ライオンズクラブ国際協会332-D地区
2021-2022

LI ON F U K U S H I M A
通 刊 487 号

3・4

QRサイトは
こちら

月 合併号

ライオン福島

検索

2022

http://lc332d.com

第３回 キャビネットＷＥＢ会議
第4回 名誉顧問会議
第4回 キャビネット会議
・ ヘアドネーションへ協力を
・ 子ども食堂支援

2021-2022年度

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

平和ポスター副委員長賞
渡辺夏公さん

1-1ZC賞
齋藤ゆうあさん

1-2ZC賞
井上祐希奈さん

目次・ライオンカレンダー「インフォメーション」

3月
4月
5月

8日
（火）
11日
（金）
12日
（土）
15日
（火）
18日
（金）

第8回内局員会議
第4回名誉顧問会議
糖尿病予防
（GST・ＦＷＴ合同）
セミナー
（中止）
日本ライオンズ創立記念日
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
23日
（木） 第1回地区年次大会実行委員会
25日
（金） 地区年次大会アワード審査会
4日
（月）
7日
（木）
8日
（金）
13日
（水）
16日
（土）

地区年次大会総務部会
公認ガイディング・ライオン養成講座
332複合地区第2回次世代リーダーオンライン研修会
地区年次大会ゴルフ部会
飯野LC45周年記念式典【縮小開催】
原町LC50周年記念式典【10月15日へ延期】
18日
（月） 年次大会記念アクティビティ目録贈呈式
年次大会記念撮影
第2回地区年次大会実行委員会
23日
（土） 郡山開成LC50周年記念式典
14日
（土）
15日
（日）
16日
（月）
19日
（木）
24日
（火）
30日
（月）

第68回地区年次大会準備・リハーサル
第68回地区年次大会式典
第68回地区年次大会記念ゴルフ大会
川俣LC55周年記念例会【縮小開催】
第7回PR・ITライオンズ情報委員会
安澤国際理事報告会
（退任式）

ライオンカレンダー・目次

1

第３回キャビネットＷＥＢ会議

2

第4回名誉顧問会議

4

第4回キャビネット会議

3
5

【第68回】第1回地区年次大会実行委員会
ヘアドネーションへ協力を

6

子ども食堂支援

7

各ライオンズクラブ活動報告

8
ライオン福島

検索

http://lc332d.com

LION FUKUSHIMA

1

第３回キャビネットＷＥＢ会議
日
時 ２０２２年２月４日(金)１３時３０分〜
開催場所 キャビネット事務局よりオンライン

第3回キャビネット会議は、県内でも猛威をふるう新型コロナウイルス オミクロン株の感染リスク
拡大により集会を中止し、各コーディネーター・委員長・ZC参加によるWEB開催となりました。
13時30分よりガバナーL荒川友成の開会のことばにより開始され、地区ガバナー挨拶、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、議案審議としてキャビネット幹事L渡
部政介より決議事項要約確認の説明があり、全て承認されました。
続いて次期地区ガバナー候補者L石澤孝の挨拶、次期第一副地区ガバナー候補者L門馬弘の挨
拶、第二副地区ガバナー候補者L車田信彦の挨拶のあと、LCIFセミナー中止に伴い改めて資料提供
によるLCIFコーディネーターL石澤孝とLCIF地区キャンペーンコーディネーターL箱﨑哲司よりキャン
ペーン100、
クラブシェアリング交付金等について説明・報告がありました。GSTコーディネーターL車
田信彦、
アラート・会則委員長L橋本修一からも報告があり、最後に地区ガバナーL荒川友成の閉会の
ことばによ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
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第4回 名誉顧問会議

日
時 2022年3月11日(金)
開催場所 磐梯熱海温泉「ホテル華の湯」

ライオンズクラブ国際協会332-D地区 第4回名誉顧問会議が、3月11日
（金）郡山市磐梯熱海温
泉「ホテル華の湯」
で開催されました。
開催に先立ち、2月12日にご逝去されました名誉顧問 L宮城圀泰儀（会津喜多方LC）に対して、哀
悼の意を表し、黙祷を捧げました。
キャビネット事務局長L増子澄子の司会により、
キャビネット幹事L渡部政介の開会の挨拶、
キャビ
ネット副幹事兼事務局次長L佐久間正次から出席者紹介、併せて今回は次期キャビネット役員候補
者・予定者がオブザーバーとして参加、紹介されました。
続きまして、地区ガバナーL荒川友成が挨拶、次に名誉顧問会議長・前地区ガバナーL真田倭夫の
挨拶を頂きました。
議事に入り、キャビネット幹事L渡部政介の議事進行により、地区ガバナーL荒川友成から第4回
キャビネット会議議事要項（審議議案）等説明があり、事前確認されました。
2022〜2023年度 名誉顧問会議長の選出については、L荒川友成が選出されました。
その他、名
誉顧問の方々からご意見、
アドバイスを頂き、
ありがとうございました。
キャビネット会計L工藤正美の挨拶で閉会となりました。
キャビネット副幹事兼事務局次長 L佐久間正次
ライオン福島
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第4回キャビネット会議

