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“We Serve（われわれは奉仕する）”

2021-2022年度

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”
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第１副地区ガバナー賞
齋藤菜穂さん

3-1ZC賞
鈴木心実さん

6-2ZC賞
武藤ひなたさん

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
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ライオンズクラブ国際協会332-D地区

地区ガバナー挨拶

（郡山西 LC所属）

2021-2022
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

▲332複合地区議長 L伊藤明彦夫妻、332-D地区ガバナー L荒川友成

 　本来ならば米国シカゴで2021年2月開催予定でした 次年度ガバ
ナーセミナー（FVDG/DGE）は、日本全国35地区のガバナー合同で4月
末～5月末までの毎週土曜日各2時間、合計6回にわたり初めてのリ
モートでの研修が行われました。
　また、第103回モントリオール国際大会も初めてのバーチャル大会で
の開催となりました。
　今回残念だった事は、国際大会最終日に恒例行事として行われるガ
バナー就任宣誓式でエレクトリボンを前ガバナーに外してもらい正式
にガバナー就任となる儀式が出来なかった事です。しかし皆様のご協
力を基になんとか船出をする事が出来ました。
　新型コロナウイルスは個人、社会に大きな被害をもたらし、日常生活
を一変させ 経済においても深刻な打撃を受けました。
　そして 今 全てにおいて 新たな世界への適応力が求められています。
当然 我々ライオンズクラブにおいても同様です。
　ライオンズクラブにゆかりのある ヘレン・ケラーの格言があります。
 　『ひとつの幸せのドアが閉じる時、もうひとつのドアが開く。しかし、よく私たちは閉じたドアばかり
に目を奪われ 開いたドアに気づかない』
　この厳しいコロナ禍をきっかけとし 我々ライオンズクラブも新しい未来に向かって確実に前進し
なければなりません。
　全ての分野において変革を恐れず、チャレンジ精神を掲げながら全てのライオンズクラブメン
バーが『奉仕』を実行しましょう。
　今後1年間にわたり、皆様方のご理解とご協力をお願いしながらキャビネット役員一同と共に総力
を傾注したいと思います。宜しくお願い申し上げます。
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　 第1副地区ガバナーを務めますL石澤孝です。前期
は前地区ガバナー L真田倭夫のもと、あらためてライ
オンズクラブを勉強させていただきました。コロナ禍に
よる制約はありましたが、公式訪問には都合がつく限り
随行して、各クラブの奉仕活動を学ぶことができまし
た。感謝申し上げます。
 　これらの経験を大切にして、今期は地区ガバナー L荒川友成を補佐して務めを果たしてまいります。
 　あわせてLCIFコーディネーターを拝命いたしました。 「キャンペーン100」において、3年間素晴ら
しい実績をいただいたうえに、今期も引き続きお願いをするのは心苦しいことですが、「人は他に寄
付することに幸せを感じる」という説もあるそうです。ライオンズ精神のもと、暖かいご理解をいただ
ければ幸いです。
 　地区ガバナー L荒川友成がテーマに掲げる「困難からの再始動そして前進」は、すべての人の願
いでもあります。皆様と心をひとつに努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。

　新型コロナウィルス（COVID-19）のパンデミックは、
これまでのライオンズ活動を困難にしております。しか
し厳しい環境にあっても、私たちは安全を最優先とし
ながらも地域社会から求められているニーズに合った
アクティビティを会員一丸となって実践していかなけれ
ばならないと考えております。
　また、2011年3月11日に発生した東日本大震災及び東京電力福島原発事故は、東北地方沿岸部、
特に福島県内に未曾有の被害をもたらしました。地震や津波などで犠牲になったのは約2万2千2百
人（行方不明者、関連死を含む）。そして、10年経過した今でも避難者は約6万7千人（各自治体発表）
おります。私もこの被災者のひとりとして、ライオンズクラブの底力を実感することができました。震
災直後には、ライオンズクラブ国際会長が仙台市に来られて、MD各被災クラブの代表者から要望を
聞かれ、被爆測定器（ホールボディカウンター）などが整備されたほか被災会員に見舞金交付等が
ありました。このほか、地元LCは勿論のこと全国各地のライオンズクラブから災害支援をたくさんい
ただき、地域住民の方々に支援することができました。このLCに対する感謝の気持ちを多くの方々に
知って頂くとともに奉仕の仲間を増やし、世界ナンバーワンの奉仕団体としての地位を堅持するため
に全力をつぎ込んで参ります。
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（原町 LC所属）

2021-2022
ライオンズクラブ国際協会

332-D地区
第2副地区ガバナー
L 門馬　弘

（二本松 LC所属）

2021-2022
ライオンズクラブ国際協会

332-D地区
第1副地区ガバナー
L 石澤　孝

挨拶第1副地区ガバナー
第2副地区ガバナー



（郡山西 LC所属）

2021-2022
ライオンズクラブ国際協会
332-D地区
キャビネット会計
L 工藤　正美

（郡山西 LC所属）

2021-2022
ライオンズクラブ国際協会
332-D地区
キャビネット幹事
L 渡部　政介
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挨拶キャビネット幹事
キャビネット会計

　2021-2022年度キャビネット幹事を仰せつかりました
L渡部政介でございます。
　その責務の重大さに身の引き締まる思いですが、
ガバナーをはじめ地区役員の皆様のご理解、ご協力
を頂きながら精一杯職務を果たしていきたいと考え
ています。

　新年度は未だ新型コロナウイルスの終息が見えない中でのスタートとなりましたが、ガバナー
テーマである「困難からの再始動そして前進」は今、もっとも重要な事だと考えます。
　経済が低迷している現在、ライオンズクラブを取り巻く環境も決して容易ではありません。
　しかし、100年を超える活動と伝統の力を途切れさせることなく明日につなげ一歩でも前進する事
を目指して地域運営に精進してまいる所存です。
　皆様方の温かいご支援とご鞭撻を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

　2021-2022年度キャビネット会計を仰せつかりま
したL工藤正美でございます。
　この職務の責任の重さを痛感し身の引き締まる
思いです。
　これまでよりさらに一層ライオンズクラブについ
て理解を深め地区ガバナーL荒川友成の意向に沿っ

て幹事を含めたキャビネット内局員と共に一致協力しながら円滑なキャビネット運営が出来ます様
に努めて参ります。
　そしてコロナウイルス感染による影響は依然として続いていますが今期ガバナーテーマとアク
ティビティスローガンの実行に向けて粛 と々事を進めて行きたいと思います。
　最後に会員の皆様方のご支援とご協力を心からお願い申し上げてご挨拶と致します。



5LION  FUKUSHIMAhttp://lc332d.com検索ライオン福島

表敬訪問 内堀雅雄福島県知事、品川萬里郡山市長、
郡山市議会議長、副議長、福島民報社、福島民友新聞社へ
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長

表
敬
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　7月7日から8日にかけて、地区ガバナーL荒川友成、キャビネット幹事L渡部政介、キャビネット
会計L工藤正美が福島県内堀雅雄知事・郡山市品川萬里市長・郡山市議会七海喜久雄議長・田川正
治副議長・福島民友新聞社・福島民報社を表敬訪問しました。
　訪問の際、新しいアクティビティの行政・報道各社との共有と、地域に根ざした奉仕活動の協力
をお願いしました。

PR・ITライオンズ情報委員長 　L小栁　広二
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Ⅰガバナーチームの役割
　ガバナーチームは地区ガバナー・第1副地区ガバナー・第2副地区ガバナー・キャビネット幹事・キャビネット会計で構成します。会議によっては前ガバナー及び
次期キャビネット幹事・会計予定者等を招集する場合もあります。
　ガバナーチームはキャビネットの活動全般について意見を交換し調整を図り、GATを指揮し、重点目標の達成に邁進します。また、情報の共有を図り、奉仕事業
やキャビネット組織の年次間の調整をいたします。
①GAT(Global Action Team)
 　『グローバル・アクション・チーム』は、地区ガバナー及びGMTコーディネーター、GLTコーディネーター、GSTコーディネーター、スペシャルティクラブ・FWTコー
ディネーターとゾーン・チェアパーソンで構成します。地区ガバナーが国際協会と誓約した目標を達成するために必要な事柄を協議し、それぞれの役割に応じて活
動いたします。
Ⅱ コーディネーターの役割
　コーディネーターはガバナーを補佐しゾーン・チェアパーソンと協力し、地区内クラブに活動のアイデアを提供し、質問に助言を与えクラブの活性化を支援いた
します。
② GMT(Global Membership Team)
　『グローバル会員増強チーム』 は、第1副地区ガバナーと2人の正・副コーディネーターとが協力・分担してゾーン・チェアパーソンと一緒になって個々のクラブを
支援いたします。
　本チームは「会員の増減に関わる本丸」です。コロナ禍の影響による退会防止に向けての会員動向について特に注意を払いながら動いてほしいと思います。と
同時に引き続き会員増強、スペシャルティクラブ、クラブ支部の新設等々皆様のお手伝いをいたします。
◆新設クラブ目標:1クラブ(チャーター会員:20名)場合により支部会の開設。
◆会員増強の目標:2021-2022
　 まずは会員の退会防止について一層の注意を払い活動して欲しい。
 　次に新年度会員増強目標ですが年間純増30(上期15/下期15)
③GLT(Global Leadership Team)
　『グローバル指導力育成チーム』は、第1副地区ガバナーと2人の正・副コーディネーターが協力・分担してゾーン・チェアパーソンと一緒になって個々のクラブを
支援いたします。
●MyLionでの地区研修や報告を目的とした活用の推進。
●各委員長・各ZCとのオンライン会議の環境整備。将来的には各クラブまで。
●ゾーン・チェアパーソンの100%がゾーン・チェアパーソン研修を履修することを、
●合同セミナーに於いて将来のリーダーとなる若手ライオンへも指針を示します。
●さらに、公認ガイディング・ライオン名簿に2名追加し、新クラブの育成と弱体クラブへの支援に当たらせます。また、国際協会のライオンズ・リーダーシップ研究
　会への候補者を1名発掘いたします。
クラブ役員から地区役員まで、レベルに応じた真のリーダーの発掘と育成をお願いいたします。
④GST(Global Service Team)
　『グローバル奉仕チーム』は、第2副地区ガバナーと2人の正・副コーディネーターが協力・分担してゾーン・チェアパーソンと一体となり個々のクラブを支援いた
します。
　GST主導によりMyLionでの奉仕活動報告を目的とした全会員のアカウント登録・運用の推進を行います。
　コミュニティーニーズを調査し、文化活動委員会と連携の上、県や市などの行政とつながりを持ちながら必要な活動を実施して参ります。
　コロナ禍により、前期開催出来なかったり、または延期となった地区での「糖尿病予防セミナー」「スペシャルオリンピックス」への理解と支援は今期も実行予定です。
　また「ライフジャケット寄贈事業」は引き続き推進いたします。
　そして地区内クラブでは特に貧困家庭救済の一環としての「子ども食堂」支援はガバナーの基本方針のひとつであり各クラブにて是非取り組んで欲しい課題です。 
　小児がん支援事業はスペシャルティクラブ・FWTと連携し進めてまいります。
⑤スペシャルティクラブ・FWT(Specialty club・Family and Women Team)
　『家族・女性増員チーム』は、第2副地区ガバナーと2人の正・副コーディネーターと4名の委員、ゾーン・チェアパーソン及び他のコーディネーターと連携し、個々
のクラブを支援いたします。

