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 488 号

5・6

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68回地区年次大会開催
・ 公認ガイディング・ライオン養成講座開催
・ 子ども食堂支援報告

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

第２副地区ガバナー賞
玉應杏さん

2-1ZC賞
加藤充稀さん
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鈴木ののみさん
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第68回地区年次大会

第68回地区年次大会の大会式典が「水と緑の町 郡山」の郡山ビューホテルアネックスに於いて規
模を縮小しながらも３年ぶりに有人開催となりました。
式典は、地区ガバナーL荒川友成、
キャビネット役員が共に入場し、
ガバナーの開会宣言・開会ゴン
グにより開会されました。
大会副幹事L立花秀和より332-D地区役員紹介・大会副幹事L市川良一より参加ライオンズクラブ紹
介の後、大会委員長L石川勝久より、
「ようこそ水と緑の町 郡山へ！未だ続くコロナウイルス感染拡大
の影響、更に３月16日に本県を襲った震災の影響により会場の変更等がありましたが、何とか開催
の運びとなりました。実行委員の皆様、会員皆様のご理解、
ご協力に感謝申し上げます」
と、
ご挨拶が
ありました。続いてガバナーより大会会長挨拶・ガバナー年次報告があり、名誉顧問・前国際理事L安
澤莊一からもご挨拶を頂きました。続いて、大会副幹事L舟橋俊介より指名選挙委員会結果報告、大
会副幹事L桑原秀治より代議員会決議事項報告、第２分科会委員長L齋藤和則より次年度地区アク
ティビティスローガン
〝心はひとつ ウィ・サーブ！〟が発表され、大会事務局長L吉田政夫より年次大会
2

LION FUKUSHIMA

盛大に開催！

日
時 ２０２２年5月１5日(日) 15時30分〜
開催場所 郡山ビューホテルアネックス

大会会長 L荒川友成

名誉顧問・前国際理事 L安澤莊一

記念アクティビティが披露されました。
続いて、大会会長より年次大会記念アクティビティ目録、前三役へ記念品、平和ポスター受賞者の
齋藤ゆうあさんへ記念品、国際アワード伝達、
ガバナーアワードがそれぞれ贈呈されました。
ここで選挙により選出されましたガバナーエレクトL石澤孝、次期第一副地区ガバナーL門馬弘、次
期第二副地区ガバナーL車田信彦の入場となり、大会会長からの紹介、
ガバナーキーの引継、花束の
贈呈がされました。
そして、
ガバナーエレクトL石澤孝より来期に向けての熱い思いのこもったご挨拶、次期ホストクラ
ブである二本松LC会長L渡辺悦子よりL石澤孝への熱いエール、各クラブへの応援のお願いといった
ご挨拶の後、
ガバナーに花束を贈呈されました。
第一副地区ガバナーL門馬弘のライオンズ・ローア、大会会長による閉会宣言・閉会ゴングで閉会
となりました。
PR・ITライオンズ情報委員長 L 小栁広二
ライオン福島

検索

http://lc332d.com

LION FUKUSHIMA

3

大会委員長 L石川勝久

司会：大会幹事 L渡部政介
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司会：大会副幹事兼事務局長 L増子澄子

大会会計 L工藤正美

第２Ｒ・第１Ｚ・ＺＣ L齋藤和則

大会副会計 L舟橋俊介

大会副幹事 L立花秀和

大会副幹事 L市川良一

大会副幹事 L桑原秀治

大会事務局長 L吉田政夫
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年次大会記念アクティビティ目録贈呈 ふくしまこども食堂ネットワーク代表 江川和弥様

平和ポスター受賞者へ記念品贈呈

前三役へ記念品贈呈 Ｌ真田倭夫

齋藤ゆうあさん

国際会長アワード伝達

ガバナーアワード贈呈
名誉顧問・複合地区国際理事候補者推薦委員・複合地区中期改革委員長 Ｌ菅野文吉

ライオン福島

L深澤幸子

L鈴木れい子

L神田秀雄

L増子澄子

L橋本修一

ガバナーアワード贈呈
郡山西LC会長 L椎根健雄
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ガバナーエレクト L石澤孝
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ガバナーキーの引継ぎ

ガバナーエレクト L石澤孝

次期 第１副地区ガバナー L門馬弘

次期 第2副地区ガバナー L車田信彦

二本松LC会長 L渡辺悦子

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

第６８回代議員会

日
時 ２０２２年5月１5日(日) 10時〜
開催場所 郡山ビューホテルアネックス

地区年次大会の代議員登録の後、午前10時より資格審査委員会、議事運営委員会、指名選挙委員
会が行われました。続いて
「次期正副ガバナー選挙」が実施され、10時40分より代議員全体会総会が
行われました。
総会は、大会議長Ｌ荒川友成の開会宣言・開会ゴングで開始され、大会議長挨拶、資格審査委員
会より審査結果報告及び議事運営委員会より議事規則の説明があり、ついで指名選挙委員会より選
挙結果の報告がありました。
総会はここで一時休会とし、各分科会に分かれ議事審査に入りました。分科会においては活発な
議論がなされ約40分間で終了し、総会が再開されました。
再開後の総会では、
各分科会委員長より審議結果の報告があり、
決議事項確認報告がなされました。
その後、前年度会計報告並びに監査報告があり、更に今年度上半期会計報告及び上半期監査報
告あり、大会議長の閉会宣言により閉会されました。
PR・ITライオンズ情報委員長 L 小栁広二
8
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資格審査委員長 L坪井肇

大会副幹事 L 栁沼智

- 次 期 正 副ガバナー選 挙 -

大会副会計 L丸山孝男

第５Ｒ・第１Ｚ・ＺＣ L小林一雄

第３Ｒ・第１Ｚ・ＺＣ L池上祐志

前会計 L神田秀雄

前期 監査委員 L小林志津子

今期 監査委員 L赤塚英夫

ライオン福島
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次期正副ガバナー選挙結果
地区ガバナー候補者
L石澤孝（二本松LC）

第1副地区ガバナー候補者
L門馬弘（原町LC）

第2副地区ガバナー候補者
L車田信彦（玉川LC）

賛成票
反対票

206
1

205
1

206
1

無効票

0

1

0

分科会審議結果表
委員会

2022年4月1日332-D地区会員数
クラブ定数に基づく代議員数

運営委員会

議事運営委員会

分科会

第１分科会
GAT＝GMT
GLT
GST
SPC・FWT

決議委員会

第２分科会
アラート・会則 委員会/
PR・ITライオンズ情報 委員会/
文化活動・環境・献血・
臓器移植推進 委員会
第３分科会
YCE 委員会、経理
中期改革・大会参加・
薬物乱用防止 委員会
青少年育成・LQ（ライオンズクエスト）
・
平和ポスター 委員会
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（１）

