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“困難からの再始動そして前進”
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1月 17日(月) 上半期会計監査/第68回地区年次アワード賞品選定会
18日(火) 第7回内局員会議

14日(金) 正副ガバナー立候補〆切り

19日(水) 第3回名誉顧問会議
21日(金) LCIFセミナー（中止）
25日(火) 第1回地区年次大会実行委員会（中止）

2月
9日（水） 薬物乱用防止教育認定講師養成講座（中止）
18日（金） 第2回地区年次大会実行委員会（中止）

4日（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（中止）
第3回キャビネットWEB会議

19日（土） 1R合同糖尿病予防セミナー（中止）
19日（土） 郡山北LC55周年記念式典（延期）
28日（月） 第4回名誉顧問会議（延期）

3月 15日（火） 日本ライオンズ創立記念日
18日（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

12日（土） 糖尿病予防（GST・ＦＷＴ合同）セミナー（中止）
11日（金） 第7回内局員会議/第3回地区年次大会実行委員会

22日（火） 第6回PR・ITライオンズ情報委員会
23日（水） 地区年次大会アワード審査会



テーマ『私たちはみんなつながっている』
第34回国際平和ポスターコンテスト受賞作品
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ゾーン・チェアパーソン賞

最優
秀賞

会津若松市立小金井小学校 6年
山本　海夏さん

小野町立小野小学校　6年
根本　優菜さん

郡山市立緑ヶ丘中学校　2年
安西　凛奈さん

柳津町立柳津小学校　6年
牧野　友香さん

いわき市立御厩小学校　6年
山廼邉　渉さん

伊達市立保原小学校　6年
八巻　旺聖さん

福島市立北信中学校　1年
真柴　未来さん

塙町立塙中学校　1年
白石　莉子さん

須賀川市立第一中学校　1年
五十嵐　寧々さん

桑折町立醸芳小学校　6年
髙橋　ここみさん

二本松市立二本松第三中学校 1年
渡邊　和花さん
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第1副地区ガバナー賞
二本松イングリッシュスクール 6年

麻生　香乃羽さん

キャビネット幹事賞 キャビネット会計賞

平和ポスター副委員長賞

平和ポスター委員長賞

二本松市立岩代中学校　1年

門馬　幸さん

郡山市立安積第二中学校
1年

郡司　ひなた さん

会津坂下町立坂下中学校
1年

桑原　萌 さん

石川町立石川中学校
1年

小原　由莉彩 さん

白河市立東中学校
1年

鈴木　凜さん

郡山市立富田小学校　6年

武藤　ひなた さん

郡山ザベリオ学園小学校　6年

石田　あおば さん

優秀賞
第2副地区ガバナー賞
矢吹町立矢吹中学校　2年

橘　翔汰 さん

優秀賞
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第34回国際平和ポスターコンテスト審査会

　全世界の子ども達に平和の大切さと喜びを知ってもらう目的とし、世界規模で行って参りましたポ
スターコンテストは、当地区（福島県）では今年度34回目を数え、「私たちはみんなつながっている」を
テーマに、小中学校の11才から13才までの児童・生徒を対象に、9月末を締切日とし募集致しました。
　福島県教育委員会様よりご後援をいただき、県内119校の小中学校の2,052名もの生徒の皆さんよ
りご応募いただきました。誠にありがとうございました。
　各クラブの審査を経て届いた作品を、地区ガバナーL荒川友成をはじめとするキャビネット役員、
ゾーン・チェアパーソンで審査会を開催しました。
　どの作品も大変素晴らしく、厳正なる審査の結果、地区ガバナー賞（最優秀賞）には川俣町立川俣
中学校1年生の齋藤ゆうあさんの作品が選ばれました。
　他に優秀賞2点を含む20点が賞に選ばれ、最優秀賞と優秀賞の3点は332複合地区ガバナー協議
会の審査会に出展されました。

テーマ『私たちはみんなつながっている』
日  時 2021年11月12日（金）　開催場所 須賀川アリーナ

▲地区ガバナーL荒川友成挨拶 ▲司会 青少年育成・LQ・
平和ポスター副委員長

L宇内一宏

▲開会
キャビネット幹事
L渡部政介

▲第1副地区ガバナー
L石澤孝
挨拶

▲審査結果発表
青少年育成・LQ・平和ポスター

副委員長 L熊田 亮

▲出席者紹介
青少年育成・LQ・平和ポスター

副委員長 L金澤昭治

▲青少年育成・LQ・
平和ポスターアドバイザー
L上田洋一 挨拶

▲青少年育成・LQ・
平和ポスター委員長
L飛田喜男 挨拶
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■国際平和ポスター作品展
川俣ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和3年12月21日(火)　13時30分~15時
　羽山の森美術館で開催される国際平和ポスター作品展の展示準備を行いました。応募作品162点全作品を
展示し、12月22日(水)から令和4年1月12日まで開催致します。
　今年は川俣中学校1年生、齋藤ゆうあさんの作品が地区ガバナー賞に輝き、展示会を盛り上げてくれました。
　12月24日(金)には斎藤ゆうあさんと保護者を展示会場にお招きし作品の前で授賞式を行いました。
　会長、事業委員長はじめL5名が参加しました。

事業委員長　L 髙橋照伸

■平和ポスター表彰式
福島信夫ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和 3年12月7日(火)　13時~
　福島市立野田小学校に於いて、第34回国
際平和ポスター・コンテストの表彰式を行い
ました。
　会員が選んだ金・銀・銅賞の3名に表彰状・
楯・記念品を贈呈しました。
　応募者10名の作品は、1月12日(水)~25日
(火)まで福島市駅前の「まちなか交流館」に展
示されます。

事業委員長　L 渡邉信幸

■平和ポスター表彰
福島グリーンライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和3年12月13日(月)　16時30分~17時
　平和ポスターに協力頂いた、清水中学校へ訪問し「感謝状
と記念品」の贈呈を行いました。会長賞:鈴木早弥さん(1年)、
事業委員長賞:酒井寧々さん(1年)、参加者全員に参加賞(図書
カード)、332-D地区より記念品(シャープペン)を贈りました。
どれも素晴らしい作品でした。また、参加者全員の作品は令
和4年1月から一か月間、福島銀行福島南支店のロビーに展
示されます。

