L齋藤斗
志郎の挨拶のあと協議に入りました。

地区ガバナー
L真田倭夫

キャビネット幹事
L鈴木れい子

協議はL齋藤斗志郎の進行のもと行われ経過報
告、アクティビティについて、進行台本確認が行
われました。
委員会終了後、鶴ヶ城本丸に移動して、集合写
真の撮影が行われました。

第67回地区年次大会
事務局長L浜本武嗣

第67回地区年次大会
委員長L齋藤斗志郎

福島市内11ライオンズクラブ合同アクティビティ
（福島LC・福島信夫LC・飯野LC・福島グリーンLC・福島リバティLC・福島中央LC・
福島西LC・福島信陵LC・福島松川LC・福島東LC・福島あづまLC）
■日時：令和３年３月30日（火） 13時20分～14時
■活動場所：福島市

福島市内の11ライオンズクラブによる合同アク
ティビティとして、福島市の十六沼公園に軽くて
丈夫な「アルミリヤカー」を寄贈しました。この
公園ではソフトボール、サッカー、バレーボール、
バトミントン、テニス、バスケットボール、スケ
ートーボードど幅広いジャンルのスポーツが楽し
めます。
福島市内 11 LC三役全てに出席して頂きたかっ
たですが、コロナ禍の折、代表者のみの出席とな
りました。11 LCを代表して福島リバティLCの丹
治会長が福島市の木幡浩市長から、福島市内11ラ
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十六沼公園

イオンズクラブに対し「感謝状」をいただきまし
た。 福島リバティLC広報委員 Ｌ大場秀樹

福島市の木幡市長と記念撮影

Lions clubs - Activity report

ライオンズクラブ活動報告
第１Ｒ・第１Ｚ

川俣ライオンズクラブ
■薬物乱用防止教室開催
令和３年３月18日（木） 13時45分～14時45分
川俣中学校体育館において中学２年生約90名を対象に薬物乱用防止教室を開催しました。
ＤＶＤ鑑賞の後、薬物乱用防止教育認定講師による講話、薬物を断るロールプレイングなどを交えなが
ら１時間に渡って実施いたしました。生徒たちは積極的に参加していました。
薬物乱用防止・アイヘルス委員会 委員長 L鈴木徳雄

講師による講話

積極的にロールプレイングに
参加する生徒達

■花塚林道及び川俣中央公園美化奉仕作業
令和３年４月３日（土） ８時30分～13時 参加Ｌ17名
花塚林道と川俣町中央公
園の美化奉仕作業を行いま
した。
花塚林道には川俣ライオ
ンズクラブ結成35周年記念
事業で植樹した桜とかえで
満開の桜の中央公園
がありましたが、成長して
ここ数年の手入れ不足により雑木が絡まっていました。ま
た、記念碑のあるあづまや周囲も整備が出来ていなかったた
め景観が悪く、今回の事業を実施いたしました。
花塚林道の整備後は、川俣町中央公園へ移動し清掃奉仕を
行いました。満開の桜のもと清々しい事業になりました。
事業委員会 委員長 L菅野俊一

作業風景と集合写真

■献血奉仕
令和３年４月26日（月） ９時～17時
献血者53名
令和３年４月 26 日（月） 午前９時よ
り午後５時まで川俣町役場前駐車場にて
献血を行いました。
献血風景
献血記念品
献血にはクラブ会員やその家族、また
各事業所や地域の方々にも呼びかけ目標50名を超える方々に協力していただきました。協力者にはクラブ
から地域限定の「シャモトマトカレーレトルト」を贈呈致しました。
事業委員会 委員長 L菅野俊一
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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
■ヘアードネーション感謝状贈呈
令和３年５月12日（水） 19時～19時30分
桑折ライオンズクラブでは、５月12日の５月第一例会
でヘアー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。
Ｌ後藤忠郎会長から提供者の半田醸芳小学校４年の安
彦咲来さんへ、アワードと花束が贈呈されました。
「髪の毛で困っている方のお役に立ちたいので、ライ
オンズを通して届けて下さい。自分の髪の毛を使っても
らってありがたいです。」とコメントされてました。
安彦さん、本当にありがとうございました。
ＰＲ・ＩＴ委員長 L渋谷浩一

第１Ｒ・第１Ｚ

福島グリーンライオンズクラブ
■春の献血活動
令和３年４月21日（水） 13時～16時
例年は、JR駅東口（バスターミナル）前で行っていましたが、今回駅前工事中
のため（旧中合）ツイン広場で献血協力を呼びかけました。事前に知り合いや、
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「プラカード」でアピールしました。当日は風が強く「のぼり旗」は立てら
れず、人通りも少なく大変苦労しました。
ご協力いただいた方には「マスク25枚入」を進呈。今回は、思うような成果は
残せませんでしたが、年２回の献血活動を継続していく事が大切だと思いまし
た。 事業副委員長 Ｌ高橋千昭