決議事項

2,275名

251名

上記内、定数以外の代議員資格者数
2022年5月15日午前10時00分現在

指名選挙委員会
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（１）

項目
資格審査報告

資格審査委員会

報告

承認

16名
代議員登録者数

207名

第68回代議員会運営は、2022年2月4日開催の第3回キャビネット会議
（オンライン決議）
で承認された運営要項による。

承認

（１）

次期地区ガバナー選挙の件

承認

（2）

次期第1副地区ガバナー選挙の件

承認

（3）

次期第2副地区ガバナー選挙の件

承認

（4）

2022年〜2024年度

承認

国際理事候補者推薦について

議案

提出議案項目
尚、名称はGMAで統一することが後日決定した。

決議事項

1

JMA促進の件

2

GMT促進の件

承認

承認

3

GLT促進の件

承認

4

GST事業参加促進の件

承認

5

SPC（スペシャルティクラブ）
・FWT事業参加促進の件

承認

6

LCIFへの献金協力の件

承認

7

LCIF交付金とクラブシェアリングの活用推進の件

承認

1

地区およびクラブアラート委員会の支援対策確認の件

承認

2

市町村の社会福祉協議会との災害支援協定の件

承認

3

ライオン福島誌発行とPR活動の件

承認

4

WEBを活用した会議実施の件

承認

5

次年度332-D地区アクティビティスローガン決定の件

承認

6

献血事業協力の件

承認

1

YCE事業の拡充を目的とした見直し検討の件

承認

2

ライオンズクエスト事業再開におけるPR協力の件

承認

3
4

332複合地区国際理事選出に伴う積立支援金協力の件【実施見送り】

新型コロナウイルス感染症や世界の経済状況悪化により各会員の負担が甚大な為、
実施見送りとする

次期地区の運営費・特別費に関する会員1人当たり負担金の件

承認
承認

第68回地区年次大会記念アクティビティ
●子ども食堂へ自衛隊非常食を贈呈 ●子ども支援団体へ生活物資を贈呈
●フードバンクへ「お米」贈呈 ●防災準備品の購入と備蓄$9,010.52（1,099,538円）

●子ども食堂へ自衛隊非常食を贈呈
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、五目釜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。
「子ども食堂」は地域住民や自治体が主
体となり、無料または定価確帯で子どもや親に食事を提供するコミュニティの場です。
●子ども支援団体へ生活物資を贈呈
子ども食堂つばさ会、
ファミリーホームいぶき、地域サロンまるわ、
あ
いメッセージ、
フードバンク郡山そっとね 郡山市内5団体へトイレッ
トペーパー、ティシュボックス、洗剤などの生活希望物資60万円相当
を贈呈。
●フードバンクへ
「お米」贈呈
LCIF地区シェアリング交付金を活用し、
「フードバンク」へお米の支援（ひとめぼれ5kg×700個＝
3.5t）1,100,000円分を支援。ビーンズふくしま
（福島市）、
フードバンク郡山そっとね（郡山市）、ザ・
ピープル（いわき市）、
フードバンク二本松（二本松市）4団体とふくしまこども食堂ネットワーク、
その
他支援団体へ贈呈。
「フードバンク」は支援を必要とする方へ、寄贈された食材や食品を無償で提供
し、地域の食材を有効に活用する食料支援活動を行っています。
●防災準備品の購入と備蓄$9,010.52（1,099,538円）
頻発する自然災害に対応し、緊急時に速やかな支援を行えるよ
う、3年に1度申請が可能となるLCIF防災準備交付金を活用し、
ブ
ルーシート381枚と土のう袋2,000枚、
ロープ41巻をキャビネット
事務局に備蓄。

ライオン福島
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第68回地区年次大会

ガバナー晩餐会に先立ちアトラクションとして、福島県立郡山商業高等学校の管弦楽団による演
奏とチアリーディング部によるダンスが披露されました。
どちらも全国大会で活躍されていることも
あり素晴らしいパフォーマンスで会場を大いに盛り上げてくれました!
16時からの晩餐会は大会事務局長L吉田政夫と大会副幹事兼事務局次長L佐久間正次が司会を
務め、大会幹事L渡部政介の開宴の挨拶で始まりました。大会会長・地区ガバナーL荒川友成の挨拶
の後、前地区ガバナー・名誉顧問会議長L真田倭夫のWe Serveで乾杯を行いました。
12
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アトラクション・ガバナー晩餐会

大会副委員長

L栗原一家

大会副幹事兼事務局次長

L佐久間正次

3年ぶりの開催とあって短い時間ではありましたが、感染防止を図りながら会員の皆様同士が各
テーブルにて懇親を深めている姿がとても印象的でした。
楽しい時間はあっという間に過ぎ、最後に“また会う日まで”地区ガバナーエレクトL石澤孝のライ
オンズローア、大会副委員長L栗原一家の閉宴の挨拶でガバナー晩餐会が終了しました。
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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第68回地区年次大会記念ゴルフ大会
日
時 ２０２２年5月１6日(月) 8時〜
開催場所 大玉カントリークラブ

▲始球式L真田倭夫

▲始球式L石澤孝

第68回年次大会記念ゴルフコンペは式典から一夜明けた５月16日、安達郡大玉村の大玉カント
リークラブにて行われました。
当日は生憎の雨模様となりましたが、各コースにてゴルフ部会より競技説明の後、始球式を行いス
タート！参加者の皆様は雨にも負けず、楽しみながら日頃鍛えた腕を競い合いました。
表彰式は15時30分からクラブハウス内で年次大会事務局長L吉田政夫の司会で始まり、
ゴルフ部
会部長L三本木礼子の開会の言葉、地区ガバナーL荒川友成の挨拶の後、年次大会委員長L石川勝久
の乾杯！キャビネット副幹事L市川良一、郡山中央LC、L金沢富城の進行で成績発表が行われました。
総合優勝はL三瓶晴彦（福島信陵LC）
「メンバーに恵まれベスグロ優勝する事ができました！景品
の華の湯でみんなと宴会をしたいと思います！」
と語り会場の笑いを誘っていました。
女性の部の優勝はL渡邉礼子（川俣LC）
「思いがけず優勝できました。雨の中ではありましたが、楽し
いメンバーと無事に生還できて何よりでした！」
と挨拶されました。
ガバナーエレクトL石澤孝のライ
オンズローア、第3R第2Z・ZC L池田明男の閉会の言葉で閉会となりました。郡山中央LCの準備で進
められました記念コンペは成功裏に幕を閉じました。
PR・ITライオンズ情報委員長 L 小栁広二