重点目標

　誰もが予想していなかった昨年からのコロナウイルスの蔓延により、未だ世界経済は従来のスピードを取り戻せない
状況が続いています。
　私たちライオンズクラブの活動を見ても、経営不振による会員減少、例会の不催行、アクティビティの実施困難など大
きな影響が出ています。
　しかし、ワクチン接種が開始され少しずつ前進の兆しが見えてきたのも事実です。
　今期のガバナーテーマを「困難からの再始動そして前進」、アクティビティスローガンを「奉仕が育む地域と子どもの新
たな未来」としました。
　コロナ禍の状況を見ながらになりますが、私たちライオンズクラブも前進しなくてはなりません。その思いを込めてガ
バナーテーマを決めさせて頂きました。
　今期はキャビネット役員に女性会員を多く起用しました。そして今まで以上に女性会員の増強を目指したいと考えて
います。
　また、1年延長になりました「キャンペーン100（ワンハンドレット）-LCIF奉仕に力を-」についてもコロナウイルス感染症
を含む世界規模での危機を支援すると言う趣旨をご理解頂き、女性会員増強と併せて皆様にご協力を頂きます様お願
い申し上げます。
　アクティビティスローガンには、病気で苦しむ子ども達や貧困に苦しむ子ども達の支援をヘアドネーションや子ども食
堂支援等を奉仕の核とし、その活動を地域に定着させて行きたいと言う思いを込めました。
　少しずつになるかもしれませんが確実に一歩一歩前進し、332-D地区のライオンズクラブ全会員が一丸となり、それぞ
れの地域での活躍と各クラブの益々の発展が出来ます様ご理解とご協力をお願い申し上げます。

2021～2022

332-D地区ガバナー基本方針
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　今期より日本レベルで『スペシャルティクラブ・FWT』と名称が変更され、スペシャルティクラブプログラムのコーディネーターとして、会員が特別な関心や目的を
共有していることに特化したスペシャルティクラブ結成を推進して参ります。
　女性会員の獲得及び家族会員の増強はGMTコーディネーターと、女性リーダーの育成はGLTコーディネーターと、女性目線の奉仕活動はGSTコーディネーター
とそれぞれ連携し活動してください。
　このチームは、将来の女性ガバナー誕生へつながる大変重要なチームです。各正副コーディネーターはテリトリー内で「女性会員のライオンズに対する考え」、
「女性目線の奉仕活動に関する意見」「問題点」を集約し、地区の活動と女性会員増強に活かしていきたいと考えております。
　フォーラムや勉強会の開催に伴い、現女性会員の参加をお願いいたします。
　また、GSTとの連携事業として「子どもの貧困と小児がん」の一環である「ヘアドネーション」、こどものみらい古本募金事業、外貨募金事業は継続し、さらに今期
は「子ども食堂」への取り組み/支援の強化を特にお願いいたします。
⑥LCIF(Lions Clubs International Foundation)
　第1副地区ガバナーと2人の正・副LCIF地区キャンペーンコーディネーターとゾーン・チェアパーソンが協力し、LCIFの使命や内容を全会員に理解いただけるよう、
各方面でPRします。
　特に4年目に入ります$100献金キャンペーンには引き続き協力をお願いします。
　そして今期332-D地区目標献金額は$130,000とします。
　その為にも
●クラブ会長及びクラブLCIFコーディネーターを招集し、LCIFについての勉強会を開催し、LCIFへの理解を深めていただきます。
　クラブシェアリング制度を多くのクラブに利用いただくよう各クラブに説明し、奨励いたします。
Ⅲゾーン・チェアパーソンの役割
　前任者からの継承と改善、問題点等々引継ぎしていただいた上で、ゾーン内交流を行って下さい。そしてコロナ禍による影響を考慮し特に今期はクラブを隈なく
訪問いただき、会員の退会防止と新入会員招請(特に女性会員)・クラブの活性化・LCIFキャンペーン100等の実施を要請するとともに、クラブがそれらの取り組み
を実施するに当たり、ご支援・ご協力ください。様々な問題解決のために、コーディネーターは常時待機していますので何かとお声がけください。
　また、現在ニューメンバースクールはクラブでの開催を推奨していますので、ゾーン内クラブから講師の依頼がございましたらご対応願います。従来通り、リジョン
またはゾーンで開催される場合も積極的に講師をお引き受けください。
　一年間、充分健康に留意されサポートいただきますようお願い申し上げ、ご活躍をご期待いたします。
Ⅳ委員会活動
①アラート・会則委員会
　当委員会は、“自然災害や緊急事態発生に備える”役割と“国際協会の会則変更をクラブに周知する”役目があります。メンバーは2人の正・副委員長とゾーン・
チェアパーソンで構成されます。
　度重なる災害に見舞われた教訓をもとに、改善点を確認し食料・水・その他の必要な物資を収集、被災地域に支援する実効的な対策を随時確認願いたい。
　クラブアラート委員会を設置し、クラブ会長が委員長を務め、緊急連絡網の作成・確認、県内外を問わず、クラブ、ライオン個人でも横のつながりを密にし、迅速
な支援対応の構築に努める。
　また、地区と県社会福祉協議会との締結に続き、各ゾーンやクラブ単位で市町村の社会福祉協議会と災害支援協定を結び、即座に対応できるよう見直しを願いたい。
会則については、年々時代に沿った見直しが行われております。各クラブに於いて会則の不具合などを検討し、キャビネットや複合で意見集約を行い会則委員会
へ提出する必要もあります。
②PR・ITライオンズ情報委員会
　当委員会は地区誌ライオン福島の発行とホームページでの広報、IT化の推進を主な任務としています。
　前期の副委員長数を引継ぎ、隔月発行にリニューアルされた『ライオン福島』の継承と、新たな項目として開催前のアクティビティを掲載するPR誌としての確立
を目指したいと思います。また、課題となっている編集会議のWEB会議化等を検討し、時間や移動の負担を軽減したいと考えます。各ゾーン・チェアパーソンに於か
れましては副委員長と連携しクラブやゾーンの取材や広告の募集にご協力賜りますようお願いいたします。
　新聞社「福島民報・福島民友」への掲載、テレビへの露出を多くし、ライオンズの活動と意義を広報したいと思います。各クラブでは『マーケティング・コミュニ
ケーション委員会』主導により、アクティビティの広報事業をお願い申し上げます。
　またIT化推進の一環としてまずはPR・ITライオンズ情報委員会の会合を何回かリモート会議で開催実行してほしい。
③YCE委員会
　当委員会は、多くの青少年が異文化での生活を体験する機会を提供し、様々な国際親善を促進する活動をしております。派遣生や来日生の受け入れにご協力を
お願いするとともに、ホストファミリーに対してのご理解も重ねてお願い申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、今期の夏期並びに冬期派遣・来日も中止となりました。困難な状況でも出来得る活動とコロナ後の派遣・来日に向け、
全力でご協力の程お願い申し上げます。
④中期改革・大会参加・薬物乱用防止委員会
　コロナ禍によりもう一度ライオンズ原点に立ち戻り、同時に改革を恐れず新たなる発展に向けて活動を続けます。ライオンズの一大セレモニー『国際大会』『オ
セアル・フォーラム』は、国内外のライオンズクラブとの交流を深める素晴らしい機会です。
　しかしコロナ禍により『第103回国際大会(モントリオール)』はリモート開催となりました。また、『第59回オセアル・フォーラム』は、2021年11月韓国・済州島で開
催予定でしたが中止となりました。次回開催の際は多くの会員のご参加をお願いします。
　薬物乱用防止に関しては、講師を招き、2022年2月に『薬物乱用防止教育認定講師養成講座』を開催しますので、多くのご参加をお願いいたします。
⑤青少年育成・ライオンズクエスト(LQ)・平和ポスター委員会
　当委員会は、役員へのアドバイスとサポートのため設けたアドバイザー1名を据え運営して参ります。準備期間を含め2011年7月より導入したライオンズクエス
トは早10年目となります。幼稚園や中学校対象のワークショップ開催等々、素晴らしい実績をあげており、教育関係者より高い評価を頂いております。引き続き、実
践校による『ライフスキル教育フォローアップワークショップ』や『ライフスキル教育セミナー』の開催を予定しております。
　平和ポスターに関しては、『私たちはみんなつながっている』をテーマにコンテストが開催され、地区をあげて取り組んで参ります。出来る限り早期に学校へのア
プローチをお願いいたします(ただし、今期については従来と違い各クラブからは新提出方法になりますので注意してください)。 また各クラブに於いても、青少年
育成事業として多くの学生をご支援頂いていることと思います。素晴らしい事業の継続実施をお願いいたします。
⑥文化活動・環境・献血・臓器移植推進委員会
　過年度のキャビネット委員会合併の折に「地域文化及び地域社会活動委員会」の呼称を略して「文化活動とし継承した意図には、各クラブが過去より行っている
継続アクトを実行するだけでは新会長の特色が出せない為、奉仕委員会を中心にクラブ全会員が積極的に各町内会、各種NPO法人等の市場調査を実施し新しい
魅力ある新鮮なアクトを見出して実行して頂きたいと言う意味が込められています。
　やり遂げた感動を得る事がライオンズクラブ会員の矜持であり、更に会員増強にも繋がりクラブの活性化にもなると考えます。
　また、当委員会は10月10日の『目の愛護デー』にちなみ、郡山市で講演を開催する予定です。前期はコロナ禍によりやむなく延期・中止となりました。よって開催
の際は沢山のライオン各位の参加をお願いいたします。
　また、新型コロナウイルス感染拡大の自粛要請により、献血協力者の深刻な減少が続き輸血用血液の在庫量が不足しています。各クラブともコロナ感染状況に
もよりますが、継続的献血活動の実施をお願いしたい。
　さらに、新品・未使用眼鏡の回収、ひかりの箱募金、献眼、骨髄の提供とともにアイバンク登録の積極的参加をお願いいたします。
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第１回キャビネット会議 日　　時　２０２１年７月１２日（月）１３時～
開催場所　郡山ビューホテルアネックス