会長よりマスク進呈
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献血車内も感染対策

街頭で呼びかけ

第１Ｒ・第２Ｚ

本宮ライオンズクラブ
■「環境保全に関する功労表彰者」に感謝状の贈呈
令和３年４月22日（木） 12時15分～
本宮LC・第 1028 回例会開催の席上の於いてライオンズク
ラブ国際協会332-D地区2020～2021年度の「環境保全に関す
る功労表彰者」の感謝状の伝達式を執り行いました。
平成元年より32年間本宮駅待合室・本宮市役所玄関に毎週
お花を飾って頂いております。お花を提供して下さっており
ます小松生花店、小松正人様・お花を活けて下さっておりま
す野地照代様・清水マサ子様に会長Ｌ國分一幸より、感謝状
の伝達式を執り行いました。

左より、会長Ｌ國分一幸・小松正人様
野地照代様・清水マサ子様

第２Ｒ・第１Ｚ

福島西ライオンズクラブ
■吉井田キッチン

子ども食堂

令和３年４月15日（木） 17時～17時50分
当クラブの蓬田会長よりビーンズふくしまの江藤大裕様へ支援金を手渡し
ました。また、吉井田学習センター体育館においては出店風に作られた会場
内にて輪投げコーナーやくじ引きコーナーが設置され、たくさんの子どもた
ちが喜んで参加していました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体
育館に入る子どもたちの数を制限しながら入場させており福島西ライオンズ
クラブとしては会長Ｌ蓬田と幹事Ｌ渡辺の二人での参加とし、出入り口から
入ってくる親子にお土産袋を配り順路の説明を行って多少ながらのお手伝い
をさせて頂きました。 幹事 Ｌ渡辺兼光

子どもたちにお土産を配る
会長Ｌ蓬田と幹事Ｌ渡辺

■清掃奉仕活動
令和３年４月25日（日） ６時30分～７時10分
会員16名にて福島駅東口広場及び周辺の
清掃活動を行いました。東口周辺はオフィ
スビルやホテルそして飲食店が数多くある
ため、空き缶やタバコの吸い殻が目立って
多く実に残念でありました。モラルが問わ
れると思います。
清掃活動後、会員皆さんにて朝食を頂き
解散となりました。 幹事 Ｌ渡辺兼光

清掃作業中

集合写真
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ライオンズクラブ活動報告
第２Ｒ・第１Ｚ

福島信陵ライオンズクラブ
■ヘルプマーク普及啓発活動
令和３年３月19日（金） 17時～18時
JR福島駅東口前でヘルプマーク普及啓発
活動を行いました。
福島市のバリアフリー推進パートナーで
ある当クラブは、これまでにクラブオリジ
ナルのヘルプマーク啓発チラシ入りポケットティッシュなどを福島市に寄贈しておりました。
今回は、障害のある人が製作した製品の販売会『いきいき！ふくしマーケット』が、いちい街なか店で
開催されるのに合わせて、福島市障がい福祉課の皆さんと、ヘルプマーク啓発グッズの配布活動を行いま
した。 幹事 Ｌ熊坂秀一

■街頭献血及びヘルプマーク啓蒙活動
令和３年３月27日（土） 11時～15時
献血のご協力を頂けるよう、呼び掛
けをおこないながら、ヘルプマークの
啓発活動もポケットティシュを配布し
ながら行いました。
献血して頂いた皆さんのご協力に感
街頭献血呼び掛け並びにヘルプマーク啓蒙活動ポケットティッシュを配布
謝いたします。
今後もこの活動は継続していきます。 幹事 Ｌ熊坂秀一

■『ヘルプマーク』の啓発グッズとオリジナルポスター寄贈
令和３年５月11日（火） 13時15分～
福島市立北信中学校に、『ヘルプマーク』の啓発グッズとして、ク
ラブオリジナルのチラシ入り除菌ウェットティッシュとオリジナルポ
スターを寄贈しました。
寄贈式では、会長L楡金省三より千葉英一校長と、学生代表 坂井愛
梨さんに寄贈をいたしました。
会長L楡金、坂井愛梨様、奉仕委員長L井上
幹事L熊坂、奉仕委員会委員長L井上が同行しました。
この活動は、クラブ事務局所在地近隣の４つの小学校にも実施してまいります。
北信中学校様からは、全校生徒会で行っている、思いやりの心をもって新型コロナ感染症による医療従
事者や感染者への差別や偏見をなくす呼びかけ運動「シトラス リボン プロジェクト」のシトラスリボン
を頂いてきました。 幹事Ｌ 熊坂秀一

クラブオリジナルグッズ 「シトラス リボン プロジェ
ウェットティッシュ
クト」のシトラスリボン
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2021年5月13日（木） 福島民友新聞掲載

■第16回福島信陵ライオンズクラブ杯福島県県北キッズサッカーフェスティバル
令和３年５月１日（土） ８時～16時
屋外の本部席にアルコール手指消毒液を準備するなど、コロナウィルス感染防止策をしっかり実施しな
がら、参加者の検温、体調問診の報告提出をしていただき、U- 10 の 12 チーム、U-８の４チームのエント
リーでの開催となりました。
福島信陵ＬＣは大会本部受付や、ユニホーム類やお菓子を個包装して参加賞として提供する活動をいた
しました。
優勝チームはU-８『あだちＪＦＣ Ｕ-８』、Ｕ-10『北信 ＪＦＣ』でしたが、
それ以外のチームも元気なプレーでした。
今後も応援していきたいと思います。 幹事 Ｌ熊坂秀一

