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“We Serve(われわれは奉仕する)”

2022-2023年度
スローガン

国際会長(ブライアン E. シーハン)メッセージ

Together We Can
(皆でやればできる)

332複合地区 アクティビティスローガン

ココロのリミッターを外せ!

332-D地区 ガバナーテーマ

ひろい心で たのしく奉仕

332-D地区 アクティビティスローガン

心はひとつ ウィ・サーブ!

　薄磯海水浴場は、塩屋埼灯台の北側に位置する、白い砂浜が広がる美
しい海岸です。
　いわき市の代表的な名所として知られ、約1㎞にわたる砂浜と遠浅で透
明度が高い海は「日本の渚100選」に選ばれています。
　東日本大震災後、護岸工事と共に海岸線が整備され、駐車場やトイレ、
シャワーなどの施設も充実しており、家族連れや若い人にも人気があります。
　いわき市では、新型コロナの影響で去年までの２年間海開きを中止し
ていましたが、今年は薄磯海水浴場を含む４つの海水浴場が３年ぶりに開
設されています。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L笠木雄一

表紙の写真

薄磯海水浴場と塩屋崎灯台
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地区ガバナー挨拶

( 二本松 LC所属 )

2022-2023
ライオンズクラブ国際協会

332-D地区
地区ガバナー

L 石澤 孝

　今期の地区ガバナーを務めます、二本松ライオンズクラブ所属の
L石澤孝です。どうぞよろしくお願いいたします。
　ウィズ・コロナへの意識転換のもと、再出発は原点からという思いを
込めて「ひろい心で たのしく奉仕」をガバナーテーマとしました。
　私たちライオンズの活動は、地域に根差した個々の特色があります。
そうしたクラブの歴史や文化を大切にしつつ、継続するべきものはさら
に充実させるとともに、新しいニーズにも広く応えていきましょう。
　地域に必要とされ、明るく元気に活動する。そんなクラブに新しい仲
間も集ってくることでしょう。奉仕の効果は、同志の数が多いほど大きく
なります。それぞれのクラブが、新しい仲間の輪を広げるとともに、結束
をさらに強めていくよう期待しております。
　「心はひとつ ウィ・サーブ!」のアクティビティスローガンのもと、地区の
すべてのライオンとともに歩んでまいります。ご支援とご協力をよろしく
お願いいたします。

▲第104回モントリオール国際大会にてブライアン E. シーハン国際会長ご夫妻と　

ライオンズクラブ国際協会332-D地区
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挨拶挨拶挨拶第1副地区ガバナー
第2副地区ガバナー

( 原町 LC所属 )

2022-2023
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
LCIFコーディネーター

L 門馬 弘

　この度、第1副地区ガバナーを務めますL門馬弘でございます。前期 
は前地区ガバナー L荒川友成のもと、あらためてライオンズクラブの実
務を勉強させていただきました。コロナ禍により制約はありましたが、
公式訪問には 随行して、各クラブの特色のある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石澤孝を補佐して
全力で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」においては、素晴らしい挙績で地
区目標達成をいただいた上に、今期も引き続きお願いをするのは心苦
しいことですが、『We Serve』の精神と寛容な会員の皆様に暖かいご理
解を頂けるよう務めてまいります。
　地区ガバナー L石澤孝がテーマに掲げる「ひろい心で たのしく奉仕」
は、ライオンズクラブ活動の中心を担う会員がアクティビティの楽しさ
や存在感を感じる、そんなライオンズクラブづくりに邁進いたします。よ
ろしくお願いいたします。

( 玉川 LC所属 )

2022-2023
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 車田信彦

　この度5月15日の地区年次大会代議員会において、332-D地区第2副
地区ガバナーに選任されました5R・1Z玉川ライオンズクラブ所属のL車
田信彦です。石澤 孝ガバナーのもと、ガバナーチームの一員として多く
を学びながら、微力ではありますが地区の発展のため職務に精励して
参りたいと思います。
　前期まで地区GSTコーディネーターとして5年間務めさせていただ
き、ライオンズクラブの基本である奉仕活動について学んで参りまし
た。基本となる奉仕活動を守りつつ、時代の変化に則した新しい奉仕の
姿を今後も模索していきたいと考えております。これまで経験したこと
の無いような出来事が次から次へとやってくる困難な時代ですが、皆
様と力を合わせて、希望のある未来へ前進していきたいと思います。
「ひろい心で たのしく奉仕」のガバナーテーマを具現化できるように、
皆様のご指導、ご支援、ご協力をお願いいたします。

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

( 二本松 LC所属 )

2022-2023
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 丹野秀進

(二本松 LC所属 )

2022-2023
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 瀬戸睦男

　この度、キャビネット幹事を仰せつかりました二本松
ライオンズクラブのL瀬戸睦男です。
　332-D地区ガバナーテーマ「ひろい心で たのしく
奉仕」及びアクティビティスローガン「心はひとつ 
ウィ・サーブ!」のもと、会員の皆様とZCとの架け橋となり、
意思の疎通をはかりながら地区ガバナーL石澤 孝を
支えて参りたいと思います。クラブの活動やアクティ

ビティが楽しくなければ会員の維持や拡大は難しいと考えております。過去の事業にとらわれず新
しい発想をガバナーも求めています。
　奉仕を通じて人との出会いや人の温かさを十分に感じながら素晴らしいアクティビティに出会え
ればと思っています。皆様と共にガバナーの基本理念達成のために邁進する所存です。浅学菲才の
私ですが精一杯努力して参ります。
　どうぞこの一年間ご指導、ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

　2022～2023年度、L石澤ガバナーのご指名により
地区キャビネット会計を拝命致しました。二本松
ライオンズクラブ所属のL丹野秀進です。
　キャビネット会計という大役を仰せつかり、今更
ながらその任務の重さに身の引き締まる思いです。 
　今期、332-D地区 ガバナーテーマ「ひろい心で
たのしく奉仕」、アクティビティスローガン「心はひとつ

ウィ・サーブ!」をよく理解し、L石澤ガバナー、キャビネット役員の皆様と共に邁進する所存です。
　会員拡大に対する意識の向上を図り、知恵を出し合いL石澤ガバナーを盛り立てていければと思います。
　私自身、微力ではありますが精一杯努力しガバナーの基本理念達成のために邁進したいと思って
います。 この一年、皆様のご指導ご鞭撻そしてご協力を宜しくお願い致します。

　第104回ライオンズクラブ国際大会がカナダのモントリオールで6月24日から28日に開催されました。
開催に向け332-D地区から地区ガバナーエレクトL石澤 孝が出席するため、壮行会を行いました。
初めに二本松ライオンズクラブ会長L渡辺悦子が挨拶、続いて名誉顧問L三浦勝眞、名誉顧問L菅野文
吉が激励の挨拶をされました。
最後に主席者全員で万歳三唱にて、地区ガバナーエレクトL石澤孝をお見送りしました。

PR・ITライオンズ情報委員長　L鈴木朝裕

国際大会壮行会国際大会壮行会国際大会壮行会日  時 2022年6月22日(水)8時̃
開催場所 二本松駅前(市民交流センター)

ライオンズクラブ国際協会332-D地区
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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。

① GAT（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GLTコーディネーター、GMT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。
　また、GMAチームの一員として、会員の維持と増強の支援をします。
＊日本ライオンズでは、国際協会のGMA（グローバル・メンバーシップ・アプローチ）を日本向けに一部アレンジし
たJMA（ジャパン・メンバーシップ・アプローチ）の呼称も併用しているため、第68回年次大会の第1分科会議案1
で「JMAの促進」で承認いただきました。その後、文書には国際協会用語を使用することが通達されたため、それ
に準じてGMAと表記いたします。

②GLT（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・分担しゾーン・
チェアパーソンと連携し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ZC・各委員長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。
●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。
●公認ガイディング・ライオン名簿に2名追加し、新クラブの育成と少数会員クラブへの支援に当たります。また、

重点目標

この2年半余り、新型コロナウイルスに翻弄されるなかで、私たちはリモートでの会議の開催など、さ
まざまな工夫を重ねてライオンズクラブの活動を続けてまいりました。
しかし、それらの代替策ですべてがカバーできたわけではありません。
みんなが顔を会わせて例会ができない。地域に貢献するアクティビティができない。
こうした状況の中で、会員の絆が希薄になりつつあるように感じます。
いまこそライオンズクラブの原点を見つめ直し、奉仕の精神のもとに結束して歩みを進めるときだと
考えています。
そうした思いを込めて、ガバナーテーマを「ひろい心で たのしく奉仕」、アクティビティスローガンを
「心はひとつ ウィ・サーブ！」としました。
具体的な行動としては、国際協会の提唱により世界規模でスタートする、「GMA」（グローバル会員増
強アプローチ）の手法を取り入れた会員維持と増強、地区重点事業として取り組む「子ども食堂」をは
じめとする地域に求められる奉仕、私たちの奉仕をライオンズクラブだけではなく社会に輪を広げ
る働きかけ、国際的な人道支援を資金面で支えるLCIF、これらに重点を置いて取り組みます。
副地区ガバナーとして2年間、可能な限り各ゾーンを訪問させていただきました。それぞれのクラブが、
地域に根差した奉仕活動をされ、誇りをもって歴史を積み重ねていることに感銘を受けています。
地区ガバナーとしての役割は、国際協会の方針を地区内クラブにお伝えし協力やご意見をいただく
こと。そして、地域に求められる奉仕に活躍されている地区内クラブの活動をしっかり支援することと
認識しております。
332-Ｄ地区の全てのライオンが、ひろい心で、楽しくなごやかに、奉仕に取り組まれるようご期待申
し上げますとともに、皆様のご協力をお願いいたします。

2022～2023

332-D地区ガバナー基本方針 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。

③GMT（Global Membership Team）
　『グローバル会員増強チーム』 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。今期はGMAの手法を取り入れて、GLT・GST・SCP/FWTと連携した
横断的なチームとして会員維持と会員増強に取り組みます。スペシャルティクラブ、クラブ支部新設　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　クラブ支部の開設。
◆会員増強の目標：2022－2023
　クラブ役員は　クラブ内のコミュニケーションを図り、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。
　会員増強目標は　年間純増　25名（上期18/下期7）

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主導により全会員のMyLionアカウント登録を目標とし、奉仕活動報告を目的とした運用の推進を行います。
地域のニーズを調査し、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。
そして地区内クラブでは、近隣の困難な境遇に置かれた子どもたちの健全な成長を願う「子ども食堂」への支援に
引き続き取り組んでください。　
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。
　前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。
　女性リーダーの育成はGLTコーディネーターと、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「子ども食堂」、「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て取り組み、支援の強化をお願いいたします。