日
時 ２０２２年３月１８日(金)１４時３０分〜
開催場所 郡山ビューホテルアネックス

▲第2副地区ガバナーL門馬弘

▲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

▲第1副地区ガバナーＬ石澤孝

▲司会L増子澄子

▲アワード贈呈

▲MJFアワード贈呈

▲スポンサーアワード贈呈

▲CAB幹事L渡部政介

▲CAB会計L工藤正美

▲議案審議

▲議案審議

▲次期第2副地区ガバナー候補者
L車田信彦

▲次期CAB幹事予定者
L瀬戸睦男

▲次期CAB会計予定者
L丹野秀進

▲リモート配信

第4回キャビネット会議が、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、
クラブ三役、
次期キャビネット関係者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、地区ガバナーL荒川
友成の開会宣言、
キャビネット副会計L舟橋俊介より来賓紹介のあと、地区ガバナー挨拶として、今期
の活動状況(子ども食堂への支援状況、ヘアドネーションについて等)が改めて説明されました。続い
て名誉顧問会議長・前地区ガバナーL真田倭夫、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、次に地区ガバナーより各種アワードの贈呈、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。議案審議では主に第68回年次大会についての説
明があり、全ての議案が可決承認されました。
続いて次期のガバナー候補者L石澤孝、第1副地区ガバナー候補者L門馬弘、第2副地区ガバナー
候補者L車田信彦の挨拶があり、
それぞれ来季への熱い意気込みを聞く事ができました。
各コーディネーター・委員長報告では、今期の活動状況と反省、次期への申し送り事項が報告さ
れ、
アラート委員会からは3月16日の福島県沖地震の際に委員会の組織力を活かした迅速な対応で
被災された方々から感謝されたとの報告もありました。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、今回も会議はリアルタイムでWEB配信を行いました。
PR・ITライオンズ情報委員長 L 小栁広二
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【第68回】第1回地区年次大会実行委員会
日
時 ２０２２年3月23日(水)１７時〜
開催場所 郡山市「かに徳」

▲大会会長・地区ガバナーＬ荒川友成

▲第68回地区年次大会委員長Ｌ石川勝久

第1回地区年次大会実行委員会が郡山市「かに徳」に於いて開催されました。
キャビネット副幹事Ｌ市川良一の司会進行で始まり、キャビネット副会計Ｌ舟橋俊介の出席者紹介
の後、大会会長/地区ガバナーＬ荒川友成、第68回地区年次大会委員長Ｌ石川勝久より挨拶をいた
だき、大会幹事/キャビネット幹事Ｌ渡部政介の進行により協議事項へ移りました。協議では年次大
会開催形態から日程・予算書・組織表、マスタースケジュールの確認、
アクティビティ詳細や会場設
営・運営に至るまで説明、確認がされました。
コロナウイルスの感染状況や、３月１６日の福島県沖地震の影響等を考慮し、次回実行委員会で
は更に具体的に決定する旨が説明され、キャビネット副幹事兼事務局次長Ｌ佐久間正次の挨拶で
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
ライオン福島
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332-D地区

ヘアドネーションへ協力を

332-D地区において、
FWTの活動の一つとして、
「ヘアドネーション」
活動を行っております。

各クラブのメンバーやそのご家族から協力をいただくことから始まり、
徐々にヘアサロン、
福島県理容

業生活衛生同業組合様と福島県美容業生活衛生同業組合様からご協力をいただき、
その後、
福島県教

育委員会様からのご後援をいただいてから、県内の小学校、中学校、高等学校の全ての学校への協力
案内ができるまでに拡大しました。

2018年からの集計では、
1,862名の方からのヘアドネーションのご協力をいただいております。

「ヘアドネーション」は小児ガンや白血病、先天性無毛症、不慮の事故などにより髪を失った18 歳以

下の子供たちに人毛医療用ウィッグを無償で届ける活動です。
大人だけでなく、
同年代である多くの小
学生、
中学生、
高校生からヘアドネーションを通しボランティアに参加していただいております。
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332-D地区

子ども食堂支援

332-D地区において、
今期ガバナーの基本方針の一つである
「子ども食堂支援」
を推進しております。
子ども食堂とは、地域住民や自治体が主体となり、無料または低価格帯で子どもや親に食事を提供
するコミュニティの場とも言える場所です。
その子ども食堂へ初めて支援を行うクラブが事業に参加しやすい方法をガバナーチームとGST、
スペ
シャルティクラブ・FWTで検討し、
上期は10月、
下期は２月に支援期間を設け、
県内の子ども食堂をまと
める
「ふくしまこども食堂ネットワーク」
様の協力のもと、
クラブごとに支援を行いました。
その結果、68LC中49LCの72％ものクラブが参加し、支援金は2,173,500円もの金額が集まり、支援物資
としてお米を合計約3,030㎏、
野菜、
クリスマスやハロウィンのケーキ280名分、
クリスマスプレゼント、
お
菓子、
ティッシュ、
マスク、
卵2,160個、
冷凍庫、
冷蔵庫など、
その他にも多数の支援物資を贈りました。
そして、2021年12月には、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
GST、スペシャルティクラブ・FWT、郡山西LC、そして郡山女子大学生を含む各団体ボランティアの皆様
のご協力のもと発送準備を行い、
「ふくしまこども食堂ネットワーク」を通じて子ども食堂へ贈呈しまし
た。
そして
「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団体に贈られました。
子ども食堂は、
様々な背景や課題を抱える子どもたちが居場所や人との関わりを求めたときに安心で
きる環境を整え、
学校でも家庭でもない“第3の居場所”として大事な役割を担っていると思います。
これ
からの時代はこのような“第３の居場所”がコミュニティとして、様々な人々が手を取り合い、食育の場と
して、また、子どもたちやその親の声やＳＯＳを受け止めるために、心の支えとしてあり続けることが大
事なことだと思います。
そのためには周りの支援が必要です。
332-D地区では子ども食堂支援に力を入れて参ります。
ライオン福島
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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