2021年5月10日（月）
福島民友新聞掲載

参加賞の準備をする会員たち

U-8優勝

あだちJFC

U-10優勝

北信JFC

優勝・準優勝トロフィー

第２Ｒ・第２Ｚ

国見ライオンズクラブ
■新入学児童用ランドセルカバー代金寄贈
令和３年４月２日（金） 11時30分～12時
国見町役場様へ、新入学児童用ランドセルカバ
ー代金を寄贈いたしました。

左から、国見町長様、国見LC会長、国見LC幹事
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伊達町ライオンズクラブ
■伊達総合支所周辺の環境整備
令和３年５月16日（日） ６時30分～８時
伊達総合支所周辺の環境整備作業
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た後、ベコ
ニアやパンジーの花を植えました。
多くの市民の方が訪問する総合支所
の環境美化に努めました。 事業統括委員長

■やすらぎの森

Ｌ小野富夫

愛宕山獅子舞看板の設置

令和３年５月16日（日）
「愛宕山の看板が新しくなりました。」
標高 114 mの愛宕山（伊達市箱崎）山頂に「愛
宕神社」があります。
４月の例大祭に奉納される「獅子舞」は天文年
間（1530年代）農作物が豊かに実る箱崎の郷に野獣が現れ被害を與えておりましたが、神のお告げにより
愛宕大権現の御前に獅子舞を奉納したところ、野獣の害を打ち払ったと言われています。
「五穀豊穣」「万
民豊楽」を祈願し箱崎獅子講中の方々により神前に奉納されております。
伊達町ライオンズクラブでは結成 10 周年（ 1988 - 1989 年度）記念として愛宕山公園化事業を実施しまし
た。その一環として看板を設置いたしましたが、この度、老朽化が進んだため、（一社）まちづくり伊達
様より多大な協賛をいただき、新たに設置することができました。また、クラブの継続事業として毎年例
大祭前の３月に山頂及び参道の清掃作業を実施しております。
歴史ある「やすらぎの森愛宕山 愛宕神社」を訪ねていただき阿武隈川、霊山、信達平野、更には吾妻
連峰など山頂からの展望をお楽しみください。 Ｌ菅野與志昭

第３Ｒ・第１Ｚ

郡山あさかライオンズクラブ
■「ヘアドネーション」協力生徒に感謝状贈呈
令和３年４月11日（日）
郡山あさかライオンズクラブでは、小児がんの治療として抗がん
剤や放射線治療で髪を失い、ウイッグを希望するこどもたちのため
に、髪の毛を贈るヘアドネーションの運動を展開しております。
具体的には理美容室のお客様にこれらの意義を説明し、賛同して
頂ける方の髪の毛を基準に従ってカットし、㈱グローウィング つ
な髪プロジェクト（通称 つな髪）へ送っております。
今回は、郡山市菜根のヘアーサロンいこい様のお嬢さんであります鈴木叶さんが、中学校３年６月から
伸ばし続けた髪の毛を、お父様がカットし協力してくれました。
ヘアドネーションの意義を理解し、親子リレーで協力を頂いた鈴木さんに郡山あさかライオンズクラブ
会長栁沼智より感謝状と記念品を贈呈されました。
かなう
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郡山ライオンズクラブ
■ニューメンバースクールを開催
令和３年３月18日（木） 17時30分～
結成60周年の記念事業として、例会前に郡山ビューホテルアネックスで開催しました。
Ｌ星兵仁が講師を務め、Ｌ浅倉哲也、Ｌ福田文子、Ｌ浦山文夫が受講しました。希望した会員も傍聴し
ました。この日のために特別に作成された入門書「ライオンズクラブ Ａ to Ｚ」をテキストに、Ｌ星
がルーツや理念、組織、有意義な例会のためのヒント、用語などを語りました。終了後、３人に受講修了
証が授与されました。 会長 Ｌ舟橋俊介

講師を務めたL星（右から2人目）と受講生3人

特別に作成されたライオンズクラブ入門書
「ライオンズクラブ Ａ to Ｚ」

■ラグビー親善大会に優勝杯を寄贈
令和３年４月25日（日） 11時10分～
結成60周年記念事業として、大会スポンサーとなっている県少年ラグビースクール親善大会に新たな優
勝トロフィーを寄贈しました。
贈呈式は郡山市の熱海サッカー・ラグビー場で行われ、会長Ｌ舟橋俊介が同大会を主管する郡山少年ラ
グビースクールスポーツ少年団の小川徹校長に高学年・中学年・低学年の３部門の優勝トロフィーを手渡
しました。また青少年・ＹＣＥ委員長のＬ相楽正史が同スポ少の清水遥人主将（富田東小６年）と近内正
英副主将（須賀川二小６年）にスポーツドリンクとお菓子詰め合わせをプレゼントしました。
団員を代表して清水主将が「練習で団結心を高め、大会でこの優勝トロフィーを掲げられるように頑張
りたい」と感謝しながら誓いました。
大会は平成30年から毎年11月に開催されていましたが、昨年はコロナ禍のため中止となりました。今年
は11月７日に予定されています。 会長 Ｌ舟橋俊介