⑥LCIF（Lions Clubs International Foundation）
　第1副地区ガバナーをコーディネーターとしてゾーン・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。
　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、ゾーン内交流を図って下さい。そして各クラ
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。
　ゾーン・チェアパーソンはガバナーチームとクラブをつなぐ要です。ゾーン内クラブの動向を常に把握し、ガバ
ナーチームとの情報の共有をお願いいたします。
　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ます。
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、地区の内外を問わず、クラ
ブ、ライオン個人でのネットワークも活用し、迅速な支援対応の構築に努めてください。
　また、地区と県社会福祉協議会との協定締結に続き、各ゾーンやクラブ単位でも市町村の社会福祉協議会と災
害支援協定を結び、即座に対応できる体制への見直しをお願いします。
　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。情報の
発信は、ライオンズクラブとその奉仕活動を知っていただくために最も重要でもあります。
　そのことから、各ゾーンに正副委員長を配置し情報発信の強化を図ります。一方、『ライオン福島』は今期から年
4回発行となります。発行回数が減る分、ホームページの適時更新の体制をとっております。広報紙との連動を図
り、どのような誌面・WEBページが効果的か常に向上を目指してください。
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。
正副委員長におかれましては、ゾーン内クラブの活動情報を、新聞・テレビ・ラジオやミニコミ誌・コミュニティ放
送などへ地域の情報としてプレスリリースなどで提供してください。各クラブでは、委員会と情報を共有して、アク
ティビティの広報をお願いいたします。
　またITによる効率化と経費削減の両面から、委員会開催は会議内容に応じてリモート会議とリアル会議を併用
してください。

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、前期の夏期・冬期派遣・来日と今期の夏期派遣・来日も中止となりま
した。困難な状況が続くと思われますが、コロナ後の派遣と受け入れに向けて、ご協力をお願いいたします。

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3年ぶりに開催された『第104回国際大会（モントリオール）』はコロナ対策により参加条件が煩雑でこぞっ
て参加するのは困難な状況でした。今期の『第59回オセアル・フォーラム』は、2022年11月韓国・済州島で開催さ
れます。開催の際は多くの会員のご参加をお願いいたします。
　薬物乱用防止に関しては、今期も講師を招き、2022年10月に『薬物乱用防止教育認定講師養成講座』を開催予
定ですので、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。ライオン

ズクエストは、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。
　平和ポスターコンテストは、現下の国際情勢から関心を深めてほしい事業です。『思いやりのあるリーダーにな
ろう』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。
　また各クラブに於いても、青少年育成事業として多くの児童・生徒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
　文化活動には、各クラブが継続しているアクティビティだけでは新会長の特色が出せないため、奉仕委員会を
中心にクラブ全会員が地域の市場調査を実施し、新しい魅力ある事業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、魅力あるクラブづくりがGMAにもある会員増
強にも繋がり、クラブの活性化にもなります。
　また、当委員会は、今期も『目の愛護デー』にちなみ、10月1日に二本松市で講演会を開催する予定です。開催の
際は多く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の影響により、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いたします。
　さらに、新品・未使用または状態の良い中古眼鏡の回収、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。

●ゾーン・チェアパーソンに検討し行動してほしいこと
・ゾーンに会員後継者の支部のようなものをつくれないか？後継者世代から同世代の知人等への広がりを図り、増
　強につなげる。
・332-D 地区内の青年会議所、商工会議所青年部、商工会青年部など青年関係の組織と連携したアクティビティを
　通じて会員増強を考えられないか？
・ボランティア団体やNPO団体と関係性を築いて支部やクラブを作れないか？
・大学と連携して学生ボランティアによる支部を作れないか？
・こども食堂やヘアドネーションなどの新しいアクティビティで女性会員を迎え入れることのできる支部やクラブを
　作れないか？
・退会者や解散クラブの元会員を再入会させることはできないか？
・地区でYouTubeなどのSNSで入会勧奨のPRをして会員増強を考えられないか？
・合同のお試し例会を開催して会員増強を考えられないか？
・白地のエリアに支部またはクラブを作れないか？

●クラブ会長に検討・実行していただきたいこと
・クラブに会員増強のための委員会は必ずつくってほしい。
・会員の後継者の方に家族会員として入会していただけるように働きかける。
・後継者世代の会員や家族会員から、同世代の人脈への広がりを図り、増強につなげる。
・退会者を復活させる、または後継者等の入会をお願いすることはできないか？
・青年会議所、商工会議所青年部、商工会青年部など青年関係の組織と連携したアクティビティを通じて会員増強
　を考えられないか？
・ボランティア団体等と連携したアクティビティを通じて入会のきっかけにできないか？
・こども食堂やヘアドネーションなど女性に関心の高いアクティビティを通じて、女性会員を迎え入れることや、
　支部づくりをできないか？
・地域でボランティア活動や福祉活動をしている方と関係性を築いて支部を作れないか？
・近隣に大学があれば、連携して学生ボランティアによる支部またはクラブを作れないか？
・お試し例会を開催して増強することはできないか？
・チャリティーイベントや地域行事などへの参加でライオンズクラブの認知を高めて会員増強へつなぐことはでき
　ないか？

ライオンズクラブ国際協会332-D地区
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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。

① GAT（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GLTコーディネーター、GMT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。
　また、GMAチームの一員として、会員の維持と増強の支援をします。
＊日本ライオンズでは、国際協会のGMA（グローバル・メンバーシップ・アプローチ）を日本向けに一部アレンジし
たJMA（ジャパン・メンバーシップ・アプローチ）の呼称も併用しているため、第68回年次大会の第1分科会議案1
で「JMAの促進」で承認いただきました。その後、文書には国際協会用語を使用することが通達されたため、それ
に準じてGMAと表記いたします。

②GLT（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・分担しゾーン・
チェアパーソンと連携し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ZC・各委員長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。
●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。
●公認ガイディング・ライオン名簿に2名追加し、新クラブの育成と少数会員クラブへの支援に当たります。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。

③GMT（Global Membership Team）
　『グローバル会員増強チーム』 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。今期はGMAの手法を取り入れて、GLT・GST・SCP/FWTと連携した
横断的なチームとして会員維持と会員増強に取り組みます。スペシャルティクラブ、クラブ支部新設　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　クラブ支部の開設。
◆会員増強の目標：2022－2023
　クラブ役員は　クラブ内のコミュニケーションを図り、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。
　会員増強目標は　年間純増　25名（上期18/下期7）

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主導により全会員のMyLionアカウント登録を目標とし、奉仕活動報告を目的とした運用の推進を行います。
地域のニーズを調査し、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。
そして地区内クラブでは、近隣の困難な境遇に置かれた子どもたちの健全な成長を願う「子ども食堂」への支援に
引き続き取り組んでください。　
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。
　前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。
　女性リーダーの育成はGLTコーディネーターと、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「子ども食堂」、「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て取り組み、支援の強化をお願いいたします。

⑥LCIF（Lions Clubs International Foundation）
　第1副地区ガバナーをコーディネーターとしてゾーン・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。
　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、ゾーン内交流を図って下さい。そして各クラ
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。
　ゾーン・チェアパーソンはガバナーチームとクラブをつなぐ要です。ゾーン内クラブの動向を常に把握し、ガバ
ナーチームとの情報の共有をお願いいたします。
　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ます。
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、地区の内外を問わず、クラ
ブ、ライオン個人でのネットワークも活用し、迅速な支援対応の構築に努めてください。
　また、地区と県社会福祉協議会との協定締結に続き、各ゾーンやクラブ単位でも市町村の社会福祉協議会と災
害支援協定を結び、即座に対応できる体制への見直しをお願いします。
　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。情報の
発信は、ライオンズクラブとその奉仕活動を知っていただくために最も重要でもあります。
　そのことから、各ゾーンに正副委員長を配置し情報発信の強化を図ります。一方、『ライオン福島』は今期から年
4回発行となります。発行回数が減る分、ホームページの適時更新の体制をとっております。広報紙との連動を図
り、どのような誌面・WEBページが効果的か常に向上を目指してください。
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。
正副委員長におかれましては、ゾーン内クラブの活動情報を、新聞・テレビ・ラジオやミニコミ誌・コミュニティ放
送などへ地域の情報としてプレスリリースなどで提供してください。各クラブでは、委員会と情報を共有して、アク
ティビティの広報をお願いいたします。
　またITによる効率化と経費削減の両面から、委員会開催は会議内容に応じてリモート会議とリアル会議を併用
してください。

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、前期の夏期・冬期派遣・来日と今期の夏期派遣・来日も中止となりま
した。困難な状況が続くと思われますが、コロナ後の派遣と受け入れに向けて、ご協力をお願いいたします。

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3年ぶりに開催された『第104回国際大会（モントリオール）』はコロナ対策により参加条件が煩雑でこぞっ
て参加するのは困難な状況でした。今期の『第59回オセアル・フォーラム』は、2022年11月韓国・済州島で開催さ
れます。開催の際は多くの会員のご参加をお願いいたします。
　薬物乱用防止に関しては、今期も講師を招き、2022年10月に『薬物乱用防止教育認定講師養成講座』を開催予
定ですので、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。ライオン

ズクエストは、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。
　平和ポスターコンテストは、現下の国際情勢から関心を深めてほしい事業です。『思いやりのあるリーダーにな
ろう』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。
　また各クラブに於いても、青少年育成事業として多くの児童・生徒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
　文化活動には、各クラブが継続しているアクティビティだけでは新会長の特色が出せないため、奉仕委員会を
中心にクラブ全会員が地域の市場調査を実施し、新しい魅力ある事業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、魅力あるクラブづくりがGMAにもある会員増
強にも繋がり、クラブの活性化にもなります。
　また、当委員会は、今期も『目の愛護デー』にちなみ、10月1日に二本松市で講演会を開催する予定です。開催の
際は多く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の影響により、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いたします。
　さらに、新品・未使用または状態の良い中古眼鏡の回収、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。

●ゾーン・チェアパーソンに検討し行動してほしいこと
・ゾーンに会員後継者の支部のようなものをつくれないか？後継者世代から同世代の知人等への広がりを図り、増
　強につなげる。
・332-D 地区内の青年会議所、商工会議所青年部、商工会青年部など青年関係の組織と連携したアクティビティを
　通じて会員増強を考えられないか？
・ボランティア団体やNPO団体と関係性を築いて支部やクラブを作れないか？
・大学と連携して学生ボランティアによる支部を作れないか？
・こども食堂やヘアドネーションなどの新しいアクティビティで女性会員を迎え入れることのできる支部やクラブを
　作れないか？
・退会者や解散クラブの元会員を再入会させることはできないか？
・地区でYouTubeなどのSNSで入会勧奨のPRをして会員増強を考えられないか？
・合同のお試し例会を開催して会員増強を考えられないか？
・白地のエリアに支部またはクラブを作れないか？