令和4年1月28日(金) 10時~
ヘアードネーションに協力頂きました。
福島大経済経営学類4年の近喰里音さ
んは当クラブ事業奉仕委員長L過足廣次
のお店でアルバイトをしており、子どもが
使う医療用ウィッグの話を聞き、役に立て
ればとの思いで、約1年半伸ばした髪を
提供してくれました。
会長 L佐藤良一

■子ども食堂への支援

令和4年2月1日(火)
NPO法人ビーンズふくしまさんが毎
月行っている生活困窮家庭への個別訪
問の際に持参している、未使用の食料
品・タオルなどの支援を、会員の皆さん
に呼びかけました。
各家庭からご協力頂き沢山の品を寄
贈することができました。
今後も継続し、都度集まったらお届け
する予定です。
会長 L佐藤良一

第 1R・第 1Z

福島信夫ライオンズクラブ
■平和ポスターの展示

令和4年1月12日(水) 10時~
第34回国際平和ポスター・コンテストに参
加してくれた、福島市立野田小学校10名の作
品を福島市駅前「まちなか交流館」に展示し
ました。
次回は沢山の子ども達に参加して頂きた
いです。
事業委員長 L渡邉信幸
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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

福島中央ライオンズクラブ

■福島県立視覚支援学校及び
いいざか子ども食堂「いっしょに」へ目録贈呈

令和3年12月16日(木)
当クラブ第1334回例会席上において、福島県立視覚支
援学校校長橋本淳一様といいざか子ども食堂「いっしょ
に」代表横田弘明様へ目録の贈呈が行われました。
子ども達への支援をテーマに掲げている安藤会長の思
いが詰まったこのアクティビティは、視覚支援学校で学習
する生徒が紙に点字をうち出すタイプライター(パーキン
スブレーラー)1台、音楽授業で叩いて振動を感じながら演
奏できるカホン2台と多機能ミニキーボード2台の約20万
円相当の教育用品が贈られました。
また、いいざか子ども食堂「いっしょに」へは、長テーブ
ルをはじめ立ち上げに必要な設備に充てて頂くよう15万
円の支援金が贈呈されました。
L齋藤和則

▲福島県立視覚支援学校校長 橋本淳一様(中央)
いいざか子ども食堂「いっしょに」代表 横田弘明様(右)

■福島市消防出初式
消防団員・職員へ永年勤続表彰

令和4年1月8日(土)
福島市子どもの夢を育む施設「こむこむ」にて福島市消
防出初式が挙行されました。
その席上にて、福島中央ライオンズクラブ会長安藤那美
子ライオンより、勤続30年の消防団員及び職員へ表彰状と
徽章が手渡されました。
昨年は新型コロナウィルス感染拡大に伴い中止となっ
た式典ですが、今年は参加者制限や内容の縮小など、対策
を講じながらの開催となりました。
L齋藤和則

▲表彰状を贈る安藤会長

■福島成蹊学園へ教育備品の贈呈

令和4年2月3日(木)
福島成蹊学園において教育備品の贈呈式が
執り行われ、当クラブからは安藤会長・渡邉幹
事・斎藤ライオンテーマーが出席致しました。
教育備品として「二酸化炭素濃度測定器28
台」を贈呈し高橋幸七理事長より、
「 各教室の
“安心・安全”、“快適”な学習空間作りに新たな
手法が加わり、一層の感染対策強化を講じるも
のとなりました。」
との感謝の言葉を頂きまし
た。
L齋藤和則
▲目録贈呈

◀贈呈した二酸化炭素濃度測定器
ライオン福島
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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
■ヘアドネーション

令和3年12月18日(土)
福島市にある
「ボテフォレパン」
さんにて、福島市の小学
1年生・兼子芽依さんのヘアドネーションが行われました。
兼子さんは、ヘアドネーションをした友人や新聞でこの
活動を知り、
「病気の友達に髪をあげたい」
との思いで、七
五三が終わったタイミングで腰まであった髪をカットしま
した。
当日は、安藤会長と渡邉幹事が立会い、髪の毛を受け
取って参りました。
L大江秀樹

▲兼子さんより安藤会長へ

■ヘアドネーション

令和4年1月23日(日)
保原町の美容室「Cherim(シェリム)」
さんにて、伊達市立
桃陵中学校3年の東城日奈子さんに協力頂きヘアドネー
ションが行われました。
東城さんはお兄さんの病気がきっかけで、ヘアドネー
ションの活動を知り、小学6年生の時に一度寄贈していると
のこと。
それから3年間髪を伸ばし、高校受験が終わったタ
イミングで今回約40センチの髪をカットし、
ご提供ください
ました。
「兄のように困っている方に、
自分の髪の毛が役立っても
らえればうれしい。
また髪を伸ばして協力をし、そして多く
の友人にお話していきたい」
との言葉も頂戴いたしました。
ヘアドネーション活動がもっと広がることを祈りご報告
いたします。
L加藤裕二