▲入場行進

▲名誉顧問・前国際理事L安澤莊一

▲会議長・前地区ガバナーL真田倭夫

▲前三役へ記念品贈呈

▲正副委員長会議 ▲ＺC会議 ▲委嘱状授与 ▲地区ガバナーL荒川友成

　第1回キャビネット会議が、郡山市「郡山ビューホテルアネックス」においてキャビネット役員及び、
クラブ代表が出席して開催されました。
　キャビネット会議に先立ち、ZC会議、GAT合同会議、正副委員長会議が開かれました。
　14時30分より地区ガバナーL荒川友成の開会宣言・ゴングにより開始され、地区ガバナー挨拶、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、第一副地区ガバナーL
石澤孝、第二副地区ガバナーL門馬弘の挨拶のあと、各種記念品贈呈・活動費・委嘱状の授与があり、
その後、地区ガバナーL荒川友成より今年度の基本方針と重点目標の説明があり、キャビネット報告
の後、議案審議に入りました。
　議案審議はすべて満場一致で採択され、各種アワード贈呈、各コーディネーター、各委員長の活動
方針が発表され、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１回 名誉顧問会議

▲集合写真

▲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

▲記念品贈呈 ▲記念品贈呈

　ライオンズクラブ国際協会332-D地区第1回名誉顧問会議が、7月5日（月）郡山市磐梯熱海温泉「ホ
テル華の湯」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。
　名誉顧問会議長・前地区ガバナーL真田倭夫から「前年度の御礼と今年度への協力のお願い」の
挨拶がありました。
　議事が始まり、地区ガバナーL荒川友成から基本方針、重点目標の説明があり、特にこども世代に
着眼したアクティビティへの支援のお願い、より一層地域社会からのライオンズクラブに対するニー
ズに応えるためには会員維持、増強が必要と協力のお願いがありました。
　また、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ました。
　最後に名誉顧問・前国際理事L安澤莊一より名誉顧問の皆様に三年間の御礼の言葉があり閉会と
なりました。

PR・ITライオンズ情報委員長　L小栁　広二

日　　時　２０２１年７月5日（月）１6時～
開催場所　ホテル華の湯
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キャビネット活動報告キャビネット活動報告

スペシャルオリンピックス日本・福島へ支援金の贈呈
　6月23日(水)安積ホスピタルを訪問し、スペシャルオリンピックス日本・福島の理事長であり、安積
ホスピタルの理事長でもある佐久間 啓様に、お忙しい中ご面会いただき、332-D地区として真田ガ
バナー（2020-2021年度）の代理としてGST正副コーディネーターで活動支援金を贈呈させていただ
きました。
　日本ライオンズとスペシャルオリンピックス日本(SON)は2017年6月にパートナーシップを締結し、
毎年支援しております。各県単位にも組織があり、今回はSON福島への支援として実施致しました。
これは一昨年より糖尿病セミナーと合同でセミナーを行い、広く認知度を高める目的で予定しており
ましたが、新型コロナ感染拡大の影響でセミナーを開催できず、その開催経費として準備していたも
のを支援金として贈呈させていただきました。
　スペシャルオリンピックスとは、知的障害のある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果
の発表の場である競技会を年間を通じて提供し、社会参加の機会の提供、共生社会の実現に向けて
活動されている国際的なスポーツ組織です。スペシャルオリンピックスは非営利活動で、運営はボラ
ンティアと善意の寄付によって行われています。
　今回の活動をきっかけに更に交流を深めていきたいと思っております。また、安積ホスピタルのグ
ループでは子ども食堂なども運営されており、多方面での支援活動も視野に入れながら、地域に必
要とされるライオンズクラブを目指して参りたいと思います。

GSTコーディネーター L車田　信彦
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3R「自然災害発生時における協力に関する協定」締結式
令和3年6月17日
　ライオンズクラブ国際協会332-D地区第3R・第1Z(5クラブ)・第2Z(4クラブ)と社会福祉法人郡山市
社会福祉協議会は6月17日に(自然災害時における協力に関する協定書)を締結しました。
　郡山市内における災害発生時に被災地及び被災者に対する支援が速やかにかつ効果的に行うこ
とができることを目的としたもので、協定に基づく内容は、ライオンズクラブ側は支援物資の調達、ボ
ランティア輸送バス等の手配・提供、を主なものとしそれ以外についても必要がある場合は協議の
上行うというものです。
　当日はライオンズクラブから複合地区アラート委員長L久保田善九郎、東日本アラート統括リー
ダーL橋本修一、第3R・第1Z・ZCL立花秀和、第3R・第2Z・ZCL𠮷田昭、第3R代表幹事L佐藤圭一郡山
市社会福祉協議会監事L佐久間正次の6名が社会福祉法人郡山市社会福祉協議会を訪問、社会福祉
協議会の永久保利弥副会長と柳内祐一地域福祉課長にご対応いただき太田健三会長と調印式を行
いました。
　締結により、第3R・1Z・2Zは郡山市社会福祉協議会さんからスムーズに災害に関する情報を提供
していただけるようになり、支援活動もよりスピーディーに行えるようになると思います。
 

2020-2021年度 第3R第1Z・ZC L立花　秀和

キャビネット活動報告キャビネット活動報告
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Lions clubs-Activity reportLions clubs-Activity report
各ライオンズクラブ活動報告各ライオンズクラブ活動報告

福島ライオンズクラブ
■植樹の管理・周辺の整備
令和3年6月20日（日）　8時40分～9時30分
　福島茂庭梨平公園に植樹をした木々の手入れ・
周辺の除草作業を行ないました。
　梨平公園には、姉妹クラブである赤穂LCとの締結
35周年、45周年でそれぞれに植樹を行なっていま
す。
　草刈り機持参の会員が多かったので、短時間で綺
麗に仕上げることができました。

事業奉仕委員長　L橘　政道

第 1R・第 1Z

■障がい者福祉施設に支援
令和3年7月15日（木）　12時15分
　福島ライオンズクラブと福島ライ
オネスクラブの合同事業として「生
活介護あづまライフささや」にビー
ズで装飾したマグネット100個を寄
贈しました。
　両クラブ会員が全て手作りしまし
た。
　施設側で販売した売上を活動費
などに充ててもらいます。
　例会の席上で、髙橋くみこ施設長
に手渡しました。

会計　L橘　政道
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■信夫山史跡表示板の清掃
令和3年6月13日（日）　8時～9時30分
　信夫山に設置してある、史跡表示板の清掃作業を
行ないました。
　また、周辺の表示板の点検し、劣化が激しいもの
については、新年度の事業として修理をしていくこと
を引継ぎました。

会長　L岡田　宜彦

■史跡表示板清掃・点検
令和3年7月18日（日）　7時～
　福島稲荷神社と板倉神社に設置してある、史跡表
示板の清掃を行ないました。
　年に1度の点検作業を継続しています。
　稲荷神社の7基は、2016年に40周年記念事業とし
て新しく作り直したものです。