●クラブ会長に検討・実行していただきたいこと
・クラブに会員増強のための委員会は必ずつくってほしい。
・会員の後継者の方に家族会員として入会していただけるように働きかける。
・後継者世代の会員や家族会員から、同世代の人脈への広がりを図り、増強につなげる。
・退会者を復活させる、または後継者等の入会をお願いすることはできないか？
・青年会議所、商工会議所青年部、商工会青年部など青年関係の組織と連携したアクティビティを通じて会員増強
　を考えられないか？
・ボランティア団体等と連携したアクティビティを通じて入会のきっかけにできないか？
・こども食堂やヘアドネーションなど女性に関心の高いアクティビティを通じて、女性会員を迎え入れることや、
　支部づくりをできないか？
・地域でボランティア活動や福祉活動をしている方と関係性を築いて支部を作れないか？
・近隣に大学があれば、連携して学生ボランティアによる支部またはクラブを作れないか？
・お試し例会を開催して増強することはできないか？
・チャリティーイベントや地域行事などへの参加でライオンズクラブの認知を高めて会員増強へつなぐことはでき
　ないか？

ライオンズクラブ国際協会332-D地区
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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。

① GAT（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GLTコーディネーター、GMT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。
　また、GMAチームの一員として、会員の維持と増強の支援をします。
＊日本ライオンズでは、国際協会のGMA（グローバル・メンバーシップ・アプローチ）を日本向けに一部アレンジし
たJMA（ジャパン・メンバーシップ・アプローチ）の呼称も併用しているため、第68回年次大会の第1分科会議案1
で「JMAの促進」で承認いただきました。その後、文書には国際協会用語を使用することが通達されたため、それ
に準じてGMAと表記いたします。

②GLT（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・分担しゾーン・
チェアパーソンと連携し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ZC・各委員長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。
●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。
●公認ガイディング・ライオン名簿に2名追加し、新クラブの育成と少数会員クラブへの支援に当たります。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。

③GMT（Global Membership Team）
　『グローバル会員増強チーム』 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。今期はGMAの手法を取り入れて、GLT・GST・SCP/FWTと連携した
横断的なチームとして会員維持と会員増強に取り組みます。スペシャルティクラブ、クラブ支部新設　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　クラブ支部の開設。
◆会員増強の目標：2022－2023
　クラブ役員は　クラブ内のコミュニケーションを図り、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。
　会員増強目標は　年間純増　25名（上期18/下期7）

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主導により全会員のMyLionアカウント登録を目標とし、奉仕活動報告を目的とした運用の推進を行います。
地域のニーズを調査し、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。
そして地区内クラブでは、近隣の困難な境遇に置かれた子どもたちの健全な成長を願う「子ども食堂」への支援に
引き続き取り組んでください。　
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。
　前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。
　女性リーダーの育成はGLTコーディネーターと、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「子ども食堂」、「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て取り組み、支援の強化をお願いいたします。

⑥LCIF（Lions Clubs International Foundation）
　第1副地区ガバナーをコーディネーターとしてゾーン・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。
　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、ゾーン内交流を図って下さい。そして各クラ
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。
　ゾーン・チェアパーソンはガバナーチームとクラブをつなぐ要です。ゾーン内クラブの動向を常に把握し、ガバ
ナーチームとの情報の共有をお願いいたします。
　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ます。
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、地区の内外を問わず、クラ
ブ、ライオン個人でのネットワークも活用し、迅速な支援対応の構築に努めてください。
　また、地区と県社会福祉協議会との協定締結に続き、各ゾーンやクラブ単位でも市町村の社会福祉協議会と災
害支援協定を結び、即座に対応できる体制への見直しをお願いします。
　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。情報の
発信は、ライオンズクラブとその奉仕活動を知っていただくために最も重要でもあります。
　そのことから、各ゾーンに正副委員長を配置し情報発信の強化を図ります。一方、『ライオン福島』は今期から年
4回発行となります。発行回数が減る分、ホームページの適時更新の体制をとっております。広報紙との連動を図
り、どのような誌面・WEBページが効果的か常に向上を目指してください。
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。
正副委員長におかれましては、ゾーン内クラブの活動情報を、新聞・テレビ・ラジオやミニコミ誌・コミュニティ放
送などへ地域の情報としてプレスリリースなどで提供してください。各クラブでは、委員会と情報を共有して、アク
ティビティの広報をお願いいたします。
　またITによる効率化と経費削減の両面から、委員会開催は会議内容に応じてリモート会議とリアル会議を併用
してください。

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、前期の夏期・冬期派遣・来日と今期の夏期派遣・来日も中止となりま
した。困難な状況が続くと思われますが、コロナ後の派遣と受け入れに向けて、ご協力をお願いいたします。

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3年ぶりに開催された『第104回国際大会（モントリオール）』はコロナ対策により参加条件が煩雑でこぞっ
て参加するのは困難な状況でした。今期の『第59回オセアル・フォーラム』は、2022年11月韓国・済州島で開催さ
れます。開催の際は多くの会員のご参加をお願いいたします。
　薬物乱用防止に関しては、今期も講師を招き、2022年10月に『薬物乱用防止教育認定講師養成講座』を開催予
定ですので、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。ライオン

ズクエストは、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。
　平和ポスターコンテストは、現下の国際情勢から関心を深めてほしい事業です。『思いやりのあるリーダーにな
ろう』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。
　また各クラブに於いても、青少年育成事業として多くの児童・生徒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
　文化活動には、各クラブが継続しているアクティビティだけでは新会長の特色が出せないため、奉仕委員会を
中心にクラブ全会員が地域の市場調査を実施し、新しい魅力ある事業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、魅力あるクラブづくりがGMAにもある会員増
強にも繋がり、クラブの活性化にもなります。
　また、当委員会は、今期も『目の愛護デー』にちなみ、10月1日に二本松市で講演会を開催する予定です。開催の
際は多く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の影響により、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いたします。
　さらに、新品・未使用または状態の良い中古眼鏡の回収、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。

●ゾーン・チェアパーソンに検討し行動してほしいこと
・ゾーンに会員後継者の支部のようなものをつくれないか？後継者世代から同世代の知人等への広がりを図り、増
　強につなげる。
・332-D 地区内の青年会議所、商工会議所青年部、商工会青年部など青年関係の組織と連携したアクティビティを
　通じて会員増強を考えられないか？
・ボランティア団体やNPO団体と関係性を築いて支部やクラブを作れないか？
・大学と連携して学生ボランティアによる支部を作れないか？
・こども食堂やヘアドネーションなどの新しいアクティビティで女性会員を迎え入れることのできる支部やクラブを
　作れないか？
・退会者や解散クラブの元会員を再入会させることはできないか？
・地区でYouTubeなどのSNSで入会勧奨のPRをして会員増強を考えられないか？
・合同のお試し例会を開催して会員増強を考えられないか？
・白地のエリアに支部またはクラブを作れないか？

●クラブ会長に検討・実行していただきたいこと
・クラブに会員増強のための委員会は必ずつくってほしい。
・会員の後継者の方に家族会員として入会していただけるように働きかける。
・後継者世代の会員や家族会員から、同世代の人脈への広がりを図り、増強につなげる。
・退会者を復活させる、または後継者等の入会をお願いすることはできないか？
・青年会議所、商工会議所青年部、商工会青年部など青年関係の組織と連携したアクティビティを通じて会員増強
　を考えられないか？
・ボランティア団体等と連携したアクティビティを通じて入会のきっかけにできないか？
・こども食堂やヘアドネーションなど女性に関心の高いアクティビティを通じて、女性会員を迎え入れることや、
　支部づくりをできないか？
・地域でボランティア活動や福祉活動をしている方と関係性を築いて支部を作れないか？
・近隣に大学があれば、連携して学生ボランティアによる支部またはクラブを作れないか？
・お試し例会を開催して増強することはできないか？
・チャリティーイベントや地域行事などへの参加でライオンズクラブの認知を高めて会員増強へつなぐことはでき
　ないか？

ライオンズクラブ国際協会332-D地区
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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。

① GAT（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GLTコーディネーター、GMT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。
　また、GMAチームの一員として、会員の維持と増強の支援をします。
＊日本ライオンズでは、国際協会のGMA（グローバル・メンバーシップ・アプローチ）を日本向けに一部アレンジし
たJMA（ジャパン・メンバーシップ・アプローチ）の呼称も併用しているため、第68回年次大会の第1分科会議案1
で「JMAの促進」で承認いただきました。その後、文書には国際協会用語を使用することが通達されたため、それ
に準じてGMAと表記いたします。

②GLT（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・分担しゾーン・
チェアパーソンと連携し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ZC・各委員長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。
●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。
●公認ガイディング・ライオン名簿に2名追加し、新クラブの育成と少数会員クラブへの支援に当たります。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。

③GMT（Global Membership Team）
　『グローバル会員増強チーム』 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。今期はGMAの手法を取り入れて、GLT・GST・SCP/FWTと連携した
横断的なチームとして会員維持と会員増強に取り組みます。スペシャルティクラブ、クラブ支部新設　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　クラブ支部の開設。
◆会員増強の目標：2022－2023
　クラブ役員は　クラブ内のコミュニケーションを図り、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。
　会員増強目標は　年間純増　25名（上期18/下期7）

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主導により全会員のMyLionアカウント登録を目標とし、奉仕活動報告を目的とした運用の推進を行います。
地域のニーズを調査し、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。
そして地区内クラブでは、近隣の困難な境遇に置かれた子どもたちの健全な成長を願う「子ども食堂」への支援に
引き続き取り組んでください。　
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。
　前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。
　女性リーダーの育成はGLTコーディネーターと、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「子ども食堂」、「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て取り組み、支援の強化をお願いいたします。

⑥LCIF（Lions Clubs International Foundation）
　第1副地区ガバナーをコーディネーターとしてゾーン・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。
　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、ゾーン内交流を図って下さい。そして各クラ
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。
　ゾーン・チェアパーソンはガバナーチームとクラブをつなぐ要です。ゾーン内クラブの動向を常に把握し、ガバ
ナーチームとの情報の共有をお願いいたします。
　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ます。
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、地区の内外を問わず、クラ
ブ、ライオン個人でのネットワークも活用し、迅速な支援対応の構築に努めてください。
　また、地区と県社会福祉協議会との協定締結に続き、各ゾーンやクラブ単位でも市町村の社会福祉協議会と災
害支援協定を結び、即座に対応できる体制への見直しをお願いします。
　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。情報の
発信は、ライオンズクラブとその奉仕活動を知っていただくために最も重要でもあります。
　そのことから、各ゾーンに正副委員長を配置し情報発信の強化を図ります。一方、『ライオン福島』は今期から年
4回発行となります。発行回数が減る分、ホームページの適時更新の体制をとっております。広報紙との連動を図
り、どのような誌面・WEBページが効果的か常に向上を目指してください。
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。
正副委員長におかれましては、ゾーン内クラブの活動情報を、新聞・テレビ・ラジオやミニコミ誌・コミュニティ放
送などへ地域の情報としてプレスリリースなどで提供してください。各クラブでは、委員会と情報を共有して、アク
ティビティの広報をお願いいたします。
　またITによる効率化と経費削減の両面から、委員会開催は会議内容に応じてリモート会議とリアル会議を併用
してください。