▲ご提供頂いた東城さん(左)

■ヘアドネーション

令和4年2月5日(土)
福島市の「ヘアーサロンさんかく」
さんにて、2件のヘアド
ネーションの協力を頂きました。
大笹生支援学校に通う鴫原桃花さん(高校3年生)は、お
母さんと共にお世話になっている人への恩返しの気持ち
で参加。母の千春さんが昨年7月にドネーションをした時に
は桃花さんの髪は31センチに達しておらず今回は再挑戦
です。
カットした36センチの髪束を安藤会長へ渡し
「今回の
活動体験を学校で発表し皆に広めたい」
と語ってくれまし
た。
そんな娘を見て
「いい卒業記念になった」
と優しく微笑
むお母さんの姿が印象的でした。
もう一人は、伊達市保原町の小学2年生の佐藤桜さん。
お姉さんの椿さんが昨年7月にドネーションしており、
その
時に桜さんも規定の長さを満たせずに今回が再挑戦です。
偶然にも同じような二人が同じ日に隣同士でヘアドネー
ションを行いました。
この活動によって誰かの笑顔が花開くことを願っていま
す。
L 大江 秀樹
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▲ご提供頂いた鴫原さん(左)と佐藤さん(中央)

各ライオンズクラブ活動報告
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第 2R・第 1Z

福島西ライオンズクラブ
■ヘアドネーション

令和4年1月27日(木) 16時30分~
福 島 市 渡 利 の S H I N O Z A K I ビュー
ティーサロンにおいて会長・会計立会い
の下、小学二年生の尾形栞奈さんのヘア
ドネーションが行われました。
尾形栞奈さんは8歳の誕生日を迎えた
記念に
「病気の人の力になりたい」
と約2
年間伸ばした髪、約35センチをヘアド
ネーションとして提供いただきました。
会長 L菅野将広

▲菅野会長から尾形栞奈さんへ感謝状

▲菅野会長と尾形栞奈さん

第 2R・第 1Z

福島信陵ライオンズクラブ
■「パンダハウスを育てる会」へ
運営資金贈呈

令和4年2月24日(木) 11時~11時30分
福島医大で治療を受ける子どもと家族を支えるNPO法人「パンダハウスを育てる会」へ支援金10万円を贈
りました。
コロナ禍で資金不足の為、パンダハウスの運営に苦慮されていると伺い支援する事となりました。当クラブ
から会長L小林 志津子、奉仕委員長L三瓶 晴彦が参加し、会長が理事長山本佳子様へ支援金を贈りました。
幹事 L橋本翔

▲理事長 山本 佳子様
ライオン福島

検索

会長 L小林 志津子
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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 2R・第 1Z

福島信陵ライオンズクラブ
■横断旗贈呈

令和4年3月7日(月) 14時~14時30分
福島北警察署を訪ね、交通安全の願いを込め
て、交差点横断旗400本を寄贈しました。
解散された福島あぶくまライオンズクラブで
行っていた奉仕活動でしたが、昨年度から福島信
陵ライオンズクラブで受継ぐこととしたものです。
贈呈式は会長L小林 志津子より、福島北地区交
通安全協会 会長 佐藤吉昭様に横断旗の寄贈を
いたしました。
奉仕委員会委員長L三瓶 晴彦が同行し、福島北
警察署長門馬裕宗様のお立合いを頂きました。
幹事 L橋本翔

▲横断旗寄贈
福島北地区交通安全協会会長佐藤吉昭様へ
福島北警察署署長門馬裕宗様
会長L小林志津子と奉仕委員長L三瓶晴彦

第 2R・第 1Z

福島松川ライオンズクラブ
■こども食堂

令和4年2月14日(月) 10時~12時
日立造船株式会社所長補佐L菅野勝治のご協力で非常食17箱と水15ケースを児童養護施設福島愛育園と
青葉学園へ会長L 斎藤義博と奉仕委員長L風間良一がお届けしました。
L 斎藤義博

▲会長斎藤義博と青葉学園

▲会長斎藤義博と福島愛育園

■松川小学校支援

令和4年2月25日(金) 16時~16時30分
福島市松川小学校より生徒たちに利用してほしい機材と
して、
ノートパソコン1台・アップルTV2台・パルスオキシメー
ター1台の希望がありましたので、校長小島英二様へ目録で
お渡ししました。
L斎藤義博

▲会長斎藤義博と松川小学校校長小島英二様
12
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第 2R・第 1Z

福島東ライオンズクラブ

■第34回国際平和ポスター・コンテスト応募作品の展覧会開催

令和4年2月11日(金) 10時~12時
令和4年2月14日(月) 13時~14時
ライオンズクラブ国際協会が主催して実施している
「国際平和ポスター・コンテスト」は今回で第34回目で
す。福島東ライオンズクラブは福島市立岡山小学校、南向台小学校、渡利小学校、立子山小学校の4校に開催
案内を差し上げたところ83点の応募がありました。
テーマは「私たちはみんなつながっている」
です。文字を書き込まずに表現してもらいました。
コロナ禍で入
場者の姿はまばらでしたが、子どもたちの想いや願いを込めた力作が勢ぞろいすると迫力がありました。
L尾形省二

