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国際会長（ダグラス・X・アレキサンダー）テーマ

“We Serve（われわれは奉仕する）”
国際会長（ダグラス・X・アレキサンダー）キーフレーズ

“心からの奉仕を”

332複合地区 アクティビティスローガン

“明日のために仲間を増やし、
コロナにまけずウィ・サーブ”
332-D地区 ガバナーテーマ

“困難からの再始動そして前進”
332-D地区 アクティビティスローガン

“奉仕が育む地域と子どもの新たな未来”
表紙の写真：2020-2021年度 第33回 平和ポスターコンテスト受賞者作品

キャビネット会計賞
佐藤冴さん

平和ポスター委員長賞
白井るなさん

平和ポスター副委員長賞
鈴木心彩さん

4-1ZC賞
五十嵐大朗さん

4-2ZC賞
兼子奈緒さん

目次・ライオンカレンダー「インフォメーション」

9月
10月

10日
（金） GST打合せ
17日
（金） 第3回内局員会議
22日
（水） 第3回PR・ITライオンズ情報委員会
30日
（木） 平和ポスター〆切り
（学校→クラブへ）
4日
（月） 1R・1Z ガバナー公式訪問
6日
（水） 1R・2Z ガバナー公式訪問
8日
（金） 2R・1Z ガバナー公式訪問
ライオンズ奉仕デー
14日
（木） 6R・1Z ガバナー公式訪問
15日
（金） 6R・2Z ガバナー公式訪問
［中止］「目の愛護デー」
講演会
18日
（月） 2R・2Z ガバナー公式訪問
20日
（水） 第4回内局員会議
22日
（金） 3R合同 ガバナー公式訪問

11月

31日
（日） 平和ポスター〆切り
（クラブ→キャビネットへ）
［中止］ 第59回オセアル・フォーラム
2日
（火） 第2回名誉顧問会議
5日
（金） 5R・2Z ガバナー公式訪問
8日
（月） 4R・1Z ガバナー公式訪問
9日
（火） 4R・2Z ガバナー公式訪問
12日
（金） 平和ポスターコンテスト審査会
GMAステップ研修 ステップ2研修：①SWOT分析
15日
（月） 5R・1Z ガバナー公式訪問
16日
（火） GMAステップ研修 ステップ2研修：②ビジョンを構築する
未定

第5回内局員会議

未定

第68回地区年次大会事前打合会

19日
（金） 第2回ZC会議/第2回GAT合同会議/
正副委員長会議/第2回キャビネット会議
22日
（月） 第4回PR・ITライオンズ情報委員会
28日
（日） 玉川LC30周年記念式典【縮小開催、キャビネット三役招待なし】
29日
（月） GMAステップ研修 ステップ3研修：計画を策定する
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ライオンズクラブ国際協会332-D地区

ヘアドネーション特集

ヘアドネーションとは
小児がんなどの治療で抗がん剤や放射線治療の結果、髪を失いウィッグを
必要としている子どもたちのために
「髪の毛
（医療用ウィッグ）
」
を贈る運動です。
メディア、
SNS等で広く紹介され子育て中の母親、子どもたちの間でも話題と
なり寄付をする方が徐々に増えてきておりますが、
まだまだ足りていないのが
現状です。全国にウィッグを待っている子どもがたくさんいます。

お問い合わせはお近くのライオンズクラブへ
（裏表紙住所参照）
2
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ライオンズクラブ国際協会332-D地区

ヘアドネーション活動

第 1R・第 1Z

桑折ライオンズクラブ
●ヘアドネーションアワード贈呈式
令和3年7月21日(水) 19時~19時30分
桑折ライオンズクラブでは、7月21日の7月第二例会でヘアドネーション事業に協力をしていただいた方へ、
アワード贈呈式が、行われました。
会長のL髙橋幸子から提供者の半田醸芳小学校4年の鈴木萌心さん安彦咲来さんへ感謝状の気持ちを込
めてアワードが贈呈されました。
小さくても出来る大きな奉仕を、友達から友達へと広がって欲しいと思います。
会長 L 髙橋 幸子

第 1R・第 1Z

福島グリーンライオンズクラブ
●ヘアドネーション
令和3年6月19日(土) 17時30分~18時30分
L斉藤京子会長、L加藤良子次期FWT委員長の2名でヘアドネーションの立合いをさせて頂きました。提供し
てくれたのは、矢澤るりちゃん。
「 お友達がヘアドネーションをやったので、役に立つのなら私もやりたいと
思った!」
「Facebookに載っていたライオンズの会長さんがお母さんの知人だったので連絡しました。」
「髪の
毛で困っている子供たちが喜んでくれますように♡」
と話してくれました。L斉藤会長から感謝状と記念品を贈
呈し、
るりちゃん、お母さん、会長、FWT次期委員長の4人で記念写真を撮りました。
L 斉藤 京子

▲感謝状・記念品贈呈
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▲33㎝切りました

▲誰かの役に立ちたい

第 1R・第 2Z

本宮ライオンズクラブ
●小学生からヘアドネーション
令和3年8月19日(木) 9時~9時30分
本宮ライオンズクラブは8月19日、本宮市の本宮まゆみ小学校4年生の後藤優実さんからヘアドネーション
の協力を受けました。後藤さんは父の友誉さんからヘアドネーションについて教えてもらい協力を決意したと
のことです。3年間伸ばし、切った髪は32センチほどになりました。本宮市内の本間美容室で髪を切り、会長L
鈴木文男に手渡しました。後藤さんは「(小児がんなどで)髪がない困っている人のために役立ててほしい」
と
思いを語りました。
L 半澤 慎也