総合の部
優

勝

L三瓶

晴彦

福島信陵

43

38

81

10.8

70.2

準優勝

L髙野

博之

郡山あさか

46

39

85

14.4

70.6

３ 位

L橋本

翔

福島信陵

47

42

89

16.8

72.2

女性の部
▲優勝L三瓶晴彦

▲女性優勝Ｌ渡邉礼子

優

勝

L渡邉

礼子

準優勝

L小林志津子

３ 位

L安藤

幸子

川 俣

46

42

88

12.0

76.0

福島信陵

47

47

94

18.0

76.0

郡 山

53

46

99

22.8

76.2

38

81

ベスグロ
L三瓶
▲受付（郡山中央LC）
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晴彦

福島信陵

43

公認ガイディング・ライオン
養成講座を開催
日
時 ２０２２年4月7日(木)13時3０分〜
開催場所 郡山市「郡山商工会議所」

GLT（指導力育成チーム）
では4月7日330複合地区GLTコーディネーター濱野雅司ライオンを講師
にお招きし、
「公認ガイディング・ライオン養成講座」
を2年ぶりに開催しました。運営に大変参考とな
る講座で、23名の公認ガイディング・ライオンが誕生しました。
公認ガイディング・ライオン養成講座は新規結成クラブの支援だけでなく、既存のクラブ、
あるいは再
建に取り組んでいるクラブの支援をすることを目的としたものです。
GLTコーディネーターL水野さちこ
（会津若松LC）の司会により、キャビネット幹事L渡部政介の開
会の言葉に始まり、地区ガバナーL荒川友成が挨拶。
6部コースにて講演されました。
第1部：成功するガイディング・ライオンのスキル
リーダーとしての能力を高めることができるよう支援する
第2部：最初が肝心―情報通になろう
国際協会が現在提供している資料と研修を支援しよう
第3部：クラブ役員メンターチームを編成しよう
ゾーン・チェアパーソンが主催する研修や行事にクラブ役員を参加させよう
第4部：クラブ役員研修を企画
新役員が必要な情報をみつけられるよう支援する
第5部：クラブのニーズを調査
クラブに合った支援を提供する
第6部：ガイディング・ライオン用リソース
最後に、公認ガイディング・ライオン用テストがありました。
講演は実に意欲、熱意を感じさせるもので、大変参考になりました。
質疑応答、参加者の感想後、
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

検索

http://lc332d.com
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子ども食堂支援報告
支援金配布日：2022 年2 月1 日
支援金額：1 団体あたり26,000 円×16 団体 計416,000 円
支援金配布団体：
一般社団法人グレースコミュニティサービス、いなわしろ地域食堂まんまる、
しおりっちこども食堂、NPO 法人 チームふ
くしま、のんびりキッチン、ぱすかるキッズクラブ、ぼんじょいの会、NPO 法人 ふるどの、みんなの環食堂、楽“菓子屋ひろ
ば、子どもカフェたまご、NPO 法人 真善美、南相馬社会福祉法人連絡会、福笑門、蓬莱わいわいクラブ、北信カルバリー
子ども食堂
団体選定について：
ふくしまこども食堂ネットワークに加盟しているこれまでライオンズクラブより直接支援を受けた実績のないこども食堂
を対象に周知を行い、
申請のあった16 件で寄付金を均等割りで配分。
■支援金活用団体の声をアンケートで以下の通り集計いたしました。
支援金の主な使い道
16件の回答

43.8%

12.5%

●こども食堂で調理して提供
●調理してお弁当で提供
●フードパントリーで提供
●その他

43.8%
ライオンズクラブへのメッセージ
16 件の回答
・この度は活動の為の寄付金をいただきまして、大変ありがとうございました。主にひとり親世帯など困窮家庭へのフー
ドパントリーや中高生の学習支援の時にお弁当を購入して皆で会食をしたりと、大変ありがたく使わせて頂きました。ひ
とり親世帯の方々はコロナ禍でますます大変な状況にありますが、
この度の、
あたたかいご支援に心より感謝し喜ばれて
おりました。今後ともよろしくお願い致します。
・この度はご支援いただきありがとうございます。当こども食堂は猪苗代町の最初のこども食堂として昨年11 月に夫婦で
始めました。開始以来、
月２回のペースで開催を重ねて、現在は毎回50 食ほどご利用いただいています。個人での活動
のため、公的な支援を得ておらず、
この度のライオンズクラブ様のご支援は財政的にとても助かりました。今後も、地域に
根付いた活動ができるように努力していきます。
ありがとうございました。
・春にかけて資金が厳しい時に、
とても助かりました。
この日のメニューは味ごはん弁当と野菜やパンなどの食材とクラ
フト素材を購入させていただきました。配布セットに子どもたちも保護者の皆さまもとても喜んでくれました。
・おかげさまで炊飯器と寸胴鍋と台車揃える事が出来ました。
ありがとうございました。
お世話になります。
当法人は障がい者
（知的・精神）
の救済を行っておりますので大変助かります。
ありがとうございました。
・この度は、福島の子ども食堂にご支援いただきまして、
ありがとうございます。
わたしたち団体は、
コロナとなり利用者が
3 倍となりました。お弁当のお届けをさせていただいていますが、今回は卒業お祝いメニューとして、
ちらし寿司、
ヨーグ
ルトを購入させていただきました。地域の利用者、
シングル世帯へ159 食をお届けさせていただきましたこと、誠にあり
がとうございます。今後ともお力を貸していただきますよう、
よろしくお願いいたします。
・支援金ありがとうございます。子どもたちはじめ地域の方々が月2 回のひろば食堂(子ども食堂)を楽しみに来ています。
続けることで繋がる輪を感じています。
ありがとうございます。
・子どもと保護者から大変喜ばれています。
ありがとうございました。
・さまざまなご支援、
ありがとうございます。
・支援金を頂きありがとうございました。立ち上げたばかりのため頂いたお金でチラシ作りに使わせて頂きました。
・ご支援いただきありがとうございました。
・この度はありがとうございました。
こちらでは、ひとり親家庭対象で継続支援しております。
・この度は、
ご支援をいただきまして誠にありがとうございます。子どもたちが笑顔になるきっかけになりました。心から
御礼申し上げます。
・支援金に対して感謝申し上げます。今後も継続していただき、子ども食堂の活動に
ご協力いただけますようお願いいたします。
・ご理解とご協力誠に有難うございました。
・この度は貴重なご寄付を頂きありがとうございました。
今回は居場所活動の「ジョ
イクラカフェ」のお弁当購入とフードパントリーの配布食材補充に利用させていた
だきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
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第68回 332複合地区年次大会
日
時 ２０２２年6月5日(日) 10時〜
開催場所 秋田キャッスルホテル

ガバナー協議会議長L下間俊悦により開会宣言並びに開会ゴングで開催され、357名の代議員投
票によって国際理事候補者L長澤千鶴子（332-C地区 第3R・第2Z 柏なの花ライオンズクラブ所属）
332複合地区ガバナー協議会次期議長予定者L田名部智之（332-A地区第5R・第1Z 八戸ライオンズ
クラブ所属）等の議案が審議されすべての議案が決議されました。
その後332複合地区第68回年次大会式典が同ホテルにて大会会長のL下間俊之が開会宣言並び
に開会ゴングを鳴らし、3年振りにリアルにての式典が459名のLの参加にて盛大かつ厳かに開催さ
れました。
PR・ITライオンズ情報副委員長 L中島照夫

第2R・1Z・2Z 諮問委員会
日
時 ２０２２年4月18日(月) 16時〜
開催場所 クーラクーリアンテサンパレス

第１Z・2C秘書 L安房浩之の司会により、第1Z・2C L斎藤和則 第2Z・2C L阿部徳明の挨拶を頂
き、今後の活動等について活発な意見交換が行われ、諮問後の懇親会で参加Lの親交を深くする事
ができたひと時でした。
PR・ITライオンズ情報副委員長 L中島照夫
ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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安澤莊一 前国際理事報告会
日
時 ２０２２年5月30日(月)
開催場所 郡山ビューホテルアネックス