第 2R・第 2Z

伊達町ライオンズクラブ

■聖光学院野球部選抜大会出場に
激励金贈呈

令和4年2月24日( 木 ) 13 時30分~
聖光学院野球部が甲子園で開催される第94
回選抜高等学校野球大会に東北代表として選
出されました。
このたび、三役が学校を訪れ激励金を贈呈し
てまいりました。晴れの舞台での活躍を心より
願っています。
L橘内努

▲激励金を贈呈する会長
ライオン福島
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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

■ラックヘルスケアマスターグライド寄贈

令和4年1月20日(木) 10時~
令和4年1月20日“社団法人 田村福祉会特別養護老人ホーム船引こぶし荘”に
「ラックヘルスケアマスターグ
ライド」4枚を寄贈しました。今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
クリスマス家族会を中止
とし、
チャリティゴルフ コンペとクラブ例会時に集まった浄財を充てました。社会福祉施設への寄贈は毎年行
われ、今年は船引こぶし荘への寄贈となりました。
贈呈式は同所“船引こぶし荘”で行われ、三役はじめ、社会福祉委員長(L柳沼秀夫)らが、施設長の遠藤由貴
恵様に手渡しました。
施設長の遠藤様より
「ラックヘルスケアマスター
グライドは、入所者の介助などにとても助かりま
す。大切に使わせていただきます。」
と感謝の言葉
を頂き、“社団法人田村福祉会 理事長渡辺剛志様”
よりの感謝状を受領しました。

▲<ラックヘルスケアマスターグライド>
ベッドと車いすなどの移乗間に橋渡しし、
座った姿勢のままで移乗できるスライディングボード

■『自然災害発生時におけるボランティアセンター支援に関する協定書』調印式

令和4年2月25日(金) 14時~
かねてより計画していた、社会福祉法人田村市社会福祉協議会と自然災害発生時に、被災地におけるそれ
ぞれの組織を構成する団体の連携を促進し、被災者及び被災地の支援活動への貢献を推進することを目的と
する
『自然災害発生時におけるボランティアセンター支援に関する協定書』
を締結。
調印式には、
クラブより会長L坪井肇・会計L渡邉隆一・LCIF地区キャンペーンコーディネーターL箱﨑哲司
が出席しました。

14
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■清掃活動

令和4年3月3日(木) 17時30分~
「交通安全標語」
「国際平和ポスターコンテスト」
の展示で日頃よりお世話になっている船引駅コ
ミュニティーセンター自由通路の展示スペースを
会員11名で清掃しました。

第 3R・第 1Z

郡山東ライオンズクラブ
■ヘアドネーション

令和4年2月12日(土) 15時~
ヘアサロントマト(郡山市富田町)に於いて斎藤
奈緒さん(13才・郡山五中1年)からご協力をいただ
きました。
斎藤さんは小学6年生の時にヘアドネーション
活動を行った友人から話を聞き関心を持ち、約3年
間伸ばした34センチの髪を提供してくださいまし
た。
贈呈式では会長L森尾定が感謝状を贈り、斎藤さ
んは「困っている人のためになればうれしい」
と笑
みをうかべました。
ヘアサロントマトでは、
この一年間で斎藤さんを含
めて四人のヘアドネーション活動にご協力をいた
だいております。
幹事 L要田明美

■ヘアドネーション

令和4年3月22日 15時〜
Agu Hair dress喜久田店に於いて蜷川遥香さん
（21才）からご協力をいただきました。
遥香さんは4年前に当クラブよりYCE派遣生とし
てマレーシアに留学した経験があり、いつか恩返
しを、
と思っていたところ数年前にヘアドネーショ
ン活動を知り、数年伸ばした35センチの髪を提供
してくださいました。
贈呈式では会長L森尾定が感謝状を贈り、遥香
さんは「困っている人のためになればうれしい」
「郡山東ライオンズクラブさんとのご縁に感謝した
い」
と笑みをうかべました。
幹事 L要田明美

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 3R・第 2Z

小野町ライオンズクラブ
■ヘアドネーションの提供

令和4年1月31日(月) 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小野高3年の橋本みなみさんら4人に同高校を訪れて、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。
同校の福祉教養系列で学ぶ生徒たちがヘアドネーションの啓発活動に取り組んでおり、協力の輪が広がり
今までと同様に小野町ライオンズクラブに自身の髪を託していただきました。
今回は橋本みなみさんをはじめ、母
の橋本由香里さん、由香里さんの友人
の佐久間圭子さん、同校の白岩妃菜さ
んの妹の愛来さんというように、協力
の輪が校内外に広がりを見せていま
す。
吉田代吉会長からは「今年度に入り
27件目のヘアドネーションであり、県内
のライオンクラブの活動の中でも非常
に誇れる活動となっております。皆さん
から預かった髪を大事に活用させてい
ただきます。」
と御礼の言葉を述べると
ともに、今後の活動にも協力をお願い
しました。
L吉田寿一

■ヘアドネーションの提供

▲前列が提供者と活動の生徒たち

令和4年2月10日(木) 12時45分~13時
小学4年生の遠藤柑奈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、長い髪を切って何かに役立ててほしいとの思いでいたところ、チラシでヘアドネー
ションの活動を知って小野町ライオンズクラブを通じて今まで伸ばした髪を提供してくれました。
今回の活動に対して、吉田代吉会長から
「闘病する子供たちのために貢献していただき、
ありがとうござい
ました。」
と御礼を述べるとともに、荒川友成地区ガバナー感謝状と図書カードを贈呈いたしました。
L吉田寿一

