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ライオンズクラブ国際協会332-D地区

地区ガバナー L荒川友成「ふくしま
司会)

では、
「ふくしまこども食堂ネットワーク」の江川

代表にお訊ねします。今回のライオンズクラブからの支
援について期待する事を教えて下さい。
江川)

子ども食堂への支援をして頂く方法として、お互

いの窓口を一本化しようと言う事で支援ルートが出来
たのは大変大きい事です。一本化する事によって、県下
では支援の行き届かない子ども食堂が無い状況に出来
▲地区ガバナー L荒川友成

ると言う事は我々にとって有難い事です。
子ども食堂はまだまだ手弁当で運営している所が多

今年度、
ライオンズクラブ国際協会332-D地区と

く、
この様な支援がまんべんなく行き届く事によって子

して荒川友成ガバナーの掲げる地区アクティビティス

ども達が食べ物と学びの場を手に入れる事が出来ると

ローガン
「奉仕が育む地域と子どもの新たな未来」の事

思っています。

司会)

業の一つとして子ども食堂支援があります。
いよいよ本格的に子ども食堂支援を開始する事になり
ましたが、
支援決定までの経緯の説明をお願いします。

特に公的な支援ではなくてライオンズクラブさんの
様な民間団体の支援・・・民間が民間を支える関係は本
当にありがたいお話だと思っています。他の団体さんや
企業さんにも、
こう言った形で支援が出来ると分かって

私が所属する郡山西ライオンズクラブでは3年

頂くと更に我々の方も大きな支援と結びつく事が出来

前より郡山市に在る子ども食堂の「つばさ会」
さんへの

ます。そのきっかけを最初にライオンズクラブさんに

支援を行っています。現在子ども達の7人に1人が貧困

作って頂けて大変感謝をしています。

荒川)

と言われていて、私がガバナーに就任した際はそれらの
子ども達の支援を行いたいと考えていました。郡山西ラ

司会)

L荒川ガバナーが子ども食堂支援を今期行おう

イオンズクラブで行って来た支援活動をモデルケース

と決めた印象的な出来事はありますか?

とし、全県下に広げたいと思ったのがきっかけです。
今年度、
この事業を推進するにあたり各ライオンズク

荒川)

私の孫が通う中学校で貧困が理由に給食費が

ラブが夫々の地区の子ども食堂へ支援のアプローチを

払えず給食が食べられない子どもが多く居ると聞いた

し、関係性を構築して頂きたいと言うシナリオを想定し

のが大きな出来事だったと思います。彼らは給食の時

ました。

間になると別室に集められ、児童の欠席などで余った

しかし今まで子ども食堂支援の経験が無く、
どの様に

給食を分けて食べていると言うのです。私はその事実に

進めれば良いか分からないライオンズクラブが多く存在

衝撃を覚え貧困に苦しむ子ども達を救いたいと思いま

する事を知り、
シナリオの一部軌道修正を図りました。

した。江川代表にお尋ねしますが、現在の福島県の子ど

ガバナーチーム、GST、
スペシャルティクラブ・FWTと

も食堂の実態を教えて下さい。

共に検討し、末端に在る子ども食堂まで支援が届く様な
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方法を全県下の子ども食堂を総括するNPO法人寺子屋

江川) 『子どもの貧困』の問題って言葉は聞くけど実際

方丈舎が運営する
「ふくしまこども食堂ネットワーク」
さ

にはどうなんだろうか?と興味を持ち、子ども食堂を始

んのお力を借りて行う事としました。

めてみたら沢山の子どもが集まり驚きました。
これは、
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こども食堂ネットワーク」対談!!
きっと会津若松地区だけの事ではなく県内の色々な地
区が同様であり必要としている子ども達が沢山居て、子
ども食堂単体では充分な対応が出来ないのではないか
と考え2017年からネットワーク事業を始めました。
現在(2021年10月現在)県内には子ども食堂が65団
体、
月に一度以上定期的に子ども食堂として運営してい
るのは約40団体、
その中で私どものネットワークに入っ
ているのは34団体あります。
また我々子ども食堂では貧
▲ふくしまこども食堂ネットワーク代表（寺子屋方丈舎理事長）
江川 和弥様

困だけではなく共働き家庭で孤食になる子ども達にも
声掛けを行っています。

荒川)
荒川)

子ども食堂に集まる子ども達に、
どの様な変化

改めての確認ですが、
「こども食堂ネットワーク」 が有りましたか?

さんは県内各地にある子ども食堂を統括し、連携を取る
為の団体と言う事で間違いないでしょうか?また、
今まで

江川)

運営して行く上で大変だった事が有れば教えて下さい。

子どもスタッフとコミュニケーションを取る事で「自分の

初めはどんなところだろう?と恐る恐る来ていた

居場所がある」
と認識して落ち着き、保護者も初めは送
江川)

子ども食堂は単独では運営出来ない構造に

り迎えの挨拶だけでしたが子どもの家での様子とか、

なっていますので、お互い支え合うのにどうしても窓口

困っている事などを話してくれるようになり信頼関係が

が必要です。支援の受け入れが上手な施設とそうでは

構築されるようになって来ています。

無い施設がありますのでバラツキを無くすと言う事で横

スタッフも試行錯誤しながら
「子ども達をお客さんにし

に繋がる必要性があると考えています。

ない」
をモットーに、食事を一緒に作り、配膳や洗い物も

大変だったのは、支援を頂く企業さんや行政と連携を

やってもらっています。たまには喧嘩もしますが、皆、仲

取りながら進めて行く中での数字に関する資料作りで

良くなっていく様子を見て成長を感じ嬉しく思っていま

した。事務的な役割の所には支援されにくいと言う事で

す。

事務局が出来るまでは苦労をしました。
荒川)
荒川)

家庭環境に恵まれず親子の絆みたいな物を感

ホームページを見ると寺子屋方丈舎と言う団体

じられなかった子どもが、いろいろな大人と関わって行

の中にふくしま子ども食堂ネットワークが存在するイ

く中で疑似的な親子関係を築いているのかもしれませ

メージですが、寺子屋方丈舎さんはどの様な活動をさ

んね。お話を伺って、子ども食堂はご飯を食べるだけで

れて居るのでしょうか?

はなく、子ども達にとっての教育や成長の場なんだと感
じました。

江川)

寺子屋方丈舎のメインの活動は不登校の子ど

も支援でした。不登校で経済的にも恵まれない子ども

江川)

達がいると知った事も子ども食堂を立ち上げるきっか

なくても最低限度食事を作る能力が身に付き、人と繋が

けの一つとなっています。

る能力が身に付く。そして心が閉じている子どもが多く

ありがとうございます。親が食事の用意が出来

て初めは様々なトラブルを起こしますが、
自分を信頼し

ライオン福島

検索

http://lc332d.com

LION FUKUSHIMA

3

ま子ども食堂ネットワークの事務局ですので、会計につ
いては寺子屋方丈舎とは完全に別会計となっています。
コロナ禍で増え続けている支援を必要とする子ども達
へ、お互いの共助の関係でライオンズクラブさんから支
援を受けているとご理解頂きたいです。
援助を頂いた物
資や支援金の流れについては後日報告致します。
司会)

最後に荒川ガバナーより一言お願いします。

荒川)

今まで各地の子ども食堂とお付き合いが有るラ

てくれる人がいる事で横に繋がっていく。そうすると学

イオンズクラブについてはそのまま継続をお願いする事

校では成績の良し悪しや、運動が出来る出来ないでな

とし、
子ども食堂支援をした事がないライオンズクラブに

かなか横に繋がれない子どもここでは繋がる力が身に

は支援の一歩を踏み出せる様に、簡単に支援に参加で

付いていきます。

きる方法を考えました。ふくしま子ども食堂ネットワーク
さんを窓口に今年度は上期、
下期に1回ずつの合同支援

我々が感じる子ども食堂はご飯が食べられない

を行います。
今年度は支援物資の提供と支援金の寄付を

子どもを支援するだけのイメージでしたが、子どもの成

行いますが、
労力についての支援は次年度から行う事と

長を見守ると言う事が子ども食堂の役割なのかな?と思

して、
3年計画で支援方法を構築していく予定です。

荒川)

いました。

将来はふくしま子ども食堂ネットワークさんを経由せ
ず、各ライオンズクラブがその地区の子ども食堂と直接

子ども食堂に通っている子ども達も数年経つと

パイプが出来る事を目標に頑張ります。それまで「こど

高校生になり、
「今度はボランティアで来るよ!」
という子

も食堂ネットワーク」
さんにはご協力を頂きます様お願

ども達が少しずつ生まれて来ています。支えられる側か

いします。

江川)

ら支える側に成長して行くのは大切な事で我々にとって
も大きな戦力だし、やりがいになっています。
荒川)

一部の方からNPO法人だから行政の支援があ

り、民間支援は必要ないのでは?と言う意見もあります。
またライオンズクラブからの支援金については子ども
食堂の為だけに使って頂けるのか?と言う意見もありま
すが、
これに関しては如何ですか?
江川)

現状を申し上げますと、
同じNPO法人でも障害者

施設等には大きな援助の仕組みがありますが、
子ども食
堂への支援については民間のご支援が無いとまだまだ
充分な運営が出来ないのが現状です。
また我々はふくし
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司会)

本日はありがとうございました。

〜子ども食堂支援の流れ〜
支援先の子ども食堂が決まっているクラブ
※支援期間は設けません

「子ども食堂物資支援
支援先の子ども食堂へ

完了報告書」を

連絡の上、直接支援

キャビネット事務局へ
送信して完了

支援先の子ども食堂が
決まっていないクラブ

支援期間
第１回目 2021年10月25日（月）〜10月29日（金）
第２回目 2022年2月21日（月）〜2月25日（金）

物資で支援

支援金を贈る

「子ども食堂物資支援依頼書」を
ふくしまこども食堂ネットワークと
キャビネット事務局へ送信

キャビネット
専用口座へ振込

物資搬入拠点へ搬入

「子ども食堂支援金
振込報告書」をキャビネット
事務局へ送信して完了

ふくしまこども食堂ネットワークから各地の子ども食堂へ分配

ライオン福島
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第1Ｒ・第1Ｚ
日

地区ガバナー L荒川友成公式訪問式典

時 ２０２１年10月4日
（月） 開催場所 ウェディングエルティ

2021年10月4日(月)「ウェディングエルティ」にて
第1R・第1Z地区ガバナー公式訪問が縮小開催さ
れました。参加できなかったメンバーのために今
期初めてZoomでの配信も行いました。
式典に先立ち、16時からキャビネット副幹事L
桑原秀治の進行により質問会が始まり、キャビ
ネット幹事L渡部政介の開会、福島リバティLC会長
L丹治時彦より地区ガバナー並びにキャビネット
役員紹介、第1R・第1Z・ZC L四釜徹治のクラブ役員紹介、地区ガバナーL荒川友成、名誉顧問・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・元複合地区協議会議長L菅野文吉が挨拶
し、
ゾーン・チェアパーソンの挨拶の後、質問会にはいりました。
引き続き公式訪問式典に移り、進行を飯野LC会長L阿曽隆一、
クラブ会長代表挨拶を福島リバティ
LC会長L丹治時彦、地区ガバナー公式訪問歓迎の挨拶を第1R・第1Z・ZC L四釜徹治が行い、続いて
地区ガバナーL荒川友成、第1副地区ガバナーL石澤孝、第2副地区ガバナーL門馬弘の挨拶があり、
今期の重点目標の「会員増強」
「LCIFキャンペーン100」
「こども食堂を中心とした奉仕活動」の確認が
されました。
その後、
キャビネット幹事報告、地区ガバナーより各クラブへ記念品贈呈、
キャビネット役員へ記念
品贈呈、
ガバナー公式訪問記念アクティビティ発表と続き、MJF献金及びガバナースポンサーアワー
ドが贈呈され、福島グリーンLC会長L尾形芳孝の閉会宣言並びにゴングで閉会となりました。
PR・ITライオンズ情報副委員長 L安田 利実

