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秋

・ 目の愛護デー講演会開催
ガバナー公式訪問開催
・ 薬物乱用防止教育認定講師養成講座開催



国際会長(ブライアン E. シーハン)テーマ

“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!

　先人による安積開拓のフロンティア・スピリットを受け継いだランド
マークとして県内一の高さ約133mを誇るビッグアイ。
　また郡山西口駅前広場には、「緑の扉」と呼ばれる人気4人組J-POPグ
ループ「GReeeeN」と郡山青年会議所が共同で製作されたモニュメント
があります。
　GReeeeNの”第二の故郷”とも言える郡山で建立したモニュメントに
は夢に向かって挑戦する若者たちに向けたメンバーからのメッセージが
込められております。

PR・ITライオンズ情報副委員長　Ｌ丸山孝男
　　　　PR・ITライオンズ情報副委員長　Ｌ市川良一

表紙の写真

郡山のランドマーク　『ビッグアイ』と『緑の扉』
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10月 1日(土) 第4回内局員会議
6日(木) SCP・FWTミーティング

1日(土) 目の愛護デー講演会

9日(日) 会津若松鶴城ライオンズクラブ55周年記念式典

15日(土) 原町ライオンズクラブ50周年記念式典
13日(木) 332複合地区第3回GSTコーディネーターweb会議
12日(水) 地区リーダーミーティング

22日(土) 福島あづまライオンズクラブ認証35周年感謝の集い

31日(月) 第69回地区年次大会事前打合会
28日(金) 薬物乱用防止教育認定講師養成講座

11月
5日(土)～6日(日) 332複合地区SCP・FWT HAPPYフェスタin青森

4日(金) 332複合地区第2回ガバナー協議会並びに複合連絡会議
5日(土) 332複合地区第3回GMTコーディネーター会議（ハイブリッド）

6日(日) 二本松ライオンズクラブ55周年記念式典
6日(日) いわきライオンズクラブ60周年記念式典
6日(日) 長澤千鶴子国際理事就任祝賀会
7日(月) 第2回名誉顧問会議
11日(金) 第35回国際平和ポスターコンテスト審査会
15日(火) 332複合地区GAT会議

15日(火)～16日(水) 332複合地区第一・第二副地区ガバナー研修会
18日(金) 第2回ZC会議／第2回GAT合同会議／正副委員長会議／第2回キャビネット会議

24日(木)～27日(日) 第59回オセアルフォーラム

12月 5日(月) 全国サクセスストーリー進捗報告会
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子ども食堂支援について 23
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原町ライオンズクラブ50周年記念式典 26
福島あづまライオンズクラブ認証35周年感謝の集い 27
各ライオンズクラブ活動報告 28
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第4R・第2Zガバナー公式訪問 9

9日(金) 地区LCIFセミナー
8日(木) 332複合地区次世代リーダーオンライン研修会
7日(水) 第6回内局員会議

1日(火) 第4回PR・ITライオンズ情報委員会
2日(水) 第5回内局員会議
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第1回キャビネット会議 日  時 2022年7月22日（金）
開催場所 二本松御苑

　第1回キャビネット会議が、二本松市「二本松御苑」においてキャビネット役員及び、ホストクラブ
第1R三役が出席のもと開催されました。
　キャビネット会議に先立ち13時から14時20分までZC会議、GAT合同会議、正副委員長会議が開かれ、
14時30分より地区ガバナーL石澤孝の開会宣言・ゴングによりキャビネット会議が開始されました。
　はじめに地区ガバナー挨拶、名誉顧問会議長・前地区ガバナーL荒川友成、第1副地区ガバ
ナーL門馬弘、第2副地区ガバナーL車田信彦、元国際理事・名誉顧問L安澤莊一の挨拶のあと、地区
ガバナーL石澤孝より今年度の基本方針と重点目標の説明があり、キャビネット幹事・会計、複合地区
GMTコーディネーター・名誉顧問L菅野文吉より報告をいただき、議案審議に入りました。
　議案審議は、すべて満場一致で採択され、その後、各コーディネーター、各委員長の活動方針が発
表され、各種アワード贈呈、各種記念品贈呈・活動費の授与がなされ閉会となりました。

PR・ITライオンズ情報委員長　L鈴木朝裕

▲地区ガバナーL石澤孝

▲前地区ガバナー・名誉顧問会議長L荒川友成 ▲第1副地区ガバナーL門馬弘 ▲第2副地区ガバナーL車田信彦
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ライオンズクラブ国際協会332-D地区

議案8 議案9

◆承認された議案の中からお知らせ◆

第69回地区年次大会開催場所及び日程
日　時：2023年5月14日（日）
開催地：二本松市
会　場：城山総合体育館

第2回キャビネット会議開催地
日　時：2022年11月18日（金）
開催地：二本松市
会　場：二本松御苑

▲第1回ZC会議▲前三役への記念品贈呈

▲第1回ZC会議▲議案審議▲元国際理事・名誉顧問L安澤莊一

▲第1回正副委員長会議▲議案審議

▲ZC活動費贈呈▲LCIF国際会長賞メダル・LCIF理事長メダル贈呈▲複合地区GMTコーディネーター・複合地区国際理事候補者推薦委員・
元複合地区協議会議長・名誉顧問L菅野文吉
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国際会長公式訪問日  時 2022年7月19日（火）
開催場所 名古屋マリオットアソシアホテル