L安澤莊一 恵子令夫人へ花束贈呈

332-D地区ガバナー L荒川友成

元国際理事

L佐藤義雄

鏡割り乾杯

332複合地区ガバナー協議会議長
L下間俊悦

前国際理事

同期ガバナー
ハンブルク会代表 Ｌ小笠原義見都

白河市長

L川島正行

鈴木和夫様

前国際理事

L渡部雅文

L安澤莊一 恵子令夫人

2018-2021年度国際理事を務められましたL安澤莊一の報告会が行われました。
第一部報告会は安澤莊一前国際理事がご夫婦で入場され、332-D地区第1副地区ガバナーL石澤
孝の開会のことば、実行委員長L菅野文吉より発起人代表挨拶の後、多数のご来賓の皆様よりご祝辞
をいただきました。
L安澤莊一からは３年間の国際理事としての活動の報告と
「国際理事会に参加して透明性、
ジェン
ダー平等、情報の共有、バランスが大切と再認識した。組織がしっかりしていなければ、運営も奉仕活
動も空回りしてしまう、我々はライオンズ自身誇りを持って奉仕事業を展開する事が大切である。We
Serveを実践する事がライオンズクラブを持続可能なものにしていく」
と挨拶されました。最後に
奥様への感謝の言葉を添えて、皆様に感謝とお礼のことばと致しました。
その後、安澤前国際理事ご
夫婦へ花束が贈呈され332複合地区ガバナー協議会前議長L伊藤明彦のライオンズローア、332-D
地区第2副地区ガバナーL門馬弘の閉会のことばで閉会とまりました。
第二部慰労会もご夫婦での入場、332-D地区キャビネット幹事L渡部政介の開宴のことばで始ま
り、祝舞が披露され、鏡割り、
その後332複合地区ガバナー協議会元議長L竹下直義のご発声により
乾杯〜遠藤元気太鼓、日本舞踊、ベリーダンスの余興もあり大いに盛り上がりました。その後、
2022-2023年度332複合地区ガバナー協議会議長予定者L田名部智之の中締め、続いて全員で「ま
た会う日まで」、332-D地区キャビネット会計L工藤正美の閉宴のことばで閉宴となりました。
PR・ITライオンズ情報委員長 L 小栁広二
18
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〜ヘアドネーションにご協力いただきました〜

▲2021年12月10日
（金）

▲2022年4月27日
（水）

郡山市の内ケ﨑伊織さん(12歳)と内ケ﨑詩織
さん(6歳)のご姉妹にヘアドネーションにご協力
いただきました。
伊織さんは2021年12月10日(金)に、詩織さん
は2022年4月27日(水)にキャビネット事務局へ
ご来局いただき、感謝状の贈呈を行いました。

郡山市のヘアーサロン大坂さんで渡邊亜須香
さん(4歳)に生まれてからずっと伸ばしていた髪を
寄付していただきました。
ご協力ありがとうございました。

ご協力

ありがとう
ございました。
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 1R・第 1Z

福島ライオンズクラブ
■福島市内ごみ拾い

令和4年4月17日(日) 7時~
会員10名が参加し、福島市内のゴミ拾いを
行いました。
ゴミが少なかったのはコロナ禍の影響かと
思われます。
ゴミゼロの街を目指し、今後も活動を継続し
ていきます。
会長 L佐藤良一

■子ども食堂へ物資の支援

令和4年3月24日(木)
子ども食堂への物資支援を、子ども食堂「よ
しいだキッチン」主宰江藤大裕様を通じて行な
いました。
クラブ例会に於いて、使用しない食料品・
（レト
ルト食品・お菓子・調味料など）未使用のタオ
ルなどをを各家庭よりご持参頂き寄贈しまし
た。
家庭からの支援は、食品ロスにも繋がってい
きますので、今後も継続して協力していきたい
と思います。
会長 L佐藤良一

第 1R・第 1Z

川俣ライオンズクラブ

■交通安全ふれあいキャンペーンに啓発用品贈呈

令和4年4月6日(水) 14時~15時
川俣町鶴沢ローソン前にて交通安全ふれあいキャンペー
ンに協力いたしました。キャンペーン啓発用品にヤクルト
200本と花の種を贈呈し、
ドライバーに安全運転を呼び掛け
ました。
事業委員長 L髙橋照伸
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各ライオンズクラブ活動報告

Lions cl ubs-Activ ity repo rt

■川俣町中央公園清掃及び宇宙桜周囲整備

令和4年4月21日(木) 10時~12時
桜の季節が終わった川俣町中央公園のゴミ拾いと第64回
332-D地区年次大会に記念植樹した「宇宙桜」の周囲の整備
をおこないました。宇宙桜は昨年の2倍に成長し、樹木の根
元が荒れていたところを整地して芝を張り替えました。参加
L15名にて整地し見違えるようにきれいになりました。
事業委員長 L髙橋照伸

■川俣町の子供たちに花の種を贈呈

令和4年4月22日(金) 11時~11時30分
川俣町役場において、今年度5校の小学校が統合され新
設した川俣小学校と新学年を迎えた川俣中学校の児童生
徒に、
「人にやさしく世界平和を願い」花と野菜の種715袋
を川俣町教育長に贈呈しました。
これは小中学校の児童生徒に加え、幼稚園や保育園児
にも配られることになりました。子どもたちに、
きれいな花
を咲かせてもらいたいと思います。
事業委員長 L髙橋照伸

■献血奉仕

令和4年4月26日(火) 9時~17時
川俣町役場前駐車場において献血バスによ
る献血奉仕を行いました。会員はじめ、各事業
所や地域の方々に声掛けをし、献血協力者に
は川俣シャモのおつまみセットと花の種を記
念品として贈呈致しました。
400㎖51名の協力がありました。
事業委員長 L髙橋照伸

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 1R・第 1Z

福島信夫ライオンズクラブ
■子ども食堂へ支援

令和4年3月8日(火) 18時~
子ども食堂物資支援を、子ども食堂「よしい
だキッチン」主宰江藤大裕様を通じて行いまし
た。
クラブ例会に於いて、お米5万円分の目録
と、使用しない食料品(レトルト食品・お菓子・
調味料など)を各家庭よりご持参頂き寄贈しま
した。
家庭からの支援は、食品ロスにも繋がって
いきますので、今後も継続して協力していきた
いと思います。
事業委員長 L渡邉信幸

■黒岩虚空蔵尊史跡表示板清掃

令和4年4月24日(日) 8時~
福島市黒岩虚空蔵尊に設置してある史跡表示板の清
掃・点検を行ないました。
少人数での活動になりましたが、全ての看板を綺麗
に拭き上げ作業を終えました。
事業委員長 L渡邉信幸

第 1R・第 1Z

福島グリーンライオンズクラブ
■子ども食堂へ「活動資金」贈呈

令和4年4月6日(水) 18時30分~18時40分
4月第一例会に於いて
「NPO法人ビーンズふくしま」の江藤大裕福島事
業部門長をお招きして、活動資金の贈呈を行いました。江藤様から、子ど
もたちの現状は、
コロナで「修学旅行や運動会が中止」、楽しいはずの「給
食時間も黙食」
で、通常では考えられないような生活が日常となっていま
す。今までも貧困や虐待、ネグレクト(育児放棄)などの問題がありました
が、
そのほかにコロナで生活が一変してしまった子どもたちの抱える問題
が様々出てきています。今、何が出来るかを常に考え
「子ども食堂」
を通じ
てずっと支えになっていけたら良いなと思っています。
とお話がありまし
た。当クラブでは、活動資金の協力や周知のお手伝いなどで引き続き支援
していきたいと考えています。
事業委員長 L高橋千昭