▲後藤優実さんから髪の提供を受ける会長L鈴木文男(右)

第 1R・第 2Z

安達ライオンズクラブ
●ヘアドネーション感謝状贈呈
令和3年8月22日(日) 12時30分~
安達ライオンズクラブでは、8月22日(日)、ヘアドネーション事業に協力いただいた方へ感謝状の贈呈が行
われました。
二本松市内の小学3年生佐藤いろはさんは、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
たいとヘアドネーションに協力してくれました。当ライオンズクラブ会長L遊佐久男より感謝状と記念品が贈呈
されました。
また、
日頃よりヘアドネーションカットにご協力頂いておりますカットスペース優(代表 安齋優子)様へも、感
謝状を贈呈致しました。
ご協力ありがとうございました。
幹事 L 本多 和弘

ライオン福島
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ライオンズクラブ国際協会332-D地区

ヘアドネーション活動

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7月3日(土)及び令和3年7月27日(火)
7月3日(土)、
「ヘアーサロンさんかく」
さんにおいて、保原町の小学6
年生、佐藤さんよりヘアドネーションへのご協力をいただきました。
また、7月27日(火)には、同じく
「ヘアーサロンさんかく」
さんにて、福
島市内在住の鴫原さんからのご協力をいただきました。
当日は、
クラブ会長及び幹事が立会い、各々の皆さまが大事に伸ば
しご提供してくださった髪を受け取って参りました。
L 渡邉（繁）

▲佐藤さんより安藤会長へ

▲鴫原さんより安藤会長へ

第 2R・第 1Z

福島信陵ライオンズクラブ
●ヘアドネーション

令和 3年 7月27日 (火) 16時~
中学2年生の千葉綾香さんより40cmの
ヘアドネーションをして頂きました。
今まで
1度もカットしたことが無かったそうです。
2019年8月にお姉さんの春香さんがヘア
ドネーションをして下さったのを経験し、
当クラブ事務局の有る施設の1階で働くお
母さんを通じて再度当クラブに申込みをし
て頂きました。
当クラブL山岸より紹介して頂いた「お
しゃれ村」様にて、
カットして頂きました。
幹事 L 橋本 翔

▲千葉彩香さんのカット風景

●ヘアドネーション
令和3年8月5日(木) 13時~
小学校2年生の佐藤穂怜さんよりヘアドネーションをして
頂きました。当クラブ会計L佐藤修のご長女で、生まれて一度
も髪を切ったことがなかったそうです。
Hair Face Rire様にてL佐藤ご夫妻立ち合いのもとカット致
しました。
穂怜さんから
「病気で髪を失った人たちのために役に立てて
ほしい。
」
と約40cmの毛束を提供して頂きました。
幹事 L 橋本 翔
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▲感謝状・感謝カードを
お渡ししました。

第 3R・第 2Z

郡山中央ライオンズクラブ
●ヘアドネーション感謝状贈呈
令和3年8月4日(水) 12時15分~13時
郡山中央ライオンズクラブは、地区ガバナー基本方針アクティビティスローガンの病気で苦しむ子供達へ
の支援として、ヘアードネーションをお二人の方に提供頂きました。
お一人は、郡山市立桜小学校3年生の矢吹紗梨さんで、
スポーツ少年団のバスケットで活躍するスポーツ
美少女の方です。
もう一人の方は、社会人でヘアードネーションのボランティアを理解して、是非ボランティアに参加したいと
言って頂いた神谷愛子様です。
当日、第3R・第2Z・ZC L池田明男の訪問例会の日でしたので、お二人に感謝状を贈呈して頂きました。
L 市川 良一

▲左から幹事Ｌ橘、矢吹紗梨さん、紗梨さんの母、
第3R・第2Z・ZCL池田明男

▲左から幹事Ｌ橘、神谷愛子様代理、第3R・第2Z・ZCL池田明男

第 3R・第 1Z

郡山西ライオンズクラブ
●ヘアドネーション感謝状贈呈
令和3年7月22日(木) 14時~
HAIR&MAKE EARTH郡山コスモス通り店に於いて宗像紅葉さん(11才・朝日が丘小6年)が2年生の夏から伸
ばしていた髪を提供してくださいました。
ヘアドネーション事業をテレビで観て、
自分も人の役にたつようになりたいとご協力いただきました。
FWTコーディネータのL深澤幸子とL鈴木香が同席し、少し緊張気味の紅葉さんから、いろんな髪型に使っ
てほしいとの依頼に感謝状と記念品を贈呈しました。
PR・IT情報委員長 L 小栁 広二

ライオン福島
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ライオンズクラブ国際協会332-D地区

ヘアドネーション活動

第 3R・第 2Z

小野町ライオンズクラブ
●ヘアドネーション感謝状贈呈
令和3年6月15日(火) 13時~13時30分
小野町ライオンズクラブは6月15日(火)に小学1年生の佐藤ここね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、ヘアドネーションの活動を知り長い髪を切って何かに役立ててもらえるならとの両
親のアドバイスもあり、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てくれました。
今回の活動に対して、吉田康市会長から
「貴重な髪を大切に活用させていただきます。
ありがとうございま
した。」
と御礼を述べるとともに、感謝状と図書カードを贈呈いたしました。
L 西牧 義和

▲左から小荒井校長、佐藤さん、吉田会長、西牧幹事

第 3R・第 2Z

郡山北ライオンズクラブ

●ヘアドネーション感謝状贈呈
令和3年6月25日(金)
郡山北ライオンズクラブ2020‐21年度L二瓶剛一会長の姪御様にヘアドネーションのご協力をいただきま
した。
コロナ禍で難しいクラブ運営を迫られたL二瓶会長でしたがお身内からも多大な奉仕をいただき日頃から
のライオニズムが反映された結果ではないかと思います。
郡山北ライオンズクラブではヘアファクトリーフレックス様にヘアドネーション事業への協力も取り付けま
したので今後もより良い奉仕活動を展開したいと考えます。
L 伊東 昌明