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、前期の夏期・冬期派遣・来日と今期の夏期派遣・来日も中止となりま
した。困難な状況が続くと思われますが、コロナ後の派遣と受け入れに向けて、ご協力をお願いいたします。

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3年ぶりに開催された『第104回国際大会（モントリオール）』はコロナ対策により参加条件が煩雑でこぞっ
て参加するのは困難な状況でした。今期の『第59回オセアル・フォーラム』は、2022年11月韓国・済州島で開催さ
れます。開催の際は多くの会員のご参加をお願いいたします。
　薬物乱用防止に関しては、今期も講師を招き、2022年10月に『薬物乱用防止教育認定講師養成講座』を開催予
定ですので、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。ライオン

ズクエストは、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。
　平和ポスターコンテストは、現下の国際情勢から関心を深めてほしい事業です。『思いやりのあるリーダーにな
ろう』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。
　また各クラブに於いても、青少年育成事業として多くの児童・生徒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
　文化活動には、各クラブが継続しているアクティビティだけでは新会長の特色が出せないため、奉仕委員会を
中心にクラブ全会員が地域の市場調査を実施し、新しい魅力ある事業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、魅力あるクラブづくりがGMAにもある会員増
強にも繋がり、クラブの活性化にもなります。
　また、当委員会は、今期も『目の愛護デー』にちなみ、10月1日に二本松市で講演会を開催する予定です。開催の
際は多く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の影響により、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いたします。
　さらに、新品・未使用または状態の良い中古眼鏡の回収、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。

●ゾーン・チェアパーソンに検討し行動してほしいこと
・ゾーンに会員後継者の支部のようなものをつくれないか？後継者世代から同世代の知人等への広がりを図り、増
　強につなげる。
・332-D 地区内の青年会議所、商工会議所青年部、商工会青年部など青年関係の組織と連携したアクティビティを
　通じて会員増強を考えられないか？
・ボランティア団体やNPO団体と関係性を築いて支部やクラブを作れないか？
・大学と連携して学生ボランティアによる支部を作れないか？
・こども食堂やヘアドネーションなどの新しいアクティビティで女性会員を迎え入れることのできる支部やクラブを
　作れないか？
・退会者や解散クラブの元会員を再入会させることはできないか？
・地区でYouTubeなどのSNSで入会勧奨のPRをして会員増強を考えられないか？
・合同のお試し例会を開催して会員増強を考えられないか？
・白地のエリアに支部またはクラブを作れないか？

●クラブ会長に検討・実行していただきたいこと
・クラブに会員増強のための委員会は必ずつくってほしい。
・会員の後継者の方に家族会員として入会していただけるように働きかける。
・後継者世代の会員や家族会員から、同世代の人脈への広がりを図り、増強につなげる。
・退会者を復活させる、または後継者等の入会をお願いすることはできないか？
・青年会議所、商工会議所青年部、商工会青年部など青年関係の組織と連携したアクティビティを通じて会員増強
　を考えられないか？
・ボランティア団体等と連携したアクティビティを通じて入会のきっかけにできないか？
・こども食堂やヘアドネーションなど女性に関心の高いアクティビティを通じて、女性会員を迎え入れることや、
　支部づくりをできないか？
・地域でボランティア活動や福祉活動をしている方と関係性を築いて支部を作れないか？
・近隣に大学があれば、連携して学生ボランティアによる支部またはクラブを作れないか？
・お試し例会を開催して増強することはできないか？
・チャリティーイベントや地域行事などへの参加でライオンズクラブの認知を高めて会員増強へつなぐことはでき
　ないか？

GMAチームからお願いしたいこと

ライオンズクラブ国際協会332-D地区
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表敬訪問 内堀雅雄福島県知事、三保恵一二本松市長、
福島民報社、福島民友新聞社へ

　7月7日と11日に、地区ガバナーL石澤 孝、キャビネット幹事L瀬戸睦男、キャビネット会計L丹野
秀進が内堀雅雄福島県知事、三保恵一二本松市長、福島民報社、福島民友新聞社を表敬訪問しまし
た。
　ガバナー就任の挨拶及びガバナーテーマ「ひろい心で たのしく奉仕」の説明、基本方針等をお
伝えし、ご支援とご協力をお願いしました。

PR・ITライオンズ情報委員長　L鈴木朝裕

▲表敬訪問(県庁)

▲表敬訪問(市役所)

▲福島民報社社長表敬訪問 ▲福島民友新聞社社長表敬訪問

▲内堀雅雄福島県知事
表敬訪問(県庁)

▲三保恵一二本松市長
表敬訪問(市役所)

ライオンズクラブ国際協会332-D地区
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　ライオンズクラブの役員任期は1年、年度は7月から変わります。
　2021年度は5月に3年ぶりとなる地区年次大会もコロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で
成功裏に終わり、例年6月に開催している役員引継ぎ、そして新クラブ役員への研修会を今年は
行うことができました。
　各クラブからクラブ役員の皆さんが集まるのも3年ぶりです。
　午前中は次期役員の皆さんに向け、「次期リーダーミーティング」を行いました。講師は名誉顧
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のL菅野文吉です。「ライオン
ズクラブのリーダーとして」のテーマに沿った内容で、ライオンズクラブの会則や沿革、リーダーと
しての役割、必要なスキルなどについて講義いただきました。
　午後は現・次期引継ぎ会議、その後、クラブ二役(会長・幹事)と事務局の皆さんへ向けた研修会を
行いました。
　2021-2022年度地区ガバナーL荒川友成の挨拶、地区ガバナーエレクト(現・地区ガバナー)のL石澤孝
から次期の基本方針・重点目標について説明があり、今回の研修会講師である名誉顧問・複合地
区GSTコーディネーターL岸秀年から、「ライオンズクラブの運営と奉仕について」講義をしていた
だきました。
　ライオンズクラブは100年を迎え、新しい時代への移り変わりの時期に対応した奉仕が求められて
います。コロナ禍でいろいろな活動が制限される状況ではありますが、「We Serve」の精神で、
2022-2023年度ガバナーテーマのもと「ひろい心で たのしく奉仕」をしていきたいと思います。

PR・ITライオンズ情報委員長　L鈴木朝裕

次期リーダーミーティング
現・次期引継ぎ会議／地区クラブ運営研修会

日  時 2022年6月9日(木)11時～
開催場所 二本松御苑

▲講師L菅野文吉名誉顧問 ▲次期キャビネット内局員の皆さん ▲地区ガバナーL荒川友成

▲地区ガバナーエレクトL石澤孝 ▲次期第2副地区ガバナーL車田信彦 ▲講師L岸秀年名誉顧問

ライオンズクラブ国際協会332-D地区
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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 日  時 2022年7月11日(月)16時～
開催場所 陽日の郷 あづま館

　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11日に二本松市岳温泉「陽日の郷 
あづま館」にて開催されました。
　キャビネット幹事L瀬戸睦男の開会のことば、キャビネット副幹事兼事務局次長L安田裕子からの
出席者紹介の後、地区ガバナーL石澤 孝より就任の挨拶がありました。
　その後、名誉顧問会議長であるL荒川友成から、前年度の御礼と今年度の継続事業(子ども食堂な
ど)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石澤 孝から基本方針、重点目標の説明等、名誉顧問方々にご支援とご
協力のお願いがありました。
　また、キャビネット幹事L瀬戸睦男から、第1回キャビネット会議議案の詳細な説明があり、名誉顧
問の方々に確認を頂きました。
　会議の中では様々なご意見やアドバイスをいただき、さらなる332-D地区の発展に向けて協力し
て行くことを確認しました。
　最後にキャビネット副幹事L鴫原北斗が閉会のことば述べて、会議が終了しました。

PR・ITライオンズ情報委員長　L鈴木朝裕



事務机と2名分のソファセット
（※開局当初の写真です）

お引き取りをご希望の場合はキャビネット事務局へご連絡ください

　この度、PR・ITライオンズ情報委員長の大役を仰せ
つかりました岩代ライオンズクラブ所属L鈴木朝裕で
ございます。
　前年度のL小栁広二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」の発行と「ホーム
ページ」をフル活用し、332-D地区の主な活動内容や
各クラブの活動報告を広く内外にPRしてまいります。
　また、ライオン福島の発行については年に例年6回
発行としておりましたが、今期より内容をさらに充実さ
せ年4回発行(春夏秋冬号)とリニューアルさせていた
だきます。
　さらに委員数も6名から12名に増員していただきま
して、更なるPRの充実を図ってまいりますので、各クラ
ブ並びに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鈴木朝裕

　L石澤ガバナーより「ライオンズ活動がスムーズに行われ
るためには、事務局員の力が大事です。そのためには事務
局員の働きやすい環境づくりが必要となります」といったご
挨拶をいただきました。我々事務局管理委員会の仕事は、
事務局員の要望を聞きながら如何に効率よくキャビネット
の仕事ができるかを考え実行する委員会です。
　委員会の中では、何点か協議されました。1点目は週末に締
め切りの仕事が集中する傾向にあるので、木曜日と金曜日は、
緊急以外はメールかFAXで連絡をいただきたいということで
した。確かに電話対応に気を取られると、やるべき仕事がス
ムーズにできなくなりますのでご協力宜しくお願いします。
　2点目は委員会などの会議開催前の事前準備では委員長
や副委員長からご指示をいただくということです。
　3点目は災害が起きた時にスムーズに対応できるように事
務局にブルーシート、土のう袋、ロープを事務局に備蓄しま
したが、部屋にある事務机と2名分のソファセットが不要と
なり、それを処分したいとのことでした。搬送費はご負担い
ただくようになりますが、差し上げることもできますので、事
務机とソファセットに興味がありましたらご連絡下さい。
　そのほか事務用品や事務所の床の修繕をどうするか協
議し委員会を終了しました。

事務局管理委員長　L福地雅人

▲事務局管理委員会の様子

▲委員長　L福地雅人

▲地区ガバナーL石澤孝　挨拶

▲PR・ITライオンズ情報委員長L鈴木朝裕

第１回PR・ITライオンズ情報会議日  時 2022年5月26日（木）13時～15時
開催場所 キャビネット事務局

事務局管理委員会日  時 2022年7月14日（木）14時～15時
開催場所 キャビネット事務局
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福島ライオンズクラブ
第1500回記念例会

日  時 2022年5月26日(木)18時～
開催場所 クーラクーリアンテサンパレス

5月26日、福島ライオンズクラブ第1500回記念例会を開催しました。
　第1R・第1Zの6クラブ、第2R・第1Zの6クラブ、福島ライオネスクラブの三役にご出席を頂きました。
　福島市出身で大相撲で大活躍している、大波三兄弟(若隆元、若元春、若隆景)の父で、ちゃんこ若
葉山店主大波政志様による記念講演を開催しました。
　春場所で若隆景関が初優勝したときの心境や、三兄弟のエピソードなど色々と語って頂きました。
　記念事業として、若隆景関と若元春関の名前を記したのぼりを大波政志様に贈呈しました。
記念例会を機に、これからも「ウィ・サーブ」を精神を大切に会員一丸となって活動を続けていき
たいと思います。