第1Ｒ・第2Ｚ
日

地区ガバナー L荒川友成公式訪問式典

時 ２０２１年10月6日
（水）
１5時〜 開催場所 二本松市岩代公民館

●質問会

第1R・第2Zの地区ガバ
ナーL荒川友成公式訪問
質問会が10月6日、二本松
市の岩代公民会で開催さ
れました。

●式典

▲地区ガバナー L荒川友成とキャビネット役員

▲会長L松本昌文の代表挨拶

今回の式典には、キャビネット役員と二本松、本宮、岩代、東和、安達の5クラブの三役のみが出席
し、新型コロナの感染防止のため、縮小開催により出席できないゾーン内会員には、Zoomリモート
中継を行い視聴しました。
各クラブを代表し、松本昌文岩代ライオンズクラブ会長が挨拶、続いて挨拶に立った地区ガバナー
L荒川友成は、新型コロナウイルスは依然として厳しい環境が続いているが、
こんな時だからこそ、会
員増強、LCIFキャンペーン100の継続実施、子ども食堂を中心とした奉仕活動を取り組むよう促しま
した。
公式訪問アクティビティの発表、各アワードの贈呈なども行われました。
PR・ITライオンズ情報副委員長 L安田 利実
6
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第2Ｒ・第1Ｚ
日

地区ガバナー L荒川友成公式訪問式典

時 ２０２１年10月8日
（金） 開催場所 クーラクーリアンテ・サンパレス

2021年10月8日(金)「クーラクーリアンテ・サン
パレス」にて第2R・第1Z地区ガバナー公式訪問が
縮小開催されました。
式典に先立ち、16時からキャビネット副幹事
L栁沼智の進行により質問会が行われ 、キャビ
ネット幹事L渡部政介の開会、福島西LC会長L菅野
将広より地区ガバナー・キャビネット役員・クラブ
役員の紹介があり、第2R・第1Z・ZC L齋藤和則の挨拶の後、質問会にはいりました。
引き続き公式訪問式典に移り、進行を第2R・第1Z・ZC秘書L安彦浩之、
クラブ会長代表挨拶を福島
中央LC会長L安藤那美子、地区ガバナー公式訪問歓迎の挨拶を第2R・第1Z・ZC L齋藤和則が行い、
続いて名誉顧問・複合地区GSTコーディネーターL岸秀年、地区ガバナーL荒川友成、第1副地区ガバ
ナーL石澤孝、第2副地区ガバナーL門馬弘の挨拶があり、今期の重点目標の説明、確認がされまし
た。
その後、
キャビネット幹事報告、地区ガバナーより各クラブへ記念品贈呈、
キャビネット役員へ記念
品贈呈、公式訪問記念アクティビティ発表があり、続いて7名の入会式がありました。最後にMJF献金
及びガバナースポンサーアワードが贈呈され、福島あづまLC会長L白山正樹の閉会宣言並びにゴン
グで閉会となりました。
PR・ITライオンズ情報副委員長 L中島 照夫

第2Ｒ・第2Ｚ
日

地区ガバナー L荒川友成公式訪問式典

時 ２０２１年10月18日
（月） 開催場所 セレビアスカイパレス

2021年10月18日(月)伊達市セレビアス
カイパレスにて、第2R第2Z地区ガバナー
公式訪問が開催されました。
地区ガバナーL荒川友成並びにキャビ
ネット役員、5LCの各クラブ三役が出席
し、感染拡大防止を万全に対策しながら
の開催となりました。
式典に先立ち、質問会が行われました。
コロナ禍で大変な状況にあるものの、
各クラブ共に高いライオニズムで、環境
保全や薬物乱用防止活動、
そして子ども食堂支援などの奉仕活動に熱心に取り組んでいることがう
かがえる質問会となりました。
式典では国見LC会長L紺野徹の開会宣言並びにゴングにより始まり、梁川LC会長L坂田勇人よりク
ラブ会長代表挨拶、第2R・第2Z・ZCのL阿部徳明の地区ガバナー公式訪問歓迎の挨拶がありました。
地区ガバナーL荒川友成から今期の基本方針・重点目標について力強い説明があり、そして副地区
ガバナーの挨拶、各報告、記念品の贈呈などが行われました。
コロナ禍で懇親会の開催はできませんでしたが、荒川ガバナーとの有意義な意見交換の時間とな
りました。
PR・ITライオンズ情報副委員長 L中島 照夫
ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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第3Ｒ・第1Ｚ・第2Ｚ
日

地区ガバナー L荒川友成公式訪問式典

時 ２０２１年10月22日
（金） 開催場所 ホテルハマツ

今年も新型コロナウイルス感染防止のため、規模を縮小しながら1Z・2Z合同でガバナー公式訪問
が開催されました。式典に先立ち、質問会がキャビネット副幹事Ｌ立花秀和の進行により始まり、地
区ガバナー並びにキャビネット役員紹介、
クラブ役員紹介の後に、地区ガバナーＬ荒川友成、第１Ｚ
名誉顧問Ｌ久保田善九郎、第２Ｚ名誉顧問Ｌ二瓶克雄、第２Ｚ・ＺＣ・Ｌ池田明男の挨拶があり質
問会に入りました。キャビネット幹事L渡部政介から質問・要望に各クラブが答え今後のクラブ運営
の方向性を確認いたしました。
引き続き公式訪問式典に移り、進行を郡山LC会長L佐久間光雄、
クラブ会長代表挨拶を郡山あさ
かLC会長L水野博道、地区ガバナー公式訪問歓迎の挨拶を第２Z・ZC・L池田明男が行い、続いて地
区ガバナーL荒川友成、第１副地区ガバナーL石澤孝、第２副地区ガバナーL門馬弘の挨拶があり、地
区ガバナーからは特に今期の最重要項目として、
「会員増強」
「LCIFキャンペーン100」
「こども食堂を
中心とした奉仕活動」へ地区の総力を傾注したいとの思いの要請がされました。
その後、
キャビネット幹事報告、各クラブへ記念品贈呈、
キャビネット役員へ記念品贈呈、各クラブ
の公式訪問記念アクティビティ発表と続
き、MJF献金・地区ガバナースポンサーア
ワードが贈呈され、郡山東LC会長L森尾定
の閉会宣言並びにゴングで閉会となりま
した。
PR・ITライオンズ情報委員長 L小栁広二
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第4Ｒ・第1Ｚ
日

地区ガバナー L荒川友成公式訪問式典

時 ２０２１年11月8日
（月） 開催場所 ホテルリステル猪苗代

新型コロナウイルス感染防止のため、9月の実施予定を延期しての開催となりました。式典に先立
ち、15時30分からキャビネット副幹事L市川良一の進行により質問会が始まり、
キャビネット幹事L渡
部政介の開会、会津若松LC会長L佐藤和人より地区ガバナー並びにキャビネット役員紹介、第4R・第
1Z・ZC L斎藤隆男のクラブ役員紹介、地区ガバナーL荒川友成、名誉顧問会議長・前地区ガバナーL
真田倭夫、名誉顧問L山口一男がそれぞれ挨拶し、
ゾーン・チェアパーソンの挨拶の後、質問会には
いりました。
引き続き公式訪問式典に移り、進行を会津若松鶴城LC会長L星郁雄の進行、
クラブ会長代表挨拶
を猪苗代LC会長L杉本充清、地区ガバナー公式訪問歓迎の挨拶を第4R・第1Z・ZC L斎藤隆男が行
い、続いて地区ガバナーL荒川友成、第１副地区ガバナーL石澤孝、第２副地区ガバナーL門馬弘の
挨拶があり、今期の重点目標の「会員増強」
「LCIFキャンペーン100」
「こども食堂を中心とした奉仕活
動」の確認がされました。
その後、
キャビネット幹事報告、地区ガバナーより各クラブへ記念品贈呈、
キャビネット役員へ記念
品贈呈、
ガバナー公式訪問記念アクティビティ発表と続き、MJF献金及びガバナースポンサーアワー
ドが贈呈され、田島LC会長L渡部東の閉会宣言並びにゴングで閉会となりました。
PR・ITライオンズ情報副委員長 L松崎好也

第4Ｒ・第2Ｚ
日

地区ガバナー L荒川友成公式訪問式典

時 ２０２１年11月9日
（火）
１5時〜 開催場所 喜多方シティーホールアネックス
七福神ホール

新型コロナウイルス感染症防止のため、当初、9月
16日に実施予定でありましたが、11月9日に延期さ
れ、地区ガバナー公式訪問が開催されました。式典
に先立ち、15時から質問会が開かれました。キャビ
ネット副幹事L市川良一の進行により、キャビネット
幹事L渡部政介の開会、2Z会津美里LC会長L高梨宣
浩より地区ガバナー並びキャビネット役員紹介、第
4R第2Z・ZC L太田克彦のクラブ役員紹介、地区ガバナーL荒川友成より挨拶、名誉顧問L宮城圀泰よ
り挨拶、
そしてゾーン・チェアパーソンの挨拶の後、質問会にはいりました。
引き続き公式訪問式典を行いました。
会津喜多方LCZC秘書L加勢良信の司会進行、
会津喜多方LC
会長L藤城昭夫の開会、
西会津LC会長L武藤健よりクラブ会長代表挨拶があり、
第2Zゾーン・チェアパー
ソンより歓迎の挨拶、
地区ガバナーL荒川友成から今期の基本方針・重点目標の説明がありました。
特
に給食を食べられない子どもがいる実態に子ども食堂の重要性について、
力説を説いていただきまし
た。
その後、第1副地区ガバナーL石澤孝、第2副地区ガバナーL門馬弘より挨拶、
キャビネット幹事から
幹事報告があり、地区ガバナーから各クラブへの記念品の贈呈、キャビネット役員へ記念品の贈呈
が行われ、
ガバナー公式訪問アクティビティ発表をあいづ塩川湯川LC会長L田澤一夫が行い、入会
式で会津喜多方LCに2名の入会者が誕生いたしました。
MJF献金及びガバナースポンサーアワードの贈呈の後、閉会となりました。
PR・ITライオンズ情報副委員長 L松崎 好也
ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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第5Ｒ・第1Ｚ
日

地区ガバナー L荒川友成公式訪問式典

時 ２０２１年11月15日
（月） 開催場所 ホテルサンルート須賀川

新型コロナウイルス感染拡大
防止により大変遅くなりましたが、
去る令和3年11月15日にガバナー
公式訪問を開催することが出来ま
した。
本来であれば荒川ガバナーを
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
にぎしくおこなわれる式典であり
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
ロナ禍の活動となり、各クラブ共
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。
ガバナーのご挨拶の後、
基本方針・重点目標の説明を受け、
荒川ガバナーが掲げる
「困難からの再始
動そして前進」
の強く熱い思いと、
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変異株の
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、
ご出席くださいました皆様に感謝申し上げます。
PR・ITライオンズ情報副委員長 L七宮 広樹

第5Ｒ・第2Ｚ
日

地区ガバナー L荒川友成公式訪問式典

時 ２０２１年11月5日
（金） 開催場所 東京第一ホテル新白河

9月に実施予定でありましたが、
新型コ
ロナウイルス感染症防止のため、11月5
日に延期され、
ガバナー公式訪問が開催
されました。
式典に先立ち、
15時から質問
会が開かれました。キャビネット副会計
Ｌ舟橋俊介の進行により、
キャビネット幹
事L渡部政介の開会、白河小峰LC会長L
車田昭より地区ガバナー並びキャビネッ
ト役員紹介、第５R第２Z・ZC L真船正康
のクラブ役員紹介の後、
地区ガバナーL荒
川友成、
名誉顧問・前国際理事L安澤莊一
の挨拶、
そしてゾーン・チェアパーソンの
挨拶の後、
質問会にはいりました。
引き続き16時30分から公式訪問式典を行いました。
白河小峰LC会長L車田昭の司会進行・開会・ク
ラブ会長代表挨拶があり、
ゾーン・チェアパーソンより歓迎の挨拶、
地区ガバナーL荒川友成から今期の
基本方針・重点目標の説明がありました。
その後、
第１副地区ガバナーL石澤孝、
第2副地区ガバナーL
門馬弘より挨拶、
キャビネット幹事から幹事報告があり、地区ガバナーから各クラブへの記念品の贈
呈、
白河LC会長L薄井強よりキャビネット役員へ記念品の贈呈が行われ、
ガバナー公式訪問アクティビ
ティ発表を矢吹LC会長L渡辺雄太郎が行い、
MJF献金及びガバナースポンサーアワードの贈呈の後、
棚
倉LC会長L若森英伸の閉会宣言により閉会となりました。
PR・ITライオンズ情報副委員長 L七宮 広樹
10
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第6Ｒ・第1Ｚ
日