▲L二瓶剛一(2020-21年度会長)
姪御様の二瓶未優様
8
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第 4R・第 1Z

会津若松葵ライオンズクラブ
●ヘアドネーション感謝状伝達
令和3年8月17日(火) 10時~12時
当クラブでは、城西小2年の栗林侑愛さん、一箕小4年の伊藤彩瑛さ
ん、2名のヘアードネーションへの協力をいただいた。
栗林さんは新聞でヘアードネーションを知り、1年以上伸ばし続けた髪
を切り
「困っている人の役に立ててほしい」
と話した。
伊藤さんは市内の美容室でヘアードネーションを知り41cmカットした
髪を
「一人でも多くの人のために役立ててほしい」
と話した。
二人とも夏休みの自由研究としてまとめる予定だと言う。
栗林さん、伊藤さんに当クラブ会長佐瀬から感謝状を贈った。
PR会報委員長 L 鈴木 裕俊

▲栗林侑愛さん(小学校2年生)
と会長と幹事

▲伊藤彩瑛さん(小学校4年生)
と会長と幹事

●ヘアドネーション感謝状伝達
令和３年9月8日
（水） 16時〜16時30分
会津若松市立日新小学校6年生の真籠心美さんが病気などで髪を
失った人たちへの医療用ウイックに役立てほしいと髪を事務局へ持参。
以前から機会があったら提供したい旨を家族や友達と話をしていたと
の事。
「この活動は髪を切るだけでなくウイックを利用する人たちへの理解
やその事を周りに伝えていく事も社会貢献につながるという考えを実践
していることはライオンズクラブとして大変嬉しい限りです」
と第一副会
長より感謝状の贈呈を行った。
PR会報委員長 L 鈴木 裕俊

▲真籠心美さんご家族と加藤武志第一副会長

第 4R・第 2Z

あいづ塩川湯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8月31日(火) 16時
ヘアドネーションにご協力いただいたドナーの方々に、感謝状と当クラブからの御礼を贈呈いたしました。
小塩明璃さん(12歳)・三須紬葉さん(7歳)・三須織葉さん(5歳)の3名が、
「必要としている方々へ届けてほし
い」
という思いで、大切に伸ばしてきた髪を寄付してくださいました。
ヘアドネーションという事業をPRしながら、今後も活動を続けて参りたいと思います。
会長 L 田澤 一夫

ライオン福島
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公益財団法人
福島県臓器移植推進財団へ

30万円寄付

ライオンズクラブ国際協会332-D 地区では、8 月に公益財団法人福島県臓器移植推進財団へ30 万円を寄

付しました。

公益財団法人福島県臓器移植推進財団の前身である財団法人福島県アイバンク協会は、福島県及びライ

オンズクラブ国際協会332-Ｄ地区が出資して法人化に協力し1985 年1 月に設立されたもので、当時設立基
金二千万円の内、一千二百万円をライオンズクラブで受け持ちました。

平成24 年に財団法人福島県腎臓協会と財団法人福島県アイバンクが合併して財団法人福島県臓器移植

推進財団に改称され、平成26 年4 月1 日に公益財団法人へ移行して以降も毎年、寄付を行っています。

一昨年は台風19 号により、
そして昨年と今年はコロナウイルス感染拡大防止のため、残念ながら目の愛護

デー講演会が中止となりましたが、来年こそは多くのご参加をいただいた中で開催したいと思います。

福島県臓器移植推進財団さんでは…
寄付金について、近年中止になっていますが目の愛護デー講演会開催の費用や「眼球提供申込書」つきア

イバンク登録リーフレット作成、医療機関、市町村、
その他へアイバンクポスター掲示、
リーフレット等設置依
頼、
その他の普及啓発活動などの費用に充てていただいています。

今年度は新規に福島県内の「道の駅」にポスター掲示等の御協力いただけるようになったなど、活動をさ

れています。

伝え会おう！家族と、大切な人
公益財団法人 福島県臓器移植推進財団

赤べこ×移植医療のシンボルマーク
グリーンリボン
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お問い合わせ
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
福島県保健福祉部 地域医療課内
（福島県庁西庁舎7階）
TEL/FAX 024-521-9027 (8:30〜17:15)
E-mail f-jin-co@drive.ocn.ne.jp

（財団のHPへ）

世界糖尿病デー企画

ＧＳＴ糖尿病予防啓発

「ブルーライト事業」開催
2021年11月11日
（木）
〜11月14日
（日）
各電力センター鉄塔

17:00〜22:00

原町火力発電所煙突

日没〜21:00

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

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

会津若松

福島

いわき

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

Lions cl ubs-Activ ity repo rt

第 1R・第 1Z

福島信夫ライオンズクラブ
■史跡表示板清掃・点検

令和3年8月22日(日) 7時~
福島市大森の城山公園に設置している史跡表示板の清掃・点検を行ないました。
今回は悪天候で参加ライオンが少なかったですが、
年に1度の点検作業を継続しています。
コロナ禍により来訪者が減少している影響か雑草が生い茂っていました。
事業委員長