事業委員長　L 高橋千昭
▲左からL尾形会長、鈴木さん、酒井さん、校長の福地先生

各ライオンズクラブ国際平和ポスターコンテスト活動報告各ライオンズクラブ国際平和ポスターコンテスト活動報告
Lions clubs-Activity reportLions clubs-Activity report
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年次大会アクティビティ自衛隊非常食で子ども食堂支援
自衛隊非常食贈呈式

　今期の年次大会アクティビティの一つとして青森県の航空自衛隊三沢基地が備蓄していた非常食
(白米、チャーハン、五目釡飯などのレトルトご飯)を332複合地区4県で6万食をアクティビティとして
活用する中、332-D地区ではそのうちの約1万5千食を、「ふくしまこども食堂ネットワーク」に加入す
る5拠点(郡山市・福島市・二本松市・白河市・会津若松市)に在る28団体に贈呈しました。
　贈呈式では荒川ガバナーとふくしまこども食堂ネットワークの江川和弥代表が食品の安全性と取
り扱いについての同意書を取り交わし、荒川ガバナーが「コロナ禍で更に貧困で困っている子ども達
に届けてほしい」と述べると、江川代表からは「これから冬休みで給食がなくなるので大変ありがた
い」と感謝されました。
　当日参加された子ども食堂関係者にはキャビネット三役、地区役員が支援物資の一部を手渡しさ
れました。

PR・ITライオンズ情報委員長　 L 小栁広二

▲集合写真

▲荒川ガバナー ▲江川代表 ▲江川代表へ贈呈 ▲贈呈 ▲贈呈

日  時 2021年12月9日（木）　開催場所 株式会社アラカワ
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年次大会アクティビティ自衛隊非常食で子ども食堂支援
15,000食発送準備作業を行いました

　今期の年次大会アクティビティの一つとして、15,000食の自衛隊非常食チャーハンやドライカレー
などのレトルトご飯を子ども食堂へ贈呈しました。その準備として、12月4日(土)にL荒川地区ガバ
ナーのホストクラブである郡山西ライオンズクラブの中から有志を募り郡山西ライオンズクラブ20
名、L車田GSTコーディネーター、L深澤スペシャルティクラブ・FWTコーディネーター、郡山女子大学
生4名を含む各団体ボランティアの皆様のご協力のもと、合計34名で自衛隊非常食15,000食の仕分
け並びに発送準備を行いました。

GSTコーディネーター　L 車田信彦

～ライオンズクラブ東北4県共同事業～
自衛隊からのレトルトご飯を子ども食堂へ贈る事業

日  時 2021年12月4日（土）　開催場所 株式会社アラカワ



郡山市内ライオンズクラブと郡山市保健所の取組み
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「子どもの薬物乱用防止教室」　講師派遣依頼先として
ライオンズクラブが追加となります！！

「薬物乱用防止教育認定講師」とは？

啓発教材

　郡山市内各小学校において5・6年生を対象に実施されている「子どもの薬物乱用防止教室」の講
師派遣依頼先に、公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センターとライオンズクラブ共同の認定制
度である「薬物乱用防止教育認定講師」が令和4年4月1日より追加となります。
　各小学校から講師依頼の連絡が入った際には、ご協力を宜しくお願い致します。
　令和４年2月9日に予定されておりました「薬物乱用防止教育認定講師養成講座」は、残念ながら
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となりましたが、ライオンズ会員の皆様には、最新知識
を習得し、県内での積極的な講師活動による青少年健全育成への寄与をお願いします。

　ライオンズクラブ国際協会と公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センターでは、主に小中学生
対象とした「薬物乱用防止教室」の講師を育成し、学校に派遣しております。
　派遣講師は両団体が主催し、関係行政4省庁（文部科学省・厚生労働省・警察庁・内閣府）が後援す
る講師育成講座を受講、その過程を修了し認定された全国のライオンズクラブ会員です。

　講師を擁するライオンズクラブは学校側の要望を確認した上で、授業形式を検討し実施致します。
　DVDや模擬演習などを通じ、子どもたちに分かり易く薬物乱用防止の意義をお伝えしております。

公益財団法人　麻薬・覚せい剤乱用防止センターでは啓発教材の販売をおこなっております。
ホームページ（http://www.dapc.or.jp/）で購入可能ですので最新情報をご確認下さい。
TEL 03-5544-8436
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第2回キャビネット会議 日　　時　２０２１年11月１9日（金）１３時～
開催場所　郡山ビューホテルアネックス

　第2回キャビネット会議が、郡山市ビューホテルアネックスにおいてキャビネット役員他81名が出
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、正副委員長会議も開か
れました。
　14時30分よりキャビネット副幹事兼事務局長L増子澄子の司会進行で始まり、キャビネット副幹事
L栁沼智より来賓紹介のあと、地区ガバナーL荒川友成の挨拶があり、名誉顧問会議長・前地区ガバ
ナーL真田倭夫、第一副地区ガバナーL石澤孝、第二副地区ガバナーL門馬弘の挨拶がありました。続
いて地区ガバナーより各種アワードの贈呈があり、キャビネット幹事報告、キャビネット会計報告の
あと、議案審議へと移りました。議案審議では主な内容として、2020~2021年度地区決算報告につい
て・指名選挙委員会の設置について・第68回年次大会について(案)をはじめ、議案1~12まで全てが
可決承認されました。
　続いて各コーディネーター・委員長報告があり、最後に地区ガバナーの閉会宣言で閉会となりました。
　また、今回の会議はリアルタイムでWEB配信を行いました。今後もコロナ禍に対応できる発信をし
ていきたいと思います。
　会議終了後はキャビネット副会計L舟橋俊介の司会進行による懇親会が開かれ、キャビネット幹
事L渡部政介の開会の言葉から地区ガバナー挨拶に続いて名誉顧問L久保田善九郎のウィ・サーブ
で乾杯し懇親を深めました。終わりに名誉顧問L二瓶克雄のライオンズローア、キャビネット会計L工
藤正美の閉会の言葉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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　ライオンズクラブ国際協会332-D地区第3回名誉顧問会議が1月19日(水)第一副地区ガバナーL石
澤孝のお膝元である二本松市「陽日の郷 あづま館」で開催されました。
　キャビネット副幹事兼事務局長L増子澄子の司会により、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、初めに新型コロナウイルス(オミクロン株)の感染拡大を考慮し、第3回キャビネット会議
が中止(一部メンバーでのオンライン開催)の報告の上で議案の全てについて審議、承認がされまし
た。また1月下旬から3月上旬までの開催予定の各種会議・セミナーの中止についても報告があり、名
誉顧問の方々からは今後の活動への様々な意見、アドバイスがあり、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。
　また、今回は次期キャビネット候補者・予定者がオブザーバー参加されました。