事業委員長　L渡邉　信幸

福島信夫ライオンズクラブ
■黒岩虚空蔵尊の案内板・
　史跡表示板の清掃
令和3年5月9日（日）
　昨年度寄贈した案内板と、当クラブが設置した史
跡表示板の清掃・点検作業を行ないました。
　コロナ禍の中で事業も自粛しており、久々の活動
となりました。

会長　L岡田　宜彦

第 1R・第 1Z



本宮ライオンズクラブ
■本宮市・大玉村企業訪問献血に協力
令和3年5月15日（土）　15時～18時30分
令和3年5月24日（月）　9時30分～17時
　上記の日程で企業訪問献血に協力し、来場者に
献血を呼び掛けました。
　今年度の最後の献血協力となりました。
　15日は菅野建設工業(株)、24日は大玉村役場、
（株）マテックス福島工場営業所、（株）イイジマ東
北、JAふくしま未来大玉支店の両日合わせて5事業
所に献血ルームバスと一緒に訪れ、不採決者も含
む献血希望者全員に本宮市特産の「本宮烏骨鶏卵」
1パックを進呈しました。
　新型コロナウイルス感染拡大が広がる中、医療活
動に必要な献血活動を促進していきたいと考えて
いきます。

L菅野　純儀

第 1R・第２Z

▲厚生委員長L鈴木宇一左より

▲献血協力の集合写真
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■環境保全功労表彰
令和3年6月16日（水）　19時～19時30分
　桑折ライオンズクラブでは、6月第二例会で環境
保全功労表彰を、執り行いました。
　今回受賞されました菊田利彦さんは、15年前から
毎日、桑折西町を通る県道飯坂桑折線の清掃活動
を毎朝7時前から1時間位されている方です。
　菊田さんは、「私は、多くの皆様にお世話になって
生活しています。この活動も地域の皆様にその恩返
しと思って行っていたのですが、いつの間にか清掃
することで自分の心も綺麗になると思って行ってお
ります。これからも毎日元気に清掃していきたいと
思っております。」と感謝の言葉を述べられておりま
した。
　末永くお元気で宜しくお願いしたいと思います。

PR・IT委員長　L渋谷　浩一 ▲左から菊田利彦様、桑折LC後藤会長

桑折ライオンズクラブ
■うぶかの郷植栽手入れ
令和3年5月15日（土）　6時～7時
　桑折ライオンズクラブでは、5月15日（土）桑折町
研修センター「うぶかの郷」の入口にある植栽文字
の手入れと周辺の草刈り作業を行いました。
　この「植栽文字」は「うぶかの郷」の開設と当クラ
ブ設立20周年を記念して植栽されたもので、今年で
26年目を迎えることになります。
　毎年この時期に会員の手で手入れと草刈りを実
施しております。

PR・IT委員長　L渋谷　浩一

第 1R・第 1Z



福島松川ライオンズクラブ
■土合舘公園駐車場周辺と
　あじさい小路のゴミ拾い
令和3年6月20日（日）　6時～8時
　松川町の土合舘公園は、紫陽花を鑑賞する人々
で賑わう季節を迎えました。福島松川ライオンズク
ラブは6月20日（日）土合舘公園内や周辺道路のゴミ
拾いを行いました。
　また6月12日には紫陽花の選定と草刈りを行いま
した。
　梅雨に入り、今年も紫陽花が見事に咲いておりま
す。

L菅野　昇

第 2R・第 1Z

▲土合舘公園駐車場

▲フラワーロードの草刈り
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安達ライオンズクラブ
■花いっぱい運動
令和3年6月4日（金）　9時～11時
　安達ライオンズクラブでは、6月4日（金）に二本松
市安達地区の小中学校に花の苗を寄付する花いっ
ぱい運動を行いました。
　二本松市立油井小学校、川崎小学校、渋川小学
校、安達中学校の計4校に、それぞれサルビア50鉢・
マリーゴールド50鉢の計100鉢を寄付しました。
　この活動は1996年から続けており、今年で25回目
になります。
　各学校の方々は「毎年学校がきれいな花でいっぱ
いになるのが楽しみです」と言ってくれました。

L服部　富男

第 1R・第２Z

■「街頭献血キャンペーンへの協力」
令和3年7月11日（日）　11時30分～12時
　安達ライオンズクブラ（会長L遊佐久男）は7月11
日（日）午前11時30分～12時までベイシア安達店駐
車場にて献血キャンペーンへの協力を実施いたし
ました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、参
加会員の人数を3～4名程度に制限し、チラシ等の
配布は行わずに距離を保った呼びかけでの活動と
なりました。そんな中ではありましたが、買い物に来
た方に献血協力のお願いを呼び掛け、多くの方々に
ご協力いただくことができました。

L遊佐　久男



国見ライオンズクラブ
■国見町スポーツ少年団
　ソフトボール大会へ支援金寄贈
令和3年7月4日（日）　18時30分～18時40分
　国見町商工会会議室で行われた当LC例会の前
に、国見町スポーツ少年団ソフトボール大会へ支援
金を贈呈いたしました。

第 2R・第 2Z

伊達町ライオンズクラブ
■国道4号線沿いの清掃作業実施
令和3年7月18日（日）　6時15分～7時45分
　地域を走る国道4号線沿いに捨てられた空き缶やごみなどを拾い集めて地域の美化に努めました。
　継続事業として毎年実施しておりますが、今回もたくさんのごみが集まりました。
　これからも環境美化の意識をもって活動してまいります。

L高荒　啓一

第 2R・第 2Z
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福島東ライオンズクラブ
■ポケットパーク・キビタン花壇に
　夏の花を植栽
令和3年7月18日（日）　7時～9時30分
　昨年12月に植栽した、ノースポール、パンジー、ビ
オラは、既に時期が終わっており、雑草が繁茂してい
る花壇となってしまっていました。今年の暑い夏、気
持ちを励ましてくれるマリーゴールド、ブルーサル
ビア、ベゴニアを植栽しました。
　朝7時50分まで、弁天山が朝日を遮ってくれます
が、それ以降はカンカン照り。凍らせて解凍した飲み
物で水分補給しながら作業を進めました。7時50分
までに作業を完了したいものだと思いますが、花苗
を配達してもらうには、そのようにはならないので、
しっかり安全対策をとって実地していこうと思いま
す。

L尾形　省二

第 2R・第 1Z



田村ライオンズクラブ
■植樹地周辺整備･清掃
令和3年6月3日（木）　16時30分～
　田村ライオンズクラブでは、災害時田村市に数多
く設けられた福島原発事故による避難所の中でも象
徴的だった田村市総合体育館のある田村市総合グランドに、原発事故の復興を祈念し、6年前に“ドウダンツ
ツジ”40本を植樹し、100周年記念レガシープロジェクトとして、田村市陸上競技場クロスカントリーコース脇
に『ヤマボウシ』4本を植樹した。
　その周辺の清掃･整備を会員13名で行い、奉仕の汗を流した。

第 3R・第 1Z

■清掃奉仕活動
令和3年7月15日（木）　17時～
　田村ライオンズクラブでは、新体制で初の奉仕作業として、午後5時から会員12名で、
国道349号線沿いなどに放置されているゴミを拾い集め、環境保全･美化に努めた。

郡山ライオンズクラブ
■結成６０周年式典を開催

第 3R・第 1Z

令和3年6月24日（木）　18時～
　2020-2021年度の「さよなら例会」を兼ね、オンライ
ンの参加者も含めて100%出席の上で挙行しました。
　大会委員長のL星兵仁が「還暦を機に生まれ変わ
り、新たな一歩を踏み出そう」、大会会長のL舟橋俊
介が「コロナ禍にも関わらず大きな節目を迎えるこ
とができ、この上ない喜び。先人に感謝しながら、次
の10年、100年に向けて決意を新たにしたい」とあい
さつしました。332-D地区の真田倭夫ガバナーの祝
辞が読み上げられた後、実行委員長のL神俣比呂志
が「レガシー巡り&レガシー掃除と修繕」「品不足のマスクを郡山市に寄贈」「県少年ラグビースクール親善大会
への優勝杯贈呈」などの記念事業を発表しました。この10年の歩みをまとめた記念DVDの上映も行いました。
　最後に会長L舟橋が、332-D地区ガバナーを務め今年1月に逝去された名誉顧問L遠藤宗一に「功績を讃え
て」と刻まれた盾を贈りました。出席者全員に、会長L舟橋から「祝60周年」と刻印された特製のバウムクーヘ
ンがプレゼントされ喜ばれました。

郡山南ライオンズクラブ
■福島県骨髄バンク推進連絡協議会
　郡山支部に寄付
令和3年6月19日（土）　14時～14時30分
　郡山南ライオンズクラブでは福島県骨髄バンク推進連
絡協議会郡山支部に20,000円を寄付しました。
　コロナ禍で骨髄バンクの普及・啓発活動が困難な中、全
国に1,700人以上骨髄移植を待つ患者様がいらっしゃると
うかがいました。例年ですと贈呈式は例会の席上で行われ
ておりましたが、26回目を迎えた今年は新型コロナウィル
ス感染症を考慮して二役にて訪問の上、坂本豊和郡山支
部代表に寄付金を手渡しました。