L 渡邉 信幸

第 1R・第 1Z

桑折ライオンズクラブ
■うぶかの郷植栽手入れ

令和3年8月7日(土) 6時~7時30分
8月7日、お盆前に綺麗な植栽を見てもらうた
めに、
「うぶかの郷」の植栽手入れを6時~7時30
分まで8名で行いました。
草刈り機、鎌を手に植栽周辺の他、池周りも除
草を行い、お盆前にすっきりさせることが出来ま
した。
綺麗になった植栽を多くの利用者の皆様に見
ていただき、
コロナ禍の中、少しでも心が和めばと
考えております。
事業委員長 Ｌ 神藤 厚

■ＪＲ桑折駅前公園の除草

令和3年7月18日 (日) 6時~7時
7月18日、桑折ライオンズクラブでは、JR桑折
駅前の除草作業を6時~7時まで実施しました。
毎年「追分まちづくり協議会」
と連携し、駅北
側公園周辺の延びた草を除去しています。
駅前公園は、春先に芝桜が一面に咲き誇り、
JR利用者の他町民の心を、和ませている場所
で、地域の皆さんのために活動を継続してい
きたいと思います。
事業委員長 L 神藤 厚

ライオン福島

検索

http://lc332d.com

LION FUKUSHIMA 15

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
■福島市子ども会「フットベースボール大会」贈呈式

令和3年7月18日(日) 9時~
「第60回福島市子ども会フットベースボール大会」小学生女子の参加全チームへボール2個ずつ贈呈。選手
代表が「頂いたボールで沢山練習します!」
と元気に挨拶しました。昨年は、子どもたちの健康安全を最優先と
し大会中止となったため、今年は二年ぶりに元気な子供たちの声が響いていました。参加L8名。
事業委員長 L 高橋 千昭

▲参加ライオンズ会員

▲ボール贈呈

■福島市子ども会「ソフトボール大会」贈呈式

令和 3年 8月1日 (日) 9時00分~
「第59回福島市子ども会ソフトボール大会」の参加全チームへボール1箱ずつ贈呈。昨年は大会中止、今年は
時間短縮で、贈呈式後すぐに試合開始 !朝から蒸し暑い天気でしたが、子ども達は元気にプレーしていまし
た。参加L8名。
事業委員長 L 高橋 千昭

▲ボール贈呈
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▲参加チームとライオンズ会員

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
■七夕飾りで心ウキウキ

令和 3 年 8 月2 日 (月) ~8月8日(日)
二本松LCでは、今年度最初の事業として、8月2日(月)~8日(日)まで、女性会員中心に会員やその家族が手作り
した約80個の吹き流しで、
コロナ禍で沈みがちになっている住民の心を晴らし、廃業などで、活気を失った、中
心商店街に、色とりどりの、吹き流しを飾り、明るくしている。

▲作成風景

▲飾った所

第 1R・第 2Z

本宮ライオンズクラブ
■本宮市街頭献血に協力

令和3年7月31日(土) 9時~16時30分
本宮ライオンズクラブは7月31日(土)、本宮市民元気い
きいき応援プラザ「えぽか」
で行われた街頭献血活動に協
力し、献血の啓発を繰り広げました。
同施設の敷地内に駐車した福島県赤十字血液センター
の移動献血車周辺でLC会員が献血への協力を呼び掛け
ました。献血協力者には厚生委員長L國分久義らが本宮市
特産品の本宮烏骨鶏(うこっけい)の卵などを贈りました。
L 半澤 慎也

ライオン福島

▲献血協力者に本宮烏骨鶏の卵などを
贈呈する厚生委員長L國分久義(左)

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 1R・第 2Z

安達ライオンズクラブ
■忠魂碑の献花

令和3年8月8日(日) 6時~7時
安達ライオンズクラブは、終戦の日を前に、8月8日(日)午前6時~7時まで、二本松安達地区(油井・渋川・上川
崎・下川崎)にある戦没者慰霊の忠魂碑4ヶ所に献花を行いました。
L 遊佐 久男

第 2R・第 1Z

福島西ライオンズクラブ
■街頭献血運動

令和3年8月29日(日) 10時~16時
JR福島駅東口におきまして、会員14名にて街頭献血運
動を行いました。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からテッシュ・
チラシ等の配布は行わず、距離を保った呼びかけでの活
動となりました。当日は30℃を超える大変暑い一日でした
が、多くの皆様にご協力頂きました。
また、高校生ボランティア2名にもお手伝い頂きました。
会長 L 菅野 将広

▲距離を保っての呼びかけ

▲集合写真
18
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各ライオンズクラブ活動報告

Lions cl ubs-Activ ity repo rt

第 2R・第 1Z

福島信陵ライオンズクラブ
■寄贈した古紙の利用

令和3年8月26日(木) 11時~11時30分
毎週届けている古紙を福島市立北信中学校へ会長L小
林、幹事L橋本、奉仕委員長L三瓶、福島新聞販売センターL
菅野が寄贈して参りました。校長千葉先生と面談して古紙
の利用法の説明を受けました。
・気になる記事をピックアップし、感想文等学習に使われ
ます。
・特別支援の生徒は古紙をエコバック作成に活用されて
いるようです。
エコバッグは社会福祉協議会等で販売し、収入が寄付
金に回るそうです。
幹事 L 橋本 翔

第 2R・第 1Z

福島東ライオンズクラブ
■「道の日」
に因んだ国道4号線の清掃

令和3年8月25日(水) 16時~17時
8月25日に「道の日」に因んだアクティビティとして、国道
4号線福島市渡利地内の清掃奉仕活動を実施しました。
この日の朝は、川俣町に大雨警報が出ていたので、降雨
が心配でしたが、渡利地区の天候は大した崩れもなく、清
掃活動は無事に実施できました。
L 尾形 省二

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 ns c lub 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