PR・ITライオンズ情報委員長　L 小栁広二

第3回 名誉顧問会議 日  時 2022年1月19日(水)16時～
開催場所 二本松市「陽日の郷 あづま館」
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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

■第41回福島県北小学生
　バレーボール大会
令和 3年12月11日(土)12日(日)
　2年振りに開催された、小学生バレーボール
大会にトロフィー・表彰状を協賛しました。
　新型コロナウイルス感染防止対策のため、
表彰式に出席はできませんでしたが、連盟の
会長よりトロフィーを嬉しそうに授与される代
表選手の写真が届きました。
　コロナ禍の中で無事終了することができて、
出場選手もスタッフも一安心していることと思
います。

会長　L 佐藤良一

■ヘアドネーション
福島ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和3年12月14日 (火) 10時
令和3年12月19日 (日) 17時30分
　2名の方からヘアドネーションに協力を頂きました。
　少しでもお役に立てれば幸いですとのことでした。
〇石田孝弘様　会社員
　ヘアドネーションのために、手入れをしながら約2年
間伸ばしてきました。
〇伊藤はる様　桜の聖母幼稚園
　七五三用に伸ばしてきました。
　無事、式を済ませたので、人生初のカットとなります。

会長　L 佐藤良一



12 LION  FUKUSHIMA

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

■ヘアドネーション感謝状贈呈
令和3年12月2日(木)　18時30分~20時
　ニュー新川で開催した12月第1例会の席上
にて、ヘアドネーションのヘアカットを担当し
ていただいた川俣町内の協力美容室並びに
ドナーの方々に感謝状を贈呈致しました。
　贈呈式には4ヶ所の美容院と2019年12月
~2021年11月までの26名のドナーの皆様を
代表して福島県美容業生活衛生同業組合川
俣支部 支部長佐藤まゆみ様をお招きし、会
長から感謝の言葉と共に感謝状を手渡しま
した。
　また、L鴫原北斗会長夫人のL鴫原静からもヘアドネーションが届き、L鴫原会長にクラブFWT委員長L齋藤
タケから感謝状を贈りました。

L 齋藤タケ

川俣ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

■放課後児童保育施設「わいわいクラブ」にケーキプレゼント
令和3年12月14日(火)　16時~16時30分
　放課後児童保育施設「わいわいクラブ」に通う児童らにクリスマスプチケーキをプレゼントしました。
　サンタクロースとトナカイに扮した会長と事業委員長が施設を訪れ、子どもたちにケーキを手渡しました。
サプライズのプレゼントに子どもたちは笑顔を見せてくれました。
　新型コロナウィルス感染に明け暮れた1年でしたが、子ども達には少しでも明るくなってほしいと思います。

事業委員長　L 髙橋照伸
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■ヘアドネーション
令和3年11月13日(土)　14時~15時
　L高橋千昭事業委員長が、協力サロンにてヘアドネーションの立合いをさせて頂きました。今回、3年間伸ば
してきた髪をご提供くださったのは岡田樹(いつき)さんです。11月24日第二例会で感謝状と記念品を贈呈さ
せて頂きました。その際にヘアドネーションをしたいと思ったきっかけは「TV、雑誌等で見て白血病の人達に
使って頂けたらと思い、実現することができ本当に良かった。この素晴らしい活動をもっと多くの方々に知って
もらえるように、私も伝えていきたいと思いました。」とご挨拶頂きました。　岡田樹さんとお母様と一緒に来
てくださいました。ご協力ありがとうございました。

FWT委員長　L 加藤良子

▲ヘアメイク「ラポール」さんにて▲贈呈式 左からL尾形会長､樹さん、お母様、L加藤FWT委員長、L高橋事業委員長

福島グリーンライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

■福島市内ごみ拾い
令和3年11月14日(日)　9時30分~
　ふくしま活性化計画実行委員会主催のゴミ
拾いプロジェクトに参加しました。
　会員6名が福島市街地でゴミ拾いを行いま
した。
　多数の参加者がありスムーズに活動がで
きました。

事業委員長　L 渡邉信幸

福島信夫ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z
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■エコキャップ出発式
令和3年11月26日(金)　14時~14時30分
　二本松ライオンズクラブ事務所前にて、エコキャップの
出発式を行いました。会員や家族などから集めた、エコ
キャップ 195㎏を「ふくしまキッズエコ運動」に寄託致しま
した。アジアやアフリカの子ども達のワクチン40人分にな
りました。これからも続けていきたいと思っております。
　次回は来年の5月予定しています。

幹事　L 鈴木充
▲エコキャップ出発式

二本松ライオンズクラブ
第 1R・第 2Z

■歳末チャリティバザーの開催
令和3年12月4日(土)　10時~11時30分
　二本松市民交流センターで歳末チャリティバザーを開催致しました。会員から提供を受けた野菜や雑貨を
売り、益金を12月20日(月)に二本松市社会福祉協議会へ寄贈致しました。

事業第2委員長　L 佐藤泰正

■福島ルンビニー幼稚園へ電子ピアノ1台贈呈
令和3年11月4日(木)
　第1331回例会において福島ルンビニー幼稚園創立65
周年を記念し、電子ピアノの贈呈式が執り行われました。
　贈呈式では、L安藤那美子会長から福島ルンビニー幼稚
園園長の吉岡棟憲ライオンへ目録が手渡されました。
　昭和31年の開業以来5千名を超える園児が巣立ち羽ば
たく歴史のある人気の幼稚園です。
　吉岡園長は、「少子化・保育士不足・コロナ禍と逆境に遭
遇しても、園児の幸せのため前進していく」と抱負を語り、
最後に「新しいピアノで子ども達と一緒にたくさんの歌を
歌いたい」と感謝を述べました。

L 大江秀樹

▲安藤会長から目録を受け取る吉岡園長

福島中央ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z
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■福島縣護国神社境内周辺清掃
令和3年11月7日(日)
　「福島縣護国神社境内周辺清掃」が行われました。
　早朝にも拘わらず、28名のライオンに参加頂き実施い
たしました。当日は、天候に恵まれ、早朝のすがすがしい新
鮮できれいな空気を頂き、ご来光を礼拝することもでき、
感激もひとしおでした。神職の方も毎日のお勤めとして
「神殿境内は清掃しておりますが、全体の清掃となると福
島中央LCの皆様の力を頼りにせざるを得ないです」とのこ
とでした。
　ご参加頂いた皆様、大変ご苦労様でした。