会長　L佐藤良一

ライオンズクラブ国際協会332-D地区
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川俣ライオンズクラブ結成５５周年日  時 2022年6月9日(木)18時30分～
開催場所 ニュー新川

ご あ い さ つ
　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が、結成55周年を迎え
ることが出来たことに対し、332-D地区会員皆様へ、心より感謝と御礼を申し上げます。
 　川俣ライオンズクラブは、1967年2月に福島ライオンズクラブ様のスポンサーにより、332-D
地区12番目のクラブとして結成されて以来、半世紀以上にわたり会員1人1人が自ら汗を流し、地
域社会の人々に善意の心の美しさと共感を呼び起こして来ました。
　ライオンズクラブは、独特の友情と、意味のある絆によって結ばれております。それは、生涯に
わたり継続し、持続可能なものとなります。
　未曾有の新型コロナウイルス感染症の時代、日常生活の在り方も大きく変化しております。こ
の苦難な時こそ、お互いに励まし合い、助け合いながら継承と共創の心を繋ぎ、明るい未来の思い
を描き、次世代に憧れられる川俣ライオンズクラブを目指し、伝統と歴史の志を引き継ぐととも
に、人々の手助けをしながら、その輪を幾重にも広げ、60周年、更にその先に向け、会員が一丸と
なり邁進していく所存であります。
　今回、川俣ライオンズクラブは結成55周年記念事業として、川俣町立川俣小学校へ校歌銘板と
屋外用時計の贈呈、並びに川俣町社会福祉協議会へ10万円の寄付をさせて頂きました。
　少子高齢化の時代ではありますが、子ども達に誇れる、そして、未来の獅子が集まるクラブ作りを
目指して参ります。
　結びに、332-D地区全会員、並びに、ご家族様のご健康とご多幸を、心よりご祈念申し上げ、ごあ
いさつと致します。
We Serve

川俣ライオンズクラブ結成55周年記念大会委員長　L菅野文吉

ライオンズクラブ国際協会332-D地区
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いわき泉ライオンズクラブ
結成30周年記念式典

日  時 2022年6月12日（日）
開催場所 いわき市：パレスいわや

　いわき泉ライオンズクラブ「結成30周年記念式典」を開催いたしました。来賓には、これまで
当いわき泉ライオンズクラブの活動に対し、ご指導・ご鞭撻を頂いた関係者65名をお招きして
開催いたしました。
　式典ではL荒川友成ガバナーから、これまでの労苦を称えるご挨拶を頂いた他、来賓として
ご出席頂いた内田広之いわき市長からは、これまでの地域に対する様々な奉仕活動や、教育施設への
協賛金に対する御礼のご挨拶と「感謝状」を授かったことで、我々会員一同、名誉なことと大変
喜んでおります。コロナ禍の影響で式典開催を１年延ばして開催いたしましたが、今後もコロ
ナに負けない取り組みを、引き続き展開していきます。

L大滝利伸

▲2021-2022年度地区ガバナー　L荒川友成 ▲2021-2022年度会長　L鈴木雅彦 ▲L門馬弘　L荒川友成　L坂本勇名誉顧問
L石澤孝　L菅原敏名誉顧問（左から）

▲アワード贈呈 ▲協賛金贈呈と感謝状授与 ▲ライオンズローア

ライオンズクラブ国際協会332-D地区
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原町ライオンズクラブ結成50周年記念
レオ文庫「児童図書」贈呈

日  時 2022年5月13日（金）
開催場所 南相馬市役所 

　4月16日、原町LC結成50周年を迎えました。コロナ禍で式典の実施が困難になりましたが、記念
誌の発行と記念事業は実施する事にし、4月16日に記念誌を発行、332-D 地区キャビネットや各
役員・332-D地区全クラブ・姉妹クラブ・主な東日本震災支援クラブに発送。5月13日南相馬市役所
にて星山実行委員・L福島会長・L穴澤幹事・L池田会計計4名が門馬市長に「結成50周年記念事業と
してレオ文庫（児童図書）に50万円相当を贈呈します」と目録贈呈。門馬市長は「結成5周年依頼45
年間500万円以上4800冊以上の贈呈を頂き感謝します。児童図書の利用頻度は高く本が傷みま
す。今年は小さい子ども用に大きな児童図書の購入資金に利用しますと挨拶されました。もう1
つの記念事業は「子ども食堂とフードバンクに50万円」を6月15日今年度最終例会に南相馬市社
会福祉協議会長をお呼びして贈呈します。
　2022年10月16日は原町LCチャーターナイト50周年記念になります。15日（土）17時より、ホテ
ル丸屋グランデで記念式典・祝宴と翌日記念ゴルフを予定しています。次年度3役・L穴澤会長・L
村田幹事・L半澤会計結成50周年実行委員を継続してチャーターナイト式典の準備を始めます。
コロナ禍により開催する事も難しいですが「ライオンズクラブの相互理解の機会」のため式典・祝
宴・記念ゴルフを企画。式典は挨拶を少なくし、祝宴には京都生まれ・広島大卒・南相馬市に移住者
（狩野奈緒さん）の歌、アトラクションにはラッキーカード等を予定、審議します。コロナが早く終
息することを願います。

原町LC幹事　L穴沢清信

ライオンズクラブ国際協会332-D地区
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各ライオンズクラブ活動報告

■食糧支援

川俣ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年6月3日（金）　14時～15時
　「多機能事業所めぐみ」と「地域活動支援センター花塚」
の利用者・職員の皆様にシャモカレー100箱と米30㎏を贈
呈致しました。
　本来ならば出前食堂と称し、川俣ライオンズクラブ会員
が手作りカレーを振る舞い、会食しながら交流を深める予
定でしたが、コロナ禍の為、食糧支援のみとなりました。
　贈呈式は多機能事業所めぐみの作業ホールにて行わ
れ、利用者・職員の皆様に手渡してまいりました。

事業委員長　L髙橋照伸

■街頭献血活動

▲協力者に会長より記念品を差し上げました。

福島ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年6月19日（日）　10時～17時
　コロナウイルス感染拡大で献血協力者が減少している事を
受け、福島市ヨークベニマル野田店で献血活動を行い、
会員10人が献血への協力を呼び掛けました。
　会員や、その家族・社員・知人など多数のご協力が有り、
54人から400ml献血を頂きました。

会長　L佐藤良一

■大野九郎兵衛墓所清掃

▲供養碑の前で集合写真

福島ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年7月10日（日）　9時～11時
　兵庫県赤穂ライオンズクラブと姉妹締結のきっかけと
なった、山形県米沢市板谷峠にある、赤穂藩士大野九郎兵
衛の墓所周辺の整備を行いました。
　会員11名が参加し、供養碑までの道を綺麗に除草しました。
　清掃後、供養碑に線香・花を供えお参りをしてきました。

会長 L佐藤良一

■ヘアドネーション

▲会長L佐藤良一より感謝状を贈呈

福島ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年6月8日（水）・17日（金）
　ヘアドネーションに協力を頂きました。
韓国王庭料理 幸福（ヘンボク）店主 李 香淑（イ ヒャンスク）様は
2年前に続き、今回が2度目の協力です。
　吉田澪栞（よしだみかん）さん 今まで一度だけ髪を切り、
その後は、にヘアドネーションを知り髪を伸ばしてきまし
た。 お二人とも、「自分の髪が役に立てれば嬉しいです」と
話していました。

会長　L佐藤良一
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各ライオンズクラブ活動報告

■環境の日アクションゴミ拾い

福島信夫ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年6月5日（日）　9時～
　ふくしま海ゴミ削減プロジェクトwithチームまるごみ
ふくしまの活動に協力し、各団体と一緒に福島市内のゴミ
拾いを行いました。
　ポイ捨てされたゴミは川から海へ流れ、流れ着いたプラス
チックゴミで海洋生物が犠牲になっています。
ゴミ被害についての啓発活動も重要だと感じました。
今後も活動を継続していきたいと思います。

事業委員長　L渡邉信幸

■ヘアドネーション

▲協力サロン:バーバーベンチ L尾形(芳)会長･エイミーさん･高石店長･L加藤FWT委員長

福島グリーンライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年5月18日（水）　16時～
　バーバーベンチに協力サロンにて、L佐藤裕一の知人の
エイミーファーマーさんに髪を提供して頂きました。父は
くり毛色、母は日本人で黒髪です。エイミーさんは、とても
きれいなくり毛色です。外国の友人もヘアドネーションを
している事もあり「日本で病気や事故などで髪の毛を失った
方への無償提供する活動に協力する機会を与えて頂き
感謝している。このすばらし活動を世界に広めたい。」と
話してくれました。感謝状と記念品を、会長L尾形芳孝、
FWT委員長L加藤良子、L佐藤裕一から渡しました。ご協力
ありがとうございました。

FWT委員長　L加藤良子

■道の駅ふくしまへ車椅子贈呈

▲その他 感謝状

▲左からL四釜 中央 L丹治 右 福島市観光部 清野次長

福島リバティライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年3月31日（木） 
　4月27日にグランドオープンする「道の駅」ふくしまに当
クラブから車椅子2台を贈呈させていただきました。
贈呈式には会長L丹治と幹事L四釡が出席、福島市役所に
て贈呈を行い、福島市観光部の清野次長より木幡市長か
らの感謝状をいただきました。

PR・IT情報委員　L大場秀樹

■第38回川俣ライオンズクラブ杯
　少年ソフトボール大会

▲うぐいすブロック優勝チーム ▲試合風景

川俣ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年6月25日（土）　8時～15時30分
　コロナ禍により中止となっていた少年ソフトボール大会
を、3年ぶりに開催することが出来ました。参加チームも18
チームと多くなり、川俣町農村広場と川俣高校グランドの2
会場での開催となりました。
　選手達は30℃を超える猛暑の中でも元気にプレーし、日
頃の練習の成果を発揮していました。川俣ライオンズクラ
ブ会員も早朝から選手たちの溌剌としたプレーを観戦し、
表彰式にはトロフィーや記念品を手渡しました。
・うぐいすブロック優勝 国見ソフトボールスポーツ少年団
・かえでブロック優勝  関柴ソフトボールスポーツ少年団

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

■献血協力

▲4月29日(金)PLANT5大玉店での街頭献血

本宮ライオンズクラブ
第 1R・第 2Z

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（土）　15時～18時30分
本宮市企業訪問献血に協力　採血協力者 33名
5月23日（月）　9時～17時
大玉村企業訪問献血に協力　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

■花いっぱい運動

▲二本松市立油井小学校、二本松市立安達中学校への贈呈式の様子

安達ライオンズクラブ
第 1R・第 2Z

令和4年6月8日（水）　9時～11時
　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26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。