寄贈した優勝トロフィーを囲むメンバー
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田村ライオンズクラブ
■清掃奉仕活動

例年になく多かったゴミ。

令和３年４月１日（木） 16時30分～
田村ライオンズクラブでは、桜の観光シーズンにあた
り、田村市の入り口となる船引・三春インターから国道
288号線沿いの清掃、空缶拾いを会員13名にて行った。
田村市には、小沢の桜・大滝根河畔の桜並木・永泉寺
の桜・仲森の紅しだれ桜などが多くあり、例年県内外よ
り観光客が多数来市するこの時期行っている当クラブが
41年間行っている継続事業である。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、来市す
る方は少ないと思われるが、田村市の入り口となる為、
清掃・空缶拾いを行った。

■片曽根山山開き前の清掃奉仕活動
令和３年５月 ６日（木） 16時～
田村ライオンズクラブでは、今年もコロナウイルス感
染拡大防止の観点から山開きは中止となったが、コロナ
ウイルス終息後に訪れるであろう登山客に気持ちよく登
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」「大鏑矢ふれあい公園 ライオンズの丘」
周辺の清掃とドウダンつつじ・山ツツジの整備を２班に
分かれ行った。
当クラブが43年間、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。

■卓話例会
令和３年５月 ６日（木） 19時～
田村ライオンズクラブでは、定例会の席に於いてそ
れぞれの分野で知名の方に卓話をお願いし、相互理解
と会員の生涯学習の場としたいと思い、不定期ではあ
りますが、卓話例会を行っております。
今回は、福島民報社の「みんぽう出前塾」で、福島
民報社地域交流局の坪井法彦様にお願いし、新聞の活
かし方について等のお話をして頂いた。
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郡山南ライオンズクラブ
■45周年記念奉仕事業

社会福祉協議会への寄付

令和３年３月９日（火） 14時～
クラブ結成45周年記念事業の一つとして、また今年で継続30回目を迎えるの節目の奉仕として郡山市社
会福祉協議会への寄付を実施いたしました。贈呈式では会員が持ち寄ったタオルの他、洗剤やハンドソー
プなどを寄贈いたしました。毎年、社会福祉協議会を通して市内の保育園等にお届けいたします。必要な
場所に必要な支援を届けるべく今度とも継続的な支援を実施していきたいと考えます。
幹事 Ｌ丸山孝男

右から、渡辺和茂会長、丸山孝男幹事
佐藤一喜会計、佐藤政喜会員

■45周年記念奉仕事業

食糧支援

令和３年５月11日（火） 12時10分～
クラブ結成 45 周年記念事業の一つとしてNPO法人しんぐるまざあずフォーラム福島への食糧支援を実
施いたしました。贈呈式では米３俵（ 180㎏）の目録をお渡し、同法人代表の遠野馨様からコロナ禍で離
職を余儀なくされたり、収入の大幅な減少により支援を必要としている母子家庭の現状を伺い、社会の弱
いところに大変な影響が出ていることがわかりました。毎月 100 世帯以上の家庭へ食料の配布をしている
そうで今度とも継続的な支援を実施していきたいと考えます。 幹事 Ｌ丸山孝男

会長の L 渡辺和茂、NPO 法人しんぐるまざあずフォー
ラム福島 理事長 遠野馨様
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郡山中央ライオンズクラブ
■ヘアドネーションの協力
令和３年３月24日（水） 12時15分～
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、郡山中央ライオンズクラブ会員 Ｌ
久野三男の孫高橋 凛さん（郡山市立第四中学校３年
生現在）がヘアドネーションに協力してくれました。
髪の毛のカットは２月中旬でしたが、当クラブの例
会にあたり地区ガバナーＬ真田倭夫より感謝状が届い
たのでＬ久野三男に伝達を致しました。
幹事 Ｌ市川良一

■新入会員 入会式
令和３年４月21日（水） 12時15分～13時15分
郡山中央ライオンズクラブに新入会員のＬ橋本直孝の入会式を例会会場
のホテルプリシード郡山において実施いたしました。
Ｌ柳沼利子がスポンサーで㈱北
建の業務管理者をしていてＬ柳沼
利子の実子になります。
年齢は39歳とまだ若く、当クラ
ブのL小川かつみの 29 歳に次ぐ事
で郡山中央ライオンズクラブの平
均年齢の引き下げに貢献とこれからのクラブ運営に期待をしたい
と思います。 幹事 Ｌ市川良一