地区ガバナー L荒川友成公式訪問式典

時 ２０２１年10月14日
（木） 開催場所 八幡台やまたまや

6R・1Zの地区ガバナー公式訪問が10月14日いわき市の「八
幡台やまたまや」
で開催され、地区役員16名、1Z内の6クラブ
より3役12名が出席して行われました。
地区ガバナーL荒川友成からの挨拶では、
コロナ禍に於い
ても変わらずに精力的に活動を展開している各クラブ役員に
対し、慰労を込めたご挨拶がされました。
コロナ禍のこの様な
状況だからこそ、我々ライオンズクラブの結束が試される時で
あり、チャレンジする姿勢と、新型コロナウイルスに打ち勝つ
ことが大切、
とし、
ガバナーテーマでもある
「困難から再始動そして前進」
を掲げ、会員増強・LCIFキャ
ンペーン100、貧困に困っている子ども達を支援する取り組みとして、
「子ども食堂」
を中心とした奉仕
活動を精力的に展開すると力強く挨拶をされました。
PR・ITライオンズ情報副委員長 L大友 康夫

第6Ｒ・第2Ｚ
日

地区ガバナー L荒川友成公式訪問式典

時 ２０２１年10月15日
（金）
１6時〜 開催場所 ロイヤルホテル丸屋グランデ

2021年10月15日(金)南相馬市ロイヤルホテル丸屋グランデにおいて、第6R第2Zガバナー公式訪
問が開催されました。
地区ガバナーL荒川友成並びに地区役員、
ゾーン内4LCのクラブ三役が出席しました。
今期、第2副地区ガバナーL門馬弘を輩出しているゾーンであります。
東日本大震災、
さらには今年2月の福島県沖を震源とする地震により被災されているにもかかわら
ず、
ゾーン内で会員維持・増強をされ、
そして変わらず青少年健全育成に力を入れているということ
がわかる質問会となりました。
式典では原町LC会長L福島一好、第6R第2ZのZCであるL木幡勝彦、地区ガバナーL荒川友成、第1
副地区ガバナーL石澤孝、そして第2副地区ガバナーL門馬弘から挨拶があり、記念品贈呈、
アクティ
ビティ発表など、通常の公式訪問をより短縮した形で開催しました。
ゾーン全体が一体となり、今期の活動の追い風になる公式訪問でした。
PR・ITライオンズ情報副委員長 L大友 康夫
ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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第2回 名誉顧問会議

▲集合写真

▲地区ガバナー
Ｌ荒川友成

日
時 ２０２１年11月2日
（火）
１6時〜
開催場所 萩姫の湯 栄楽館

▲名誉顧問会議長・
前地区ガバナー
L真田倭夫

▲名誉顧問・
前国際理事
Ｌ安澤莊一

▲幹事報告
キャビネット幹事
Ｌ渡部政介

▲閉会の言葉
キャビネット会計
Ｌ工藤正美

第2回名誉顧問会議が、11月2日(火)郡山市磐梯熱海温泉「萩姫の湯 栄楽館」
で開催されました。
キャビネット幹事L渡部政介の開会の言葉、
キャビネット副幹事兼事務局次長L佐久間正次からの
出席者紹介の後、地区ガバナーL荒川友成が挨拶しました。
続いて名誉顧問会議長・前地区ガバナーL真田倭夫からの挨拶、名誉顧問・前国際理事L安澤莊一
の挨拶がありその後、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は様々な建設的意見、
アドバ
イスがあり、
さらなる332-D地区の発展に向けて協力していくことを確認し、キャビネット会計L工藤
正美の閉会の挨拶で閉会となりました。
会議終了後、
コロナ対策を十分にした会場にて短時間の懇親会が行われました。
PR・ITライオンズ情報委員長 L小栁 広二

日
時
第1回 スペシャルティクラブ・
FWTミーティングを開催しました 開催場所

２０２１年12月6日（月）
１3時30分〜
キャビネット事務局

コロナの影響で顔を合わせてのミー
ティングが出来ず、12月6日に6名全員参
加で開催しました。
11月25日に長澤千鶴子全日本GATエ
リアリーダーを講師に迎えて、仙台にて
332複合地区スペシャルティクラブ・FWT
セミナーがありましたので、その報告を
兼ねて、下記のFWTの活動をどのように
よりわかりやすく各クラブにお伝えして
いけば良いか等の意見交換をし、有意
義なミーティングとなりました。
1.女性会員、家族会員の増強について
2.今期のガバナー基本方針である子ども食堂支援について
3.ヘアドネーション事業について
4.こどもの未来古本募金について
5.タンスに眠る外貨で小児がんの子支援事業について
スペシャルティクラブ・FWT副コーディネーター L佐瀬 智美
12
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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

会津

福島

いわき

原町

当地区において、糖尿病予防啓発活動に取り組んで5年目を迎えておりますが、
その事業の一環と
して、2年前から東北電力様、東北電力ネットワーク様の深いご理解とご協力を賜り、県内4か所でブ
ルーライトを点灯いただき、予防啓発活動の一翼を担っていただいております。
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、昨今の新型コロナウイルスの蔓延によりステイホームや巣ごもり等で外出機会の減少や運
動不足がさらに拍車をかけるような環境になっていると思います。
国際協会でも主要課題として、世界規模で大きな社会問題化しております糖尿病の予防啓発のた
め、正しい知識と理解を深め、
より多くの方々にその認識を高めていただく活動を展開しております。
国連では11月14日が「世界糖尿病デー」に規定されており、
それに合わせて11月11日~14日の4日
間、東北電力ネットワーク様の福島・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
原町火力発電所煙突にそのシンボルカラーであるブルーライトを点灯し、広く県民の皆様へ予防啓
発活動の意義をPRさせていただきました。
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、予防啓発活動に弾みがつくことを願っております。
この事業遂行にあたり、
ご理解、
ご協力賜りました関係各位の皆様に、改めて感謝と御礼を申し上
げます。
GSTコーディネーター L車田信彦
ライオン福島

検索
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各ライオンズクラブ活動報告
Lio n s c lu b s - A c ti v i ty r e p o rt
第 1R・第 1Z

福島ライオンズクラブ
■ヘアドネーションに協力

令和3年9月25日(土) 11時~
福島市の会社員國島恵子さんがヘアドネーションに協
力してくれました。
どうせ髪を伸ばすなら、協力できる長さまでとの思いで
数年間伸ばしてきたそうです。
南福島のヘア・メイク アースさんにご協力頂きました。
会長、幹事が立ち合い、感謝状を贈呈しました。
会長 L佐藤 良一

■街頭献血活動

令和3年10月10日(日) 10時~16時
福島市のヨークベニマル野田店駐車場で10時
から16時まで、街頭献血活動を行いました。
事前に知人や家族に協力のお願いをしていた
こともあり、多数の方が献血に来てくれました。
協力者には、姉妹クラブの台湾長安獅子会よ
り届いた特製マスクと最中を差し上げました。
10名の会員が買い物客らに献血を呼びかけ、
献血人数は53人に達しました。
会長 L佐藤 良一

■茂庭梨平公園の植樹手入れ

令和3年10月30日(土) 9時
茂庭梨平公園に赤穂ライオンズクラブと
の姉妹締結記念に植樹した木々の手入れ
作業を行ないました。
12名の会員が参加し、周辺の草刈りを丁
寧に行いました。
整備後の公園を撮影し、赤穂ライオンズ
クラブに報告しました。
会長 L佐藤 良一

第 1R・第 1Z

川俣ライオンズクラブ
■コスキンくん万国旗飾り

令和3年9月16日(木) 10時~
フォルクローレ音楽祭「コスキン・エン・ハポン」は国
内外から多くの愛好家が参加し、毎年秋に開催されて
いましたが、
コロナ禍で昨年は中止になりました。
今年はオンラインコスキンと銘打ってリモートでの
開催となり、185チームが出演するそうです。その開催
を前に、
このコスキン・エン・ハポンをPRする事とコロ
ナ感染拡大で閉塞感が漂う町に元気な話題を提供す
る為に、川俣町の入口国道114号線沿いに設置した
「コスキンくん人形」に万国旗を飾り付けました。
会長 L鴫原 北斗
14
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■町内清掃奉仕

令和3年9月16日(木) 10時~12時
川俣町内の清掃奉仕を実施しました。
コロナ禍でも何かできることはないのかを考え、三密を避けた少人
数のグループに分けるなどの工夫をして、川俣町役場から西側の町内と国道114号線バイパスのゴミを拾い、
歩道の美化活動に努めました。参加L18名
事業委員長 L髙橋 照伸

▲作業風景

▲集合写真

第 1R・第 1Z

福島信夫ライオンズクラブ
■植樹の手入れ

令和3年9月25日(土) 9時~
茂庭梨平公園に植樹したハナカイドウの
手入れとして、周辺の草刈りと、施肥作業を行
ないました。
10年目の継続事業となりました。
敷地が雑草だらけで、作業がなかなか進ま
ないので、春の手入れ作業の時期に除草剤
を撒いてみようとの計画を立てました。
事業委員長

L渡邉 信幸

■大蔵寺史跡表示板の建替え

令和 3年10月23日(土) 9時~
福島市小倉寺の大蔵寺に設置してある史
跡表示板が老朽化したため、耐久性のある
アルミ製のものに建て替えました。
5基が説明文も鮮明に新しくなり、大変喜
ばれました。
事業委員長 L渡邉 信幸

ライオン福島

検索
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各ライオンズクラブ活動報告
Lio n s c lu b s - A c ti v i ty r e p o rt
第 1R・第 1Z

福島グリーンライオンズクラブ
■健康ふくしま２１推進｢県民表彰式｣で知事感謝状受賞

令和3年10月14日(木) 13時15分~14時15分
令和3年度「健康ふくしま21推進県民表彰式」が、キョウ
ワグループ・福島テルサホールにて開催され、部門ごとに
県内の各団体と個人の表彰が行われました。
当クラブのアクティビティである街頭献血活動(昭和57
年から現在まで年2回実施中)が、
この度「献血事業」の功
労の部で福島県知事表彰を受け、当日、会長L尾形芳孝が
代表にて感謝状を受賞いたしました。
ライオンズクラブでの継続的地域活動が、県の表彰を賜
りました事は誠に光栄であり、活動当初からご協力頂く福
島県赤十字血液センターの皆様、貴重な献血ご協力者の
市民の方々に、改めて深く感謝を申し上げます。
街頭献血アクトは、活動から38年目を迎え、今後も、皆様
のご協力をいただきながら、献血事業に努めて参ります。
L渡辺 健志

▲表彰式会場

▲受賞者代表のL尾形会長

■秋の献血活動

令和3年11月2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。
事前にSNS(インスタグラム・Facebook)で協力を呼びかけ。
街頭では「のぼり旗」
「プラカード」
でアピールしました。
ご協力頂いた方には「マスク1箱」
を進呈。当日は天気も良く、立ち止まって話を聞いて下さる方も多くいま
した。通常400mlお願いしていますが、
「献血初めて!」
という方には、先ず「経験」
して頂くために200mlの協力
をお願いしています(16~19歳の方限定)この経験が、
また次に繫がり、若い人に広まればいいなと思います。
事業委員長 L高橋 千昭