 L 渡辺輝雄
▲清掃の様子

▲参加頂いたライオン▲清掃の様子

■「第54回お母さんありがとう作文コンクール」
　表彰式
令和3年11月18日(木)
　福島民友新聞社と福島中央ライオンズクラブが主催す
る「第54回お母さんありがとう作文コンクール」の表彰式
が、11月18日(木)、第1332回例会の席上にて行われまし
た。
　特選に輝いた6名の児童へ、安藤那美子会長より表彰状
と記念品が手渡されました。その後、受賞者一人一人が、
家庭でのユーモアあふれるやり取りを交えた、大好きなお
母さんへの思いが詰まった作文を発表し、出席した会員の
皆さんは聞き入っていました。
　福島民友新聞社の遠藤営業次長のあいさつに続き、審
査長を務めた余目小学校校長の花輪忠康先生より講評を
頂き閉式となりました。
　お母さんと子どもたちの温かい心のつながりや、あふれ
る感性がひしひしと伝わり心が和む時間でした。

 L 高橋満彦

▲賞状と記念品を渡す安藤会長

▲特選を受賞した児童ら
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■ヘアドネーション
福島中央ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z

令和3年12月5日(日)
　福島市にある「ヘアーサロンさんかく」さんにおい
て、福島市の中学2年生・高橋歩乃椛さんのヘアドネー
ションが行われました。友達がヘアドネーションをした
ことをきっかけに、小学6年生から髪を伸ばし始め、高
橋さんが通うバレエ教室「STUDIO YBEAL」の鈴木代表
から当クラブの加藤裕二ライオンを通じて実現するこ
とが出来ました。
　高橋さんは、「困っている人に役立ててほしい」と話
していました。
　当日は、L安藤那美子会長と加藤裕二ライオンが立
会い、髪の毛を受け取って参りました。

 L 大江秀樹

▲カットする高橋さん▲福島民報新聞より

■ビーンズふくしま主催の子ども食堂
 よしいだキッチンクリスマス
令和3年12月16日(木)　16時30分~19時
　吉井田学習センターにて、当クラブが支援を続けるビーンズふくし
ま主催の子ども食堂「よしいだキッチンクリスマス」へ、サンタクロース
に扮したメンバーがクリスマスロールケーキ160個を支援、子どもたち
に配布致しました。多くの子ども供たちの笑顔で心が洗われました。

会長　L 菅野将広 ▲サンタクロースの扮装でケーキを配布

福島西ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z

■第2回県北軟式野球大会
 福島信陵ライオンズカップ
令和3年11月20日(土)　8時~16時
令和3年11月21日(日)　9時~15時
　第2回県北学童軟式野球大会福島信陵ライオンズ
カップを11月20日(土)と21日(日)の2日間で開催致しま
した。初日は会長L小林志津子の始球式で始まり、大会
費の目録贈呈も行われました。コロナ禍で練習を思うよ
うに出来ない中、9チームが参加、東京オリンピック会場
となったあづま球場での開催に子ども達も喜んでおり
ました。
優勝 大玉ジュニアタイガーススポーツ少年団
準優勝  信夫大森野球クラブ

幹事　L 橋本翔

▲会長L小林志津子から福島県北学童軟式野球協議会代表へ目録贈呈

▲優勝 大玉ジュニアタイガーススポーツ少年団
準優勝 信夫大森野球クラブ

福島信陵ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z
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■薬物乱用防止教室開催
令和3年11月27日(土)　10時~10時45分
　福島市立矢野目小学校で開催しました。体育館に5年1組2組67名参加
講師L福地雅人当日は体育館に2クラス集ってもらいました。
　挨拶と自己紹介の後DVD鑑賞とテキストにそって説明しその後質疑応
答の後「薬物乱用はダメ。ゼッタイ」を3回連呼して終了。
質問では、薬物乱用すると、どんな幻覚を見るのか等が出ました。

幹事　L 橋本翔

■「いいざか子ども食堂いっしょに」へ支援金贈呈並びに運営サポート
令和4年1月8日(土)　9時30分~15時
　「いいざか子ども食堂 いっしょに」が8日にオープンしました。
　第2R第1Z ZCL齋藤和則が代表の横田弘明様と交流があり、会長L小林志津子が話
を伺いました。今年度地区ガバナーL荒川友成の重点目標にもなっている為、当クラ
ブで支援する事となりました。食器、テーブルなどの備品を揃える為の支援金として
10万円を贈りました。また運営のサポートとして奉仕委員長L三瓶晴彦と奉仕委員L
相樂勲が子ども達と遊んだり食事の準備を手伝いました。下期は月一回の開催日に
は運営のサポートを続けて行く予定です。

幹事　L 橋本翔

▲代表 横田弘明様へ支援金贈呈
 会長L小林 奉仕委員長L三瓶

奉仕委員L相樂

▲子供達と遊ぶL相樂▲メニュー

■第３４回平和ポスター表彰式
令和3年12月20日(月)　16時15分~16時40分
　第34回平和ポスター応募者の中から、ゾーンチェアパーソン賞並びに当クラブ優
秀賞者5名の表彰式を行いました。
　その中から、真柴 未来さんがゾーンチアパーソン賞に選ばれたので、会長L小林と
奉仕委員長L三瓶が表彰状並びに副賞を贈りました。
福島信陵LC優秀賞者(福島市立北信中学校1年)
　真柴 未来さん　菊地 真優生さん　佐藤 花菜さん　佐々木 美歩さん
　蛯名 こころさん

幹事　L 橋本翔
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■「フリースタイルスキースロープスタイル
 佐藤瞳さんへ支援金贈呈」
令和3年11月24日(水)　18時30分~20時
　フリースタイルスキースロープスタイル 佐藤瞳選手は、
松川町出身です。北京オリンピック出場を目指して現在は
宮城県の村田町でトレーニングを行っています。
　11月の第2例会にご招待して支援金を贈呈しました。
　冬季オリンピック出場が叶うよう応援しております。