会長　L遊佐久男

■ヘアドネーション

本宮ライオンズクラブ
第 1R・第 2Z

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

■ヘアドネーション

▲ご協力いただいた河田正仁様(右)

福島中央ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z

令和4年5月18日（水）
　「ヘアーサロンさんかく」さんにおいて、福島市内で自営業を
営む河田正仁さん(47)からヘアドネーションへの協力を
頂きました。河田さんは、小学生の娘の同級生に髪を
失った子がいる事を知り、ヘアドネーションへの協力を
決意しました。31センチ以上の髪という規定を満たすため、
坊主頭になり髪を提供してくれました。
　男性からの協力は今回が初めてです。LCのヘアドネー
ション活動が広がりを見せていることを実感致します。

L大江秀樹
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各ライオンズクラブ活動報告

■ファミリーホームとくら支援金贈呈

▲施設長より課長L菅野将広へ感謝状

福島西ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z

令和4年6月7日（火）　11時～
　会長L菅野将広に二年理事のL加藤勝夫、L安齋秀男が
同行し福島市の小規模居住型児童施設ファミリーホーム
とくらへ支援金を贈呈。幕田施設長より「洋服や食事など
子供たちのために活用させてもらう」と感謝の言葉が
ありました。

■ヘアドネーション

▲菅野会長と佐藤さん

福島西ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z

令和4年6月15日（水）　17時～
　クーラクーリアンテサンパレスにて小学2年生の佐藤
亜佳音さんが病気の人のために使ってほしいとヘアドネー
ションに協力されましたので会長L菅野将広より感謝状と
記念品を贈りました。

■第17回福島信陵ライオンズクラブ杯
　福島県県北キッズサッカーフェスティバル

▲会長L小林志津子よりメダル贈呈

福島信陵ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z

令和4年6月25日（土）　8時～16時
　コロナウィルス感染防止策をしっかり実施し、大会に
望みました。
会場:あづま総合運動公園第2多目的広場
　U-10 11チーム  U-8 5チームのエントリーでの開催と
なりました。
　福島信陵LCは大会本部受付や、参加賞やお菓子を
個包装して提供する活動をしました。
　猛暑の中、子どもさん達の元気な声が響きました。

優秀選手賞 16名
前幹事　L橋本翔 

U-10 部門
U-8  部門

優勝
優勝

会津サントス
レトラーダU-8

準優勝
準優勝

吉井田SSS
荒井SSSU-8

■ヘアドネーション

▲福島民報より

福島中央ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z

令和4年6月12日（日）
　「ヘアーサロンさんかく」さんにおいて、福島市内の小学
3年生齋藤夏葵さんから約4年間伸ばしてきた髪の毛を
ご提供頂きました。また、自営業の藤倉克樹さん(37)からは、
前月にカットした髪の毛約35センチをご提供頂きました。
女性の協力者が多い中、男性でも協力できることをもっと
知ってほしいとの思いで今回ヘアドネーションへご協力
して頂きました。

L大江秀樹
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各ライオンズクラブ活動報告

■フラワーロード草刈りと整備

▲フラワーロード

福島松川ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z

令和4年5月14日（土）　6時～8時
　「あじさい小路」として有名な土合舘公園入口のフラワー
ロードの草刈りを実施しました。朝から雨が降り続き大変
でしたが、会員の皆さんの協力を頂き、紫陽花の季節を迎
える事が出来ます。

L斎藤義博

■花いっぱい運動

伊達町ライオンズクラブ
第 2R・第 2Z

令和4年5月8日（日）　6時30分～
　伊達町商店街花壇に花苗の植栽をいたしました。 地域の
皆さんにきれいな花を見ていただき、ほっとした気持ちに
なっていただければと思います。

L橘内努

■伊達福祉センター周辺の除草作業

伊達町ライオンズクラブ
第 2R・第 2Z

令和4年6月12日（日）　6時30分～
　伊達福祉センター周辺の除草作業を実施しました。 多く
の市民の方が利用されるセンターの美化に努めました。

L高荒啓一

■伏黒幼稚園交通安全教室

伊達町ライオンズクラブ
第 2R・第 2Z

令和4年6月21日（火）　10時～11時30分
　伊達伏黒幼稚園交通安全教室を開催しました。屋内では
交通安全のビデオ鑑賞し警察の方からの話を聞きました。
　屋外に出で横断歩道の渡り方を勉強し、白バイ試乗、
パトカーの見学など交通安全に対する意識をたかめること
ができました。

L髙橋好雄
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各ライオンズクラブ活動報告

■国道4号線沿い清掃作業

伊達町ライオンズクラブ
第 2R・第 2Z

令和4年7月17日（日）　6時～7時30分
　伊達地区中央を走る国道4月線沿いのごみ拾いを実施し
ました。紙ごみや空き缶、ペットボトルなどの仕分け作業を
しましたが、前年よりもごみの量が少なく、環境に対する意
識が向上しているように思いました。

事業統括委員長　L大竹重範

■片曽根山山開き前の清掃奉仕活動

田村ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年5月12日（木）　16時～
　山開き前に、登山客に気持ちよく登山してもらおうと、
会員12名で「片曽根山山頂公園ライオンズの森」周辺の清掃と
ドウダンツツジ・山ツツジの整備を行いました。
　当クラブが44年間、年2回 行っている継続事業です。
　片曽根山は、田村市船引町のシンボルで、山頂公園の
一角には、「ライオンズの森」があり、山頂にはドウダン
ツツジ･山ツツジがあり、市民の憩いの場となっています。

■植樹地周辺整備･清掃

田村ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年6月2日（木）　17時～
　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、7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本を植樹しました。
　その周辺の清掃･整備を会員12名で行い、奉仕の汗を
流しました。

■清掃奉仕活動

田村ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年7月15日（金）　17時～
　新体制で初の奉仕作業として、午後5時から会員10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･美化に努めました。
　毎年、行っているが、皆さんの意識も良い方に変わってきた
ようで、年々ゴミが少なくなってきているように感じました。
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各ライオンズクラブ活動報告

■ヘアドネーション

▲小山さんの写真

郡山あさかライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年6月19日（日）
　郡山市熱海町の理容師、小山元子（もとこ）さん53歳・
朱音（あかね）さん12歳の親子は病気などで髪の毛を失った
子ども達にウィッグを無償で提供する活動「ヘアドネーション」
として当クラブへ髪の毛を託しました。小山さん親子は
図書館で見た本でヘアドネーションを知り、3年ほど前から
親子で髪を伸ばして来ました。
　贈呈式は小山さんの理容室で行われ、同LCのL近内利男
幹事から二人に感謝状が贈られました。ライオンズクラブ
国際協会332-D地区第3R╱第1Z・ZCL池上祐志が
同席しました。

前会長　L水野博道

■ヘアドネーション

郡山あさかライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年7月2日（土）
　郡山市の大山紗生（さき）さん湖南高校3年は、日頃から
ヘアドネーションに関心を持っており、少しでも社会の役に
立ちたいと髪を提供することを決めたといいます。
　贈呈式は郡山市の美容室「GRACE希望ヶ丘店」でおこな
われました。同LC前会長L水野博道・ライオンズクラブ国際
協会332-D地区第3R╱第1Z・前ZCL池上祐志が感謝状を
贈呈しました。

前会長　L水野博道

■ヘアドネーション

郡山南ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年5月8日（日）　14時～
　小学3年生になった記念にとヘアドネーションにご協力
いただいたのは大槻小学校3年生の小林智華さん（8歳）です。
　智華さんのおばあ様とL佐藤政喜が知り合いの御縁で
郡山南ライオンズクラブへの毛髪の提供にご協力いただ
きました。 
　大切に伸ばしていただいた髪を預かり、クラブからは
感謝状と記念品をお渡しいたしました。
　贈呈式の時のうれしそうな智華さんの笑顔を励みに
奉仕への気持ちを新たにいたしました。

前幹事　L丸山孝男

■福島県骨髄バンク推進連絡協議会
　郡山支部様への寄付

郡山南ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年5月24日（火）　12時～
　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、
福島県では14,300人のドナー登録があるそうですが全国に
骨髄移植を待つ患者様がいらっしゃる中でドナーの高齢化が
進んでいると伺いました。
　寄付金の贈呈式は例会の席上で行われ27回目を迎え、
今年は渡辺和茂会長から、坂本豊和郡山支部代表に寄付金を
手渡しました。

前幹事　L丸山孝男
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■ヘアドネーション

▲各地での贈呈模様

小野町ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年4月12日（火）・5月10日（火）・5月19日（木）
　小野町ライオンズクラブは小野町内外のヘアドネーションの
提供者への感謝状贈呈のために各地を訪れました。
　4月12日（火）は小野中学校を訪問して、野崎珠里さんと
佐藤瑠果さんの2人に、5月10日（火）は滝根小学校を訪問して、
先崎結来さんや同校の志賀愛紗さんと母の友美さん、滝根
中学校の吉田しおりさんの4人に、5月19日（木）は夏井の
自宅を訪問して、岩崎葵咲さんにと数多くの提供者に感謝状と
記念品を贈呈いたしました。
　各受賞者は「ヘアドネーションを啓発するポスターを
見て自分でもできるかもしれない。社会貢献ができてとても
うれしい。」とのコメントをいただき、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、今までの当クラブの
ヘアドネーションの広がりについての話をさせて
いただきました。

L吉田寿一

■クラブ旗と激励金の贈呈

▲激励金の贈呈 ▲集合写真

小野町ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年5月25日（水）　19時30分～20時
　小野町の多目的グラウンドにおいて、小野町ソフトボール
スポーツ少年団へクラブ旗の贈呈を行いました。
　過日実施された県の予選大会で県中地区の第1代表
となり、6月4日～5日にいわき市の新舞子多目的運動場で
実施される県大会に出場することとなり、新たにクラブ旗を
作成して贈呈しました。
　県内の16チームが参加して頂点を目指す大会を前に、
吉田代吉会長から中野智介監督に激励金を渡すとともに、
県大会での活躍を祈り、練習中の合間にクラブ旗を贈りました。

L吉田寿一

■ヘアドネーション

▲左から阿部愛美さん、吉田代吉会長、藤井万佑子さん、吉田寿一幹事

小野町ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年6月18日（土）　13時30分～14時
　受賞者の自宅を訪問してヘアドネーションの感謝状贈呈を
実施しました。今回は藤井万佑子さん（郡山高校3年）と
阿部愛美さん（小野小4年）の2人からの提供で、藤井さんは
「小野高校のチラシを見て、同世代の活動に共感し自分も
何か役に立ちたいと思い髪を提供した。」と話し、阿部さんは
「知り合いに病を患っている人がおり、少しでも役に立てたら
良いと思い提供した。」とのコメントをいただき、吉田会長
からは「今後も社会貢献に目を向けながら頑張って
下さい。」と謝礼を述べ感謝状と記念品を手渡しました。