▲参加Ｌ
16
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▲会長よりマスク進呈

各ライオンズクラブ活動報告

Lions cl ubs-Activ ity repo rt

第 1R・第 2Z

二本松ライオンズクラブ
■愛の献血運動

令和 3年 9月11日(土) 11 時 30 分~16時
メガステージ二本松ダイユーエイト駐車場にお
いて
「愛の献血運動」
を実施。
コロナ禍で献血不足の中、69もの大勢の皆様に
協力頂きました。
「 本年度例のないほど多くの人が
協力してくれた」
と血液センターの人に感謝されま
した。
事業第2委員長 L佐藤 泰正

■二本松LC杯ちびっ子
ミニバスケットボール交歓会
令和3年10月16日(土) 9時〜16時
昨年度はコロナ禍で中止された、第16回二本松
ライオンズカップちびっ子ミニバスケットボール交
歓会を安達体育館で、今年度は感染対策を徹底し
て開催いたしました。
この大会は、出場機会の少ない小学3・4年生を対
象に、試合を通じ、競技の面白さや、楽しさを知って
ほしいとの思いで開催しています。
事業第2委員長 L佐藤 泰正
▲ミニバスケの試合

第 1R・第 2Z

安達ライオンズクラブ
■安達駅周辺清掃活動

令和3年10月6日 (水) 6時~7時
二本松市安達駅周辺の清掃作業を行いました。
継続事業として、毎年この清掃作業を実施しておりますが、今年も利用者の方々に気持ちよく駅を利用頂け
るように、心を込めて清掃活動を行いました。
幹事 L本多 和弘

ライオン福島

検索
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各ライオンズクラブ活動報告
Lio ns c lubs - A c ti v i ty r e p o rt

第 1R・第 2Z

安達ライオンズクラブ

■特定非営利活動法人 和 奉仕作業

令和3年10月21日(木) 13時30分~14時30分
障害福祉サービス就労継続事業所なごみの樹木剪定・清掃及び進入路整備を実施しました。
この活動は継続活動として行っており、本来であれば作業後に施設利用者の方々との交流会を実施すると
ころではありますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、昨年に引き続き今年度も自粛することとなり
ました。
今年も交流会は叶いませんでしたが、利用者の方々から沢山のお礼の言葉をいただきました。
幹事 L本多 和弘

■子ども食堂物資支援

令和3年10月27日(水) 13時30分~14時
今年度、初めての取り組みで子ども食堂への支援を
行いました。今回は、物資支援として醤油やマヨネー
ズといった調味料類を寄付しました。
また、
この取り組みを知ったあだたら商工会青年部
から“自分たちも支援したい”という嬉しい声があが
り、同日、青年部からお菓子の寄付がありました。
まゆみ学園様では、
月3~4回子ども食堂を開いてお
り、主ひとり親世帯の子ども向けに食事を提供してい
るそうですが、
このコロナ禍で収入が減った家庭など
需要が高まっているとおっしゃっていました。
今回が初めての子ども食堂支援でしたが、来年以
降も継続して支援を行う体制を整えたいと思います。
また、今回青年部が
名乗りをあげてくれ
たように、今後もさ
らに 支 援 の 輪 が 広
がってほしいと思い
ました。
幹事 L本多 和弘

18
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■献血啓発活動

令和3年10月28日(木) 13時30分~15時30分
二本松市の安達保健福祉センターにて献血協
力の啓発活動を行いました。保健福祉センターや
安達支所の職員など、お仕事の合間に多くの方に
献血にご協力頂くことができました。
当初、400ml協力目標人数15名以上としていま
したが、結果は目標人数を上回る24名にご協力頂
くことが出来ました。
また、安達ライオンズクラブから献血に協力頂
いた方一人一人にささやかながら栄養ドリンクを
贈りました。
幹事 L本多 和弘

第 2R・第 1Z

福島中央ライオンズクラブ
■ヘアドネーション

令和3年9月12日(日)
福島市にある「カットハウス カール」さんにおい
て、福島市の小学2年生・安達さんのヘアドネーショ
ンが行われました。
産まれて初めてのカットという貴重な機会をヘア
ドネーションにご協力頂き、約35センチの髪をご提
供頂きました。
新聞でヘアドネーションの活動を知り、当クラブへ
ご連絡をいただきました。
この素晴らしい奉仕の輪
がこれからどんどん広がっていくことを願っておりま
す。
L大江 秀樹

▲カットする安達さん

■ヘアドネーション

令和3年10月12日(火)
福島市陣場町にあります
「ヘアーサロン さんかく」
さんにおいて、福島市の中学3年生の佐々木さんか
らヘアドネーションへのご協力をいただきました。
佐々木さんは「普通に切ったら捨てられてしまうけ
れど、役立ててもらえる事がうれしい」
と話し、約40セ
ンチの髪をご提供いただきました。
L大江 秀樹

▲安達さんより安藤会長へ

▲佐々木さんより安藤会長へ

▲カット前の様子
ライオン福島

検索
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各ライオンズクラブ活動報告
Lio n s c lu b s - A c ti v i ty r e p o rt
第 2R・第 1Z

福島中央ライオンズクラブ
■子ども食堂支援

令和3年10月21日 (木)
第1330回例会にて、子ども食堂「fun café NET」へ支援金及び冷凍庫の贈呈式が執り行われました。
fun café NET代表の熊坂様と事務局の藤原様が出席され、熊坂代表が謝辞を述べました。
その後藤原事務
局から、大型スクリーンを用いて活動内容についてご紹介頂きました。最後に「今後、子ども達の身体にいい
食材を用いたお弁当作りを展開していきたい。支援いただいた冷凍庫は食材保管にとても役立ちます」
と御
礼の言葉を述べられました。
また、10月30日(土)には、冷凍庫搬入の準備が整い、
あらためてfun café NETの方へ届けて参りました。
会長安藤那美子ライオンの長年の希望でもあった「子ども食堂への支援活動」の第1弾が実現しました。
L大江 秀樹

▲左より安藤会長、
ｆ
ｕｎｃａ
ｆé ＮＥＴ代表熊坂様、事務局藤原様

▲冷凍庫搬入

第 2R・第 1Z

福島信陵ライオンズクラブ
■ヘルプマークの普及啓発用物品寄贈

令和 3年10月21日(木) 13時~13時30分
福島市に、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アルコールジェルを寄贈しました。
ヘルプマークとは、外見からはその障害が分からなくても
援助や周りの配慮を必要としている方々が、周囲の方に
「配慮
を必要としています」
と声を発することなくお知らせできるも
ので、東京都が作成したストラップ型マークや、福島市の配慮
頂きたい内容を提示できるカードタイプなどがあります。
寄贈式では、会長L小林志津子より市の健康福祉部部長野
田幸一様と障がい福祉課課長氏家誠様に寄贈をいたしまし
た。
幹事L橋本、奉仕委員会委員長L三瓶の2名が同行しました。
幹事 L橋本 翔
20
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▲幹事L橋本、会長L小林、
奉仕委員会委員長L三瓶
健康福祉部 部長 野田幸一様

各ライオンズクラブ活動報告
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■冷蔵庫1台並びにＤＶＤ録画プレーヤー1台寄贈

令和3年10月21日(木) 15時~15時30分
青葉学園の皆さんと毎年11月に食事や運動を一緒に過ごす交流会を
行っておりますが、
コロナ禍で自粛せざるを得ない状況になり、学園で
困っていることを伺うと冷蔵庫と、子どもたちが楽しみにしているDVD録
画プレーヤーが壊れて困っているとの事でしたので、
この2つを贈ること
に致しました。
青葉学園様とは今年で36回目の交流となります。学園様よりの推薦を
頂き、第75回県社会福祉大会が相馬市民会館で開かれ、社会福祉分野
の発展に寄与した団体をたたえる知事表彰を授与致しました。11月5日
(金)会長L小林志津子が出席しました。
幹事 L橋本 翔

▲会長Ｌ小林、幹事Ｌ橋本、
奉仕委員会委員長Ｌ三瓶が目録を贈呈
致しました。

■ヘルプマークの普及啓発活動

令和 3年10月31日(日) 10時~11時
JR福島駅東口でヘルプマークの普及啓発活動を行いました。
福島市へクラブオリジナルのチラシ入り除菌アルコールジェルを寄贈しておりました。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橋本 翔

ライオン福島

検索
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各ライオンズクラブ活動報告
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第 2R・第 1Z

福島松川ライオンズクラブ

■「地域を知るスピーチ」

令和3年8月13日(金) 6時30分~8時
新しい活動として、
「地域を知るスピーチ」
と題して、各分野の方々から松川町に関するスピーチを頂き、地
元を知って今まで以上に地域に根差した活動を目指しております。
第1回は8月13日に絹の里を会場として、松川駐在所所長目黒正人警部補から
「松川町の治安状況につい
て」の講話を頂きました。松川町の犯罪発生状況等と、子ども達が夢をもって育つ地域の手助けになる活動の
ヒントを頂きました。第2回は9月15日例会場ますや旅館で、介護関連のスピーチを地域包括支援センター藤
倉優子様と福祉用具専門相談の上泉勝利様の講話を頂き大変参考になりました。
L齋藤 義博

▲第１回スピーチ 松川駐在所所長 目黒正人警部補

左

▲第２回スピーチ
上泉勝利様 中央 会長斎藤義博

第 2R・第 1Z

福島あづまライオンズクラブ

■太陽学園交流芋煮会

令和3年10月23日(土) 10時~
社会福祉法人 太陽学園において芋煮会を行い
ました。毎年この時期に行っている恒例行事で、
今年も好天に恵まれました。芋煮の他、焼きそば
やイカゲソなどを振る舞いました。
昨年からコロナウイルス感染対策として、園生
の皆さんと直接接触することを避け、屋外でクラ
ブ会員が調理したものを職員を通して中で召し上
がっていただくという方式を採用しています。
学生ボランティアも参加し、楽しい一日を過ご
しました。
会長 L白山 正樹

▲調理風景
22
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▲集合写真

▲園生からのお礼の看板

右

藤倉優子様
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第 2R・第 2Z

国見ライオンズクラブ
■放課後クッキングクラブ様へ支援金贈呈

令和3年10月6日(水) 18時30分〜18時40分
332-D地区第2R第2Zガバナー公式訪問の記念アク
ティビティとして、放課後クッキングクラブ(こども食堂)様
へ支援金を贈呈いたしました。
放課後クッキングクラブ様は、代表のL松浦知弘(当LC
所属)と副代表の鈴木道代様を中心に、
スタッフ10名が
国見町役場学校教育課や社会福祉協議会などから協力
を頂き、平成28年より子育て支援ボランティアとして活
動しており、当クラブも青少年育成事業として、今後とも
支援を継続していく事が決定いたしました。
事業委員長 L佐藤 忠

▲右から放課後クッキングクラブ代表Ｌ松浦知弘、
副代表 鈴木道代様、国見ＬＣ会長、国見ＬＣ幹事、国見ＬＣ会計

■世界ライオンズ奉仕デー清掃活動

令和3年10月 9日(水) 6時~7時
世界ライオンズ奉仕デーとして毎年国見インターチェ
ンジより国道4号線沿いにある藤田総合病院までの
1.5kmの区間を清掃作業しており、今年は福島県内のま
ん延防止重点措置も9月末で終わり、感染状況が落ち着
いた中で会員14名の協力を得て無事作業を行うことが
できました。
事業副委員長 L近久 寿幸

第 2R・第 2Z

伊達町ライオンズクラブ

■子育て支援活動に協力金贈呈

令和3年10月19日( 火 ) 18 時30分
「つながる」
を目的に「子どもの居場所 学びのひろば」、
「ママのための交流会・講座」などを実施しているライフ
フォー マザーズの代表の方を例会に招き協力金を贈呈
いたしました。活動内容のスピーチをいただき、地域の子
育て支援事業に理解を深めました。
L橘内 努
▲代表者(新井芳美様)に協力金を贈呈する会長L橘内努