■『交通安全標語コンクール』選考会

令和3年9月13日(月) 13時30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
▲田村警察署長選考中
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ました。
※ 最優秀作品 * 菊池隆太さん(1年)(きくち りゅうた) <ぼくたちの みらいをうばう その一杯>
※ 福島民報社賞 * 渡邉莉央さん(4年)(わたなべ りお) <やらないで あおり運転 誰が得?>
※ 福島民友新聞社賞 * 金子月結さん(5年)(かねこ まゆ) <守りましょう 大事な命と 交通ルール>

第 3R・第 2Z

郡山中央ライオンズクラブ

■入会式

令和3年7月21日(水)12時15分~13時15分
前回、第1330回例会にL橋本市朗の入会式を行いました
が、第1331回例会におきましても入会式を行いました。
新入会員は、L金沢富城 54歳で福島大学卒業のラガー
マンです。
L 市川 良一

ライオンズクラブ国際協会332−D地区福島

第65回地区年次大会

大会テーマ「かけがえのない仲間とこれからも…」
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5月12日㈰

医療創生大学（前：いわき明星大学）

各ライオンズクラブ活動報告
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第 3R・第 2Z

小野町ライオンズクラブ
■新入会員入会式

令和3年7月21日(水) 18時30分~20時
小野町ライオンズクラブは7月21日(水)に、
新入会員2名の入会式を例
会会場の太田屋旅館において実施しました。
今回は会長L吉田代吉のスポンサーによりL郡司助広、L西牧義和の
スポンサーによりL根本幸浩が入会すると同時に、家族会員3名の入会
となり、一気に5名の会員数の増加となりました。
当日は正会員2名の入会式を実施し、新会員へライオン帽の戴帽や
バッジ贈呈等を行って厳粛の中にも緊張感漂う入会式となりました。
例会中には自己紹介等をしてコミを図りましたが、終了後はコロナ
禍の現状を踏まえて散会となりました。
L 吉田 寿一

▲新入会員の宣誓書読み上げ

▲スポンサーと新入会員

■小野インターチェンジ付近の草刈り・ゴミ拾い

令和3年8月8日(日) 6時30分~7時30分
小野町ライオンズクラブは8月8日(日)に、小野インターチェンジ周辺の草刈りやゴミ拾いに汗を流しました。
例年は「こまちみどり愛護会」などと連携して大人数で実施していましたが、新型コロナウイルス感染拡大を
受け、連携作業は中止となったため、今回はクラブ独自の奉仕作業となりました。
当日は小雨降る中、正会員・家族会員を含めて10名の参加のもと、草刈り機械や鎌を使って伸びた草を刈っ
たり、落ちているゴミを拾い集めました。
L吉田 寿一

▲作業風景

▲参加者メンバー

■ZC訪問例会とヘアドネーションの提供

令和3年8月18日(水) 18時30分~19時30分
小野町ライオンズクラブは8月18日(水)に、ZC訪問例会を実施し、L池田明男よりガバナーからのお願い事
項の説明や今後の活動計画等についての方針を説明していただきました。
また、今年度に入っても前年度同様にヘアドネーションの提供が絶えることなく続いており、今回は会長L吉
田代吉の娘さんより提供を受け、ZCのL池田明男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
記念品を贈呈していただきました。
例会では現状でのアクトの困難さや今後の計画について話し合いましたが、終了後はコロナ禍の現状を踏
まえて散会となりました。
L 吉田 寿一

▲ヘアドネーションの提供

▲ZC訪問例会
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 4R・第 1Z

会津磐梯ライオンズクラブ
■令和3年度 新入生入会式並び「剣道用籠手」贈呈式

令和3年7月17日(土) 19時15分~19時30分
新型コロナウィルス感染拡大防止策で、5月に予定されていた会津
中央少年剣士会の新入生入会式と剣道用籠手の贈呈式が7月17日開
催され、先生方や児童・生徒さんの元気な姿に喜びを感じました。
今年度の新入生4名には、入会記念として図書カードをプレゼント
致しました。
前会長L髙野益夫・前幹事L諏訪孝幸が出席した。
席上、少年少女の剣士の皆様へエールを込めて剣道用「籠手」
を2組
贈呈しました。
当クラブでは、結成以来『青少年健全育成』を重点目標としており、
1983年より毎年会津中央少年剣士会「会津磐梯LC杯」秋季大会(芋煮
会)冬季大会(鏡割り)を開催しています。
小学校低学年の部・高学年の部・中学生の部ごとに金・銀・銅メダル
を贈呈し、新入生には、記念品を差し上げております。
これまでの支援として市販用防具・会旗・トロフィー各種・カップ各
種・面等を贈っています。
これからも子供達の武道教育のお手伝いが
出来ればと考えております。
L 高野 益夫

▲籠手の贈呈式
会長L高野益夫 剣士会代表

▲ 新入生入会式
会長L高野益夫 剣士会新入会員4名

第 4R・第 2Z

西会津ライオンズクラブ
■ライオンズ花壇除草作業

令和3年7月11日(日) 6時~7時
7月11日(日)朝6時から国道沿いと道の駅「にしあいづ」に設置したライオンズ花壇の除草と周辺の草刈りを
実施しました。
小雨が降る中、15名の会員の協力を頂きまして、
きれいな花壇になりました。

▲作業の様子

▲集合写真

■西会津高校ボート部へ活動支援金贈呈

令和3年7月19日(月) 13時~13時30分
7月19日に会長と会計2名が西会津高校を訪問し、ボート部に活動支援金
を贈呈しました。
青少年育成事業の一環として、全国大会に出場する選手の活躍を期待し、
微力ですが支援を行いました。