L 齋藤義博
▲佐藤瞳さん

福島松川ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z

■学習センターへキッズルーム設置
令和3年11月29日(月)
　福島松川ライオンズクラブは結成45周年記念事業とし
て、11月29日一年遅れで福島市松川学習センターふれあ
いホール内にキッズルームを設置しました。
　“みんなが笑顔に、こどもに夢と希望を”テーマに活動し
てまいりました。
　松川町も少子化が進んでおります。そんな中、おかあさ
んたちが、子育てしやすく、お子さんが楽しく遊べる環境を
応援しようと設置しました。
　こどもを遊ばせながら、おかあさんたちのふれ合いの
場、支え合いの場になってくれたらと願っています。

■野菜の収穫祭
令和3年11月20日(土)
　郡山少年ラグビースクールの子ども達と一緒に、郡山市田村町
の降矢農園で野菜の収穫祭を開催しました。
　会員・子ども達・保護者・指導者ら合わせて約80人が参加しま
した。降矢正美が挨拶したあと作業に入り、大根650本と人参の
収穫に汗を流しました。野菜の収穫は初めてという保護者も多
く、笑顔の輪が広がりました。1時間ほどで終了し、最後に子ども
達にお菓子と飲み物、おにぎりをプレゼントして喜ばれました。

PRクラブ誌編集委員会　L 浦山文夫

▲野菜収穫に笑顔の子どもたち

郡山ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z
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■笑顔が広がった年末パーティー・歳末特別募金愛の小箱運動
令和3年12月23日(木)
　恒例の年末パーティーが行われました。
　会員がプレゼントを持ち寄る「歳末助け合いお楽しみ抽選会」では、健康に良いとされる温泉水が登場する
など、笑顔の輪が広がりました。
　集まった善意52,529円は、翌日、会長L降矢正美と年末パーティー委員長L舟橋俊介が、歳末特別募金「愛の
小箱運動」として福島民報社本社へ届けました。

■クリスマス会
令和3年12月2日(木)　18時30分~
　コロナ禍のためクリスマス家族会は行わず、会員の
みでのクリスマス会としました。
　プレゼント交換・あみだくじが行われ、参加者は交流
を深め、楽しいひと時を過ごした。
　なお、当日集まった浄財は70,000円となり、社会福祉
目的に使用する事を宣言しました。

L 箱﨑速水

田村ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

■「年末年始の事件事故防止運動出動式」参加
令和3年12月9日(木)　10時~
　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。
　この度、田村警察署よりリオンドール船引店駐車場に
て行われる「年末年始の事件事故防止運動出動式」へ
の参加要請があり、当クラブより青色パトロール車3台、
会員5名が参加しました。

L 箱﨑速水
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■ヘアドネーションに協力
2021年12月10日(金)
　郡山市の介護士佐藤望さんより、同市朝日町の「国津美容室」でカットした
髪の毛を提供していただきました。
　佐藤望さんは同LC所属の義父であるL佐藤正廣よりヘアドネーションの活
動を聞き、日頃から関心を持っていたことから、協力できる長さまで髪を伸ば
し、病気やけがで髪の毛を失った子ども達のために、自分の髪の毛が役に立
てばと提供を申し出てくださいました。
　贈呈式は「国津美容室」で行い、同LC所属の第3R第1Z・ZCL池上祐志より感
謝状と記念品を贈呈しました。

会長　L 水野博道

郡山あさかライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

■第1000回例会開催
令和3年11月9日（火）
　ホテルハマツに於きまして、郡山西ライオンズクラブの1000記念例会が開催されました。椎根会長の挨拶
では、今まで先輩方が紡いできた40年の伝統を守りながら、時代に合った活動を展開していくという宣言があ
り、メンバー全員がこれからの各々の役割を認識することができました。また、親クラブである郡山ライオンズ
クラブのL降矢正美会長から祝電を賜り、全員で一読することで新しい歴史を作る一歩目の号砲とすることも
できました。
　特別講演として、郡山西ライオンズクラブの唯一のチャーターメンバーで
あり、ずっと第一線でクラブを牽引されてきたL石川勝久からご講和いただ
きました。長い歴史の中で、困難を成功に変えていく力、そして多くの仲間と
の絆を得て、ライオンズでの経験が社会においてどれだけ力になるか説か
れました。

幹事　L 松井貴紀

郡山西ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z
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■歳末助け合い義援金の贈呈
令和3年12月28日(木)　10時~10時30分
　小野町役場を訪れて、歳末助け合いの義援金として3万5千円を贈
呈しました。
　この義援金は、密を警戒しながら毎月実施している例会の席上、
チャリティーオークションを実施したところ多くの浄財が集まり、その
お金を募金いたしました。
　当日は吉田代吉会長をはじめ吉田寿一幹事、𠮷田昭事務局が町役
場を訪れて村上昭正町長へ手渡しました。

 L 吉田寿一 ▲贈呈模様

■薬物乱用防止教室
令和3年11月15日(月)　10時30分~11時15分
　地域の実情や児童・生徒の発育段階を踏まえ、大麻やMDMA等合成麻薬の有害性や危険性に関する指導
を行うことにより、青少年の健全育成を図る目的とし、この度は大熊小・中学校の生徒5名を対象に薬物乱用
防止教室を開催しました。
　はじめに、講師を努めたL渡辺市雄がスカウトマンに扮し、参加生徒1名に巧妙に薬物を渡す手口の寸劇を
行いました。その後DVDを鑑賞、生徒たちは真剣に目、耳を傾け薬物の怖さを実感していたようです。
今後も私達社会奉仕団体としてさらなる地域密着の対応をし、子どもたちを見守り安心安全な社会づくりに
努めなければならないとライオン一同感じた教室となりました。

教育・平和ポスター・YE委員長　L 加藤武志

会津若松葵ライオンズクラブ
第 4R・第 1Z

■ヘアドネーションの提供
令和3年11月5日(金)　13時~13時30分
　ヘアドネーションの提供をしていただいた大竹来実さんと鹿又七海さん(提
供は妹まりんちゃん)の母校小野高校を訪れて、会長L吉田代吉から御礼の言葉
とともに、L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、同校で作成したヘアドネーションのパンフレットを見て、医療
用ウィッグに役立ててほしいということで髪を提供していただきました。
　同校は昨年度から、頭髪を贈る活動「ヘアドネーション」について生徒が学
び、ポスターを作るなどして校内外で協力を呼び掛けています。
　その活動のおかげで、随時多数の髪の提供があり、都度会長が自宅等を訪
問して感謝状を贈呈しております。

 L 吉田寿一 ▲左端が佐々木校長と生徒たち

小野町ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

■駅の環境美化活動と草刈り
令和3年11月25日(木)　11時~12時
　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
うと年2回企画実施しているものです。
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か所にパンジー
やビオラなど約300本の花を植えること
ができました。