L丸山　孝男

第 3R・第 1Z

▲挨拶する大会会長Ｌ舟橋 ▲挨拶する大会委員長Ｌ星

▲記念事業を発表するＬ神俣 ▲オンライン参加者も加わり全員で記念撮影
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■食育講座
令和3年6月16日（水）　9時20分～12時10分
　郡山市立東芳小学校にて青少年育成事業の一環
として食育講座を開催しました。
　今年の2月に同学校6年生を対象に講座を開催し
たところ、大変子供達も先生方も分かりやすかった
と好評で是非、新学期は全学年対象に講座をとの事
でしたので、全学年対象に講座を開催致しました。

・  9時20分～10時10分 1・2年生 37名
・10時35分～11時20分 3・4年生 32名
・11時25分～12時10分 5・6年生 33名

　全学年102名を対象に㈱リードシステムの井上先
生に講演を頂き、コロナウイルスの感染対策も含め
体育館を使用して行われ、子供達の元気の良さに参
加会員全員が元気をもらって講座を終了致しまし
た。

L市川　良一

■第１３３０回例会開催
令和3年7月7日（水）　12時15分～13時15分
　郡山中央ライオンズクラブは、2021-22年度をス
タートさせました。
　ホテルプリシード郡山での第1例会で旧三役と新
三役の役員引継ぎを行い、ラベルピンと委嘱状授与
を行いました。
　新会長L三本木礼子のもと、第1例会がスタート
し、新入会員の入会式が行われました。
　新入会員は、橋本市朗社会保険労務士事務所を
経営するL橋本市朗です。
　クラブ会長テーマは「すべてを力にWe Serve」で
会員一丸となって今年度をスタートさせました。

L市川　良一

郡山中央ライオンズクラブ
■春季ゴルフコンペ開催
令和3年5月27日（木）
　新緑の頃、郡山中央ライオンズクラブは、親睦ゴ
ルフコンペをグランディ那須白河ゴルフ倶楽部にて
開催致しました。
　あいにくの雨模様の中、会員8名でのプレーでし
た。
　雨足が強くなってきたため、80歳を超えている先
輩Lもいるので午前中だけと思いましたが「最後ま
でやる!」との意志のかたさでしたので、最後のホー
ルまでプレーしコンペを終了しました。
　優勝は、L作田でした!!

L市川　良一

第 3R・第 2Z
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小野町ライオンズクラブ
■駅の環境美化活動と草刈り
令和3年6月21日（月）　13時30分～15時30分
　小野町ライオンズクラブは6月21日（月）に、JR磐越東線小野新町駅への環境美化活動の一環として、駅乗降
場所への花の植栽事業を実施しました。
　この事業は、駅利用客が花を観賞することで、心を癒してもらおうと企画実施したものです。
　当日は丹精込めて育てた県立小野高等学校の生徒や教諭も加わり、クラブメンバーとともに構内の3か所に
サルビアやマリーゴールドなど約350本の花を植えることができました。
　その後、場所を移動して小野インターチェンジ付近の草刈りを、小野町役場の職員も加わって実施しました。

L西牧　義和

第 3R・第２Z

■夏井川の河川清掃実施
令和3年7月6日（火）　13時30分～14時30分
　小野町ライオンズクラブは7月6日（火）に、L吉田代
吉会長となってからの最初のアクティビティとして、6名
の会員とともに夏井川の河川清掃に参加しました。
　この事業は、夏井川友の会が主催として毎年実施さ
れており、当日は小野中学校の生徒82名も加わり、夏
井川の川底、堤防、周辺道路のゴミの回収撤去作業を
実施しました。
　友の会では「一人が一つのゴミを拾えば、100人で
は100個のゴミが無くなる!」を合言葉に、川でのゴミ拾
いの注意事項を説明し、無理な作業をせずに多くのゴ
ミを回収しました。
　クラブとしても地域の環境を少しでも改善できるこ
とであればとの思いで、毎年参加しております。

L吉田　寿一

▲作業風景 ▲植栽後の小野高校生と▲草刈り後のメンバー
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郡山開成ライオンズクラブ
■第４８回「私の家族作文コンクール」表彰式
令和3年6月23日（水）　18時～19時
　継続事業の一つで「父の日」にちなみ「私の家族」
と題した作文を市内の小学校から募集し、応募数
318点の中から特選10点、入選50点を選出し、特選
者10名とその家族を6月の最終例会に招待し例会
席上で賞状、盾、記念品を贈呈しました。
　入選50点は随時福島民友新聞に掲載されます。

L髙橋　敦司

第 3R・第 2Z



西会津ライオンズクラブ
■活動支援金の贈呈
令和3年6月11日（金）　10時～10時30分
　青少年育成事業の一環として、6月11日（金）に三
役で西会津小学校を訪問して、西会津中学校・西会
津小学校・こゆりこども園へ活動支援金を贈呈しま
した。
　未だに終息が見えない新型コロナの影響で子供
たちはさまざまな不満や不安を抱えながら学校生
活を送っています。
　一日も早く通常の学校生活を送れることを願いな
がら、青少年育成に微力ながらお手伝いをしていき
たいと思います。

第 4R・第２Z

会津若松葵ライオンズクラブ
■会津若松葵ライオンズクラブ
　結成50周年記念式典
令和3年6月19日（土）　11時～12時30分
　新型コロナウイルスの感染が収束せず当初より9ヶ月遅れ、
そして会員のみでの縮小開催「昭和・平成・そして令和と時代を
重ね、幾多の困難にも先輩方の英知と努力で乗り越えられ、
クラブの礎を築かれ自慢できるクラブに育てて頂きました」と
会長の挨拶から始まりました。
　続き、新入会員のライオン帽・ラベルピンの授与式を行い、力
強くライオンズの誓いを読み上げられました。次に、記念事業と
して会津若松鶴ヶ城公園内万葉の歌碑案内板修繕・会津若松
社会福祉協議会へのマスク40,000枚ハンドジェル300本寄付・
会津若松市立会津図書館葵文庫へ児童図書を寄贈・会津育英
会へ支援金寄贈の発表を行いました。
　「喜びは分かち合い、苦しみは助け合い、繋いできた50年。世
の中のため何か役立つ人間で在りたい・・・との会員一人ひとり
の思い。小さな善意でもいつか大きな幸せになると信じ歩んで
きた50年。私達は誓う、世界の平和と民主主義が貫かれ、人々
の暮らしが豊かになることを。私達は期待する、助け合い励まし
あって生きる優しい社会の実現のため、優しいあなたが私達に
力を貸して下さることを・・・。」の思いで100年の未来に向けて
更なる奉仕の輪を広げ地域に愛されるクラブと歩んで参りま
す。今後とも更なるご指導ご支援をお願い申し上げます。

実行委員長 Ｌ荒井　義隆

第 4R・第 1Z

▲葵文庫へ児童図書

▲実行副委員長開会の挨拶

▲万葉の歌碑案内板修繕
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須賀川ライオンズクラブ
■草刈及び清掃奉仕
令和3年5月22日（土）　9時～12時
　ムシテックワールドに40周年記念事業として植樹
した赤花エゴの木の花咲く頃と世界ライオンズデー
に草刈奉仕作業をしております。この日同時に円谷
幸吉記念碑周辺清掃（35周年記念事業として建立
S39年10月18回東京オリンピック大会でマラソンの
部の銅メダリスト須賀川出身）と一里塚周辺清掃
（一里塚は江戸時代日本橋を基点として築かれたも
ので須賀川の一里塚は旧陸羽街道に残る数少ない
もので江戸日本橋から数えて59番目のものとされ
ています）

L吉田　敬一

第 5R・第 1Z

■平和ポスターガバナー賞　賞状授与式
令和3年6月21日（月）　10時15分～10時30分
　本来ですとライオンズクラブの年次大会の席上で
表彰されるのですが、今回は新型コロナウイルスの
関係でキャビネットから送付されました。
　最優秀賞の賞状と副賞の図書券を三役で授与し
て参りました。

L吉田　敬一

■50周年在籍記念品授与
令和3年7月8日（木）　10時～10時30分
　L安田宅を訪問し半世紀に及びます在籍の記念
に楯と記念品を三役にて届けて参りました。
　体調不良になっても今年度から終身会員として奉
仕を続けるという「奉仕心」に敬譲の限りです。
　L安田は故平田旧ガバナー（1997年～1998年）の
時キャビネット幹事としまして活躍されたLでした。

L吉田　敬一

▲参加者の写真

▲奥様とご一緒に

▲参加Ｌとの記念撮影

▲終身会員授与（左吉田会長と右Ｌ安田）

▲須賀川松明あかしの絵をバックにして
左より吉田会長　校長先生　五十嵐鈴さん　大柿幹事　袖山会計
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白河小峰ライオンズクラブ
■西郷村へモニュメント贈呈
令和3年5月26日（水）　15時30分～16時
　雪割橋は輸送機能強化などを目的とした村道川
谷由井ケ原線の改修に伴い建設された。整備区間の
総延長は1.7キロ。橋は片側一車線で長さ138・5メー
トル、幅9メートル。阿武隈川から橋までの高さは約
60メートル。周辺は四季折々の景観を楽しめる観光
名所として知られている。橋は五代目で、1952（昭和
33）年完成の四代目よりも10メートルほど高い位置
を通る。
　四代目の橋は来年度までに撤去される。
　本来雪割橋の由来等の看板を設置するわけでし
たが、周辺の整備が、遅れていまして、よって、西郷村
へのモニュメントの協賛金として、30万円を贈呈しま
した。