▲活動資金贈呈（江藤様・尾形会長）

▲感謝状授与
22
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各ライオンズクラブ活動報告

Lions cl ubs-Activ ity repo rt

■春の献血活動

令和4年4月15日(金) 13時~16時
福島駅東口バスターミナル前で献血協力を呼びかけました。
事前にSNS(インスタグラム・Facebook)で協力を呼びかけ。
街頭では「のぼり旗」
を設置。
ご協力頂いた方には「マスク1箱」
を進呈。当日は小雨が降る肌寒い日で人通りも
少なく苦戦しましたが、事前にお願いしていた方や取材に来ていた新人の記者の方などが協力してくれまし
た。通常の献血条件の他に
「新型コロナワクチンを48時間以内に接種された方」や「陽性と診断されてから消
失後4週間以内の方」は献血をご遠慮いただくなど、沢山の条件をクリアしなければならない事があり大変で
したが、
こんな時こそ、
より一層「献血を呼びかけ」血液不足をなくしていかなければならないと深く思いまし
た。
それから…当クラブLが献血回数30回達成で「記念品」
を頂きました。素晴らしい!! 血液センターでは10回
30回50回の時に
「素敵な記念品」
を用意しているそうです。
事業委員長 L高橋千昭

▲献血記念品

▲街頭で献血呼びかけ

第 1R・第 2Z

本宮ライオンズクラブ
■献血協力

令和4年4月29日(金) 11時30分~16時
大玉村街頭献血に協力しました。当日は天候も悪く肌寒
く採血協力者は27名で前年と比べると半分の人数でした。
5月分の献血協力アクティビティは下記の通りです。
5月21日 本宮市企業訪問献血に協力 15時~18時30分
採血協力者 33名
5月23日 大玉村企業訪問献血に協力 9時~17時
採血協力者 31名
採血協力者全員(不採血者も含む)には、本宮市特産の
「本宮烏骨鶏卵」1Pを進呈。
L佐藤仁

▲4月29日(金)PLANT5大玉店での街頭献血

■ヘアドネーション

令和4年5月4日(水) 9時~
渡邊早苗さん―本間美容室
芳賀沼佳帆さん―美容室MARU
斎藤 心さん
（小5）
・斎藤 悠さん
（小3）
・清野鈴夏さん―キラク美容室
以上5名の方がヘアドネーションに協力して下さいました。
L佐藤仁

ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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第 2R・第 1Z

福島中央ライオンズクラブ
■ウクライナ避難民支援
「福島民友愛の事業団」
に寄託

令和4年3月3日(木)
第1339回例会にて、監査委員吉岡棟憲ライ
オンよりウクライナ避難民支援について緊急
提案が行われ、
「福島民友愛の事業団」への寄
託が全会一致で可決されました。
例会終了後、
さっそく安藤那美子会長、渡邉
繁雄幹事、岩城恭子会計が民友新聞社を訪問
し、菊池克彦常務に義援金を手渡しました。
ウクライナの方たちに、何とかして救いの手
を差し伸べたいという思いは、
クラブの総意で
す。一日も早い停戦と、平穏な日々が戻ること
を願うばかりです。
L高橋満彦

▲菊池常務に義援金を手渡す安藤会長と渡邉幹事、岩城会計

■ヘアドネーション

令和4年3月13日(日)
福島市の藤巻みなみさんより、ヘアドネーションに役立ててほしいとの思いで、
約40センチの髪の毛をご提供いただきました。
藤巻さんは高校2年の時に、行内でヘアドネーションのポスターを見たことを
きっかけに興味を持ち、3年間伸ばしていた髪を今回提供するに至った。
「髪を失
うことは想像以上に大変なはず。誰かの役に立てたと思うとうれしい」
と話されま
した。
L大江秀樹

▲福島民友新聞より

■ヘアドネーション

令和4年3月29日(火)
福島市のnest(ネスト)野田店
にて、
リー・美菜子さんのヘア
ドネーションが行われました。
以前からヘアドネーションへの
興味があり
「自分に役に立てる
ことがないか」
と思ったことが
きっかけとのこと。
ウィッグを利
用している方のブログに「うれ
しい」
と書き込んでいたことも
後押しし今回に至りました。
リーさんは、
「 髪の毛で苦労
している小さい子もいる。髪の
毛を贈ることで喜んでくれるひ
とがいれば」
と話されました。
L大江秀樹
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▲安藤那美子会長に髪の毛を手渡すリーさん

▲カット前の様子

各ライオンズクラブ活動報告
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第 2R・第 1Z

福島信陵ライオンズクラブ
■予防衣とフェイスシールド贈呈

令和4年3月23日(水) 11時~11時30分
新型コロナウィルス感染拡大防止に役立てて欲し
いと、福島県老人福祉施設協議会に予防衣400枚と
フェイスシールド500枚を寄贈しました。会長L小林志
津子が「感染が拡大しやすい高齢者施設で活用して
欲しいと」遠藤由貴恵副会長に渡しました。遠藤由貴
恵副会長は「予防衣などは1日に何枚も使用するので
大変ありがたいです」
と支援に感謝されました。
この予防衣とフェイスシールドは、当クラブL鎌田邦男
より提供頂きました。奉仕委員長L三瓶晴彦も同行致
しました。
幹事 L橋本翔

▲遠藤由貴恵副会長

会長L小林志津子

■街頭献血並びにヘルプマーク啓蒙活動

令和4年3月26日(土) 11時~16時
JR福島駅東口ミスタードーナツ前で街頭献血並びにヘル
プマーク啓蒙活動を実施致しました。
当日は、
コロナ禍、悪天候の中沢山の方が献血に協力をし
て下さいました。献血に協力頂いた皆様にはクラブよりお土
産を渡しました。
また、
クラブオリジナルのチラシ入り除菌ジェルを配布してヘ
ルプマークの啓蒙活動を実施しました。
幹事 L橋本翔

第 2R・第 1Z

福島松川ライオンズクラブ

■福島交通松川支所前バス停留所にベンチ設置

令和4年3月12日(土) 10時~11時
松川支所に訪れる高齢者がよく利用する松川支所前バス停の
ベンチシートを、新品同様に修繕し設置しました。
これからは、ゆっくり座ってバス待ちをしていただきたいと思
います。
L斎藤義博
▲福島交通松川支所前停留所
ライオン福島

検索
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第 2R・第 1Z

福島東ライオンズクラブ
■国道4号線の清掃

令和4年3月25日(金) 16時~17時
渡利地区内にある国道4号線の歩道清掃を行いました。
タバコの吸い殻、空き缶、ペットボトルが主なゴミですが、
カラスが落としていくのでしょう、
クルミがいっぱ
い落ちていました。
L尾形省二

第 2R・第 2Z

伊達町ライオンズクラブ

■やすらぎの森「愛宕山」清掃作業

令和4年3月27日(日) 6時30分〜
伊達市箱崎地区の愛宕神社では毎年4月に例大祭が開催されます。
当クラブでは継続事業として毎年例大祭前の3月に山頂及び参道の清掃作業を実施しています。今年は前日
の雨や大風のために重くなった落ち葉や折れた枝などを丁寧に取り除きました。
新緑のまぶしい季節の中で奉納される
「箱崎獅子舞」
を楽しみにしています。
L高荒啓一