L𠮷田昭

■JR小野新町駅構内への花の植栽

▲小野高生徒との集合写真

小野町ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年6月23日（木）　11時～12時
　JR磐越東線小野新町駅構内へ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、
駅利用者が花を観賞することで心を癒してもらおうと
年2回実施しているもので、当日は丹精込めて育てた
小野高校の生徒や教師も加わり、3か所の花壇にサルビア・
ベコニア・マリーゴールド・メランポジュームを約300本
植えることができました。

L𠮷田昭
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■ヘアドネーション

▲左からL西牧義和、遠藤朱莉さん、吉田代吉会長、舘美紀子オーナー

小野町ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年6月27日（月）　13時～13時30分
　平田村の岡田美容室を訪問してヘアドネーションの感謝
状贈呈を実施しました。今回は遠藤朱莉さん(会社員)の
提供で遠藤さんは「二十歳の成人式のために伸ばし髪を
切る際に、美容室に貼ってある小野高校のチラシを見て、
自分も何か役に立ちたいと思い髪を提供した。」と話して
いました。吉田会長からは「分からなければゴミとなって
しまう髪を社会貢献活動に役立ててもらい大変感謝して
おります。」と御礼を述べ感謝状と記念品を手渡しました。

L𠮷田昭

■近藤勇追善供養墓前祭

▲ご住職読経 ▲会員集合写真

会津若松ライオンズクラブ
第 4R・第 1Z

令和4年4月25日（月）　10時20分～12時
　会津藩主松平容保が京都守護職在任中、会津藩預かりと
して幕末の京都で、幕府のために力を尽くした新撰組局長
近藤勇の命日に合わせ追善供養墓前祭を行ないました。
　木々の枝が柔らかい萌黄色に染まり、ヤマザクラの花がま
だ咲き残る中行なわれた法要は、コロナ禍という事もありク
ラブ会員のみで行なわれました。会長の挨拶で始まり、神田
良絋ご住職の読経に続き、会員が焼香をしました。また、この
墓前祭には新撰組ファンが多く参列し、今年も花束を持った
方々など、近藤勇局長や副長の土方歳三に思いを馳せ、それ
ぞれ墓前に手を合わせていました。

事業委員長　L斎藤美津子

■会津若松鶴城ライオンズクラブ
　結成５５周年記念事業

▲オンライン講演会のようす

会津若松鶴城ライオンズクラブ
第 4R・第 1Z

令和4年5月21日（土）　13時30分～15時20分
　記念事業としてオンライン講演会を行いました。講師に
東北大学加齢医学研究所所長の川島隆太氏を迎え、スマホに
よる脳への影響とその正しい向き合い方について講演
頂きました。当日は会津若松市内の小中学校長様、PTA
会長様をはじめ多くの皆様にご参加頂き、会場ではメモを
取りつつ熱心に聞き入っていました。また、この講演を市内の
小学5年生から中学3年生とその保護者を対象として、期間
限定でWEB配信しました。スマホが与える脳への影響を
親子で考えてもらい、子どもたちの学力向上と健全育成に
寄与できればと願っています。

L田中大介

■会津若松市立図書館へ児童図書の寄贈

▲贈呈式と児童図書

会津若松葵ライオンズクラブ
第 4R・第 1Z

令和4年5月20日（金）　18時15分～18時45分
　第二例会に会津若松市立会津図書館の小林館長をお招きし、
児童図書の贈呈式を行いました。当日は会長L佐瀬智美
より目録を手渡し、その後、子どもたちの心をなごませる
であろう絵本の数々を回覧。小林館長よりは「継続寄贈に
感謝。多くの市民に利用してもらいたい。」との言葉をいた
だきました。図書館には「葵文庫」のコーナーが設けられ、
1970年よりライオンズクラブのPRと何より青少年健全育成の
一環として継続寄贈をしております。

L鈴木裕俊
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■ランドセルカバー贈呈

西会津ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年3月31日（木）　10時～10時30分
　西会津小学校新入学児童25名のランドセルカバーを
贈呈しました。
　新入学児童の登下校時の交通安全を願って、毎年贈呈
しています。

L武藤健

■ライオンズ花壇の花植え

西会津ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年5月21日（土）　6 時～7時30分
　朝6時から13名で、国道49号線沿い・道の駅「にしあいづ」の
ライオンズ花壇へ花苗1000本の植栽と周辺の草刈を実施
しました。
　毎年実施していますので、花が咲くのを楽しみにしている
町民の方々や国道を通る方々がきれいに咲いた花を見て
和んで頂けるよう、これからも実施して行きます。

L武藤健

■西会津町社会福祉協議会との
　協定書調印式

西会津ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年5月23日（月）　9時30分～10時
　西会津町役場で町社会福祉協議会と「災害時における
協力に関する協定書」の調印式を行いました。もしもの
場合に備えて、町内における災害発生時に支援が速やかに
かつ効果的に行うことができるよう、協力内容その他必要な
事項を定めました。

L武藤健

■活動支援金の贈呈

西会津ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年5月26日（木）　10時～10時30分
　青少年育成事業の一環として、西会津小学校を訪れて、
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。
　子どもたちの健全な成長のために少しでも役に立
てればと、毎年行っています。

L武藤健
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■会津柳津道の駅
　ライオンズ歓迎塔周辺の美化活動

▲清掃は皆さん草刈り機を
持参して本格的に実施いたしました。

柳津ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年6月2日（木）
16時～17時
　会津柳津道の駅清柳苑
の入り口に設置されてい
るライオンズクラブの歓
迎塔の周辺からほっとin
やないづ(足湯)までの草
刈り等の美化活動を実施
致しました。6月4日土曜日
に会津柳津みずウォーク
が開催されるのもあり、き
れいな柳津にお迎えでき
るようにしました。8月10日
には、霊まつり柳灯花火
大会も実施予定であり、今
後も美化活動を進めたい
と思います。

L長谷川早代子

■須賀川駅舎ライオンズ文庫へ本寄贈

▲参加者と寄贈の本を前にして撮影

須賀川ライオンズクラブ
第 5R・第 1Z

令和4年7月5日（火）　9時～9時40分
　新年度に入り3クラブ（須賀川・須賀川中央・いわせオリ
オン）合同で、最初の合同奉仕事業として須賀川駅舎に
あるライオンズ文庫に本を約600冊寄贈しました。この事業は、
駅利用者が電車や人を待つ時間を有意義に過ごして頂く
ためにと、会員などから寄せられた文庫本や漫画など、
毎年定期的に本を追加しています。以降は、10月、1月、4月に
各クラブが担当し継続して補充していきます。

L大柿貞夫

■草刈り及び清掃奉仕

▲ムシテックにて参加した会員の皆様 シャッター係吉田敬一

須賀川ライオンズクラブ
第 5R・第 1Z

令和4年6月11日（土）　9時～12時
　降雨を心配していましたが、幸い曇天候の内にムシテック
ワールドに植樹した赤花エゴの木周辺の草刈り及び一里
塚(400年前旧陸羽街道に江戸日本橋から数えて59番目の
物で東西一対設置してある)、円谷幸吉(昭和39年10月第18回
東京オリンピック東京大会の銅メダリスト)記念碑周辺の
清掃奉仕をしました。
　夕方からは恒例の慰労会で素晴らしい懇親会となりました。

L吉田敬一

■雷山公園の草刈り作業

西会津ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年5月28日（土）　9時30分～10時
　西会津町役場と町社会福祉協議会主催の雷山公園内の
草刈りと周辺のゴミ拾いに参加しました。6月から始まる
「大山まつり」に訪れる方々をきれいな公園で歓迎したいと
思い、参加しました。

L武藤健
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■第16回須賀川中央ライオンズカップ
　ソフトテニス大会

▲表彰式後の参加者の皆さんとライオンズ会員

須賀川中央ライオンズクラブ
第 5R・第 1Z

令和4年5月22日（日）　9時～16時
　須賀川市牡丹台庭球場において第16回須賀川中央
ライオンズカップソフトテニス大会が開催されました。
新型コロナウイルス感染防止のため、出席者全員通常体温を
確認し、検温済みシールを表示しての受付としました。
　県内各所より58チーム117名が参加予定でしたが、当日
都合により3名が欠場となり57チーム114名で各クラスごとに
対戦となりました。試合はスムーズに進行し、各クラス上位
4チーム（女子2部はチームブロックの都合上3チーム）まで
表彰式が行われ、それぞれ賞状と副賞が、優勝チームには
優勝カップの授与が行われました。

L坂本育夫

■妙見五差路の植栽保全活動

▲保全活動の様子 ▲小林一雄アクティビティ委員長
(右端)はじめ参加会員7名

須賀川中央ライオンズクラブ
第 5R・第 1Z

令和4年5月17日（火）　6時～7時
　須賀川市の妙見地内の五差路に会員が集まり植栽の除草、
剪定、ゴミ拾いなどを行いました。
　前回活動で、防草シートを設置した効果により雑草は
だいぶ抑えられていますが、それでも隙間より生えた草が
目立つようになり、今回保全活動を実施いたしました。
　会員7名により、約1時間の作業で植栽と周囲の歩道の
整備を行い、景観がすっきり改善されました。
　除草の成果を前に記念撮影をし、平日の忙しい早朝の
中それぞれの帰路につきました。

L坂本育夫

■3クラブ合同ライオンズ文庫寄贈

▲合同写真 右2番目より坂本ACT、根本会計、羽生幹事、金澤会長

須賀川中央ライオンズクラブ
第 5R・第 1Z

令和4年7月5日（火）　9時～9時40分
　須賀川中央ライオンズクラブは、須賀川ライオンズクラブ、
いわせオリオンライオンズクラブと合同でJR須賀川駅
待合室内に設置してあるライオンズ文庫への図書の寄贈を、
7月5日に実施しました。
　9時より3クラブがそれぞれ図書を持ち寄り当クラブからは
新三役とアクティビティ委員長が出席しました。
　今回は3クラブで合わせて約600冊の図書が集まり、合同で
記念撮影をした後、本棚への入れ替えや補充を行い、
多種類の本で列車の待ち時間の一助になればと思い散会
しました。

ACT委員長　L坂本育夫

■FCT「ブンケン歩いてゴミ拾いの旅」と一緒に美化活動

▲ブンケンさんと一緒に実施前の集合写真です。(横断幕は「美しい地球環境を守るNPO」です)

いわせオリオンライオンズクラブ
第 5R・第 1Z

令和4年6月1日（水）　10時～11時
　FCT「ブンケン歩いてゴミ拾いの旅」と一緒に美化活動を
しました。須賀川LC(参加者3名)須賀川中央LC(参加者2名)
いわせオリオンLC(参加者7名)合同で実施しました。
　弊クラブのL細谷松雄が、「美しい地球環境を守るNPO」
の理事長を務めていることから、会員に実施の案内があり、
賛同者の協力により行いました。実施場所は、国道4号線沿い
イオンスーパー鏡石店前の歩道及び法面のゴミ拾いです。
私たちもブンケンさんと一緒にいつもの「希望のカケラ」と
言って元気に拾っていました。少しでもゴミが減ることを
願うばかりです。
　私達は、「We Serve」の精神の元、今後もきれいで過ごし
やすい地域環境になるよう努めて参ります。