 L 吉田寿一
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■第16回会津若松葵ライオンズクラブ杯ドッジボール大会
会津若松葵ライオンズクラブ
第 4R・第 1Z

令和3年11月28日(日)　8時30分~17時
　コロナウイルス感染症の影響により開催が危ぶまれましたが、関係各位皆様
のご協力により、途切れることなく16回目のクラブ冠ドッジボール大会を開催す
ることができました。県内限定ではありましたが28チームの参加を頂きました。
　この度も子どもたちの青少年健全育成の為の奉仕ではありましたが、一人ひ
とりの試合に打ち込む姿勢やチーム協力など真剣な眼差しに、私達の心が洗われる思いでした。
次の大会こそウイルス感染症に振り回されることなく、多くの子ども達の笑顔や声援にエールをおくれることを
願いたいです。

PR会報委員会委員長　L 鈴木裕俊

▲試合

▲開会式

▲閉会式▲選手宣誓

■西会津町社会福祉協議会へ寄付金贈呈
令和3年12月15日(水)　13時30分~14時
　西会津町役場を訪れ、町長室で西会津町社会福祉協議会へ寄付金を
贈呈しました。
　例年は、当クラブのクリスマス家族会の席上で贈呈しておりましたが、
今年度もコロナウィルス感染拡大防止のためクリスマス会が中止になり
ましたので町長室で贈呈しました。

会長　L 武藤健 ▲左から町長・会長・L会沢・L清水

西会津ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

■歳末助け合い協賛金の贈呈
令和3年12月15日(水)　10時~
令和3年12月16日(木)　14時~
　喜多方市社会福祉協議会塩川支所にて、会長であるL田澤が歳末助け
合い協賛金を贈呈してまいりました。
　湯川村社会福祉協議会にて、第一副会長であるL高羽が同じく歳末助け
合い協賛金を贈呈してまいりました。
　地域の社会福祉に役立てていただければと思います。

会長　L 田澤一夫

▲喜多方市社会福祉協議会塩川支所にて

▲湯川村社会福祉協議会にて

あいづ塩川湯川ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z
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■ヘアドネーション感謝状伝達式
令和3年11月25日(木)　16時~16時30分
　箭内佑希子さん(小学6年生)の母より娘が髪を贈呈したいとの
連絡があり、45㎝の髪を贈呈して戴き本日感謝状を箭内さん宅に
て伝達して参りました。「私の髪で悩んでいる子供達の心の支えに
なるのなら嬉しいです」との言葉を聞きました時は感激の極みで
した。

L 吉田敬一
▲右よりL吉田会長、箭内佑希子さん、L西牧

須賀川ライオンズクラブ
第 5R・第 1Z

■こども食堂へ金一封贈呈
令和3年11月30日(火)　14時~14時20分
　こども食堂へ金一封贈呈(1.5万円)こども食堂へ金一封を贈呈し
ました。最初は米1俵(60㎏)贈呈の予定だったのですが、米は沢山
あるとの事でしたので相当金額の贈呈となりました。子ども食堂を
利用している子ども達は百名余で、その中でも大変な子ども達は
10名に余ると聞いております。良い正月を迎えられます事をご祈
念申し上げます。

L 吉田敬一

▲右から岡本スタッフ、熊田代表、会長L吉田、L大柿幹事、
L袖山会計

■門松贈呈式
令和3年12月22日(水)　14時~14時30分
　恒例の門松贈呈を行いました。この行事は毎年実行して
いる行事で、12月19日(日)11時より会員有志5名に参加戴
き製作しました。学校が冬休みになる前に贈呈し児童及び
生徒達が病気や事故にあわない希望に満ちた良い年を迎
える事ができます様にと祈願して贈呈している行事です。

L 吉田敬一

▲前列3名が在学生徒代表、後列右より鈴木教頭先生、
L大柿幹事、会長L吉田、L金澤

■歳末助け合い基金の贈呈
令和3年12月24日(金)　13時~13時50分
　歳末助け合い基金の贈呈(5万円)当クラブ恒例のXmas
家族例会を12月20日(月)18時30分よりベルクイーンズ須
賀川で実行しました。
　密を避ける為、子クラブであります須賀川中央LCの有志
のみご招待し、クラブ員以外の一般の皆様はご招待しませ
んでした。
　乾杯後頃合いを見計らいサンタクロースに扮した2名が
沢山の基金を集めてくれましたので、恒例により須賀川市
社会福祉協議会に贈呈する事ができました。ご協力戴きま
した会員の皆様にこの場を借り改めてお礼申し上げます。

L 吉田敬一 ▲右より須賀川市社会福祉協議会常務理事水野様、
会長L吉田、L大柿幹事、L袖山会計
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■薬物乱用防止教室
令和3年11月18日(木)　13時30分~14時30分
　当須賀川中央ライオンズクラブは須賀川市立
第2中学校
にて薬物乱用防止教室を開催しました。
　第2学年226名参加でした。
　初めに前会長の小針弘士Lより挨拶と当クラブ
の活動内容の説明があり、続いてDVDの視聴が
あり、幹事の羽生弘一Lによる薬物乱用防止の講
話がありました。
　質疑応答の後、生徒226名全員分の薬物乱用
は「ダメ、ゼッタイ」教室修了証を生徒代表にお渡
しし、閉会となりました。

L 羽生弘一
▲薬物乱用防止教室の模様

須賀川中央ライオンズクラブ
第 5R・第 1Z

■こども食堂支援 餅つき体験
令和3年12月19日(日)　8時~12時30分
　すかがわこども食堂への支援としてもち米を寄付するにあたり、イベントで子ども達に餅つき体験を実施す
ることにしました。
　8時より稲田公民館に、もち米21kg分を持込み餅つきの準備を始めました。
　10時の開会後、kokoyori代表の熊田ひろみ様にもち米100kgの目録贈呈を行い、テラスで千本杵を使って
子ども達に餅つき体験を数回実施しました。
　会員7名と市内の有志6名の協力で閉会の12時までに臼と餅つき機で約200パックのきな粉餅を作成しま
した。
感染防止から人数制限を設けていたため、こどもとスタッフ全員に餅を配布できました。
　子どもたちも大喜びというお言葉を頂き、残り約80kgのもち米は数回に分けてこども食堂に納めることで、
イベントは閉会としました。