■結成55周年

記念事業

令和３年５月12日（水） 11時～
コロナ感染拡大に伴い結成55周年式典を自粛と決定した郡山中央ライ
オンズクラブは、会員のみでアクティビティを実施致しました。
記念事業の第１弾として、令和２年11月10日に郡山市教育委員会を通
して非接触型検温器を市内28校の中学校に寄贈させて頂きました。
第２弾は、令和３年５月12日（水）に当クラブで昭和58年に寄贈させ
て頂いた、郡山市開成山公園の案内板のリニューアルをさせて頂き郡山市に寄贈させて頂きました。
また、品川市長に御参加頂き、除幕式を行い引渡しをさせて頂きました。
会長のＬ蛭田から、コロナ感染の早期終息を願い60周年記念式典には盛大に実施したいと挨拶があり、
結成55周年記念事業を終了致しました。 幹事 Ｌ市川良一
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小野町ライオンズクラブ
■ヘアドネーションの提供
令和３年４月17日（土） 13時～14時
小野町ライオンズクラブは４月17日（土）に中学生の会田姉妹２名からヘ
アドネーションの提供を受けるために小野町内の美容室を訪れました。
この活動の裏には、小野高校の福祉科が進めているSDGｓ活動のPＲ紙を
見て、医療用のかつらを作るのに役立ててもらおうと決意して、小野町ライ
吉田会長と会田姉妹
オンズクラブを通じて今まで伸ばした髪を提供しました。
今回の活動に対して、吉田康市会長から「貴重な髪を提供いただき、ありがとうございました。
」と御礼
を述べるとともに、両名に真田倭夫地区ガバナー感謝状と図書カードを贈呈いたしました。 Ｌ西牧義和

■福島民友新聞9部の1年間購読料を寄付
令和３年４月21日（水） 13時～13時30分
小野町ライオンズクラブは４月21日（水）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９部の１年間の購読料を寄付しました。
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
左から西牧幹事、吉田会長、
「図書・新聞に親しむ条例」の趣旨に賛同して寄付を決めているが、本年度
齋藤生徒会長、佐々木理夫校長
で４年目の継続事業となっています。
吉田康市会長、西牧義和幹事、𠮷田昭ZCが同校を訪れて、齋藤達哉生徒会長に目録を手渡しました。
Ｌ西牧義和

■福島民友新聞10部の1年間購読料を寄付
令和３年４月28日（水） 13時～13時30分
小野町ライオンズクラブは４月28日（水）に小野中学校へ、新聞を読ん
で活字により多く慣れ親しんでもらおうと、福島民友新聞10部の１年間の
購読料を寄付しました。
青少年育成事業の一環であり、小野町が制定している「図書・新聞に親
しむ条例」の趣旨を踏まえて、各クラスと図書室に配備して、より多くの 左から吉田会長、生天目生徒会長、
金子伸之校長、西牧幹事
生徒に読んでもらうことを目指しています。
吉田康市会長、西牧義和幹事、𠮷田昭ZCが同校を訪れて、生天目恩生徒会長に目録を手渡しました。
Ｌ西牧義和

■ヘアドネーションの提供
令和３年４月28日（水） 13時30分～14時
小野町ライオンズクラブは４月28日（水）に小学２年生の先崎実紅さんから
ヘアドネーションの提供を受けるために小野小学校を訪れました。
この活動のきっかけは、小野高校の福祉科が配布したヘアドネーションのチ
ラシを見て、小野町ライオンズクラブを通じて今まで伸ばした髪を提供しました。
左から小荒井校長、先崎さん、
今回の活動に対して、吉田康市会長から「貴重な髪を大切に活用させていた
吉田会長、西牧幹事
だきます。ありがとうございました。」と御礼を述べるとともに、真田倭夫地
区ガバナー感謝状と図書カードを贈呈いたしました。 Ｌ西牧義和
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郡山北ライオンズクラブ
■餅つき奉仕中止に伴う代替え支援
令和２年12月３日（木） 11時～11時20分
郡山北ライオンズクラブではクラブ結成時から毎年、救護施設 郡山
せいわ園の利用者様と餅つきをして交流してまいりました。
しかしこの奉仕活動は新型コロナウィルスの影響を受け中止を余儀な
くされてしまいました。
そこで、クラブでは餅つき奉仕の代替えとして支援金を贈りました。
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

■合同ボウリング大会奉仕

中止に伴う代替え支援

令和３年２月４日（木） 11時～11時20分
郡山北ライオンズクラブでは毎年、社会福祉法人みどり福祉会 みど
り工房利用者様と合同ボウリング大会をして交流してまいりました。
しかしこの奉仕活動は新型コロナウィルスの影響を受け中止を余儀な
くされてしまいました。
そこで、クラブでは奉仕活動の代替えとして開催費用と同等額の支援金を贈りました。
今度とも本年度会長テーマの「新しい奉仕の形への挑戦」として、いま必要とされている奉仕を実践し
てまいります。
贈呈式にはクラブから会長L二瓶剛一、幹事L伊東昌明が参加いたしました。 幹事 Ｌ伊東昌明