L溝井　良美

第 5R・第２Z

東日本国際大学ライオンズクラブ
■学校法人昌平黌　消防訓練
令和3年6月30日（水）　9時～9時25分
　令和3年6月30日(水)9時より9時25分の25分間で、東日
本国際大学施設内にて、「学校法人昌平黌消防訓練」を実
施致しました。東日本国際大学ライオンズクラブ会員も多
数参加を致しました。学生会員は授業があり、教職員が参
加です。年2回学内にて実施をし、消防署への通報、消火、
避難誘導、けが人救護等の消防訓練ですか、今回は、新型
コロナウイルス感染症対策もあり、事前に消防署との打
合せをさせていただき、実施日時、内容、参加者数等のご
指導をいただき安全対策を踏まえた計画で実施致しまし
た。次回は、学生も参加ができるように調整をして学生へ
の学内での安全対策として実施を致します。ライオンズク
ラブ会員が中心に計画と実施をしておりますので、継続し
て対応を致します。地域の皆様のご参加も検討しておりま
す。

L小山　敏治

第 6R・第 1Z

▲贈呈記念写真
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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
令和3年6月20日（日）　13時～15時
　この日、「ふたばいんふぉ」（福島県双葉郡）をメイン会
場とするオンラインミーティング「2020年度ふくしまオー
ガニックコットンプロジェクト報告会」にL河合伸が報告者
として参加しました。報告会には、首都圏や地元からの約
80名が参加しました。
　そこで2020年度の活動の様子についてスライドを用い
て報告しました。
　この活動に参加して3年目となりますが、こうして活動
報告させていただく機会は初めてとなります。
　そこで東日本国際大学ライオンズクラブの結成やその
活動の意義について報告させていただきました。

L河合　伸

第 6R・第 1Z

令和3年7月18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24名が参加しました。
　今回は、苗の選別と、その苗が倒れないように杭打ちを
して紐を張り巡らせる作業、そして畝間の雑草を刈る作業
でした。
　参加した学生は汗が噴き出る中、途中水分補給などの
休憩をはさみながら、協力して作業ができました。
　午後は、畑主のお宅で、糸紡ぎ体験をしたり、畑の看板
デザインを考案したりして過ごしました。

L河合 伸

▲下平窪・ブラウンコットン畑

▲糸紡ぎの体験▲参加者で記念撮影
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真田倭夫 (会津磐梯) 

安澤莊一 (白河小峰) 
・名誉顧問

・コーディネーター ・コーディネーター ・コーディネーター
深澤幸子 (郡山西) 車田信彦 (玉川) 水野さちこ(会津若松) 小林志津子 (福島信陵) 増子澄子 (郡山西) 

・副コーディネーター ・副コーディネーター ・副コーディネーター 佐久間正次 (磐梯熱海) 
久保田善九郎 佐瀬智美 (会津若松葵) 小野重行 (伊達町) 猪狩英昭 (いわき東) 髙山輝行 (白河) ・副幹事

桑原秀治 (郡山) 
・委　員　　　　 ・委　員　　　各ZC ・委　員　　　各ZC ・委　員　　　各ZC 栁沼　智(郡山あさか) 
安田裕子 (二本松) 立花秀和 (郡山東) 
金子仁伊奈 (福島信陵) 市川良一 (郡山中央) 
遠藤めぐみ (白河) ・副会計
東溟みはる (相馬) 舟橋俊介 (郡山) 

丸山孝男 (郡山南) 

岸　秀年
谷岡憲行
菅野文吉
二瓶克雄
宮城圀泰
渡邊　豊

山口一男
若木　幹
須藤祐吉
坂本  勇
三浦勝眞
安齋文夫
伊藤弥栄
菅原  敏

(福島信陵) 
(いわき東) 
(川俣) 
(郡山開成) 
(会津喜多方) 

(福島中央) 
(郡山東) 
(猪苗代) 
(福島西) 
(矢吹) 
(いわき中央) 

(岩代) 
(二本松) 
(郡山開成) 
(いわき東) 

第１R 第２R 第３R

第１Z・ZC 第２Z・ZC 第１Z・ZC 第２Z・ZC 第１Z・ZC 第２Z・ZC
四釜徹治 鈴木朝裕 齋藤和則 阿部徳明 池上祐志 池田明男
(福島リバティ) (岩代) (福島中央) (保原) (郡山あさか) (郡山開成)

福　 島 二本松 福島中央 梁　 川 郡　 山 郡山中央
川　 俣 本　 宮 福島西 保　 原 田　 村 小　野　町
福島信夫 岩　 代 福島信陵 国　 見 郡山あさか 郡山開成
飯　 野 東　 和 福島松川 霊　 山 郡山南 磐梯熱海
桑　 折 安　 達 福島東 伊達町 郡山西 郡　山　北

福島グリーン 福島あづま 郡山東
福島リバティ

第１副地区ガバナー第２副地区ガバナー

(郡山西)

内局員

工藤正美　（郡山西）

福島ライオネスクラブ

名誉顧問会

地区ガバナー
荒川友成

渡部政介（郡山西）

郡山西ドリームクラブ支部

GST・FWT

名誉顧問会議長・前地区ガバナー

・副幹事兼事務局長

LCIFコーディネーター
GMT・GLT

名誉顧問・前国際理事

門馬　弘 石澤　孝 キャビネット幹事

GST GLT

・副コーディネーター
・副幹事兼事務局次長

・コーディネーター

（原町）

スペシャルティクラブ・FWT GＭT

(二本松)

キャビネット会計

332-D地区 ガバナーテーマ
困難からの再始動そして前進

ライオンズクラブ332-D地区　組織表2021-2022年度

真田倭夫 (会津磐梯) 

安澤莊一 (白河小峰) 
・名誉顧問

・コーディネーター ・コーディネーター ・コーディネーター
深澤幸子 (郡山西) 車田信彦 (玉川) 水野さちこ(会津若松) 小林志津子 (福島信陵) 

・副コーディネーター ・副コーディネーター ・副コーディネーター
久保田善九郎 佐瀬智美 (会津若松葵) 小野重行 (伊達町) 猪狩英昭 (いわき東) 髙山輝行 (白河) 

・委　員　　　　 ・委　員　　　各ZC ・委　員　　　各ZC ・委　員　　　各ZC
安田裕子 (二本松) 
金子仁伊奈 (福島信陵) 
遠藤めぐみ (白河) 
東溟みはる (相馬) 

岸　秀年
谷岡憲行
菅野文吉
二瓶克雄
宮城圀泰
渡邊　豊

山口一男
若木　幹
須藤祐吉
坂本  勇
三浦勝眞
安齋文夫
伊藤弥栄
菅原  敏

(福島信陵) 
(いわき東) 
(川俣) 
(郡山開成) 
(会津喜多方) 

(福島中央) 
(郡山東) 
(猪苗代) 
(福島西) 
(矢吹) 
(いわき中央) 

(岩代) 
(二本松) 
(郡山開成) 
(いわき東) 

第１R 第２R

第１Z・ZC 第２Z・ZC 第１Z・ZC 第２Z・ZC 第１Z・ZC
四釜徹治 鈴木朝裕 齋藤和則 阿部徳明 池上祐志
(福島リバティ) (岩代) (福島中央) (保原) (郡山あさか)

福　 島 二本松 福島中央 梁　 川 郡　 山
川　 俣 本　 宮 福島西 保　 原 田　 村
福島信夫 岩　 代 福島信陵 国　 見 郡山あさか
飯　 野 東　 和 福島松川 霊　 山 郡山南
桑　 折 安　 達 福島東 伊達町 郡山西

福島グリーン 福島あづま 郡山東
福島リバティ

第１副地区ガバナー第２副地区ガバナー

福島ライオネスクラブ

名誉顧問会

郡山西ドリームクラブ支部

GST・FWT

名誉顧問会議長・前地区ガバナー

LCIFコーディネーター
GMT・GLT

名誉顧問・前国際理事

門馬　弘 石澤　孝

GST GLT

・副コーディネーター

・コーディネーター

（原町）

スペシャルティクラブ・FWT GＭT

(二本松)

332-D地区 ガバナーテーマ
困難からの再始動そして前進
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委員会名称 委員長
鈴木れい子 (会津磐梯) PR・ＩＴライオンズ情報 小栁広二 1安田利実 (安達) 
佐々木光幸 (郡山北) (郡山東) 2中島照夫 (福島中央) 

3松崎好也 (西会津) 
4七宮広樹 (塙) 

・委員長 5大友康夫 (いわき泉) 
滝澤 利一 (いわき勿来) YＣE 熊田孝一 1久野浩二 (東和) 
・副委員長 (石川) 2後藤誠治 (霊山) 
福地雅人 (福島信陵) 3田村幸男 (郡山東) 

4新井田順一 (柳津) 
5芦口智章 (いわき中央) 

神田秀雄 (会津若松鶴城) 中期改革・大会参加・薬物乱用防止 女池義昭 1桑原三夫 (二本松) 
赤塚英夫 (郡山東) (会津喜多方) 2阿部　幸(福島西) 

3吉田康市 (小野町) 
4加藤宏樹 (矢吹) 
5佐藤　直(相馬) 

青少年育成・LQ・平和ポスター 飛田喜男 1菅野直喜 (川俣) 
橋本修一 (郡山東) 石川勝久 (郡山西) (郡山西) 2宇内一広 (会津坂下) 

・副委員長 アドバイザー 上田洋一 3金澤昭治 (須賀川) 
栗原一家 (郡山西) (福島あづま) 4熊田　亮(いわき東) 