■聖光学院野球部へグランドレーキ贈呈

令和3年8月20日(金) 14時~14時30分
聖光学院野球部へグランドレーキ（トンボ）20本を贈り
ました。
フレームがステンレス製で板にはチームのモッ
トー「不動心」の文字が記されています。今後のさらなる
活躍を願っています。
L高荒 啓一

▲斎藤監督（中央）
にトンボを渡す橘内会長
ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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Li o ns c lubs - A c ti v i ty r e p o rt
第 3R・第 1Z

郡山ライオンズクラブ
郡山あさかライオンズクラブ
郡山南ライオンズクラブ
■3クラブ合同で献血呼び掛け

令和3年11月4日(木)
郡山、郡山あさか、郡山南の3クラブは11月4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。128人が協力を申し出、健康チェックなどの結果、昨年を上回る106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は今回で９回目です。事前に各クラブごとに協力を呼び掛け、
コロナ禍が
沈静化しつつあるとはいえ、なるべく時間が重ならないように来訪時刻をずらしました。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。会場には荒川友成地区ガバナーが訪れ、
メンバーを
激励しました。
献血協力者にはお菓子の詰め合わせなどを贈り、喜ばれました。

▲激励に訪れた荒川ガバナー
（右から２人目）
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▲合同献血の運営に尽力した会員

各ライオンズクラブ活動報告

Lions cl ubs-Activ ity re po rt

第 3R・第 1Z

郡山ライオンズクラブ
■世界ライオンズデーを記念し早朝清掃

令和3年10月7日(木) 午前6時30分~
早朝例会を前に午前6時半に郡山ビューホテルアネック
ス前に集合して、世界ライオンズデー(10月8日)にちなんだ
清掃活動を繰り広げました。一心坂を中心にゴミを拾い集
めましたが、
コロナ禍とはいえタバコの吸い殻や空き缶な
どかなりの量となり、駅前に人出が戻りつつあるのを実感
しました。
PRクラブ誌編集委員会 L浦山 文夫

■第３回郡山ライオンズクラブ杯

▲早朝清掃に参加したメンバー

県少年ラグビースクール親善大会

令和3年11月7日(日) 9時~12時30分
主催の福島県少年ラグビースクール連絡協議会、共催の郡山市ラグビーフットボール協会が小学生への競
技の普及と健全育成を目的に4年前から催す趣旨に賛同し毎年、優勝杯を寄贈しています。昨年はコロナ禍で
中止となりましたが、今年は会場となった郡山市の熱海サッカー・ラグビー場に郡山、福島、いわき、勿来の4
スクール・スポーツ少年団の約100人が集まりました。高学年の部のみが行われ、実戦経験が少なくなってい
る中、子どもたちはグラウンド狭しと元気に走り回りました。表彰式では会長L降矢正美が優勝チームに
「L」の
字が輝く優勝杯を手渡しました。
また、参加賞として各チームにラグビーボールをプレゼントしました。
PRクラブ誌編集委員会 L浦山 文夫

▲決勝戦でトライを決める小学生ラガー

▲終了後に選手、
メンバーがそろって記念撮影

第 3R・第 1Z

田村ライオンズクラブ

■「秋の交通安全運動」
に伴う合同出動式 参加

令和3年9月17日(金) 10時~
田村ライオンズクラブでは、田村警察署より要請を受
け、
「 青色パトロール隊」を結成し、地域の安心･安全の
ため、小中学校の生徒の下校時間を中心に田村署管内
を定期的にパトロールしています。
田村警察署で行われた「秋の交通安全運動」に伴う合
同出動式に青パト車1台･会員2名で参加しました。
今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、青パト1台・会員2名の要請でした。
L箱﨑 速水

ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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各ライオンズクラブ活動報告
Lio n s c lu b s - A c ti v i ty r e p o rt

第 3R・第 1Z

田村ライオンズクラブ

■家族親睦チャリティゴルフコンペ

令和3年9月28日(火) 8時45分~
爽やかな秋晴れの中、大玉CCに於いて
「家族親睦チャリティゴルフコンペ」
を開催
した。
ハンデ戦で行われ、優勝は新人のL松本
吉也でした。
会員からの浄財の合計は25,000円とな
り、
この浄財はコンペ参加者の総意で「ア
ラート基金」へ入金する事となりました。
L箱﨑 速水

▲会長よりトロフィーと副賞授与

■国際平和ポスターコンテスト クラブ選考会

令和3 年10月8日(金) 18時~
「第34回国際平和ポスターコンテスト」のクラブ選考会
を開催し、参加校9校、総応募作品数187点の中から、会長
賞:船引中学校 橋本美咲さん・市長賞:船引中学校 猪越天
綾さん・教育長賞:船引中学校 鹿又友莉子さんはじめ優秀
賞12点を選考、“船引駅コミュニティープラザ自由通路”に
て10月22日(金) ~11月17日(水)の間展示しました。
また、会長賞受賞作品は、田村ライオンズクラブ管内の
代表作品として、県大会に出品しました。
L箱﨑 速水
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■『交通安全標語コンクール』表彰式

令和3年10月8日(金) 13時20分~
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17回目を迎える運びとなり
ました。
今年度は緑小学校の児童の皆さんに「交通安全
標語」の募集を行い、9月13日(月)午後1時30より応
募総数全校生徒46点の中から、田村警察署長:斎藤
光次様･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、10月8日(金)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。
L箱﨑 速水

▲受賞者集合写真

■第１回田村ＬＣ旗少年ソフトボール大会

令和3年10月9日(土) 8時30分~16時
青少年の健全育成を目的とし、様々な形で子どもたちと接しています。本日
「第1回田村LC旗少年ソフトボー
ル大会」
を田村市美山運動場で開催した。
日頃の練習の成果を発揮し、爽やかな風の中8チームが出場し熱戦を繰り広げた結果、都路スポーツ少年
団が優勝し、中郷ソフトボールスポーツ少年団が準優勝となりました。
L箱﨑 速水

■国際平和ポスターコンテスト

令和3年11月10日(水) 16時~
当クラブでは、田村市長と田村市教育委員会教育
長に後援を頂き、会長賞・市長賞・教育長賞とを設け
ております。
その3賞の表彰式を11月10日(水)午後4時から田村
市役所多目的ホールにおいて行いました。
それぞれの賞を直接授与されることは、本人にとっ
ても、参列された父兄の方にとっても、
とても誇らし
い事だったと思います。
L箱﨑 速水

ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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各ライオンズクラブ活動報告
Li o n s c lu b s - A c ti v i ty r e p o r t
第 3R・第 1Z

田村ライオンズクラブ

■世界ライオンズデーに伴うアクティビティ

令和3年10月10日(日) 10時~
世界ライオンズデーに伴うアクティビティとして、
片
曽根山山頂公園整備事業を15名参加で行った。
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
なっています。
L箱﨑 速水

第 3R・第 1Z

郡山あさかライオンズクラブ

■ライオンズデーを記念し早朝清掃

令和3年10月14日(木) 6時30分〜
「世界ライオンズデー」に伴う、
ライオンズの森の早
朝清掃を行いました。
当クラブでは、例年4月〜11月の間、第3土曜日の6
時30分〜早朝清掃を実施していましたが、
コロナ禍
ということで、清掃を休んでいました。
今回の「世界ライオンズデー」に伴い、久しぶりに
早朝清掃を行い、すがすがしい気持ちで終えることが
できました。
会長 L水野 博道

第 3R・第 1Z

郡山南ライオンズクラブ
■安積永盛駅前周辺清掃奉仕

令和3年10月6日 (水) 6時30分~
世界ライオンズデー記念の奉仕活動として安積永盛駅周辺清掃奉仕を実施いたしました。
肌寒さを感じる早朝から8名の会員での奉仕活動となりました。
整備された安積永盛駅周辺は一見するときれいに見えるところでも様々なゴミがあり清掃活動の大切さを改
めて実感する一日となりました。
継続した地域への奉仕が今後より一層重要になると思います。
クラブ幹事 L丸山 孝男
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第 3R・第 1Z

郡山東ライオンズクラブ
■世界ライオンズデー清掃活動

令和3年10月10日(日)
今年も世界ライオンズデーでの、第3R第1Z・第2Z恒例の合同清掃活動が新型コロナウィルスの影響で実施
できませんでしたので、10月10日に郡山市の五百淵公園の清掃奉仕活動を行いました。
当日は天候にも恵まれ会員22名が二手に分かれて、遊歩道ばかりではなく木立の中や岸辺近くのゴミまで拾
い集めました。
終了後は会員メンバーのお店へ移動し、昼食をとりながら和気あいあいと楽しく第1例会を開催して、有意
義な奉仕活動ができた一日となりました。
マーケティングコミュニケーション委員長 L田村 幸男

■子ども食堂支援マスクや保冷バッグを寄贈

令和3年10月26日(火)
あさかホスピタルグループの安積愛育園が運営する子ども食堂「キッズスタジオPORTA(ポルタ)」にマスク
五千枚、保冷バッグ五十袋、菓子等を寄贈しました。
贈呈式は郡山市のあさかホスピタルで行われ、会長L森尾定が同グループの佐久間啓理事長に寄贈品を
手渡しました。
佐久間理事長は「より良い地域をつくるため、皆さんの協力がありがたい」
と感謝状をいただきました。
寄贈品は子ども食堂を利用する児童や家庭に配布されます。
幹事 L要田 明美

▲感謝状

▲贈呈
ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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各ライオンズクラブ活動報告
Lio n s c lu b s - A c ti v i ty r e p o rt
第 3R・第 2Z

郡山中央ライオンズクラブ・
郡山北ライオンズクラブ
合同奉仕活動
■世界ライオンズデー奉仕活動

令和3年10月10日(日) 7時~9時
郡山中央ライオンズクラブと郡山北ライオン
ズクラブの合同にて、10月10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
が昨年からは、
コロナウイルスの影響で第1Z・第
2Z合同での奉仕活動ではなくなった為、郡山北
ライオンズクラブと2クラブの合同で奉仕活動を
実施致しました。
主に草刈りをし、皆さん腰を曲げての作業で
大変でしたが郡山東部婦人会の方々の協力もあ
り、たくさんの草刈り、
ゴミ拾いができ奉仕活動
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
■郡山駅東口広場周辺清掃・除草奉仕

令和3年10月10日(日) 7時~
秋冷が爽やかに感じられる好季節の10月10日日曜日の7時という早朝の時間帯にも関わらず12名の会員と
郡山北ライオンズクラブ8名と東部婦人会13名の30名以上で奉仕活動となりました。
集まっての奉仕活動が難しい昨今ですが、
ともに奉仕ができる喜びを分かち合い汗を流す機会が出来まし
た。
世界ライオンズデー記念の奉仕活動として今後も継続していきたいと思います。
幹事 L橘弦 一郎
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第 3R・第 2Z

郡山中央ライオンズクラブ
■「第７回郡山中央ライオンズクラブ杯」

令和3年10月23日(土)~24日(日)
郡山西部体育館に於いて「第59回郡山市市民体育祭
U12バスケットボール大会・兼第7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共催を
させて頂きました。
今年も新型コロナウイルスの感染拡大に充分配慮され
た大会となり、父兄の参加人数制限、当クラブも三役のみ
の制限開催となりました。
男子決勝は、1点を争う好ゲーム、女子決勝は延長戦に
もつれ込む接戦になりました。
子ども達の一生懸命は、
コロナに関係なく青少年育成の
目的に充分と感銘を致しました。
今後も継続をして子ども達の応援をしていきたいと思
います。
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