▲左から吉田寿一幹事、吉田代吉会長、遠藤柑奈さん、小荒井新佐校長
16
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■国際平和ポスター・コンテストの表彰式

令和4年2月10日(木) 13時~13時30分
町立小野小学校において、国際平和ポスター・コンテストにおいて入賞した児童への表彰式を実施しまし
た。
同校からは合計93点が寄せられ、
ゾーン・チェアパーソン賞と会長賞を受賞した根本優菜さんをはじめとし
て、平和ポスター委員長賞などを受賞した児童たちに表彰状や記念品を手渡しました。
表彰式には、吉田代吉会長、吉田寿一幹事、西牧義和年次大会事務局次長が出席して、各児童へ授与しまし
た。
式には小荒井新佐校長も立ち会っていただきました。
L 吉田寿一

▲表彰受領の児童たち

▲ZC賞の根本優菜さん

■ひとり親世帯への支援

令和4年3月2日(水) 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」に生活物品を贈呈しました。
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、今回は各種返礼品などで
各会員の自宅に余っている食料品関係の品物を、密にならないようにクラブ三役・事業運営役員で自宅を訪
問して集め、米・お茶・乾燥海苔・洗剤・缶詰め等25種類もの生活用品を贈呈しました。
当日は会長L吉田代吉・会計L太田正一と郡山中央LC会計L高橋智幸から遠野馨理事長に品物を贈呈しま
した。
L吉田寿一

▲太田会計・吉田会長・遠野理事長・高橋会計

▲贈呈物品
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 4R・第 2Z

西会津ライオンズクラブ
■薬物乱用防止教室を開催

令和4年1月19日(水) 10時15分~11時
西会津小学校で6学年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を視聴して、
その後に講師のL廣瀬渉による講話があり、薬物乱用の怖さを生徒に分かりやす
く説明しました。講話が終わって生徒から、
「危険な薬物の種類がこんな多くあることを知って驚きました。知
らない薬には絶対に手を出さないようにします。」
と感想がありました。
子どもたちが健全に成長できるように、微力ながら協力したいと思います。
L武藤健

第 5R・第 1Z

いわせオリオンライオンズクラブ

■子ども食堂への物資支援及びヘアドネーション提供者に対し感謝状贈呈

令和4年1月14日(金)
15時~15時10分(子ども食堂への物資支援)18時~18時10分(ヘアードネーション感謝状贈呈)
子ども食堂への物資支援として精米60kgを届けました。
11月より毎月第2金曜日に実施しましたが、
これで3回目です。耕作している会員の善意により進めております。
また、昨年12月26日のクリスマス家族例会において、
クラブ会員の濵尾富之Lよりお孫さんの濵尾依茉(はま
おえま)さんの髪(31cm以上)2束を事業の趣旨を理解し提供されました。
依茉さんは、須賀川市立白江こども園のちゅうりっぷ組の4歳の
お子さんです。髪はキャビネット事務局へ提出し活用されることを
願っております。1月の例会において感謝状と図書カードを会長より
贈呈しました。
幹事 L佐藤 暸二

▲子ども食堂のkokoyoriの代表熊田ひろみさんへ
精米提供の濵尾富之Lです。
18
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▲阿部弘文会長より濵尾依茉さんに
感謝状と図書カードを贈呈(尚、濵尾富之Lも同席)

各ライオンズクラブ活動報告

Lions cl ubs-Activ ity repo rt

■継続した子ども食堂への物資支援

令和4年2月18日(金) 11時40分~11時50分
子ども食堂への物資支援として精米60kg
(無洗米)を届けました。1月14日に続き11月
より毎月1回実施してきました。これで4回目
です。
幹事 L佐藤暸二

▲子ども食堂のkokoyoriさんへ精米提供のライオンズ会員です。

第 5R・第 2Z

白河ライオンズクラブ
■清掃奉仕活動

令和3年11月16日(火) 6時~7時
45年間続けている、白河市運動公園前道路
(通称ライオンズ通り)の清掃活動を実施しまし
た。近年は福島駅伝に合わせて開催日の前に、
選手の皆様に気持ちよく走って頂ければ幸い
と、会員の皆様にご協力頂きました。皆様お疲
れ様でした。
L柳沼勝栄

▲記念碑の前にて

■子ども食堂支援金贈呈

令和4年2月21日(月) 18時~19時
白河市で子ども食堂と小中学生の勉強のサ
ポートしているボランティア団体「KAKEKOMI」
へ今期2回目の支援金を贈呈いたしました。
代表者の鴻巣氏とこれからの活動支援につ
いて何が必要かを考えるいい機会となりまし
た。
みんなで楽しく食事ができる場を提供出来
るように今後も支援を続けて参りたいと思い
ます。
L柳沼勝栄
▲左より、薄井強会長、KAKEKOMI代表鴻巣氏、
今井敏美事業委員長
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 5R・第 2Z

白河ライオンズクラブ
■卒業生に記念品贈呈

令和4年2月28日(月) 18時~19時
福島県立白河第二高等学校に
おいて、令和3年度卒業式の前日
の2月28日に各種表彰、並びに記
念品贈呈式が執り行われたまし
た。今井敏美事業委員長より卒業
生 14名の代表者へ卒業記念品を
贈呈しました。
L柳沼勝栄