藤嶋純一 (福島あづま) ・事務局長 文化活動・環境・献血・ 高橋由美子 1國分一幸 (本宮) 
吉田政夫 (郡山西) 臓器移植推進 (磐梯熱海) 2毛利信之 (梁川) 

・委　員　　　各ZC ・事務局次長 3皆川誠治 (会津若松鶴城) 

西牧義和 (小野町) 4小貫豊彦 (鏡石) 
・委　員 5鈴木    淳 (いわき) 
佐藤浩明 (郡山) YＣE　実行 四釜徹治
佐久間幸彦 (田村) (福島リバティ)

橋本昌幸 (郡山開成) 
山田　浩(郡山北) 

第４R 第５R

第２Z・ZC 第１Z・ZC 第２Z・ZC 第１Z・ZC 第２Z・ZC
太田克彦 小林一雄 真船正康 上壁　充 木幡勝彦
(会津喜多方) (須賀川中央) (白河小峰) (いわき勿来) (原町)

会津坂下 須賀川 白　 河 いわき 原　 町
会津喜多方 石　 川 矢　 吹 いわき勿来 相　 馬
会津美里 須賀川中央 棚　 倉 いわき中央 飯　 舘
西会津 鏡　 石 白河小峰 いわき泉 新　 地

あいづ塩川湯川 玉　 川 白河高原 いわき東
柳　 津 いわせオリオン 東 東日本国際大学

塙

・副委員長

第６R

会津磐梯マスターズクラブ支部 いわき東LC常磐クラブ支部 いわき勿来ライオネスクラブ

監査委員

アラート・会則 第68回地区年次大会
・委員長 ・委員長

参与 副委員長

事務局管理

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

委員会名称 委員長
鈴木れい子 (会津磐梯) PR・ＩＴライオンズ情報 小栁広二 1安田利実 (安達) 
佐々木光幸 (郡山北) (郡山東) 2中島照夫 (福島中央) 

3松崎好也 (西会津) 
4七宮広樹 (塙) 

・委員長 5大友康夫 (いわき泉) 
滝澤 利一 (いわき勿来) YＣE 熊田孝一 1久野浩二 (東和) 
・副委員長 (石川) 2後藤誠治 (霊山) 
福地雅人 (福島信陵) 3田村幸男 (郡山東) 

4新井田順一 (柳津) 
5芦口智章 (いわき中央) 

神田秀雄 (会津若松鶴城) 中期改革・大会参加・薬物乱用防止 女池義昭 1桑原三夫 (二本松) 
赤塚英夫 (郡山東) (会津喜多方) 2阿部　幸(福島西) 

3吉田康市 (小野町) 
4加藤宏樹 (矢吹) 
5佐藤　直(相馬) 

・コーディネーター 青少年育成・LQ・平和ポスター 飛田喜男 1菅野直喜 (川俣) 
箱﨑哲司 (田村) 橋本修一 (郡山東) 石川勝久 (郡山西) (郡山西) 2宇内一広 (会津坂下) 

・副委員長 アドバイザー 上田洋一 3金澤昭治 (須賀川) 
栗原一家 (郡山西) (福島あづま) 4熊田　亮(いわき東) 

大竹　始(猪苗代) 藤嶋純一 (福島あづま) ・事務局長 文化活動・環境・献血・ 高橋由美子 1國分一幸 (本宮) 
吉田政夫 (郡山西) 臓器移植推進 (磐梯熱海) 2毛利信之 (梁川) 

・委　員　　　各ZC ・委　員　　　各ZC ・事務局次長 3皆川誠治 (会津若松鶴城) 

西牧義和 (小野町) 4小貫豊彦 (鏡石) 
・委　員 5鈴木    淳 (いわき) 
佐藤浩明 (郡山) YＣE　実行 四釜徹治
佐久間幸彦 (田村) (福島リバティ)

橋本昌幸 (郡山開成) 
山田　浩(郡山北) 

第４R 第５R

第１Z・ZC 第２Z・ZC 第１Z・ZC 第２Z・ZC 第１Z・ZC 第２Z・ZC
斎藤隆男 太田克彦 小林一雄 真船正康 上壁　充 木幡勝彦
(猪苗代) (会津喜多方) (須賀川中央) (白河小峰) (いわき勿来) (原町)

会津若松 会津坂下 須賀川 白　 河 いわき 原　 町
猪苗代 会津喜多方 石　 川 矢　 吹 いわき勿来 相　 馬

会津若松鶴城 会津美里 須賀川中央 棚　 倉 いわき中央 飯　 舘
会津若松葵 西会津 鏡　 石 白河小峰 いわき泉 新　 地
会津磐梯 あいづ塩川湯川 玉　 川 白河高原 いわき東
田　 島 柳　 津 いわせオリオン 東 東日本国際大学

塙

・副コーディネーター ・副委員長

第６R

会津磐梯マスターズクラブ支部 いわき東LC常磐クラブ支部 いわき勿来ライオネスクラブ

監査委員

LCIF地区キャンペーン アラート・会則 第68回地区年次大会
・委員長 ・委員長

参与 副委員長

事務局管理

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
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332-D地区 年間行事予定表2021-2022年度

年　月 日（曜日） 行　事　予　定 場　所
2021年7月 5（月） 第1回名誉顧問会議 ホテル華の湯

6（火） 第1回内局員会議 郡山市ビューホテルアネックス
7（水） 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） 福島県庁/各新聞社
8（木） 表敬訪問（郡山市長） 郡山市役所
12（月） 第1回ZC会議/第1回GAT合同会議/正副委員長会議/第1回キャビネット会議 郡山市ビューホテルアネックス
14（水） 事務局管理委員会 キャビネット事務局
15（木） ZC・委員長研修会、委嘱状授与式 キャビネット事務局
21（水） 委嘱状授与式 キャビネット事務局
27（火）【延期】 郡山市内幼稚園ライオンズクエストワークショップ 学校法人宮沢学園　富田幼稚園
29（木） 第2回PR・ITライオンズ情報委員会 キャビネット事務局
29（木） LCIF会議 キャビネット事務局
30（金） GMT会議 キャビネット事務局

8月 10（火） 子ども食堂支援の進め方に関するコーディネータ―・委員長合同会議 クイーンズ響

18（水） 第2回内局員会議 郡山ビューホテルアネックス
23（月） コーディネータ―・ZC合同WEB会議 WEB
25（水） 前年度会計監査・引継会議 キャビネット事務局

9月 22（水） 第3回PR・ITライオンズ情報委員会 キャビネット事務局
30（木） 第3回内局員会議 郡山市

10月 4（月） 1R・1Z　ガバナー公式訪問 ウェディング・エルティ
6（水） 1R・2Z　ガバナー公式訪問 岩代公民館
8（金） 2R・1Z　ガバナー公式訪問/ライオンズ奉仕デー クーラクーリアンテ・サンパレス

2（火） 第2回名誉顧問会議 ホテル栄楽館
5（金） 5R・2Z　ガバナー公式訪問 白河方面
8（月） 4R・1Z　ガバナー公式訪問 会津方面
9（火） 4R・2Z　ガバナー公式訪問 会津方面

2022年1月 6（木） 事務局年末年始始業

11月 未定 飯野LC45周年記念式典 未定

未定 第5回内局員会議 郡山市

中止 第59回オセアル・フォーラム 韓国・済州島

15（金） 6R・2Z　ガバナー公式訪問 ロイヤルホテル丸屋グランデ

18（月） 2R・2Z　ガバナー公式訪問 かみや
21（木） 第4回内局員会議 郡山市
22（金） 3R合同　ガバナー公式訪問 ホテルハマツ

12（金） 平和ポスターコンテスト審査会 キャビネット事務局
15（月） 5R・1Z　ガバナー公式訪問 須賀川方面

19（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 郡山市ビューホテルアネックス
22（月） 第4回PR・ITライオンズ情報委員会 キャビネット事務局

2月 4（金） 第3回ZC会議/第3回GAT合同会議/正副委員長会議/第3回キャビネット会議 二本松御苑

3月 5（土） 糖尿病予防（GST・ＦＷＴ合同）セミナー 郡山ユラックス熱海

4月 14（木） 第8回内局員会議 郡山市
14（木） 第4回地区年次大会実行委員会 郡山市
16（土） 原町LC50周年記念式典 ロイヤルホテル丸屋グランデ

5月 14（土） 第68回地区年次大会準備・リハーサル ホテルハマツ
15（日） 第68回地区年次大会式典 ホテルハマツ

24（火） 第7回PR・ITライオンズ情報委員会 キャビネット事務局

17（金） 第9回内局員会議 郡山市
24（金）～28（火） 第104回国際大会 カナダ・モントリオール

16（月） 第68回地区年次大会記念ゴルフ大会

9（水） 薬物乱用防止教育認定講師養成講座 郡山ユラックス熱海

6月 未定 いわき泉LC30周年記念式典
未定 次期リーダーミーティング/現・次期引継ぎ会議/地区リーダー・次期クラブ三役・事務局員合同セミナー 二本松市

未定 第6回内局員会議/第1回地区年次大会実行委員会 郡山市
14（金） 上半期会計監査/第68回地区年次アワード賞品選定会/正副ガバナー立候補〆切り キャビネット事務局
19（水） 第3回名誉顧問会議 湯日の郷あずま館
21（金） LCIFセミナー 郡山ユラックス熱海