L 坂本育夫

▲餅つきの様子 ▲目録を贈呈する坂本会長と熊田様
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■クラブ内でのニューメンバースクール研修会の開催
令和3年11月26日(金)　17時~18時
　例年ですと、第5Rごとに合同ニューメンバースクールを開催して
いましたが、今回は諸事情により各クラブで開催することになりまし
た。当クラブでは、通常例会を実施している会場で阿部弘文会長に
講師を依頼し、ライオンズクラブの要約全般に渡り、説明されまし
た。約1時間研修を行い、質疑応答後受講修了証を手渡しました。今
回の受講者は、L渡辺正広、L兼子巧の2名です。

幹事　L 佐藤暸二
▲研修会実施

▲受講修了証授与L兼子巧▲受講修了証授与L渡辺正広

いわせオリオンライオンズクラブ
第 5R・第 1Z

■平和ポスター受賞贈呈及び天栄村・
 須賀川市社会福祉協議会への寄付及び
 子ども食堂への物資支援
令和3年12月17日(金)　13時~17時
　今期の平和ポスターを出展した生徒に対し参加賞を贈呈しました。天栄村広
戸小9作品、牧本小8作品、大里小1作品、天栄中5作品、須賀川市白江小11作品、
岩瀬中70作品の計104点、たくさんの作品を出展頂きました。その中で、岩瀬中
2年の柳沼暖佳(はるか)さんに最優秀賞を贈呈しました。他に優秀賞2点、特別
賞17点を厳正の審査の上届けました。当日は、他に天栄村の社会福祉協議会及
び須賀川市の社会福祉協議会へ寄付金の贈呈、須賀川市の子ども食堂の
kokoyoriの団体へ物資支援として米など食料品を贈呈しました。毎年継続した
社会福祉への支援を行い、子どもたちへの支援を今後も続けてまいりたいと考
えております。

幹事　L 佐藤暸二

▲天栄村教育委員会教育長及び須賀川市立白江小及び岩瀬中の平和ポスターの参加賞贈呈
▲天栄村及び須賀川市

社会福祉協議会への寄付金贈呈

▲子ども食堂への物資支援
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■泉駅前モニュメント周り清掃活動
令和3年10月24日(日)
　私たちいわき泉LCは、ライオンズクラブとしての活動を通し、広報・PRを兼ねた地域奉仕活動を定期的に展
開しています。昨年10月には、地元の方々が利用しているJR常磐線の泉駅周りの清掃活動を実施しました。普
段は高校生や通勤のサラリーマンや出張者の利用が多いことから、気持ちよく利用して頂こうとの思いで、実
施しました。コロナ禍の状況ではありますが、密にならない様、感染防止策を講じながら実施しており、今後も
地域奉仕活動を展開することにしています。

L 大友康夫

▲いわき泉ライオンズクラブ 奉仕活動(地元の泉駅前:モニュメント周り清掃活動)

いわき泉ライオンズクラブ
第 6R・第 1Z

■薬物乱用防止講演会開催

　私たちいわき泉LCは毎年、地元中学校と連携し、子どもたちの健全育成に向けた講演会を毎年開催してい
ます。これまでにも「万引き・非行防止セミナー」、「望まない妊娠・性教育」の講演の他、「メディア教育」等を各
学年に応じて開催しており、今年は11月29日(金)に1年生270名を対象に「薬物乱用防止」の講演会を開催しま
した。ライオンズクラブ332D-地区でも、講師育成講座を開いておりますが、我々主体での講演は実績・経験が
まだまだ乏しく、薬物乱用防止指導員:専属講師の小松隆先生をお招きし、「薬物依存症の怖さ」、「社会復帰の
への難しさ」等、実話を基にした体験談も話され、子どもたちも改めて「薬物の怖さ」を実感したと思います。

L 大友康夫

▲いわき泉LC:鈴木雅彦会長があいさつ▲いわき市薬物乱用防止協会:小松隆講師▲真剣に聞き入る生徒たち

■家族親善クリスマスパーティーを開催

　毎年、恒例となっているクリスマスパーティーを12月17日(金)に「パレスいわや」にて会員・家族を含め26名
で開催しました。コロナ過の影響もあり、感染拡大防止施策を実施し、座席を空けて密にならない様、配慮し
た中で開催しました。各自持ち寄ったクリスマスプレゼントの交換会や、会員や家族が特技をみんなの前で披
露する即席芸能発表会も開催されました。サックス演奏やフォークソングの披露。鼓の演奏やオカリナに至る
まで、芸達者な会員が多く、そして美味しい料理にも舌堤を打ちながら、楽しいひと時を過ごさせて頂きまし
た。

L 大友康夫
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■中村城跡の年末清掃奉仕作業
令和3年12月19日(日)　9時~10時30分
　相馬ライオンズクラブでは年末年始
を迎え、相馬市民の憩いの場であり文
化財に指定されている中村城跡の相馬
中村妙見神社、相馬神社の清掃を実施
致しました。中村城は奥州中村・相馬家
六万石の居城であり、今年は築城410
年を迎え、毎年相馬野馬追の出陣式が
行われます。城内には国指定の「相馬
中村妙見神社」が、本丸跡には「相馬神
社」が鎮守されております。初詣には多
くの市民が参拝されることから、この度
会員6名が城内のゴミ・空き缶等を収集
清掃致しました。清掃後は神社に参拝
し、来年の相馬LCの発展を祈りました。

事業副委員長　L 佐藤直
▲清掃後に記念撮影(相馬中村妙見神社参道前)

相馬ライオンズクラブ
第 6R・第 2Z

■「ふくしまオーガニックコットンプロジェクト」活動の表彰
令和3年12月4日(土)　10時~16時
　NPO法人ザ・ピープルと連携した「ふくしまオーガニックコットンプロジェクト」の活動が、このたびサステイ
ナブルキャンパス推進協議会(CAS-Net JAPAN)の2021年次大会(大阪大学新箕面キャンパス)における「大学
運営・地域連携部門」において「サステイナブルキャンパス賞」に選ばれ、ザ・ピープルの吉田理事長ともに授
賞式に参加し、プレゼンテーションを行ってきました。会場からは地元での若手人材輩出につながる「福島モ
デル」に期待が寄せられました。

L 河合伸

▲表彰式での記念撮影(右から5人目L河合伸) ▲L河合伸によるプレゼンテーションの様子

東日本国際大学ライオンズクラブ
第 6R・第 1Z
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■特別養護老人ホームへカラオケマイクセット2台を贈呈