幹事　L佐藤暸二
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各ライオンズクラブ活動報告

■ヘアドネーション

▲例会会場において、阿部会長より兼子真緒さんに感謝状贈呈(同伴 L兼子巧)

いわせオリオンライオンズクラブ
第 5R・第 1Z

令和4年6月22日（水）　18時～18時10分
　L兼子巧のご息女が、大事に手入れしていた長く伸ばしてた
髪を、ヘアドネーションの趣旨に賛同し提供頂きました。
　31cmを優に超えたきれいな髪です。ご本人は、天栄村
立広戸小3年「兼子真緒」さんです。髪は、L兼子が、6月16日に 
髪8束を直接「つな髪事務局」へ送付しました。
　当クラブの第二例会において、阿部弘文会長より、兼子
真緒さんにご出席いただき、感謝状を贈りました。

幹事　L佐藤暸二

■「ふくしまオーガニックコットンプロジェクト①」に参加

▲マルチの中の雑草を取り除く作業

東日本国際大ライオンズクラブ
第 6R・第 1Z

令和4年6月26日（日）　9時30分～12時
　いわき市平下平窪の「ブラウンコットン畑」で、東日本国際
大学LCのメンバーを含め学生10名が参加しました。この
日は、気温が30度を超える暑さでしが、熱中症にならない
よう休憩と水分を多めに取りながら作業をしました。この
日は、マルチの中に生えた雑草を取り除く作業と、水やり、
そして3本~4本成長している苗のうち、2本を残して間引く
作業をしました。途中の休憩で畑主さんがかき氷アイスの
差し入れをしてくださり、涼を取ることができました。また、
地域の方から活動について尋ねられる場面もありました。

L河合伸

■「ふくしまオーガニックコットンプロジェクト②」に参加

▲畑仕事での集合写真

東日本国際大学ライオンズクラブ
第 6R・第 1Z

令和4年7月17日（日）　9時30分～15時
　いわき市平下平窪の「ブラウンコットン畑」で、東日本国際
大学LCのメンバーを中心に15名が参加しました。今回は、
いわき短期大学からも2名が参加しました。この日は、
三角フォーで、畝間の雑草を刈る作業、下の方の枝を切る
作業、支柱に紐を巻き付けて、成長しつつある木を支える
作業をしました。午後は、畑主さん宅にて、糸紡ぎの道具を
使った糸紡ぎ体験や、コットンのあらゆる部位を用いた
コットン商品のアイデアを考案していく作業をしました。

L河合伸

■ヘアドネーション

いわき泉ライオンズクラブ
第 6R・第 1Z

令和4年7月22日（金）　16時～16時10分
　ヘアドネーションの取り組みについて、今回ご協力頂い
たのは、須山栞里さんでした。
　これまでいわき泉ライオンズクラブは、令和2年度から
ヘアドネーションの取り組みを展開してきました。会員が
ITを駆使し、SNSやFacebook等で活動の内容を掲示した
ことで、賛同頂いた美容室・理容室さんからのご紹介も
あり、これまで以上に反響の声が届いています。病気等で
苦しんでいる方々の励みになればとの思いで取り組んだ
事業も、毎年広がりを見せ、学生や若い方々に限らず年配
の方からも連絡を頂いております。今後も広報・PR活動を
展開し、社会貢献活動を展開していきます。

幹事　Ｌ大滝利伸
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ライオンズクラブ国際協会332-D地区

編 集 後 記
　第1回PR・ITライオンズ情報委員会会議を5月26日に第2回会議を7月27日に開催し、
今期第1号の「ライオン福島 夏号」の発行に至りました。
　発行に当たってはL石澤地区ガバナーをはじめ、キャビネット三役並びに担当キャビネット
副幹事そして委員会一丸となり取りまとめ、初版発行となりました。
　表紙には夏号にふさわしく、浜通り地方の風景画像を掲載させいただきました。
　次回秋号からは中通り地方や会津地方の特徴のある画像を掲載予定でございます。
　新年度を迎え新型コロナウイルスも終息するものと願っておりましたが、残念ながら終息には
至らず、各クラブに於かれましては益々活動の自粛に向かってしまうのではと懸念される
ところでございますが、十分なコロナ対策を取っていただきながらライオンズ活動を実施
していただき、その情報や記事投稿をお願いしますと共に、広告協賛並びに取材協力等、
改めまして皆様方にお願い申し上げます。

PR・ITライオンズ情報委員長　L鈴木朝裕

L相楽 裕之
第1R第1Z
川俣LC

●職業:土木・建築

●スポンサー:L高橋照伸
まだ何もわかりませんが、宜しくお願いします。

L大河原 孝志
第3R第1Z
田村LC

●職業:田村市議会議員

●スポンサー:L助川俊光
「微力ではありますが、諸先輩方のご指導の下、
地域貢献に精進したいと思います。
ご指導のほど宜しくお願い致します。

L大友 勝弘
第3R第1Z
田村LC

●職業:田村市大越公民館
   館長
●スポンサー:L助川俊光

退職後の人生を地域貢献に精進したいと思います。
先輩方のご指導、宜しくお願い致します。

L伊藤 正治
第4R第1Z
会津若松鶴城LC

●職業:有限会社マルイ塗装
   代表取締役
●スポンサー:L吉川直佑

若輩者ですが、Ｌ活動を精一杯頑張りたいと思います。
御指導の程、よろしくお願いします。

L相馬 有二
第4R第1Z
会津若松鶴城LC

●職業:会津ガス株式会社
   取締役営業部長
●スポンサー:L吉川直佑

自分ができる事を、肩の力を抜いて頑張って
行きたいと思います。
ご指導よろしくお願いいたします。

新入会員紹介
L菊池 久好

第2R第1Z
福島西LC

●職業:株式会社東北メンテナンス
   代表取締役
●スポンサー:L渡辺兼光

皆さんと一緒に奉仕の心を学んで行きたいと思い
ます。

ライオンズクラブ国際協会　３３２－Ｄ地区　第1Ｒ　第２Ｚ

二本松ライオンズクラブ
会長 Ｌ三浦 章一 / 幹事 Ｌ野地 幸司 / 会計 Ｌ桑原 実寛

『取り戻そう 未来へ繋ぐ奉仕の和』
2022.7～2023.6　会長テーマ



会長
L佐藤 仁

幹事
L木下 幸英

会計
L中島 寛

本宮ライオンズクラブ
ライオンズクラブ国際協会332-D地区 第1R 第2Z

■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

アラート・会則副委員長
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

オーナー （梁川LC 会計） Ｌ大竹敦

代表取締役　
（梁川LC 幹事）Ｌ阿部裕一

セブンイレブン福島梁川右城町店

〒960－0745  福島県伊達市梁川町字右城町19
TEL 024－577－7710

〒960-0715　福島県伊達市梁川町大舘10-2
TEL. 024-577-0343
FAX. 024-573-9511

石材総合請負

有限会社 阿部忠石材

株式会社
酒井東栄コーポレーション

一級建築士

代表取締役　Ｌ酒井富也
GLTコーディネーター(梁川 LC)

本社/〒960-0634福島県伊達市保原町大泉字前原内160
TEL 024-575-3117 ㈹　FAX 024-575-2584

〒９６０－０７７７
福島県伊達市梁川町字西土橋９１－２

電　話　０２４－５７７－２０４３
ＦＡＸ　０２４－５９７－６５４３

（梁川LC 会長）

専務取締役

Ｌ霜山洋之

有限会社霜山鉄工所
●上・下水道設備工事 ●冷暖房設備工事 ●工業用ガス設備工事 ●LPG設備・販売

960-0757　福島県伊達市梁川町幸町80
TEL（024）577-3254㈹ FAX（024）577-2224

代表取締役

（梁川LC 中期改革・大会参加・薬物乱用防止副委員長）
L 清 水 源 太 郎

一般建築鉄骨・金物製作施工



（国見 LC　会長）

会 長　佐々木彰　　幹 事　秋葉良典　　会 計　佐藤三雄
［事務所　伊達市霊山町掛田字段居 11-3　TEL&FAX  024-586-3166］

道の駅「伊達の郷 りょうぜん」へ是非お出かけ下さい！

ライオンズクラブ国際協会332-D地区 第2R第2Z

霊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２Ｚ

郡山開成ライオンズクラブ
【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

会長 Ｌ佐藤 達夫 / 幹事 Ｌ橋本 昌幸 / 会計 Ｌ鈴木 優樹

代表取締役　L樋口卓弥（国見LC会計）



郡山中央ライオンズクラブ
ライオンズクラブ国際協会 332-D地区 第3R 第2Z

■事務局　〒963-8026 福島県郡山市並木 1-9-6-2F
TEL：024-983-8040 FAX：024-973-6395

『ひとつ 共に歩む』
会長テーマ

●会長　L橘 弦一郎　●幹事　L鈴木 幹珠　●会計　L久野 三男

郡山北ライオンズクラブ
ライオンズクラブ国際協会 332-D地区 第3R 第2Z

■事務局　〒963-8026 福島県郡山市並木 1-9-6-2F
TEL：024-954-3245 FAX：024-973-6395

『心ひとつに次の扉を開こう！』
会長テーマ

●会長　L箭内 好彦　●幹事　L中村 行宏　●会計　L古川 一憲

代表取締役　税理士　L 二 瓶  克 雄
（名誉顧問　郡山開成 LC）

〒963-8862 郡山市菜根四丁目21 - 1 3
TEL 024-935-6561 ／ FAX 024-935-6581

有限会社ニヘイ会計センター
二瓶克雄税理士事務所

〒963－0108  郡山市笹川1丁目141番地
TEL 024－945－1945・FAX 024－945－6111

容器の総合商社

取締役会長 Ｌ伊 藤  弥 栄
（名誉顧問・郡山開成LC）

福島容器株式会社
ＹＯＫＩ
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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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒960-1241
福島県福島市松川町字中町2
TEL:024-567-3500
〒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
〒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
〒969-1761 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

〒969-0401 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
〒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
〒969-0221
福島県西白河郡矢吹町中町290
TEL:0248-42-4176
〒963-6131
福島県東白川郡棚倉町字南町58-5
TEL:0247-33-4912
〒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
〒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
〒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
〒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
〒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
〒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
〒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
〒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
〒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
〒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
〒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
〒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

〒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
〒969-6261 福島県大沼郡会津美里町
字高田道上2883-2
TEL:0242-54-4671
〒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
〒969-3512
福島県喜多方市塩川町東栄町1-1-1
TEL:0241-27-8691
〒969-7205
福島県河沼郡柳津町郷戸字堂前乙97-58
TEL:0241-42-3114
〒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