▲今井敏美事業委員長より記念品の贈呈

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、薬物乱用防止教室を開催

令和4年1月20日(木) 10時35分~11時20分
今期初めての、薬物乱用防止教室を西郷村立米小学校
で、6年生34名対象に行われました。今回は、薬物乱用防止
教育講師ゴールド認定のL藤田元洋が、講師で、補助同じく
ゴールド認定のL溝井良美と、会長L車田 昭 、幹事L芳賀哲
夫、事業委員長L大井川直強の5人で開催しました。初めに、
校長先生の小峰 光さんの挨拶と、会長L車田 昭の挨拶を頂
き開始、始めに薬物乱用防止ダメゼッタイのDVDを15分間
▲講演中の写真
見ていただき、そのあと、L藤田が詳しく説明し、最後に大人
になるまで、酒、たばこは絶対にしないよう、
また、父兄がたばこを吸う家族には、受動喫煙に注意するよう説
明しました。今回配りました資料を帰りましたら、家族みんなで見ながら、話し合ってくださいと指導しました。
L溝井良美

■青少年育成の目的で、薬物乱用防止教室開催

令和4年1月21日(金) 10時35分~11時20分
薬物乱用防止教室を白河市立第五小学校で、6年生20名
対象に行われました。今回は、薬物乱用防止教育講師ゴー
ルド認定のL溝井良美が、講師で、補助同じくゴールド認定
のL藤田元洋と、会長Ｌ車田 昭 、幹事Ｌ芳賀哲夫、事業
委員長L大井川直強の5人で開催しました。 初めに、校長
先生の嘉成 靖さんの挨拶と、会長Ｌ車田 昭の挨拶を
頂き、開始し、始めに薬物乱用防止ダメゼッタイのDVDを
16分間見ていただき、
そのあと、L溝井が、詳しく説明し、最
後に、薬物逮捕経験者の体験談2件を読み聞かせし、又大
人になるまで、酒、たばこは絶対にしないように、指導しま
した。今回配りました資料を帰りましたら、家族みんなで見
ながら、話し合ってくださいとお願いしました。
L溝井良美
20
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▲講演中の写真

編 集 後 記
今期からPR・ITライオンズ情報委員会会議は、ハイブリット方式(オンライン出席とリアル出
席)で開催され、若干遠隔地である私もWebで参加することができ大変有効な会議であったこ
とと認識しております。今期は紙面も刷新され大変好評であったことに、小栁委員長はじめ各
委員の皆様に感謝しております。ぜひ、来期においても、
この方式を引き続き活用されることを
期待しております。Web参加は当初は戸惑いもありますが、慣れてしまえば問題なく活用出来
るようになりますので安心して活用してください。
また、
コロナ禍とウクライナの問題が一刻も
早く終息に向かうことを願っております。
PR・IT情報委員会

副委員長

L安田 利実

特定建設業許可
（特）
第16534号

−満足される仕事を第一に−
株式会社
代表取締役

Safety First ISSHIN

福良梱包

一新建設株式会社

L佐藤良一

（福島 LC）

〒960-2153 福島県福島市庄野字一本柳 1-14
TEL 024（593）
4122 FAX 024（593）
4103

ISSHIN

取締役

CONSTRUCTION

渡 辺 一 代（福島 LC）
Watanabe

Kazuyo

新築・リフォーム・不動産

［

］

株式会社 コムテックス
代表取締役社長

代表

諸橋 哲（福島 LC）

田中 希美（福島 LC）

〒960-0102 福島市鎌田字半在家2−１
TEL 024−553−4155 FAX 024−553−4171

ライオンズクラブ国際協会332-D地区 第1R 第1Z

川俣ライオンズクラブ
会長

L鴫原 北斗

幹事

L髙橋 道也

会計

L齋藤 タケ

■事務局/〒960-1421 福島県伊達郡川俣町字鉄炮町33 ハンザワプラザ2F
TEL 024-566-4402 FAX 024-566-4407
ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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明日のために仲間を増やし、コロナにまけずウィ・サーブ

ライオンズクラブ国際協会
332複合地区ガバナー協議会

2021〜2022

国際理事候補者推薦委員 中期改革委員長
332複合地区ガバナー協議会元議長
332-D地区名誉顧問

ガバナー協議会事務局
〒980−0021 仙台市青葉区中央二丁目11−32（太田ビル5F）
TEL 022−261−3324 FAX 022−261−6639
E-mail md332lc@gmail.com

（福島信夫LC）

菅 野 文 吉
Kanno

（川俣LC）

一般社団法人 次世代産業創出構想 理事長
〒960−1401 福島県伊達郡川俣町飯坂字松木内 16−1 2階
TEL 024−597−8875 携帯 090−4477−1371
E-mail yoshio-n@k-kinugawa.co.jp