　特別養護老人ホームへ
カラオケマイクセット2台を贈呈　66,000円
例年鉢花等を贈っておりましたが、コロナ禍の中、全体で集まりカラオケも自粛と聞きました、飯舘ホームはユ
ニット型の施設ですので、ユニットで、カラオケができれば、蜜にもならず、楽しく過ごせるとのことから、今回
の贈呈となりました。
　会長L髙橋義治・幹事L佐藤健太・事業委員長L菅野一廣・事務局L三瓶で利用者に贈呈いたしました。

■飯舘村立までいの里こども園へ
　単立展示板（w1,200mm）2基を贈呈

　飯舘村立までいの里こども園へ
単立展示板（w1200mm）2基を贈呈
例年鉢花とか、遊具を送っていましたが、子ども
たちの作品を掲示するスペースが狭くなったこ
とから、展示版の要望があり今回の贈呈となりま
した。
会長L髙橋義治・幹事L佐藤健太・事業委員長L菅
野一廣・事務局L三瓶で子どもたちに贈呈いたし
ました。

飯舘ライオンズクラブ
第 6R・第 2Z



L東梅 誠太郎
第2R第1Z
福島中央LC

●職業:（株）ティエスケイ
    会長
●スポンサー:L加藤裕二

ライオンズクラブの精神を尊重し、
微力ながら少しでもお手伝い出来ればと思います。

L東澤 計昌
第1R第2Z
二本松LC

●職業:刺繍業

●スポンサー:L三浦章一

頑張りますので、よろしくお願いいたします。

新入会員紹介

　コロナ禍の影響でそれぞれに活動・行動が制約されている中、各クラブの活動報告を確認させて頂いておりま
すが、それぞれに知恵を出し合い、「感染拡大防止」にも細心の注意を払いながら、様々な取り組みを展開してい
ることに驚かされております。難しい案件や、人が集まるイベントもこうしたやり方でやれば実現は可能なんだ、と
いうことを改めて勉強させて頂きました。今後の取り組みに生かせる様、頑張っていくつもりですので、よろしくお
願い致します。

PR・IT情報委員会　副委員長　L大友康夫

編 集 後 記
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会長 L 小林利季子 幹事 Ｌ齋藤善平 会計 Ｌ田村應季

Ｌ字に誇りを抱き 持続可能な奉仕活動を
会長テーマ

会津坂下ライオンズクラブ
ライオンズクラブ国際協会　332-D地区　第4R 第2Z

合資会社 ほ　し　や　ま
炭火焼肉店 ボ　タ　ン　苑

TEL 0244-23-0767
Stained Lounge

フ ァ ン タ ジ ー
TEL 0244-32-0122

クラブハウス
ニ ュ ー カ ル ダ ン
TEL 0244-26-7001

〒975-0004　福島県南相馬市原町区旭町3-18



会長 L 仲村 剛史 幹事Ｌ蛭田　優 会計Ｌ 鈴木　亨
【事務局】〒974-8251　福島県いわき市中岡町6丁目8-7

TEL：0246-63-8529　FAX：0246-63-8576

いわき勿来ライオンズクラブ
ライオンズクラブ国際協会　332-D地区　第6R 第1Z

一致団結 明るく笑顔で Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ



（いわき東ライオンズクラブ 会長）
（いわき東ライオンズクラブ 幹事）

名誉顧問・LCIF国際委員・MDコーディネーター

L 金成 春奈

TEL：050-3782-0724　FAX：0246-62-3598
※お問い合わせの際は「050」からおかけ下さい
携帯：090-3984-0087
URL：http://www.dai-ichi-life.co.jp/

〒974-8251
福島県いわき市中岡町3-7-6

福島支社　勿来営業オフィス
生
涯
設
計
デ
ザ
イ
ナ
ー
1
級

（いわき東ライオンズクラブ 会計）

第一生命保険株式会社



曹 洞 宗
白峰山 東林寺

L 本田 和也（新地LC）

〒979-2708
新地町福田字別所117

経営コンサルタント事務所（事業計画・事業承継、合併・分割などの経営助言業務）

Tel 090-9745-4848　　Fax 0246-84-6668
代表取締役　門 馬  弘

本　　社 福島県南相馬市小高区関場一丁目80番地
いわき事務所 福島県いわき市内郷宮町金坂197番324

株式会社 （ジーデーピー）G D P

会長
L針ヶ谷 克之

幹事
L佐藤 博之

会計
L門馬 優子

相馬ライオンズクラブ
ライオンズクラブ国際協会332-D地区 第6R 第2Z

■事務局/〒976-0016 福島県相馬市沖ノ内3丁目6-5
Tel 090-2880-3260

取締役専務 門馬 優子
TEL：0244-36-1585
FAX：0244-36-4748
E-mail toubu-m@amail.plala.or.jp

〒976-0036 福島県相馬市馬場野字岩下128

有限
会社東部ダンボール工業

TEL0244-63-2617
北　相　板　金北　相　板　金北　相　板　金

運輸局認定・認証工場
各種自動車・車検・板金・塗装

CAR BENCH
シ グ タ イ プ
フレーム修正機

福島県相馬郡新地町駒ケ嶺古海道西40
TEL（0244）62-3059 FAX（0244）62-4702

森　　直　人

東京海上火災・J A 共 済
あいおい損保　保険代理店

ＧＤＰ
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〒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

〒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

〒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

〒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

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

〒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

〒963-8862
福島県郡山市菜根5丁目9-16
TEL:024-933-7021

〒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

〒969-1641 福島県伊達郡桑折町
大字南半田字六角37
TEL:024-582-6511

〒963-8871 福島県郡山市本町2-18-8
(理想プラン内)
TEL:024-922-7314

〒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

〒960-1102 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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒960-8044 福島県福島市早稲町6-18
高徳第6ビル 1F
TEL:024-529-7217

〒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

〒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

〒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

〒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

〒960-0102 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
会津若松商工会館2F
TEL:0242-26-2289

〒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

〒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

〒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

〒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

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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒976-0016
福島県相馬市沖ノ内3丁目6-5
パセオ沖ノ内B-202

〒960-0627 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

〒969-4406 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

〒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

〒960-0801
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

〒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

〒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

〒963-8862
福島県郡山市菜根5丁目9-16
TEL:024-922-8942

〒963-7859
福島県石川郡石川町南町33
TEL:0247-57-5756