■ライオンズ花壇除草作業

令和3年8月10日(火) 6 時~7時
8月10日(火)朝6時から国道沿いライオンズ花壇の除草と周辺の草刈りを
実施しました。
一ヶ月前に除草作業をしたばかりですが、雑草の伸びがひどく、お盆前に
キレイにしようと実施しました。
平日の早朝にもかかわらず、
14名の会員の協力を頂き1時間で終了しました。
22
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▲集合写真

各ライオンズクラブ活動報告

Lions cl ubs-Activ ity rep o rt

第 5R・第 1Z

いわせオリオンライオンズクラブ
■花壇植栽環境整備を行う

令和3年8月6日(金) 16時~17時
クラブの奉仕活動の一環として、
クラブ内・須賀川市長
沼地区のライオンズクラブ看板が設置された花壇におい
て、11名が参加し、草刈り、植栽の剪定を行い環境整備の
奉仕活動を実施しました。
新型コロナウイルス感染症により、
日常外出自粛を強い
られていますが、会員相互の感染防止のもと、注意しなが
ら進めました。昨年と同時期同場所ですが、今後とも地域
の方々にライオンズを理解いただくよう、積極的に奉仕活
動を実施して参ります。
幹事 L 佐藤 暸二

▲花壇前にて奉仕作業後の会員

▲作業の実施前

▲作業の実施前及び実施後

第 5R・第 2Z

白河小峰ライオンズクラブ
■青少年育成の目的で、学生たちへお米3俵贈呈

令和3年9月7日(火) 10時~11時
我クラブは、姉妹クラブと合同にて、年1回事業を、
して
おります。今回は、大田原にある国際医療福祉大学の学生
が、
このコロナ禍によりアルバイトが出来ず、生活に困って
いるとのことを大田原ライオンズクラブより聞き、それで
は、我クラブは、農業をしている会員が多数おりますので、
昨年米のお米を3俵あげることを合同事業にすることにな
りました。
大学からは、副学長医学博士 新井田孝裕氏、学部長教授
小林雅彦氏、准教授博士 大石剛史氏 3名
大田原LC 会長 L・猪瀬 泰藏 他4名
白河小峰LC 会長 L・車田 昭 他3名の出席により贈呈式
を行いました。
L 溝井 良美

▲贈呈後の記念写真

■青少年育成の目的で、白河地区子ども食堂へお米５俵贈呈

令和3年9月10日(金) 10時~11時
我クラブは、
ガバナーとZC L真船正康の指導の下、地域の子ども食堂へ支援することになり、ふくしま子ども
食堂ネットワーク県南に加盟している5か所へ、お米を5俵贈呈することにしました。
加盟5か所は、①白河こども食堂 代表 渡辺宗徹氏、②らふみーる こどもみんなの食堂 代表 山本光子氏、③
みらい子ども食堂 代表 坂本 学氏、④わくわく子ども食堂 代表 渡辺啓二氏、⑤ほっこりキッチン宝っ子 代表
小野崎栄行氏 以上です。
各子ども食堂も、一人親家庭の子どもたち、又独居老人、
その他の恵まれない子どもたちに、弁当、
カレーライス、食
材等を提供しているそうです。
各食堂とも、50食~100食を月に提供しているそうです。
クラブとしても、出来る限り、継続事業として、考えていき
たいと思っています。
我クラブの出席者は、会長 L車田 昭、幹事L芳賀哲夫、会
計L溝井良美、事業委員長L大井川直強の4名でした。
L 溝井 良美
▲贈呈後の集合写真
ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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新入会員紹介
Ｌ黒澤 由美

Ｌ本田 直木

第1Ｒ第１Ｚ
川俣ＬＣ

Ｌ金沢 富城

第2Ｒ第１Ｚ
福島松川ＬＣ

●職業：
（株）
フクシマフロンティア
取締役 副社長
●スポンサー：Ｌ菅野文吉

第3Ｒ第2Ｚ
郡山中央ＬＣ

●職業：
（株）
本田建設工業
取締役
●スポンサー：Ｌ斎藤義博

●職業：
（株）
東邦銀行
●スポンサー：Ｌ市川良一

何も分かりませんが、よろしくお願いいたします。

とにかく先輩方の知恵や経験を聞き自分を
成長させたいです。宜しくお願いします

Ｌ根本 幸浩

楽しくやっていきたいと思います。
宜しくお願いします。

Ｌ兼子

Ｌ郡司 助広

第3Ｒ第2Ｚ
小野町ＬＣ
●職業：うろこや分店
店主
●スポンサー：Ｌ西牧義和

●職業：
（株）
プラスワン
専務取締役
●スポンサー：Ｌ渡辺正広

●職業：栄興物流
（株）
代表取締役
●スポンサー：Ｌ吉田代吉
地域への社会貢献活動に積極的に参加してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

地域の奉仕活動に努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

巧

第5Ｒ第1Ｚ
いわせオリオンＬＣ

第3Ｒ第2Ｚ
小野町ＬＣ

今後は皆様と共に頑張っていきたいと思います。

編 集 後 記

ワクチン接種の広がりもあり、
日に日に感染拡大が納まりつつあるこの頃です。
また、紅葉も進み、黄金色に輝く稲の収穫も終え、神の恵みに感謝し既に新米を食されたライオンも
いる事かと思います。
委員会ではコロナ禍の為、
リモート環境を整え編集会議をおこない、9・10月合併号ではヘアドネー
ションの特集を組み、各ライオンズクラブの活動を紹介させていただきました。
また、新人会員紹介ページでは、6名のライオンを紹介させていただきました。
コロナ禍でまだ本来の活動ができない各クラブが沢山ありますが、
ライオン同士の絆を強く結び、
こ
の難局を共に乗り越えましょう。
「明けない夜はない」
ＰＲ・ＩＴライオン情報委員会副委員長 L七宮 広樹
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