■NPO法人しんぐるまざあずフォーラム福島への支援
令和３年２月18日（木） 12時～12時20分
郡山北ライオンズクラブでは毎年、富久山町社会福祉少年団に活動支援金を
贈っておりましたが新型コロナウィルスの影響を受け少年団の活動を自粛して
いるとのことで支援金辞退の申し出がありました。
そこで、クラブでは代替えとしてコロナ禍で困窮しているひとり親家庭へ食
料支援をしているNPO法人しんぐるまざあずフォーラム福島へ支援金を贈り
ました。
例会に代表の遠野様にお越しいただき、ひとり親家庭の困窮の現状をうかが
い必要とされている奉仕を考える機会となりました。 幹事 Ｌ伊東昌明

郡山北ライオンズクラブ会長
二瓶剛一、NP O 法人しんぐる
まざあずフォーラム福島 理
事長 遠野馨様

■旧国道４号線沿線清掃奉仕
令和３年５月９日（日） ６時～６時30分
郡山北ライオンズクラブでは毎年、旧国道４号線沿線清掃奉仕活動を
実施しており新型コロナウィルスの影響を受け奉仕の活動も難しい中、
また大型連休の最終日でもありましたがたくさんのライオンの協力で清
掃活動を行うことが出来ました。
以前は拾いきれないほどのゴミのあり、持ち帰るのが大変でしたが昨今のドライバーのマナー向上でゴ
ミは少なめでした。
清々しい朝の空気を感じながら久しぶりの奉仕活動になりました。 幹事 Ｌ伊東昌明
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第４Ｒ・第１Ｚ

会津磐梯ライオンズクラブ
■第５回薬物乱用防止教室
令和３年１月27日（水） 11時～12時
2017年より毎年開催し今年度で第５回となります。コロナ禍で
も感染防止対策を十二分に！を合言葉に学校の教育機関として
「学びを自粛しない。継続していく」の指針に支えられての開催
となりました。当日は、学校側に準備して頂いたフェィスシール
ドを装着しマスクとダブルで全員が臨みました。県内外に進学・
就職する３年生に向けて薬物の危険性・乱用防止を深く認識し、知識を身に付けて貰いたいと企画。ＤＶ
Ｄ「今、薬物問題を考えよう！」～私達の未来の為に～を上映した後、認定講師Ｌ齋藤斗志郎が、「アヘン
戦争」など歴史的な観点からと現在の大麻が青少年に蔓延している状況等を深い視点で詳しく解説致しま
した。会津若松警察署のバックアップにより警視庁監修「薬物のない社会を」を頂き配布致しました。質
疑応答ではＬ齋藤斗志郎が、生徒さんに解りやすく丁寧に答えました。学生さんが終始真摯な態度で講義
を受けていた事に感銘致しました。
「薬物乱用防止教育」には今後も結成時より重点目標である青少年健
全育成の一環として会津磐梯ＬＣ会員全員で広く啓蒙して行く事を目標とし取り組みたいと改めてを確認
することが出来ました。元会長Ｌ久保田榮一（学校後援会長）が、挨拶のなかで「ライオンズクラブと
は？！」を紹介し、最後にライオンズローアを実践しました。その雄叫びに生徒さん・先生一同呆気にと
られとんでもないインパクトを与えていました（笑）。 会長 Ｌ高野益夫

第４Ｒ・第２Ｚ

西会津ライオンズクラブ
■ランドセルカバーの寄贈
令和３年４月１日（木） 13時30分～14時
４月１日（木）に三役で西会津小学校を訪れ、校長
先生へ新入学児童32名のランドセルカバーを寄贈しま
した。
新入学児童の登下校時の交通安全を願って毎年贈呈
しています。
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ライオンズクラブ活動報告
第４Ｒ・第２Ｚ

あいづ塩川湯川ライオンズクラブ
■名入りランドセルカバー贈呈
令和３年３月25日（木） 15時30分～
湯川村・喜多方市の各教育委員会を訪問して、クラブの名入りランドセルカバーを贈呈してまいりまし
た。
塩川町内の小学校４校と、湯川村の小学校２校の新入学児童の交通安全を願い、合計 147 枚贈呈しまし
た。
あわせて国際平和ポスターコンテストの要項・ポスターもお渡しし、多数ご参加いただけるように、声
かけをいたしました。 会長 Ｌ小島雄一

第５Ｒ・第１Ｚ

須賀川ライオンズクラブ
■須賀川支援学校花鉢贈呈
令和３年４月５日（月） 13時30分～14時
須賀川支援学校の入学式前に恒例の花鉢贈呈を三役で実行して参りました。体の不自由な児童及び生徒
達が不自由な体のハンデを乗り越えて活発に学校生活ができます様祈願して今年も20鉢贈呈して参りまし
た。 Ｌ吉田敬一

向かって右より須賀川支援学校長、会長吉田、
大柿幹事、袖山会計の4名の皆様
34 LION FUKUSHIMA 332-D

第５Ｒ・第１Ｚ

須賀川ライオンズクラブ
■牡丹園清掃奉仕
令和３年４月14日（水） ６時～７時
牡丹園オープン前に恒例の牡丹園清掃奉仕を実
行致しました。今年は例年より早い４月16日のオ
ープンでしたのでその２日前に行いました。心配
された天候も霧雨でしたので10名の会員のご協力
を戴きました。
会員の皆様お疲れ様でした。 Ｌ吉田敬一