26
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第 3R・第 1Z

田村ライオンズクラブ
■環境保全植樹活動

令和4年3月17日(木) 16時30分~
大鏑矢ふれあい公園(ライオンズの丘)の名称変更記念で植えたツツジと田村市陸上競技場の東日本大震
災復興祈念植樹のドウダンツツジの追加を行いました。
ツツジもドウダンツツジも、何本か傷んできており、
きれいに咲かせようと、植樹を行いました。

■「春の交通安全運動」出動式参加

令和4年4月5日(火) 10時~
田村ライオンズクラブでは、田村警察署より要請を受け、
「青色パトロール隊」
を結成し、地域の安心･安全
のため、小中学校の生徒の下校時間を中心に田村署管内を定期的にパトロールしています。
この度、青パト2台の出動要請があり、
「春の交通安全運動」出動式に青パト車2台･会員3名で参加しました。

■清掃奉仕活動

令和4年4月7日(木) 16時30分~
田村ライオンズクラブでは、桜の観光シーズンにあた
り、田村市の入り口となる船引・三春インターから国道288
号線沿いの清掃、空缶拾いを会員15名にて行いました。
田村市には、小沢の桜・大滝根河畔の桜並木・永泉寺の
桜・仲森の紅しだれ桜などが多くあり、例年県内外より観
光客が多数来市するこの時期行っています。
当クラブが42年間行っている継続事業です。

ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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■ヘアドネーション

令和4年4月24日(日) 18時~
関根つぐみさんは、ヘアドネーショの活動を知り、
「医療用ウイッグとして、誰かの役に立てれば...」
と思
い、当クラブ事務局まで、
ご持参いただきました。
あり
がとうございます。

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3月14日(月) 13時 ~13時 30分
小野町ライオンズクラブは、小野町内の竹川みゆ
きさんからヘアドネーションの提供を受けるために
自宅を訪れました。
竹川さんは「小野高校生が作成したヘアドネーション
のチラシを見て、髪が30㎝を超えた時に提供を決め
ました。人の役に立ててうれしい。」
と話していました。
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
バナー感謝状と記念品を贈呈いたしました。
L吉田寿一

▲左から吉田代吉会長、竹川みゆきさん、L西牧義和

■ゴルフチャリティー金の贈呈

令和3年4月4日(月) 13時30分~14時
小野町ライオンズクラブは、小野町役場を訪れて、
チャリティーゴルフコンペで集まったチャリティー金
を小野町に贈呈しました。
このチャリティー金は、3月21日に45名参加のもと
「小
野町ライオンズクラブチャリティーゴルフコンペ」を
実施したところ、参加者から53,000円もの浄財が集
まったので、吉田会長から
「将来の宝である子供が、
気軽に集まって活動できる場所で使っていただきた
い。」旨の話をしたところ、村上昭正町長からは「大切
なお金なので有効に活用させていただきます。」
との
話をいただきました。
当日は吉田代吉会長をはじめ太田正一会計、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。町の菅野望副町長も同席しました。
L吉田寿一
28
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▲贈呈模様
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第 3R・第 2Z

小野町ライオンズクラブ
■新聞購読料の寄付

令和4年4月19日(火) 13時~ 13時 30分
小野町ライオンズクラブは、小野高等学校
へ、新聞を読むことで読解力や社会での基礎
知識を高校生に身に付けてもらおうと、福島民
友新聞9部の1年間の購読料を寄付しました。
青少年育成事業の一環であり、小野町が活
字文化振興を目的に制定した「図書・新聞に親
しむ条例」の趣旨に賛同して寄付を決めまし
た。
吉田代吉会長から「新聞には様々な情報が
載っているので、読んで幅広い視野を持ってほ
しい。」
と生徒会長の今泉怜さんに目録を手渡
しました。
西牧義和年次大会事務局次長、𠮷田昭事務
局員が同校を訪れて、佐々木理夫校長、生徒会
副会長西山かやのさん同席のもと贈呈式を実
施しました。
L吉田寿一

▲贈呈模様

■小野ロータリークラブとの合同例会

令和4年4月20日(水) 18時30分~19時30分
小野町ライオンズクラブは、例会場の太田
屋旅館において、小野ロータリークラブとの合
同例会を実施いたしました。
コロナ禍の中、開催も危ぶまれていた時期
もありましたが、感染対策を十分に取りなが
ら、町内の奉仕団体としてのクラブ同士で各々
の例会を実施して、例会の状況を見学しなが
ら今後の奉仕活動も含めて意見交換を行い、
友好を深めることができました。
また、例会前には、小野町LC会員で医師のL
齋藤升男より、糖尿病予防やコロナ禍の中で
の健康維持をどうするかについての講話もし
ていただきました。
L吉田寿一

▲L齋藤升男の講話

▲小野ロータリークラブ大千里義市会長

▲L吉田代吉会長
ライオン福島
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第 3R・第 2Z

郡山北ライオンズクラブ
■クラブ結成４５周年記念事業

令和3年12月3日(金) 15時~
クラブ結成45周年記念事業として郡山市すこやか子育て
寄付金への寄付事業として30万円をお贈りいたしました。
郡山市役所で行われた贈呈式では品川市長に目録を手
渡しました。
クラブからは音川邦広会長・伊東昌明会計・箭内好彦会
計・中村行宏事業委員長が参加し、
郡山市の子育て支援の
現状などを伺いました。
今後とも地域への継続的な貢献ができるようにしていき
たいと思います。
L伊東昌明

▲郡山市長 品川萬里様
郡山北ライオンズクラブ会長 音川邦広
幹事 伊東昌明
会計 箭内好彦
事業委員長 中村行宏

■クラブ結成４５周年記念事業

令和3年12月3日(金) 16時~
郡山せいわ園様とはクラブ結成時からの御縁であり継続事業の年末
餅つき奉仕では交流を深めてまいりました。
依然として収束しないコロナ禍での周年記念事業では必要とされて
いる支援を必要とされている所に届けるべく、
コロナ対策のための衛生
用品購入費用の助成事業30万円をお贈りいたしました。
以前のような活発な交流ができる日を楽しみに今度とも継続的な支
援ができるようにしていきたいと思います。
L伊東昌明

▲園長 折笠春実様
郡山北ライオンズクラブ会長 音川邦広
幹事 伊東昌明 会計 箭内好彦

■クラブ結成４５周年記念事業

令和3年12月21日(火) 14時30分~
クラブ結成45周年記念事業として、社会福祉法人みどり福祉会みどり
工房様に新施設みどりの風開所に伴う大型家電(テレビ・冷蔵庫・洗濯
機)をお贈りいたしました。
寄贈品の選定にあたっては箭内会計が施設側と何度も打合せを行
い30万円の予算内で調整をして要望の有った家電を贈呈することが出
来ました。
コロナ禍以前は毎年一緒にボウリング大会を開催するなど交流を深
めており新施設みどりの風開所に合わせて周年記念事業が出来たこと
は大変うれしいことです。
今度とも継続的な支援ができるようにしていきたいと考えます。
L伊東昌明