坪井

肇

幹事

Ｌ長谷川元行

会計

Ｌ渡邉隆一

【事務局】
〒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
TEL：0247-82-4265 FAX：0247-82-4265

有限会社しんみせ
代表取締役

渡邉 隆一

（田村ライオンズクラブ 会計）
〒963-4312
福島県田村市船引町船引五升車６１
TEL：0247-82-0017
FAX：0247-82-1560
E-mail shaddy@sinmise.jp
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土地

中古住宅

アパート

貸家

不動産のことなら

株式
会社

より良い住まい、より良い環境

アップポイント
（公社）
全日本不動産協会加盟
宅地建物取引業 福島県知事(2)3053号

〒963-4312 田村市船引町船引扇田２３１−１

TEL：0247-81-1571

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

ライオンズクラブ国際協会332−D地区福島
幹事 Ｌ小川伸介
会計 Ｌ升 明宏
三瓶嘉宣

第65回地区年次大会

【事務局】 Ｌ佐久間正次 〒963-0201 郡山市大槻町字原田西42-19

大会テーマ
「かけがえのない仲間と
これからも…」
電話090-1764-9220
ＦＡＸ024-926-0365
E-mail :Masatugu.jes29@blue.ocn.ne.jp
5月12日㈰ 医療創生大学（前：いわき明星大学）
5月13日㈪

記念ゴルフ大会（五浦庭園カントリークラブ）

内科・糖尿病代謝内科・小児科・皮膚科・心療内科

医療法人
糖 励 会

そね内科クリニック

曜日 月 火 水 木 金 土
診療時間
9：00〜12：30
休
15：00〜18：30

診

土 曜 日 は 予 約 制 と な りま す 。

安 心 まごころセレ モ ニ ー
総合葬祭

受付は
30分前まで

院 長 Ｌ曽 根

惠児

（会津若松 LC）

会津若松市扇町41番地

TEL0242-33-1024
凛とした姿勢で地域とともに

土 曜 日 は 予 約 制 と な りま す 。

TEL0242-33-1024

安 心 まごころセレ モ ニ ー

凛とした姿勢で地域とともに
凛とした姿勢で地域とともに

総合葬祭

代表取締役

L小野

会津若松市七日町8-2

代表取締役LL
代表取締役
佐佐

芳秀
（会津若松LC）

☎0242-22-2441㈹

http://www.onoya-sakura.jp

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

0120-189-082
■測量・土木設計

総合葬祭

まごころ友の会

フジ測量

24時間病院から遺体搬送受付

セレモニーホール
香華園

L 斎藤 隆男
㈱大川原生花店

代表取締役

測量士S50−993
下水道2種B19−116号

（会津若松
LC）
（会津若松
LC）

■本社／福
- 40
■本社／福
島島
県県
会会
津津
若若
松松
市市
石石
堂堂
町町
4 -440

【ご葬儀24時間受付】

株式会社

藤藤 和和 人人

（LCIF地区キャンペーン副コーディネーター）

（4R1Z・ZC）
（猪苗代LC）

〒969-3103 耶麻郡猪苗代町字諏訪前196-1

TEL 0242-62-3573
猪苗代町城南138-1
猪苗代町千代田ドウフケ12 TEL 0242-63-0367
TEL.0242-62-4833
FAX.0242-62-4841
E-mail:fuzisoku@sea.plala.or.jp
Ｌ大川原 勝人 Ｌ大川原 智 （猪苗代LC）

あい事務所
東栄建設株式会社
杉 本 充 清
司法書士法人

代表取締役

渡部電気工業株式会社

司法書士・行政書士

（猪苗代LC）

L渡部泰夫

福島県耶麻郡猪苗代町大字
千代田字トヤガ崎5番地2
（猪苗代 LC）
T E L：0242-62-2311
携 帯 ：090-5590-4986
F A X：0242-62-2242
E-mail：ai.sugimoto@aishiho.jp
福島県耶麻郡猪苗代町川桁稲干原
3466

☎ 0242-66-2411

代表取締役

〒969-3133（猪苗代事務所）

【会津若松事務所】TEL： 0242-23-8506

FAX
0242-66-2428
【会津坂下事務所】
TEL：0242-23-4071

星

L星

柿園

LION FUKUSHIMA

郁雄

(会津若松鶴城LC

会長)

〒965-0826 会津若松市御山字村中75

L 渡 部 裕 一（猪苗代 LC）

本社

〒969-2662 福島県耶麻郡猪苗代町大字八幡字稲荷 4463
TEL（0242）
66-2442
FAX（0242）
66-2366
携帯 090-2790-0763
URL http://w-den.com
E-mail:yuichi-w@w-den.com
【事務
所】
喜 多 方 、郡 山 、二 本 松

●

暖冷房・衛生・上下水道・管工事
豊かな生活空間を考える

東邦工業株式会社
Ｌ成瀬

亨

（会津若松鶴城 LC 幹事）

T E L . 0242-26-0159
FAX. 0242-26-0159

本社／会津若松市河東町八田字八田野 58
TEL（0242）75-3040 FAX
（0242）75-4707

株式会社 シゲキ

認定長期優良住宅の家づくり

L 小山

信幸

(会津若松鶴城LC

会計)

〒965-0876 会津若松市山鹿町5−3

TEL.0242-28-7025 FAX.0242-28-7024

伸和住宅株式会社
代表取締役 L神 田
秀雄
（会津若松鶴城LC・キャビネット 監査委員）
〒965-0832 福島県会津若松市天神町２３-21
TEL 0242（29）7745 FAX 0242（28）5090