安積

橘

小山田富西

桜

ＦＫあさか

富田ＢＲ

女子の部 小山田富西

ライオン福島

検索
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第 3R・第 2Z

小野町ライオンズクラブ
■ひとり親世帯への支援

令和3年9月10日(金) 14時~15時
郡山市のNPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福
島」に支援金を贈呈しました。
この活動は郡山中央ライオンズクラブと合同で実施して
4年目となる活動ですが、例年はコメ等を届けておりまし
たが、本年は浄財でとの希望によりまして、寄付となりまし
た。浄財は食材などの購入に充てるとの事です。
当日は会長L吉田代吉と郡山中央LC会計L高橋智幸の
両名から小野馨理事長に浄財を手渡しました。
L吉田 寿一

▲贈呈模様

■ヘアドネーションの提供

令和3年9月18日(土) 13時30分~14時 30分
ヘアドネーションの提供をしていただいた自宅を訪れ
て、会長L吉田代吉から御礼の言葉とともに、荒川友成地
区ガバナー感謝状と記念品を贈呈しました。
提供の動機は、
「小野高校生が作成したヘアドネーショ
ンのパンフレットを見て髪を提供しました。」(遠藤昌枝さ
ん)「髪が人の役に立つことを知り提供しました。」(草野紡
美さん)「自分も髪が無くなる病気をしたので、他人のため
に役に立ってほしいと思いヘアドネーションしました。」(阿
久津和恵さん)といった、温かい言葉をいただきました。
その他、9月27日に2件、10月26日にも2件の提供があり
ました。
L吉田 寿一

▲吉田会長より

▲遠藤昌枝さん

▲阿久津和恵さん
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▲草野紡美さん
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小野町ライオンズクラブ
■小野町長講話

令和 3年10月20日(水) 18時30分~19時
太田屋旅館において、小野町長の村上昭正様から今後
の町政等について講話をしていただきました。
今年の3月に新たに就任した村上昭正町長は、就任当初
からコロナ対策等に追われておりましたが、7か月が経過
して少しずつ平常に戻りつつある現状を踏まえ、今後の町
民の健康づくりや農業の助成方法・子供たちの育成・デジ
タル化への対応等について熱く語っていただきました。
講話終了後には、会長のL吉田代吉よりライオンズクラ
ブの奉仕活動の主旨をお知らせすると同時に、今後の町
政発展のためにご尽力いただきたい旨の謝辞を述べて終
了となりました。
L吉田 寿一

▲小野町長講話

▲参加者会員

■小野町役場へのタマゴ贈呈および献血活動

令和3年10月28日(木) 14時30分~15時
令和3年10月30日(土) 10時~15時
10月28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90パックを贈呈しまし
た。
また、10月30日(土)には、10時から15時まで会員5名を
中心に、
さまざまなイベントが実施されていた、おのショッ
ピングプラザで町内外の人に献血を呼び掛け、結果として
400ml献血54名の実績を上げることができました。
L吉田 寿一

▲タマゴ贈呈

▲献血模様

▲参加者写真
ライオン福島
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郡山開成ライオンズクラブ
■クラブ結成５０周年記念事業実施

令和3年10月23日(土) 15時~16時
本来クラブ結成50周年記念式典を令和3年
10月23日に実施予定でしたが、
コロナ禍の為
式典を半年延期し、記念事業の1つである、子
ども食堂「大町キッズベース」に米保管冷蔵庫
1台、新米コシヒカリ600kg、野菜(ネギ20kg、
ジャガイモ20kg、白菜10kg)の贈呈式を
「大町
キッズベース」にて行いました。
L髙橋 敦司
▲Ｌ佐藤達夫会長から
「大町キッズベース」吉川所長に
贈呈品明細書を手渡した。

▲大町キッズベースに寄贈した品物と記念撮影

34

LION FUKUSHIMA

各ライオンズクラブ活動報告

Lions cl ubs-Activ ity repo rt

第 3R・第 2Z

磐梯熱海ライオンズクラブ
■湖南町猪苗代湖畔清掃奉仕

令和3年10月10日(日)
世界ライオンズデーの奉仕活動として、秋の
爽やかな一日を会長L三瓶嘉宣の下、11名の
少数精鋭でありましたが、午前11時から1時間
程猪苗代湖畔浜路浜を清掃してまいりました。
年々ゴミも少なくなり綺麗な浜となりました。
当クラブは「世界ライオンズデー」に併せて
毎年、湖南町の清掃奉仕をしてまいりました。
これからも湖南町の地域社会活動、環境保全
の推進を進めていくものであります。
事務局 L佐久間 正次

第 3R・第 2Z

郡山北ライオンズクラブ
■郡山駅東口広場周辺清掃・除草奉仕

令和3年10月10日(日) 7時~
世界ライオンズデー記念の奉仕活動として
郡山中央ライオンズクラブとの合同奉仕が実
現しました。
早朝から8名の会員と郡山中央ライオンズク
ラブ12名と東部婦人会13名の30名以上で奉
仕活動となりました。
クラブ単独での奉仕はもちろんですが合同
奉仕で更にインパクトのある奉仕ができまし
た。
今後も地域に必要とされる奉仕を継続して
いきたいと思います。
幹事 L伊東 昌明

ライオン福島
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会津若松鶴城ライオンズクラブ
■子ども食堂支援

令和3年10月27日(水) 11時~11時 30分
子ども食堂を運営するNPO法人寺子屋方丈舎に、
県産米コシヒカリとひとめぼれ合わせて150kgとム
ラサキキャベツ・人参などの野菜2コンテナ(10kg、
15kg)を贈呈しました。
今年度のガバナーの基本方針でもある子ども食堂
支援にクラブ会員一同が賛同し、
「子どもたちにおい
しく沢山食べてほしい」
との思いで、支援させて頂き
ました。
贈呈式を行い、会長、幹事、会計より寺子屋方丈舎
の江川和弥理事長に手渡しました。

▲左より寺子屋方丈舎の江川和弥理事長様、会長Ｌ星郁雄、
幹事Ｌ成瀬亨、会計Ｌ小山信幸

第 4R・第 2Z

会津坂下ライオンズクラブ
■おいしいご飯食べて！
子ども食堂に会津産の新米２００kg寄贈

令和3年10月29日(金) 14時~14時30分
県内で子ども食堂を運営する団体でつくる
「ふくし
まこども食堂ネットワーク」に会津産の新米200kgを
寄贈しました。
新米は白米を5kgずつ40袋に分け、会津若松市や
会津坂下町で家庭に配布。同市の子ども食堂でも活
用しています。
同町のカネダイで行われた贈呈式では、小林利季
子会長と斎藤善平幹事が同ネットワークの江川和弥
代表に新米を手渡しました。小林会長は「おいしい
ご飯を食べて元気になってほしい」
とエールを送り
ました。
L渡辺 司

▲江川代表に新米を手渡す
小林会長（中央）
と斎藤幹事（右）

※福島民友新聞１０月３１日付掲載記事を添付。
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西会津ライオンズクラブ
■ヘアドネーション感謝状贈呈

令和3年9月16日 (木) 18 時30分~
西会津小学校2年生の長谷川里桜さ
んよりヘアドネーションへのご協力を頂
きました。L長谷川君男のひ孫さんで、ヘ
アドネーションの話を聞いて、自分も役
に立ちたいとご協力いただきました。9月
の第二例会の席上で、感謝状と図書カー
ドを贈呈しました。
今後もヘアドネーション活動を続けて
行きたいと思います。
L武藤 健

▲左から、会長（Ｌ武藤健）、長谷川里桜さん、
Ｌ長谷川君男
里桜さんのお母さん

■青少年育成事業

令和3年10月4日(月) 13時30分~
会長と会計が西会津小学校を訪れ、青少年育成事業の一環として、西会津小学校へワンタッチテント一式、
西会津中学校へ学習机の拡張版65枚の目録を贈呈しました。西会津小学校の運動会が10月9日(土)に開催さ
れ、
テントが披露されました。
学習机の拡張版は、パソコンを使用する時に机だけでは狭いために広く使えるように贈呈しました。
L武藤 健

ライオン福島
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西会津ライオンズクラブ

■薬物乱用防止教室の開催

令和3年10月5日 (火) 13時35分~14時25分
西会津中学校3年生36名を対象に薬物乱用防止教室を開催しました。
最初にDVDを見てもらい・その後に講師のL廣瀬渉が講演しました。近年は薬物使用者の低年齢化が問題
になっています。中学生でも他人事ではなくなりましたので、
「取り返しのつく失敗と取り返しのつかない失敗
がある」、
「薬物に手を出しては絶対にダメ」
と生徒に訴え、生徒たちも真剣に聞き入っていました。最後に生
徒からお礼の言葉をいただき、終了しました。
これからも未来を担う子どもたちが健全に過ごして行けるように協力して行きます。
L武藤 健

▲講演の様子

■アイバンク登録者勧誘活動

▲講師Ｌ廣瀬渉

令和3年10月30日(土) 10時30分~13時
2年ぶりに開催された「西会津ふるさとまつり」の会場で、
アイバンク登録者勧誘活動を実施しました。
会場に訪れた方々にチラシを配りながらアイバンク登録をお願いし、20名の方にアイバンクを理解してい
ただき、登録用紙を渡しました。
これからも活動を続けて行きたいと思います。
L武藤 健

38

LION FUKUSHIMA

各ライオンズクラブ活動報告

Lions cl ubs-Activ ity rep o rt

第 4R・第 2Z

あいづ塩川湯川ライオンズクラブ
■エコキャップ贈呈式

令和3年9月13日(月) 13時~
湯川村立笈川小学校にて、児童たちが集めてくれたエ
コキャップの贈呈式を行いました。
代表児童2名から直接エコキャップを手渡していただき
ました。
受け取ったエコキャップは約50kgで、
「JCV=世界の子ど
もにワクチンを 日本委員会」へ送られます。
会長 L田澤 一夫
▲笈川小学校代表児童とともに

■「薬物乱用防止教室」開催

令和3年9月22日(水) 13時55分~
湯川村立湯川中学校にて、薬物乱用防止教室を実施しました。全校生86名を対象に、先生方も多数参加し
ていただき、体育館で行いました。
近年は薬物の入手手段も容易となり、他人事ではない深刻な問題です。当クラブのL高羽が講師となり、薬
物乱用の意味や恐ろしさを、DVDを交えて分かりやすく説明して参りました。
会長 L田澤 一夫

▲全校生徒と

▲講義の様子

■昴タワー周辺美化活動

令和3年10月14日(木) 13時30分~
ZC訪問例会終了後、当クラブ結成10周年記
念事業として建立した「昴タワー」周辺の美化
活動を行いました。
毎年世界ライオンズデーにあわせて、周辺
の草むしりや、ゴミ拾いを行っています。半数
以上の会員が集まり、約1時間ほど汗を流しま
した。
会長 L田澤一夫

▲昴タワーの前で
ライオン福島
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あいづ塩川湯川ライオンズクラブ
■子ども食堂支援金贈呈

令和3年10月29日(金) 10時~
塩川町で子ども食堂などの活動を行っている
「ボラン
ティア団体 スマイル」へ支援金を贈呈いたしました。
代表者の方々と情報交換もしながら、2月の活動支援
期間には何が出来るか考える、
とてもいい機会となりま
した。
しおかわ子ども食堂は毎月第1日曜日に開催し、みん
なで楽しく食事ができる場を提供しています。今後も支
援を続けて参りたいと思います。
会長 L田澤 一夫

第 5R・第 1Z

須賀川ライオンズクラブ

■ヘアドネーション感謝状贈呈式

令和3年10月29日(土) 16時~16時30分
須賀川商工会議所に於いて感謝状贈
呈式を行って参りました。
贈呈式には福島民報、福島民友、地元
阿武隈時報社、マメタイムス社の4社の
報道機関も同席して戴きました。
<今回のヘアドネーションに至った経緯>
須賀川第2小学校3年生、吉田菫(よし
だ すみれ)さんの生まれて初めて切った
髪の毛(ファーストヘアー)を何か記念に
残る形にしたいと思いお母さまが保存
をしていたところ、
ライオンズクラブでヘ
アドネーションの活動を行っていること
▲左より西牧FWT委員長、吉田菫さん、吉田会長、大柿幹事
を知り、病気やケガで髪の毛を失った子
供たちのためになるならと思い今回の寄付を決めてくださったとのことです。
<須賀川ライオンズクラブ西牧FWT委員長より>
ここ数年ヘアドネーションの活動に力を入れており、大変ありがたいことに今までに多くの髪の毛の寄付を
いただいてきました。
その中でも今回のように生まれて初めて切った大切な髪の毛を寄付していただけると
いうお話をいただいたことは初めてで、
大変うれしく思っております。
菫さんとお母さまのあたたかいお気持ちが少しでも多くの方に広がっていけばと思います。
L吉田 敬一
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須賀川ライオンズクラブ
■ライオンズ文庫寄贈