代表取締役会長

福島コミュニティ放送株式会社
すず

代表取締役社長

き

かず

み

鈴 木 一 海（福島信夫 LC）
suzuki@fm-poco.co.jp

インターネットサイマルラジオ

パソコン・スマートフォンでも放送を
聴くことができます。 FMポコ
検索

〒960-8034
福島市置賜町8-8 パセナカMisse1F
TE（
L 024）522-9900／FAX（024）522-9922

（福島信夫 LC）

おの建築設計事務所

一級建築士事務所

一級建築士

L小 野 喜 一

（桑折 LC）

〒969-1627
福島県伊達郡桑折町字諏訪40−22
TEL024-582-3004・FAX024-582-6335

Bunkichi

代表取締役会長

伊東 靖浩（福島信夫LC）

橘

Tsuyoshi

剛（福島信夫LC）

Tachibana

〒960-8152 福島県福島市鳥谷野字芝切47-1
TEL 024-546-1233 FAX 024-546-1230
e-mail : info@tachibanakougei.jp

− 髙橋縫製 有限会社
タ
代表取締役

髙 橋 幸 子（桑折 LC）

〒969-1622 福島県伊達郡桑折町南町49
TEL024-582-6028・FAX024-582-6425

菅野自動車

有限会社
代表取締役

L菅

野

泰

（桑折 LC）

弘

（桑折 LC）
電 話
F A X
E-mail:kanau@m08.alpha-net.ne.jp

有限会社メンテナンス福島
代表取締役

L 菅野喜義

（福島グリーンライオンズクラブ）

L

（福島グリーンライオンズクラブ）

〒960-8154 福島県福島市伏拝字大日向１７−２
TEL024-545-1396・FAX024-545-1377・携帯 090-3646-2657
E-mail mfkanno@themis.ocn..ne.jp
■自動車整備用機械工具
エコ活用のお手伝い
・メーカー問わず修理OK
中古機械下取買取
・新品/中古再生機械販売
限りある資源活用のお手伝い
■
（株）
やまびこ ■
（株）
ワキタ
■ヤマハ発電機
タイヤチェンジャー・ホイールバランサー・2柱・門柱・埋設リフト・
コンプレッサー・洗車機・溶接機・発電機等 中古販売修理
サービスショップ指定店

フラワー

L 高橋光子

（福島グリーンライオンズクラブ）

〒960-8034
福島市置賜町４−１０
舩山ビル地階1階
TEL 024-521-6188
●ビルメンテナンス業 ●清掃業 ●白アリ予防駆除業 ●土木建築業

有限会社

リーベン福島

代表取締役

笑顔の種をまき、
笑顔を咲かせる

L 佐藤裕一

（福島グリーンライオンズクラブ）

伊達市保原町大立目東川原４９

TEL 024-576-6780
FAX 024-576-3778

一般財団法人

障がい者福祉支援研究所
〒960-0612 福島県伊達市保原町宮下６７−３
TEL 024-574-2342 FAX 024-574-2343

技術と信頼を築く

鋼 構 造 物 工 事 業
国土交通大臣認定 TFBH-203928
全 構 協 H グ レ ー ド 認 定 工場
県知事許可（般−3）第9139号

〒960-8076 福島市上野寺字原 6−2

TEL（024）591-4131・FAX（024）591-4132

２０２１．７〜２０２２．６
（会長スローガン）

no smile no life 感謝をカタチに 奉仕の心で
ライオンズクラブ国際協会３３２−Ｄ地区

会長

二本松ライオンズクラブ
渡辺悦子

幹事

鈴木

充

会計

ライオンズクラブ国際協会
332-D 地区

2021〜2022

2021〜2022
第１副地区ガバナー
LCIFコーデネーター
（二本松LC）

石澤
Ishizawa

〒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

渡邊剛志

ライオンズクラブ国際協会
3 32−D地区 第１R 第２Z

ガバナーテーマ
困難からの再始動そして前進

キャビネット事務局

第１Ｒ・第２Ｚ

会 長

孝

勤務先

渡

辺

WATANABE

悦

Etsuko

子

クラブ事務所 福 島 県 二 本 松 市 成 田 町 1 − 7 5 3
〒964−0871 TEL
（0243）22−8821 FAX（0243）22−8823

Takashi
株式会社石沢

二本松ライオンズクラブ

代表取締役

〒964-0906 福島県二本松市若宮 2-154-15
TEL.0243-23-0431 FAX.0243-23-0453
携帯.090-2886-3373
E-mail:isizawa@nifty.com

E - m a i l：n - l i o n s @ a t l a s . p l a l a . o r . j p

勤 務 先 有限会社 丸又葬儀社 専務取締役
〒964−0917 二 本 松 市 本 町 2 − 9 9 − 2

TEL（0243）22−5598 FAX（0243）23−0258
携帯 090−2367−5315

ライオンズクラブ国際協会332-D地区 第1R 第2Z

本宮ライオンズクラブ
会長

L鈴木 文男

幹事

会計

L佐藤 仁

L加藤 隆

■事務局/〒969-1136 福島県本宮市本宮字九縄27-3
TEL 0243-34-4452

代表取締役

津守

義忠

（本宮LC）

〒 969-1104 本宮市荒井字山神 49-2
TEL 0243-33-3411㈹
FAX 0243-33-3282
E-mail：tork-yt@violin.ocn.ne.jp

ライオンズクラブ国際協会332-D地区 第1R 第2Z

東和ライオンズクラブ
会長

L菅野 好光

幹事

L菅野 一昌

会計

L小林 市太郎

■事務局/〒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・FAX:0243-46-3009

一般建築請負

小林建築
〒964-0201

代表

小林市太郎

二本松市戸沢字馬乗115
TEL・FAX：0243-46-2179

■発 行 2/022年 月
■発行所 3/32 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 P/R・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