18（金） 第2回地区年次大会実行委員会 郡山市

11（金） 第7回内局員会議/第3回地区年次大会実行委員会 郡山市

22（火） 第6回PR・ITライオンズ情報委員会 キャビネット事務局
23（水） 地区年次大会アワード審査会 キャビネット事務局

18（金） 第4回ZC会議/第4回GAT合同会議/正副委員長会議/第4回キャビネット会議 郡山市ビューホテルアネックス
15（火） 日本ライオンズ創立記念日

28（月） 第4回名誉顧問会議 ホテル華の湯

24（月） 第5回PR・ITライオンズ情報委員会 キャビネット事務局

12月 28（月） 事務局年末年始休業（～1/5まで）

23（土） 郡山開成LC50周年記念式典 未定
30（土） 川俣LC55周年記念式典 ニュー新川
31（日） 平和ポスター〆切り（クラブ→キャビネットへ）

17日（日）で調整中 「目の愛護デー」講演会 郡山市

14（木） 6R・1Z　ガバナー公式訪問 八幡台やまたまや

30（木） 平和ポスター〆切り（学校→クラブへ）

10（火）～13（金） キャビネット夏期休業
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会長 L 降矢正美 幹事 Ｌ佐久間光雄 会計 Ｌ菅野実衣
【事務局】〒963-8862　福島県郡山市菜根５丁目９－１６

TEL・FAX：０２４－９２２－８９４２

郡山ライオンズクラブ
ライオンズクラブ国際協会　332-D地区　第3R 第1Z

▲第1回PR情報会議

PR・ITライオンズ情報委員長挨拶 PR・ITライオンズ情報委員長

PR・ITライオンズ情報委員長
PR・ITライオンズ情報副委員長
PR・ITライオンズ情報副委員長
PR・ITライオンズ情報副委員長
PR・ITライオンズ情報副委員長
PR・ITライオンズ情報副委員長

L小栁広二
L安田利実
L中島照夫
L松崎好也
L七宮広樹
L大友康夫

郡 山 東
安 達
福 島 中 央
西 会 津

塙
い わ き 泉

役　職　名 氏　　名 所属クラブ
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　この度、PR・ITライオンズ情報委員長の大役をお引き
受けすることになりました、L小栁広二（郡山東）でござい
ます。前年度のL蜷川委員長から申し送りを受け、その責
任の重大さに身の引き締まる思いでございます。
　今期も引き続き「ライオン福島」※年６回発行、「ホー
ムページ」をフル活用し、各クラブの活動報告、アクティ
ビティ報告を広く内外にPRしてまいります。近年多くの提
供をいただいておりますヘアドネーションの特集やイン
タビュー形式による掲載も検討してまいります。
　また、「ライオン福島」広告の依頼については全クラブ７月末までの募集とさせていただきますのでご理解とご協力を
お願いいたします。
　コロナ禍で依然ライオンズ活動が難しい中ではありますが、委員会一同よく相談しながら見やすい誌面、充実した誌
面作りを目指してまいりますので、各クラブ、会員の皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。

PR・ITライオンズ情報委員長　L小栁　広二

　6月16日（水）に第1回、7月29日（木）に第2回のPR・ITライオンズ情報委員会会議を開催し、今期第1号の「ライオン福島
7・8月号」の発行に至りました。
　コロナ禍の中、今後も見据えてZOOM参加も試しながら各リジョンから選出の5名の副委員長、キャビネット副幹事のL
市川良一、キャビネット三役の皆様と知恵を出し合っての発行となりました。
　表紙には「平和ポスターコンテスト」の受賞作品を配し、会員のみならず広く内外の方々に興味を持っていただけるよ
う、中身については見やすさ、分かりやすさを心掛け校正を重ねましたので、楽しんで読んでいただければ嬉しいです。
また、近年報告の多いヘアドネーションについては、今後特集として掲載しようと考えておりますので、今少しお待ちくだ
さい。
　最後に、愛される紙面づくりになるよう、皆様からの情報、記事投稿をお願いしますとともに、広告協賛、取材のご協力
を改めてお願い申し上げます。

PR・ITライオンズ情報委員長　L小栁　広二

編 集 後 記



会長 L 水野博道 幹事 Ｌ近内利男 会計 Ｌ橋本日富

代表取締役 L 降矢　正美(郡山LC会長)

【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

TEL 024-931-6987   郡山市役所　歩いて3分

郡山あさかライオンズクラブ
ライオンズクラブ国際協会　332-D地区　第3R 第1Z

会長 L 椎根健雄 幹事 Ｌ松井貴紀 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

郡山西ライオンズクラブ
ライオンズクラブ国際協会　332-D地区　第3R 第1Z

手続きの

株式会社 池上羅紗店
代表取締役 Ｌ池 上 祐 志

第3R・第1Z　ZC（郡山あさか LC）

《営業品目》
・服地：紳士服地
・縫製：紳士＆婦人イージーオーダー
・製品：制服・ユニフォーム・ネクタイ

郡山あさかLC 会計 Ｌ橋本日富

松井貴紀

（郡山西LC　幹事）

コンタルティング・プランナー
課長

プルデンシャル生命保険株式会社
〒963-8005 福島県郡山市清水台1-6-21 山相郡山ビル 8F
TEL:024-991-9561　FAX:024-934-2513
携帯電話:090-5352-3800
E-mail:takanori.matsui@prudential.co.jp
お客様の声ホットライン 0120-810740

郡山支社 第四営業所

2021年度MDRT会員
Court fo the Table(COT)会員
TLC（生保協会認定FP）会会員

［カスタマーサービスセンター］

代表弁護士 大 谷 拓 明

〒963-0111
福島県郡山市桑野2-15-8　FK スクエア 102
TEL 024-973-7551　FAX 024-973-7552
E-mail info@oya-lawoffice.jp

（郡山西LC　会計）



会長 L 吉田代吉 幹事 Ｌ吉田寿一 会計 Ｌ太田正一
【事務局】〒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　FAX：0247-65-1405

小野町ライオンズクラブ
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

名誉顧問 L 伊藤 弥栄 名誉顧問Ｌ二瓶 克雄/

会長Ｌ佐藤 達夫 幹事Ｌ佐藤　彰宏/ 会計Ｌ髙橋 敦司/
第３Ｒ/第２Ｚ・ＺＣＬ池田　明男

【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

クラブ結成50周年

ライオンズクラブ国際協会 332-D地区 第3R/第2Z

代表取締役　会長

携帯  0 9 0 - 1 4 2 2 - 6 4 1 5
〒963-3601
福島県田村市滝根町菅谷字糠塚前49-1
TEL 0247-78-3795 FAX0247-78-3799
URL http://hokkai-inc.com
E-mail   hokkaimaru@sepia.ocn.ne.jp

OTA  MASAICHI

太　田　正　一
株式会社 北 海 興 業産業機械制作・組立一式

福島県知事許可（般－3）第22743号

取締役会長

〒963-3523 福島県田村郡小野町大字小野山神字細田83
TE L 0 2 4 7 - 7 2 - 4 8 2 8
FAX

.

. 0 2 4 7 - 7 2 - 3 1 6 0
E-mail :yoshida.eng@theia .ocn.ne . jp

吉田代吉
有限会社ヨシダエンジニアリング

代表取締役

〒963-3521
福島県田村郡小野町大字飯豊字宮ノ下 80

TEL&FAX 0247-72-4061

有限会社 寿製作所
吉田　寿一

kotobuki-seisakusho



■
発
　
行
／
2
0
2
1
年
7
月

■
発
行
所
／
3
3
2-

D
地
区
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
事
務
局
　

■
発
行
者
／
L
荒
川
　
友
成

■
編
集
人
／
L
小
栁
　
広
二

■
発
行
所
／
P
R・I
T
ラ
イ
オ
ン
ズ
情
報
委
員
会

■
発
　
行
／
ラ
イ
オ
ン
福
島
編
集
局

■
事
務
局
／
〒
9
6
3-

0
1
0
2 

郡
山
市
安
積
町
笹
川
字
彼
岸
塚
2
2-

9

T
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

ライオンズクラブ国際協会
332-D 地区

ガバナーテーマ

困難からの再始動そして前進

2021～2022

キャビネット会計（郡山西LC）

キャビネット事務局

勤務先／株式会社ユニフォームネット
取締役会長

〒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
〒963-8044 郡山市備前館1-28
TEL.024-939-0710　FAX.024-939-0770　携帯.090-7667-6168
E-mail:masami-k@uniform-net.jp

ライオンズクラブ国際協会
332-D 地区

ガバナーテーマ

困難からの再始動そして前進

2021～2022

キャビネット幹事（郡山西LC）

キャビネット事務局

勤務先／株式会社司計器商会
代表取締役

〒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
〒963-0107  福島県郡山市安積3-272
TEL.024-945-3883 FAX.024-945-3228 携帯.090-3360-4235
E-mail:watabe@tsukasa-keiki.co.jp

ガバナーテーマ
困難からの再始動そして前進

ライオンズクラブ国際協会
332-D 地区
2021～2022
地区ガバナー

荒川　友成
Arakawa Tomoshige

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／株式会社郡商社　代表取締役
〒963-8044 福島県郡山市備前舘1丁目28番地
TEL.024-927-5320 FAX.024-927-5321
携帯.090-5838-0055 E-mail：tomo-ara@uniform-net.jp

（郡山西LC）

渡部　政介
Watabe Seisuke

工藤　正美
Kudo Masami