▲理事長 荒川哲男様
郡山北ライオンズクラブ会長 音川邦広
幹事 伊東昌明 会計 箭内好彦

■クラブ結成４５周年記念事業

令和4年1月18日(火) 14時~
クラブ結成45周年記念事業として、
ひとり親家庭の支援や子ども食堂の
運営をしている特定非営利活動法人しんぐるまざあずふぉーらむ福島様
に、
生活困窮世帯向け支援事業への費用助成事業として30万円をお贈り
いたしました。
こども食堂への支援は地区ガバナーの強い意志でもあり、
コロナ禍でま
すます生活困窮世帯が増えている昨今の状況では最重要な支援と考え、
今回の奉仕活動となりました。
今度とも継続的な支援ができるようにしていきたいと思います。
L伊東昌明
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▲特定非営利活動法人しんぐるまざあずふぉーらむ福島
理事長 遠野馨様
郡山北ライオンズクラブ会長 音川邦広・会計 箭内好彦

各ライオンズクラブ活動報告
第 4R・第 1Z

会津若松葵ライオンズクラブ
■会津育英会へ人材育成のための寄付

令和4年3月11日(金) 12時15分~12時40分
今期もクラブ結成例会時に、会津育英会理事長 長谷川守夫様を
お招きし、寄付の贈呈式を行いました。理事長より辰戦争の敗北か
ら郷土復興のため、教育・人づくりに取り組んだ先人たちが、経済的
に困窮する若者にも、平等に就学の機会を与えるという目的のも
と、明治３４年３月１３日に発足し、時代の流れにより大きく環境
が変化した今でも、
この育英資金により、会津地域にとって有為な
人物が多く排出されておりますとのお話を頂きま
した。今後も会津の未来を託す青少年の人材育成
のためにと５万円を寄付しました。
PR会報委員会委員長 L鈴木裕俊

▲贈呈式

▲理事長挨拶

■春です！清掃奉仕開始！

令和4年4月1日(金) 11時~11時30分
主要アクティビティの清掃奉仕ですが、雪深い
会津は12月より3月まではお休みしております。今
回例年にない積雪で白銀の世界だった会津若松
も土が現れ、新芽が芽吹き、長い冬が終わり、待ち
に待った春が訪れました。当日は4月1日新年度ス
タートの日でもあり、心引き締まる思いで、鶴ヶ城
公園内の万葉の歌碑周辺の枯れ葉を拾うことがで
きました。来月は新緑の中の清掃、季節の移ろい
を感じながらの奉仕作業は気持ちが洗われます。
環境保全委員長 L虷澤英輝

▲万葉の庭

▲集合写真

第 4R・第 2Z

あいづ塩川湯川ライオンズクラブ
■ランドセルカバー贈呈式

令和4年3月9日(水)
喜多方市及び湯川村の各教育委員会を訪問して、
クラブの名入りランドセルカバーを贈呈してまいりました。
塩川町内の4校と湯川村内の2校の新入学児童の交通安全を願い、
合計131枚を贈呈しました。
会長 L田澤一夫

▲喜多方市教育委員会にて

▲湯川村教育委員会にて
ライオン福島

検索

http://lc332d.com
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あいづ塩川湯川ライオンズクラブ
■エコキャップ贈呈式

令和4年3月10日(木) 13時30分~
喜多方市社会福祉協議会塩川支所にて、約半年間集め
てたエコキャップの贈呈式を行いました。
塩川町・湯川村の主要施設及び小中学校にご協力いた
だき、約143.1㎏を贈呈することができました。
社会福祉協議会様を介して
「JCV=世界の子供のワクチ
ンを日本委員会」へ送られます。
会長 L田澤一夫

■子ども食堂支援金贈呈

令和4年3月16日(水) 16時 30分~
塩川町で子ども食堂などの活動を行っている
「ボランティア団体 スマイル」様へ第2回目の支援として、子供
用マスクとお菓子詰め合わせを贈呈いたしました。
しおかわ子ども食堂は毎月第1日曜日に開催し、みんなで楽しく食事ができる場を提供しています。今回の
支援で、子供たちが少しでも笑顔になれればと思います。
会長 L田澤一夫

▲子供用マスクとお菓子詰め合わせ２０名分

▲ボランティア団体スマイルの代表の方々と

■ヘアドネーション感謝状贈呈式

令和4年3月16日(水) 17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。
原 心愛(こいと)さん(10歳)・穴澤 碧結(みゆ)さん(8歳)の2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。
現在まで10名の方々にご協力いただいております。
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

▲心愛さん
（左）碧結さん
（真ん中）田澤会長（右）
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▲贈呈の様子

▲贈呈の様子

各ライオンズクラブ活動報告

Lions cl ubs-Activ ity repo rt

第 5R・第 1Z

須賀川ライオンズクラブ
■ヘアドネーション感謝状伝達式

令和4年3月12日(土) 11時~11時 30分
ヘアドネーション感謝状贈呈式に際し、提供者4名から
下記のコメントをいただきました。
「母からヘアドネーションのことを教えてもらい、機会
があればやってみたいなと思っていました。マーチング
のために伸ばしていた髪の毛が必要な人の手助けにな
▲右より大柿幹事、西牧FWT委員長、
ればと思います。
ヘアドネーションしていただいた4人の皆様、
吉田会長
6年 安田結菜(やすだゆいな)さん」
「ヘアドネーションを知ったのは3年生の頃です。長かった髪を切った時に、髪がもったいないなと思ってい
たら、美容師さんにかつらがたくさん作れそうと言われたことと、お母さんから子供用のかつらは子供の髪の
毛の方がいいと聞いたのが、
自分もやってみようと思ったきっかけでした。私の髪の毛が、待っていてくれる子
を笑顔にしてくれたら私も嬉しいです。
6年 菅野美香(かんのみか)さん」
「前からマーチングの活動が終わったら、髪の毛を切るつもりでいました。
その髪の毛を寄付できると聞い
たので、誰かの役に立てればいいなあと思いました。マーチングのために一生懸命伸ばしたので、
その思い
も一緒に届いたらいいと思いました。
6年 鈴木美心(すずきみこ)さん」
「私は前から人の役に立つことをしたいと思っていました。マーチングの為に4年間伸ばし続けた髪が、か
つらにになって役に立てる事がとても嬉しいです。病気に負けず頑張って下さい。
6年 鈴木裕実佳(すずきゆみか)さん」
L吉田敬一

■ヘアドネーション感謝状伝達式

令和 4年2月24日 (木) 15時~15時 30分
今回ヘアドネーションに協力いただいた浅川真帆(あさかわまほ)さん(すぎ
のここども園 年長6歳)は美容室を経営する祖母が見せたヘアドネーションの新
聞記事に興味を持ち、
自分もやってみたいと思い、小学校入学前にヘアドネー
ションをすることを考えてくださったとのことでした。
同じく千葉県在住で真帆さんの従姉妹である小川稀生(おがわきお)さん(千
葉県我孫子市布佐小学校2年生8歳)も以前からヘアドネーションに興味があっ
たことから今回一緒にヘアドネーションをしてみようと考えてくださったとのこ
と。
真帆さんの祖母が経営する美容室のご協力のもと、真帆さん、稀生さんと真
帆さんの叔母計3名分の髪の毛をご提供いただきました。
L吉田敬一