令和3年7月29日(木) 10時~10時30分
須賀川中央LC、いわせオリオンLC、須賀川LCで設置し
ております須賀川駅舎内の「ライオンズ文庫」へ3クラブに
よる恒例の本の贈呈式を実施して参りました。
この役は各
クラブ順番で在庫管理をしており駅ご利用の皆様からは
大変喜ばれております。
L吉田 敬一
▲須賀川中央LC、
いわせオリオンLC、須賀川LCの
会長、幹事、会計の皆様

■草刈り及び清掃奉仕作業

令和3年10月23日(土) 9時~12時
①ムシテックワールド②円谷幸吉記念碑③須賀川一里
塚の草刈り清掃奉仕を実施しました。
これは春秋1回ずつ
実施の恒例事業であり今回は10名の会員のご協力を戴き
ました。会員の皆様お疲れさまでした。
①ムシテックワールド(うつくしま福島未来博の跡地に建設)
②円谷幸吉記念碑(昭和39年第18回オリンピック東京大
会マラソンの銅メダリスト。須賀川LC35周年記念事業で
建立)
③須賀川一里塚(江戸日本橋を基点に一里ごとに築かれ
たもので江戸日本橋から59番目の物とされております)
L吉田 敬一

▲ムシテックワールドの前にて

■平和ポスター賞状授与伝達式

令和3年11月2日(火) 10時15分~10時30分
須賀川LC内平和ポスターコンテスト最優秀賞の伝達式
を挙行して参りました。副賞には図書券を贈呈しました。
五十嵐さん誠におめでとうございました。
L吉田 敬一

▲左より八木沼校長先生、最優秀賞に輝いた五十嵐寧々さん、
吉田会長、大柿幹事

■平和ポスター賞状授与伝達式

令和3年11月 2日(火) 13時30分~13時45分
須賀川LC内平和ポスターコンテスト優秀賞の伝達式を
挙行して参りました。副賞には図書券を贈呈しました。
靍身雅さん、中山来実さん誠におめでとうございまし
た。
L吉田 敬一

▲右より松本教頭先生、靍身雅さん、
中山来実さん、大平先生、吉田会長
ライオン福島
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白河小峰ライオンズクラブ
■世界ライオンズデー奉仕作業

令和3年10月2日(土) 10時~12時
10月8日世界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、第5リジョン第2ゾーン ZCの指導の下、7
クラブ合同による清掃奉仕になりました。
コロナ禍の中少し参加者は少
なかったですが、2時間約18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7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クラブによる今回2回目の
合同事業です。今年は雨が多く長く伸びた草に
てこずりながら、少数精鋭のライオンズマンが
黙々と草刈機を振り回す姿にライオンズクラブ
の団結を感じながらさわやかな一日を迎えら
れた奉仕に感謝する作業でした。
L溝井 良美

第 6R・第 1Z

▲草刈り状況写真

▲清掃奉仕後の参加者集合写真

いわき東ライオンズクラブ
■高校生ダンスチームに協賛金の贈呈

令和3年9月26日(日) 13時~13時30分
いわき市のダンス教室「エクスプレッションD.S.」高校生のダンスチームに協賛金を贈呈しました。
従来は、
ダンス教室の主催で無料公演を行っていたのですが、
コロナ禍での新たな試みとして、高校生自ら
企画運営を行い協賛金の募集も高校生のアイデアで行われました。
当クラブのL賀澤信之(前キャビネットGST副コーディネーター)
に問い合わせがあり、
クラブとして協賛の運びとなりました。
当日、会長L笠木雄一らの前で、高校生によるプレゼンが行わ
れました。完成度の高い演技を披露され、公演の成功を祈って協
賛金を贈呈しました。
幹事 L村﨑 能文

▲プレゼンの様子

▲会長L笠木雄一より協賛金の贈呈
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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

令和3年10月17日
（日） 9時30分〜15時30分
いわき市平下平窪のコットン畑で、東日本国際大学LCのメ
ンバー10名が参加しました。今回は、昨年に引き続き、附
属昌平高校から8名が参加して、大学生から高校生へ活動
内容の説明や、糸紡ぎ道具の使用法の伝達など、学生が主
体的に取り組む内容となりました。小雨の中、
コットンの収
穫作業をしたのち、畑主宅にて、糸つむぎの体験をしまし
た。
また、
コットン製品のアイデアを考案したり、自己紹介
と感想を述べたりして交流しました。
会計 L小山 敏治

▲大学生から高校生へ糸紡ぎ道具の使用法を伝達する様子

▲下平窪・ブラウンコットン畑で雨の中収穫しました

▲参加者で記念撮影

第 6R・第 2Z

原町ライオンズクラブ
■世界ライオンズデーに
北新田運動場の清掃奉仕

令和3年10月8日(金) 6時
曇り空の中、8名が集まり結成15周年記
念に植樹した北新田運動場の桜並木周辺
の草刈り、ゴミ拾い清掃を行いました。13
名出席予定のところ、仕事関係で急遽5名
が欠席で少人数での奉仕になりました。
福島会長、穴澤幹事、池田会計、木幡事
業委員長(ZC)、但野義和Z幹事等の参加。
福島会長「だいぶ寒くなりました。新型コ
ロナ禍の中ご参加いただきありがとうござ
います」
と挨拶。池田会計の用意したおに
ぎりとお茶で作業の疲れをいやしました。
幹事 L穴澤 清信

ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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各ライオンズクラブ活動報告
Li o ns c lub s - A c ti v i ty r e p o rt
第 6R・第 2Z

原町ライオンズクラブ

■原町ライオンズクラブ杯・第10回南相馬小学生野球大会
「来年4月16日に結成50周年式典開催予定」

令和3年9月26日(日)
コロナ対策をしっかりして、9月26日曇空の元北新井田運動で第10回
南相馬小学生野球大会を開催しました。東日本大震災前は14校14チー
ム参加の大会は、今回小高区が原発避難地区3校合併し小高小中一貫
校が出来たが生徒数不足で不参加、鹿島区は1校が津波で流され残った2校と原町1小と大甕小が合併して南
相馬野球スポーツ少年団で参加、原町三小がSFブルーインパルスで参加、原町三小は小高の1年生一人を加
えホープエンゼルスも結成、原町二小と石神二小が合併し石神ライガー・F・ラークスで参加、津波・原発・コロ
ナと過酷な条件の中漸く開催が出来ました。南相馬野球スポーツ少年団が優勝、原町三小ブルーインパルス
が準優勝、最優秀賞は優勝校のエースからホームランを打った選手でした。中々チーム結成が難しく新地LC
と共同で相馬郡大会を模索し、飯舘LC・相馬LC協賛も検討しています。
原町LCは来年4月16日に結成50周年を開催します。
コロ
ナ5波も終わり、
ワクチン接種も進んで来ましたのと震災・
原発事故の際は川俣スポンサークラブや姉妹クラブや全
国のクラブに支援を頂き感謝申し上げます。今回わがクラ
ブより第2副地区ガバナーを選出して頂きましたので、盛
会な周年の開催に向けて実行委員会を進めています。
332-D地区の皆さんもぜひご参加ください。
原町LC幹事 L穴沢 清信

第 6R・第 2Z

相馬ライオンズクラブ

■松川浦大洲海岸防災林除草清掃作業

令和3年11月13日 (土) 9時~10時30分
相馬市磯部の海岸防災林で、平成28年に植樹
したクロマツ地帯の除草・清掃作業を行いまし
た。2016年に関東森林管理局が募集した松川浦
大洲の防災林を復活させようと、
クロマツ700本
を植樹し
「相馬ライオンズクラブの森」
と命名、毎
年整備しております。今年は東日本大震災から10
年という節目の年で、
メンバー7名が草刈機・カマ
等を使用して雑草の除去、
ゴミ等を回収致しまし
た。
クロマツは順調に成長しており、松川浦の景
観復活へ向けて見守りたいと思っております。
事業副委員長 L佐藤 直

▲清掃後に記念撮影（相馬ライオンズクラブの森）

編 集 後 記

11月22日(月)に第4回PR・ITライオンズ情報委員会会議がハイブリット方式(WEB開催とリアル出席方式)で開催され、
「ライオ
ン福島11・12月号」の校正会議を行いました。
猛威を振るっていたコロナウイルス感染症も最近は落ち着きを見せ、各クラブのアクティビティの活動報告も数多く寄せら
れました。
コロナ禍以前の活動が出来ます事に喜びを感じております。
このままコロナが終息してほしいものです。
11・12月号は荒川ガバナー
「子ども食堂ネットワーク対談の特集」、各クラブの活動報告と盛り沢山の記事掲載となりました。
ページ数が多くなりましたが、皆様に楽しんで読んでいただければ幸いです。
最後に、愛される紙面づくりになるよう、皆様からの情報、記事投稿をお願い申し上げます。
西会津ライオンズクラブ会長 L武藤 健
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新入会員紹介
Ｌ佐藤 忠信

Ｌ阿曽 修司

Ｌ森川 誠也

第1Ｒ第1Ｚ
川俣ＬＣ

第1Ｒ第1Ｚ
川俣ＬＣ

第3Ｒ第1Ｚ
郡山西ＬＣ

●職業：東邦銀行川俣支店・飯野支店
支店長
●スポンサー：Ｌ鴫原北斗

●職業：(有)川俣クリーンホープ
代表取締役
●スポンサー：Ｌ佐藤芳明

●職業：デザイン事務所 SQUAiR
代表
●スポンサー：Ｌ荒川友成

宜しくお願いします。

よろしくお願いします。

広告関係のデザイナーをさせて頂いております。
入会したばかりで右も左も分からない事多々ございますが、
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

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

会長テーマ：We Serve for Love & Peace

●会長
●幹事
●会計

Ｌ渡辺 和茂
Ｌ丸山 孝男
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

郡山中央ライオンズクラブ
会長テーマ

『楽しく 笑顔で We Save』
会長

Ｌ三本木 礼子 / 幹事 Ｌ橘 弦一郎 / 会計 Ｌ高橋 智幸
■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
ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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ライオンズクラブ国際協会 332-D地区 第3R 第2Z

郡山北ライオンズクラブ
クラブ結成45周年記念

会長テーマ

『深めて いこう 奉仕活動と 仲間の絆 』
会長

Ｌ音川 邦広 / 幹事 Ｌ伊東 昌明 / 会計 Ｌ箭内 好彦
■事務局 〒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5R 第1Z

玉川ライオンズクラブ
クラブ結成30周年記念

会長テーマ

30周年記念大会実行委員長

L月田秀夫

『前向きに！未来へ絆ぐ We Save』
会長

Ｌ井手 浩智 / 幹事 Ｌ仁井田 武男 / 会計 Ｌ野崎 一幸

■事務局 〒963-6315 福島県石川郡玉川村中字道上84 マーヴェラス末広内
TEL：0247-57-4388 FAX：0247-57-7285
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
2021〜2022 会長

Ｌ根本竜太郎

2021〜2022 幹事

Ｌ斉藤

栄治

2021〜2022 会計

Ｌ面川

正彦

■事務局／〒969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町本町325 鏡石第一ホテル内 Tel 0248-62-3171 Fax 0248-62-5976
mail : maco2001@jp.bigplanet.com