牡丹園正面入り口牡丹姫の前にて

■ヘアドネーション感謝状伝達
令和３年４月22日（木） 15時30分～16時
り く
ヘアドネーションの濵尾莉来さん（小学校６年生）
宅に西牧副コーディネーターと感謝状を伝達して参り
ました。
莉来さんは私の髪が「頭髪で悩んでいる子供達の心
の悩みに少しでも力になれるのなら」と言う言葉を聞
きました時は感激の極みでした。
因みに莉来さんは５R１Z ZC濵尾Lの内孫でござい
ます。 Ｌ吉田敬一

第５Ｒ・第２Ｚ

白河小峰ライオンズクラブ
■早朝清掃奉仕
令和３年３月17日（水） ６時～７時
毎年秋春のお彼岸前に行っている、早朝清掃奉仕
です。
今回は、２月13日の地震の影響で、墓灯篭が壊れ
てしまい、墓の周辺までは、立ち入り禁止で行うこ
とが出来ませんでした。会員11名の参加にて、約一
時間の作業で終了としました。参加会員の朝食を帰
りに、松屋にて行い、散会しました。
Ｌ溝井良美
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第 ６ Ｒ・第1 Ｚ

いわき泉ライオンズクラブ
■ヘアードネーションへのご協力に感謝
令和２年11月28日（土） 14時～14時15分
当いわき泉ライオンズクラブでは、昨年度からヘアー
ドネーションの取り組みとして、地域の美容室にライオ
ンズクラブが取り組んでいる活動を広報した結果、ＳＮ
Ｓや、口コミ等でも理解を示す店舗、オーナーから問い
合わせが寄せられ、今期中に入り、３店舗・３名の方々
からのご協力がありました。今後もこうした取り組みに
よって、多くの方々が笑顔で日常生活が送れるよう、継
続的に取り組みを展開していきます。
会長 L鈴木雅彦

吉田愛梨さん（中学生） 協力者

■地域美化運動
令和３年３月28日（日） ９時～11時
いわき泉ライオンズクラブでは、毎月末の最終日曜日に「地域美化運動」として、地域の方々が利用す
る駅周辺や歩道・側溝等のゴミ拾い・清掃活動を定期的に開催しています。
また、桜の時期になると、いわき泉ライオンズクラブで植栽した泉地区釜戸川の「桜並木」の下草刈り
を実施するなど、地域の方々に親しまるライオンズクラブとして、積極的な取り組みを展開しています。
Ｌ大友

歩道等の清掃活動
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ライオンズクラブ国際協会 332-D 地区

第３Ｒ

第１Ｚ

郡山ライオンズクラブ
会長／Ｌ舟橋俊介
【事務局】
〒963-8862

幹事／Ｌ桑原秀治

福島県郡山市菜根５丁目９-１６
Energy for Smile!

株式会社
代表取締役

会計／Ｌ賀澤昌一
TEL・FAX :０２４-９２２-８９４２

Funahashi Shouten

舟橋商店
L舟橋

俊 介（郡山LC会長）

プロパンガス・電気・サービスステーション（ばんだい熱海SS・芳賀SS・奥羽大西SS）
ニコニコレンタカー・ミスタービルド郡山・ファミリーマート（11店舗）

本社

ばんだい熱海サービスステーション
〒963-1304

福島県郡山市熱海町安子島出シ4-1

■ プロパンガス家電住設部

TEL.024-984-2022 FAX.024-984-2644

ライオンズクラブ国際協会 ３３２－Ｄ地区 第３Ｒ 第１Ｚ

郡山南ライオンズクラブ
クラブ結成４５周年記念

●会長 Ｌ渡辺 和茂
●幹事 Ｌ丸山 孝男
●会計 Ｌ佐藤 一喜
■事務局

〒963-8026 福島県郡山市並木1-9-6-2F
TEL : 024-983-8040 FAX : 024-973-6395

ライオンズクラブ国際協会

３３２−Ｄ地区

第３Ｒ第２Ｚ

磐梯熱海ライオンズクラブ
会長

Ｌ三瓶嘉宣 / 幹事

Ｌ佐藤博保 / 会計

Ｌ升

明宏
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ライオンズクラブ国際協会 332-D 地区

第３Ｒ

第１Ｚ

郡山あさかライオンズクラブ

会長／Ｌ栁沼

智

幹事／Ｌ池上祐志

会計／Ｌ髙野博之

【事務局】
〒963-8862 福島県郡山市菜根５丁目９-１６
TEL:024-933-6271 FAX:024-933-4780

ライオンズクラブ国際協会 332-D 地区

第３Ｒ

第１Ｚ

郡山西ライオンズクラブ

会長／Ｌ工藤正美

幹事／Ｌ椎根健雄

会計／Ｌ大谷拓明

【事務局】〒963-8862 福島県郡山市菜根５丁目９−１６
TEL・FAX：０２４−９３３−７０２１
ライオンズクラブ国際協会 332-D 地区

第３Ｒ

第１Ｚ

郡山西ライオンズクラブ

Ｌ荒 川 友 成
㈱郡商社

（次期332-D地区ガバナー）

代表取締役

〒963-8044 郡 山 市 備 前 館 １ 丁 目 ２ ８
TEL：024-927-5320 FAX：024-927-5321
MASCOT CHARACTER