▲右より大柿幹事、
浅川真帆さん、吉田会長

第 5R・第 2Z

白河ライオンズクラブ
■薬物乱用防止教室の開催

令和4年5月9日(月) 13時 45分~14時 40分
1月、2月に予定していました開催がコロナウイルス感染
拡大の為に中止となり、今期はじめての薬物乱用防止教
室の開催が白河市五箇小学校で行われました。初めに薄
井強会長の挨拶に始まり薬物乱用防止教育講師のL遠藤
めぐみが講師を務め、
白河警察署、真船専門警察補導員よ
り講話を頂きました。最後に生徒の皆さんと一緒に大きな
声で誓いましょう。薬物乱用は『ダメ。ゼッタイ。』
と決意表
明をして閉会としました。
L柳沼勝栄
ライオン福島

▲挨拶をする薄井強会長

検索

http://lc332d.com
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新入会員紹介
L鈴木 正吾

L安住 昌一

L添田 喜史

第2R第1Z
福島中央LC

第2R第1Z
福島中央LC

第2R第1Z
福島中央LC

●職業:ソリューションサポート株式会社
代表取締役
●スポンサー:L吉岡棟憲

●職業:日本生命保険相互会社福島支店
支社法人職域部長
●スポンサー:L高橋進

●職業:福島民友新聞社
営業局次長兼企画推進部長
●スポンサー:L安藤那美子

「利他」の心を磨きます

明るく元気に頑張って参ります
これから宜しくお願い致します

各種活動に積極的に参加してまいります
よろしくお願いいたします

編 集 後 記
2021-2022

PR・ITライオンズ情報副委員長を拝命して以来、早一年が過ぎ、約2年半前よ

り広がったコロナ禍の中ですべてのライオンズクラブの活動は制限を余儀なくされました。非
常に厳しい状況の中、編集会議をWEBにて行ったり、取りやめになった行事や出席人数の制
限、飲食の中止等、波乱に満ちた一年でしたが、各クラブの今年の活動報告記事で印象の強い
記事は子ども食堂への食料等の寄贈やヘアドネーションの多さでした。正に奉仕の「心打たれ
る」記事の編集に携われた事にお礼を申し上げます。
PR・ITライオンズ情報副委員長

株式会社

代表取締役会長

渡

邊

豊

取 締 役 社 長

渡

邊

裕樹

（福島中央ＬＣ）

〒960-8031 福島市栄町7-3
TEL 024-522-8989 FAX024-524-1397

空気調和設備・冷暖房設備設計
給排水衛生設備・消防設備施工

株式会社高橋設備工業所

代 表 取 締 役
〒 960-8068

髙 橋 良 行

（福島中央LC）
福島市太田町７番２２号

TEL ０ ２ ４ - ５ ３ ４ - ２ １ ８ ５ ： FAX ０ ２ ４ - ５ ３ ３ - ０ ６ ９ ７
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（福島中央LC）

URL http//asunarominami.jp

L中島照夫

・職業紹介 ・人材派遣 ・紹介予定派遣 ・アウトソーシング

〜 人と企業を信頼で結ぶ 〜

優良派遣事業者
〜厚労省認定〜

h t t p : / / w w w . s a k a i - m . c o . j p

福島本社

〒960-2261

TEL：024-591-5518

武 （福島西ライオンズクラブ所属）

福島市町庭坂字原中1-10

FAX：024-591-5547

支援

郡山営業所

〒963-8024

TEL:024-954-6020

02

2 年 3 月2 2

日

L坂井

2

代表取締役会長

郡山市朝日2-1-16 宮城野ビル1F

FAX：024-954-6021

外壁塗装で新築復元

ペイントホームズ 福島
ペイントホームズ 福島

0120-928-463 FAX 024-563-6118

検索

- PAINTING THE FUTURE-

有限
会社

代表取締役

佐藤吹付工業

福島市鎌田字沼前3番地
株式会社

福島保冷工業所
代表取締役

橋本

TEL 024-535-7612

福島県知事許可
（般27-15064号）
保 温・保 温 工 事

翔

修

（福島信陵ＬＣ）

FAX 024-563-6118

福島民報・毎日新聞・スポニチ・日本経済新聞・河北新報・産経新聞

株式
会社

福島新聞販売センター
代表取締役

（福島信陵ＬＣ）

佐藤

菅野

俊之

（福島信陵ＬＣ）

営業品目

空調・衛生設備の保温、保冷、板金工事プラント設備の保温、保冷、断熱板金工事
耐 火 被 膜 工 事、鉛 貼 り 工 事、防 音 工 事、塗 装 工 事、ア ー マ フ レ ッ ク ス

〒960-0102 福島市鎌田字下釜12−1
電話024（553）4825 FAX024（554）2618

〒960-0102 福島県鎌田字早津小屋 2-1
電 話 （024）534-8326 携 帯 090-1497-6102
F A X （024）534-8337 Mail:horei-fk@lapis.plala.or.jp

0120-464142
ヨ ム ヨ シ ン ブ ン

寿司
割烹

代表取締役

根

本

誠三郎

（福島東ＬＣ 会長）

〒960-8141 福島市渡利字柳小路 59-1
ＴＥＬ
（024）522-4826

■東北電力認定工事店
■県知事建設業許可番号（般ー1）第28799号
■県知事届出番号第53004号 ■一般電気設備工事設計施工

㈱赤間電気工事

代表取締役 赤 間 利 昭 （福島東 LC 所属）
〒960-8141 福島市渡利字前河原 27-5 ＴＥＬ
（024）523-1752
幼児・小中高生・社会人・外国人講師派遣コース/英語・算数・数学・国語・理科・社会/英会話・スペイン語会話・イタリア語会話

公認

福島県知事認可校 修学館

二本松イングリッシュスクール

〒964-0902

福島県二本松市竹田1-90-2

TEL（0243）23-0740 FAX (0243)23-0741

〜美しさにまごころこめて〜
メナード化粧品 & エステサロン

（有）
ビューティーショップ

幹事

フレンド

渡辺 三郎

（福島あづまライオンズクラブ）

〒960-8056
福島市八島田字北古屋 1-1
TEL / 024-557-5508・080-5565-3636
FAX / 024-557-5901

ソニー生命保険株式会社郡山支社
963-8002
福島県郡山市駅前２−１１−１ビッグアイ１９Ｆ

ライフプランナー
福島あづまライオンズクラブ会長 白山正樹

橘内モーター商会
Kitsunai
Motor

Ｌ 橘

内

努

Kitsunai

Tsutomu

（伊達町LC会長）
福島ダイハツ販売代理店
民間車検場摺上自動車協業組合員
仙台陸運局認証工場 4−5907
〒960-0426 福島県伊達市坂ノ下 14−1
TEL.024-583-3124 FAX.024-583-3151

PLANASSIST

建設業許可 福島県知事許可 (般-03)第34275号
設計事務所登録 福島県知事 第21(310)3376号

BUSINESS BIM 3次元モデル 設計図･施工図 作図･支援
CONTENTU 空調･換気工事 上･下水道工事･修繕各種提案
代表取締役

L高荒

啓一 (伊達町LC会計)

〒960-0468 福島県伊達市北後28-26
TEL024-584-2546 FAX024-502-8899

プランアシスト株式会社

E-mail：keiichi.takaara@planassist-designoﬃce.com

（伊達町LC幹事）

■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