長

命

（有）ほたるの里農産

寺

五條の白線の
築地塀に残る
会津戦争時の
弾丸跡

住職

●会津米生産・販売（年中）
●観光さくらんぼ園（6月上旬〜7月下旬）

代表取締役

張崎 為貴

建 築

携帯電話 090-8424-3819

紳士

部 門

■新築 ■リフォーム工事
■外壁サイディング工事

L佐 瀬

婦人

総合繊維卸

オゼ販売会津㈱
代表取締役

（会津若松葵LC）

会津若松市北会津町下荒井21
☎/FAX 0242-58-2087

会津若松市日新町5-51
電話･FAX0242-27-7003

（会津若松葵LC）

L 荒井 義隆

株式会社

（会津若松葵LC）

寝具

鈴慶

代表取締役

智美

ギフト

L鈴木

裕俊

（会津若松葵LC）

TEL（0242）
27-0695㈹ FAX 28-4375

会津若松市東千石1-1-11
TEL 0242-26-3233 FAX 0242-26-3263

会津若松市湯川町8-25

ライオンズクラブ国際協会

332-D 地区

第 4R

会長 L 渡

株式会社

アラカイ

有限会社

南会測量

第 1Z

田島ライオンズクラブ
幹事 L 渡
会計
会員
会員
会員
会員
会員
会員
事務局

2021〜2022
332複合地区監査委員
名誉顧問会 議長
前地区ガバナー（会津磐梯 LC）

真田
Sanada

倭夫
Shizuo

部 福

L貝

田

美

L二

瓶

郁

L 芳賀沼
L星
L星

L森
L菊

〒967-0004

荒川地区ガバナーテーマ
ライオンズクラブ国際協会
332-D 地区

部

東
雄

郎

順 一

郎

栄三郎
信 夫

秀 樹
地 義 久

有限会社

東洋部品

芳賀沼電機商会
有限会社
有限会社

二瓶建材店

東部自動車整備工場

三浦屋菓子店
株式会社
株式会社

味の食卓 はだかや
菊地商会

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

“困難からの再始動そして前進”
キャビネット事務局

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

勤務先／シンワ産業有限会社 代表取締役

〒965-0088 福島県会津若松市町北町中沢西25
TEL.0242-22-1044 FAX.0242-22-1794

焼肉と冷麺
韓国料理
代表

菅家

作二

第一副会長（会津磐梯LC）

元会長（会津磐梯LC）
〒965-0034会津若松市上町8-30（センチュリーホテル1F）

TEL0242-25-4129

FAX0242-25-4159

すべては、お客様の笑顔のために安全、安心をお届けします

株式会社
代表取締役
専務取締役
本

スカイ運輸

Ｌ佐瀬喜久男（会津喜多方 LC）
Ｌ藤城 昭夫（会津喜多方LC）

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

営業所／喜多方

会津若松

郡山

本宮

いわき

仙台

山形

寒河江

取締役 L

加 勢 良 信（会津喜多方LC）

〒966-0404 北塩原村大字北山字村ノ内4156
TEL 0241-22-1812 FAX0241-22-2009

ライオンズクラブ国際協会 332-D地区
第4R 第2Z

会津美里ライオンズクラブ
会長

Ｌ高梨 宣浩 / 幹事 Ｌ星

賢一 / 会計 Ｌ渋井 康之

【事務局】
〒969-6266 大沼郡会津美里町字西裏屋敷添甲2198-1
TEL：0242-54-2429 FAX：0242-54-2478

株式会社 会津技研
代表取締役社長

取 締 役 会 長

髙橋
L髙橋

淳
至 (西会津LC)

〒969-4512 福島県耶麻郡西会津町上野尻字下沖の原2673−10

TEL.0241-47-2611 FAX.0241-47-3021
E-mail:i.takahashi@aizugiken.co.jp

www.aizugiken.co.jp/

西会津

野沢

清水屋製菓舗
創業 1934 年

代

L 清水

表

幹久

(西会津LC)

〒969-4406 西会津町野沢字芝草1776-1

TEL.0241-45-2179 FAX.0241-45-2860

日本で二番目に高い富士山（509m）
●7月第2日曜日
山開き

西会津
会

●2月最終日曜日
冬山登山

L 長谷沼

長

問い合わせ／TEL.0241-47-2497

有限会社
アポロン電子工業
代表取締役

L 田澤

清吉

(西会津LC)

（あいづ塩川湯川ＬＣ 参与）

一夫

(あいづ塩川湯川
LC 会長)
（会津塩川LC）

〒969-3502 福島県喜多方市塩川町常世字上村871-1

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

総合建設業

福島県知事許可(特-26)第12065号

株式会社

小滝建設

代表取締役会長

野辺

賢一

（あいづ塩川湯川ＬＣ）

和美 (あいづ塩川湯川 LC)

〒969-3512 喜多方市塩川町字東栄町6-2-20

TEL 0241-27-3663 FAX 0241-27-3075
携帯電話 :090-6221-3663

塩川町字東栄町

会

二瓶

長

山 内 拓 也

（柳津ライオンズクラブ）

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

グループ本社 TEL 0241-42-2215 FAX 0241-42-2317
〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字寺家町乙254番地
URL http://www.kawachiya-gr.jp/

名物
あわまんじゅう
茶まんじゅう
くりまんじゅう
うぐい乃舞最中

（有）小池菓子舗
代表取締役会長

Ｌ小池 勇一

（柳津ライオンズクラブ会長）

福島県河沼郡柳津町
柳津字岩坂町甲206番地
TEL 0241-42-2554
FAX 0241-42-3432 0120-090976

■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
9

〒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