弘陽建設株式会社

株式会社やなぎ建設
代表取締役

L柳

義男

L 今駒

（鏡石 LC）

〒969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町前山223
TEL 0248-62-2507 FAX 0248-62-2549

TEL 0248-62-2010 FAX 0248-62-2034
●給排水衛生設備
設計

哲夫

（白河小峰 LC）

■本社／〒961-8091 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字五反歩35

TEL 0248-25-0718 FAX 0248-25-0739
E-mail : hagaeic@ale.ne.jp

ライオンズクラブ国際協会 332-D地区
名誉顧問・元国際理事
（2018ー2020）

L 安澤

莊一

（白河小峰 LC）

■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
E-mail : anzawa̲shoichi@yahoo.co.jp
携帯：090-4880-1661

●冷暖房空調設備
施工

有限会社 溝井設備

芳賀設備工業株式会社

L 芳賀

（鏡石 LC）

〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町中央211

■給排水衛生設備工事 ■上・下水道工事 ■暖冷房設備工事 ■住宅設備機器

代表取締役

博文

代表取締役
■本

L 溝井

良美

（白河小峰 LC）

社／〒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 : miozoi@abelia.ocn.ne.jp
携帯 090-9038-5280

■石川支店／〒963-7842 福 島 県 石 川 郡 石 川 町 字 境 ノ 内 2 4 2 - 4
TEL 0247-57-6422 FAX 0247-57-6423

快適な生活（くらし）を創造する
Creation Of Comfort

車田電気工業株式会社
代表取締役

L 車田

昭

（白河小峰 LC）

〒961-0834 福島県白河市字西三坂50-1
TEL 0248-28-1047 FAX 0248-28-2876
E-mail : denki28@lily.ocn.ne.jp
URL : https://kurumada-dk.co.jp

ライオンズクラブ国際協会 332-D地区 第5R 第1Z

須賀川中央ライオンズクラブ

会長テーマ
「出来ることからはじめよう」
会長

Ｌ坂本 育夫 / 幹事 Ｌ羽生 弘一 / 会計 Ｌ根本 悦子
■事務局 〒962-0844 福島県須賀川市東町59-25
（須賀川商工会館内）
TEL：0248-76-2124 FAX：0248-76-2127

「灯りを未来に繋ぐ奉仕の心 We Serve」

石川ライオンズクラブ
（2021-2022）
会 長 L 緑川泰由
地区YCE委員長
幹 事 L 関根考司
L 熊田孝一
会 計 L 小川信子
事務局 963-7859
石川郡石川町南町３３
TEL＆FAX 0247-57-5756
e-mail ishikawa-lc@crux.ocn.ne.jp

ライオンズクラブ国際協会 332-D地区 第5R 第2Z

矢吹ライオンズクラブ

「続けよう 皆と一緒に ウィ
・サーヴ」

会長テーマ
会長

Ｌ渡辺 雄太郎 / 幹事 Ｌ大竹 利一 / 会計 Ｌ吉田 博史
Ｌ加藤 宏樹 / テールツイスターＬ鈴木 隆司
会員委員長 Ｌ平山 雄也 / 運営親睦委員長Ｌ佐藤 勝栄
事業委員長 Ｌ浅川 誠吾

ライオンテーマ

Ｌ須藤 祐吉 / Ｌ北畠 博 / Ｌ仲西 孝夫 / Ｌ平賀 幸男

理事

Ｌ横山 昇 / Ｌ蛭田 泰昭 / Ｌ室 則夫

■〒969-0221 西白河郡矢吹町中町２９０ 矢吹町商工会館内
ＴＥＬ0248-42-4176 ＦＡＸ0248-44-2087

ライオンズクラブ国際協会
332-D地区 第5R 第2Z

白河ライオンズクラブ
会長

ライオンズクラブ国際協会
332-D地区 第5R 第2Z

Ｌ薄井 強

白河ライオンズクラブ
幹事

L 柳沼 勝栄

ライオンズクラブ国際協会
332-D地区 第5R 第2Z

白河ライオンズクラブ
会計

L 沼田

ライオンズクラブ国際協会 ３３２-Ｄ地区

第５Ｒ

健
第２Ｚ

塙ライオンズクラブ
会長 Ｌ菊池 秀臣
幹事 Ｌ斉藤 修一
会計 Ｌ金澤 宏和

■事務局 〒963-5405 東白川郡塙町大字塙字代官町7−3
TEL・FAX 0247-43-0317

■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荒川 友成
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〒963-4312 福島県田村市船引町船引字五升車65
レストランドルフィン内
TEL：0247-82-4265

〒962-0844 福島県須賀川市東町59-25
須賀川商工会館内
TEL：0248-76-2124

〒960-1421 福島県伊達郡川俣町鉄炮町33
ハンザワプラザ2F
TEL：024-566-4402

〒963-8862
福島県郡山市菜根5丁目9-16
TEL：024-933-6271

〒963-8026
福島県郡山市並木一丁目9-6-2F
TEL：024-926-0700

〒969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町本町325
鏡石第一ホテル内
TEL：0248-62-3171

〒963-6315 福島県石川郡玉川村中字道上84
マーヴェラス末広内
TEL：0247-37-1088

〒960-1301 福島県福島市飯野町字町21
㈲ゑびすや観光社内
TEL：024-562-4057
〒969-1641 福島県伊達郡桑折町
大字南半田字六角37
TEL：024-582-6511

〒963-8862
福島県郡山市菜根5丁目9-16
TEL：024-933-7021
〒963-8871 福島県郡山市本町2-18-8
（理想プラン内）
TEL：024-922-7314

〒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
〒961-0957 福島県白河市道場小路96-5
白河商工会議所内
TEL：0248-23-3101

〒960-8032 福島県福島市陣場町9-32
手塚ビル２F
TEL：024-573-0070

〒963-8026
福島県郡山市並木一丁目9-6-2F
TEL：024-983-8040

〒969-0221
福島県西白河郡矢吹町中町290
TEL：0248-42-4176

〒960-8032 福島県福島市陣場町9-3
エクレール陣場町102
TEL：024-529-5058

〒960-1102 福島県福島市永井川字壇ノ腰19-1
（有）タクティクス内
TEL：024-546-2230

〒963-3401 福島県田村郡小野町大字
小野新町字宿ノ後104−2
TEL：0247-65-1405

〒963-6131
福島県東白川郡棚倉町字南町58-5
TEL：0247-33-4912

〒964-0871 福島県二本松市成田町
1丁目753
TEL：0243-22-8821

〒963-8862
福島県郡山市菜根5丁目9-16
TEL：024-933-6270

〒961-8061 福島県西白河郡西郷村小田倉
字稗返611-1 ㈲溝井設備内
TEL：0248-25-2023

〒964-0313 福島県二本松市小浜字新町564
あだたら商工会岩代振興センター
TEL：0243-55-2241

〒963-8026
福島県郡山市並木一丁目9-6-2F
TEL：024-954-3245

〒961-0307 福島県白河市東栃本字市倉60
大東土建(株)事務所内
TEL：0248-34-2280

〒969-1136 福島県本宮市本宮町九縄27-3
NTT本宮店内
TEL：0243-34-4452

〒963-0201
福島県郡山市大槻町原田西42-19
FAX：024-926-0365

〒961-0957
福島県白河市道場小路87-2
TEL：0248-24-5156

〒965-0816 福島県会津若松市南千石町6-5
会津若松商工会議所内
TEL：0242-26-2288

〒963-5405 福島県東白川郡塙町大字塙
字代官町7-3（さいとう用品店内）
TEL：0247-43-2100

〒969-1404 福島県二本松市油井字背戸谷地11-2
あだたら商工会館内
TEL：0243-23-5854
〒960-8044 福島県福島市早稲町6-18
高徳第6ビル 1F
TEL：024-529-7217

〒969-3122 福島県耶麻郡猪苗代町本町42
本町ビル201号
TEL：0242-62-5039
〒965-0816 福島県会津若松市南千石町6-5
会津若松商工会議所内
TEL：0242-26-2288

〒970-8026 福島県いわき市平字愛谷町1-2-1
塩友ハイツ201
TEL：0246-21-2687
〒974-8251
福島県いわき市中岡町6-8-7
TEL：0246-63-8529

〒960-8068
福島県福島市太田町23-49
TEL：024-535-2210

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

〒965-0816 福島県会津若松市南千石町6-5
会津若松商工会議所内
TEL：0242-22-6466

〒965-0816 福島県会津若松市南千石町6-5
会津若松商工会館2Ｆ
TEL：0242-26-2289

〒970-8036 福島県いわき市平谷川瀬三丁目1-1
山崎マンション201
TEL：0246-22-4288

〒960-1241
福島県福島市松川町字中町2
TEL：024-567-3500

〒967-0004 福島県南会津郡南会津町
田島字後原甲3564-1 東洋部品2Ｆ
TEL：0241-62-2111

〒973-8411 福島県いわき市小島町2-6-10
おじま総和ビル
TEL：0246-84-6002

〒960-8044 福島県福島市早稲町6-18
高徳第6ビル 1F
TEL：024-525-8132

〒960-8044 福島県福島市早稲町6-18
高徳第6ビル 1F
TEL：024-597-7120

〒969-6571 福島県河沼郡会津坂下町
大字白狐字土堰甲1020-1
TEL：0242-83-2751

〒966-0827 福島県喜多方市沢ノ免7331
会津喜多方商工会議所内
TEL：0241-22-5921

〒970-8023 福島県いわき市平鎌田字寿金沢37
東日本国際大学 総務部内
TEL：0246-35-0415

〒960-0745 福島県伊達市梁川町字右城町79
広瀬川管理センター内
TEL：024-577-5500
〒960-0627 福島県伊達市保原町字4丁目10番地
サンローズマンション105号室
TEL：024-575-4144

〒969-6266 福島県大沼郡会津美里町
字西裏屋敷添甲2198-1 会津美里町商工会内
TEL：0242-54-2429
〒969-4406 福島県耶麻郡西会津町野沢字諏訪西甲1023
西会津テレワークセンター 2号館
TEL：0241-45-3610

〒976-0016
福島県相馬市沖ノ内3丁目6-5
パセオ沖ノ内Ｂ-202
〒960-1811
福島県相馬郡飯舘村飯樋字笠石137
TEL：0244-43-2933

〒969-1761 福島県伊達郡国見町藤田字北55-1
有限会社大友新聞店内
TEL：024-585-5101

〒969-3512
福島県喜多方市塩川町東栄町1-1-1
TEL：0241-27-8691

〒979-2708
福島県相馬郡新地町福田字別所117
TEL：0244-62-4377

〒960-0403 福島県伊達市前川原17-1
伊達町福祉センター内
TEL：024-583-5305
〒963-8862
福島県郡山市菜根5丁目9-16
TEL：024-922-8942

〒962-0844 福島県須賀川市東町59-25
須賀川商工会館内
TEL：0248-76-2124
〒963-7859
福島県石川郡石川町南町33
TEL：0247-57-5756

〒960-0801
福島県伊達市霊山町掛田字段居11-3
TEL：024-586-3166

〒969-7205
福島県河沼郡柳津町郷戸字堂前乙97-58
TEL：0241-42-3114

〒971-8125 福島県いわき市小名浜島字舘下1
大三興業（株）内
TEL：0246-58-8280

〒975-0004 福島県南相馬市原町区旭町3-18
株式会社 星山工業
TEL：0244-22-8864

■事務局／〒963 0-102 郡山市安積町笹川字彼岸塚22 9T E L 0 2 4 9- 3 7 0- 8 3 0
F A X 0 2 4 9- 3 7 0- 8 3 1

〒964-0202 福島県二本松市針道字鍛治屋敷10-2
あだたら商工会東和振興センター
TEL：0243-46-3009

■編集人／L小栁 広二
■発行所／PR・ITライオンズ情報委員会
■発 行／ライオン福島編集局

〒960-8032 福島県福島市陣場町9-3
エクレール陣場町102
TEL：024-529-5058