安心取引の不動産コンサルティングサービス

代表取締役

久保田

善九郎

専務取締役

久保田

雄

（LCI・332-D 地区名誉顧問／ 332MD・アラート委員長）

〒963-8841
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郡山市字山崎221番地

TEL.024-932-2598

FAX.024-925-2621

大

E-mail：info@kubota-house.co.jp

ライオンズクラブ国際協会 332-Ｄ地区 第３Ｒ 第１Ｚ

田村ライオンズクラブ
会長：L箱﨑伸平／幹事：L箱﨑哲司／会計：L安藤末男
ＬＰガス・灯油・住宅設備機器・家電品取扱
福祉用具 レンタル・販売

㈲箱崎商店

田村市船引町船引字畑添66

☎ 82 - 1105 ㈹
℻ 82 - 1139

ライオンズクラブ国際協会 ３３２－Ｄ地区 第３Ｒ 第２Ｚ

郡山中央ライオンズクラブ
クラブ結成55周年記念

会長テーマ

『 転禍為福 すべてを力に We Save 』
●会長 Ｌ蛭田 隆

●幹事 Ｌ市川 良一

■事務局

●会計 Ｌ久野 三男

〒963-8026 福島県郡山市並木1-9-6-2F
TEL : 024-983-8040 FAX : 024-973-6395

総合建設業

株式会社 エ ス エ ス
㈱エスエス 建築設計

一級建築士事務所 第17（810）0937号
代表取締役

長谷川

達

夫

〒963-0102 福島県郡山市安積町笹川字南向8番38
TEl 024-973-6010 FAX 024-973-6011 E-mail：esuesu@oboe.ocn.ne.jp
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ライオンズクラブ国際協会

３３２−Ｄ地区

第３Ｒ

第２Ｚ

郡山開成ライオンズクラブ
会長 Ｌ鳥畑 栄司 / 幹事 Ｌ橋本 昌幸 / 会計 Ｌ髙橋 敦司
【事務局】 〒963-8862 郡 山 市 菜 根 5 丁 目 9-16
TEL ０２４-９３３-６２７０ FAX ０２４-９２５-３７３３
URL http://www.kooriyamakaisei-lc.com

容器の総合商社

福島容器株式会社

Ｙ
ＯＫ
Ｉ

取締役会長

Ｌ伊 藤 弥 栄

（名誉顧問・郡山開成LC）
〒963−0108 郡山市笹川1丁目141番地
TEL 024−945−1945・FAX 024−945−6111

有限会社ニヘイ会計センター
二瓶克雄税理士事務所
代表取締役

税理士

L二 瓶
（名誉顧問

克 雄

郡山開成 LC）

〒963-8862 郡 山 市 菜 根 四 丁目2 1 - 1 3
TEL 024-935-6561 ／ FAX 024-935-6581

ライオンズクラブ国際協会 ３３２－Ｄ地区 第３Ｒ 第２Ｚ

会長テーマ

郡山北ライオンズクラブ

『 奉仕の新しい形への挑戦 』
●会長 Ｌ二瓶 剛一

●幹事 Ｌ伊東 昌明

■事務局

●会計 Ｌ音川 邦広

〒963-8026 福島県郡山市並木1-9-6-2F
TEL : 024-954-3245 FAX : 024-973-6395

ライオンズクラブ国際協会

３３２−D 地区

第３R

第２Z

小野町ライオンズクラブ
会長：L吉田
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康市

幹事：L西牧

義和

会計：L飛田

渉

ビジネス２４
代 表

西牧

ブイエス科工株式会社

義和

工場長

（小野町 LC

（小野町ライオンズクラブ幹事）

携帯：0 9 0 - 8 2 5 0 - 3 5 7 9

飛 田

渉

会計）

〒963-3314 田村郡小野町大字塩庭字畠井田2
TEL. 0247722561

一年間ありがとうございました
地区ガバナー

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
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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 〒963-8026 郡山市並木一丁目 9-6-2F
玉
川 〒963-6315
字道上 84（マーヴェラス末広内）
Ｌ
Ｃ 電話 024-983-8040
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 9-6-2F
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 9-6-2F
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

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

〒969-4406 耶麻郡西会津町野沢字諏訪西 飯
西 会 津 甲
1023 西会津町テレワークセンター 2 号館
Ｌ
Ｃ 電話 0241-45-3610
Ｌ

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

〒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

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

新
Ｌ

舘 〒960-1721 相馬郡飯舘村飯樋
Ｃ 字笠石 137
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

6

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／２０２１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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