LCIF理事長公式訪問日  時 2022年9月7日（水）
開催場所 名古屋ＪＲゲートタワー

　7月19日(火)、名古屋マリオットアソシアホテルにおいて、ブライアン・E・シーハン国際会長をお迎
えし、各地区ガバナーはじめ地区役員300名を超える会員が集い、公式訪問並びに歓迎晩餐会が開
催されました。
　会長テーマ Together We can 皆でやればできる のもと、ユーモア溢れる講話の中にディズニー
を彷彿させる動物動画が流れ、そこに込められた奉仕活動の楽しさや、会員拡大の重要性など分か
りやすい講話でした。参加者全員が感動とやる気を頂いて参りました。

キャビネット幹事　L瀬戸睦男

　9月7日（水）、名古屋JRゲートタワーにおいて、ダグラスX.アレキサンダーLCIF理事長の日本公式訪
問があり、全国より300余名の参加者のもと、コロナ禍ではありましたが盛大に歓迎式典、晩餐会が
開催されました。当332-D地区からは谷岡憲行LCIF副エリアリーダーはじめ5名の参加をいただき、
歓迎の意を表して参りました。
　ライオンズクラブ国際協会とLCIFは車の両輪として欠かせない関係で、今後も様々な場面で協力
していくことを再確認し、更なる発展と今後の活躍を願い、絆を深めて参りました。今後とも皆様のご
支援、ご協力をお願い申し上げます。

第2副地区ガバナー　L車田信彦

▲LCIF理事長公式訪問 ▲LCIF理事長公式訪問



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

ライオンズクラブ国際協会332-D地区

第3R合同ガバナー公式訪問日  時 2022年8月19日（金）
開催場所 磐梯熱海温泉ホテル華の湯

　今年は新型コロナウイルス感染防止に十分に留意しコロナ以前の規模を目指し磐梯熱海温泉の
ホテル華の湯にて127名の規模で第3R・1Z・2Z合同でガバナー公式訪問が開催されました。
　式典に先立ち、合同質問会がキャビネット副幹事L上田洋一の進行により始まり、地区ガバナー
並びにキャビネット役員紹介、クラブ役員紹介の後に、地区ガバナーL石澤孝、名誉顧問L荒川友成、
名誉顧問L久保田善九郎、第1Z・ZC・L佐藤一喜の挨拶があり質問会に入りました。キャビネット
幹事L瀬戸睦男からの質問・要望に各クラブが応え、今後のクラブ運営の方向性を確認いたしました。
　引き続き公式訪問式典に移り、郡山中央LC幹事L鈴木幹珠と小野町LC幹事L𠮷田昭が進行を
担当、開会宣言並びにゴングを郡山LC会長L北村義勝が行い、クラブ会長代表挨拶を田村LC会長
L佐久間幸彦、地区ガバナー公式訪問歓迎の挨拶を第2Z・ZC・L三瓶嘉宣が行い、続いて地区
ガバナーL石澤孝、第1副地区ガバナーL門馬弘の挨拶があり、地区ガバナーの柔和なお人柄の中にも
強い意志を持って基本方針の説明と重点目標の要請がされました。
　その後、石澤ガバナーから新会員へのラペルピンの贈呈、キャビネット幹事報告、MJF献金・地区
ガバナースポンサーアワードが贈呈され、各クラブへ記念品贈呈、キャビネット役員へ記念品贈呈、
郡山北LC会長L箭内好彦の閉会宣言並びにゴングで閉会となりました。
　懇親会ではガバナー自らが各テーブルを訪れ記念撮影をされ楽しくなごやかに交流できました事
感謝いたします。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L丸山孝男
PR・ITライオンズ情報副委員長　L市川良一

▲新入会員入会式▲MJF献金アワード贈呈▲スポンサーアワード贈呈

▲各クラブへ記念品贈呈▲企業献金アワード贈呈▲キャビネット幹事L瀬戸睦男

▲第1副地区ガバナーL門馬弘▲合同ガバナー公式訪問例会

▲地区ガバナーL石澤孝

▲ガバナー公式訪問質問会
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第2R・第1Zガバナー公式訪問日  時 2022年8月23日（火）
開催場所 福島市クラークリアンテサンパレス

　第2R・第1Z地区ガバナー公式訪問が開催されました。式典に先立ち、16時よりキャビネット副幹事
L鈴木一海の進行により質問会が行われ、キャビネット幹事L瀬戸睦男の開会、福島信陵LC会長L福
地雅人より地区ガバナー並びにキャビネット役員紹介クラブ役員紹介があり第2R・第1Z・ZC・L須藤
武彦の挨拶の後、質問会に入りました。引き続き地区ガバナー公式訪問式典に移り進行を第2R・第
1Z・ZC秘書L阿部美幸、クラブ会長代表挨拶を福島中央LC会長L小野国信、地区ガバナー訪問歓迎
の挨拶を第2R・第1Z・ZC・L須藤武彦が行い地区ガバナーL石澤孝、第1副地区ガバナーL門馬弘、第2
副地区ガバナーL車田信彦の挨拶があり、今期の重点目標の説明、確認がされました。
　その後5名の新入会員入会式、地区ガバナー公式訪問記念アクティビティ発表、地区ガバナーより
各クラブへ記念品贈呈、地区ガバナーに花束贈呈、地区ガバナーよりMJF献金アワード贈呈13名、ス
ポンサーアワード贈呈5名があり、その後キャビネット幹事報告、福島西LC会長L渡辺兼光の閉会宣
言並びにゴングで閉会となりました。コロナ禍の折、懇親会の開催は中止となりましたが地区ガバ
ナーL石澤孝との有意義な意見交換でした。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L渡辺文夫

▲地区ガバナー　L石澤孝

▲地区ガバナー　L石澤孝 ▲新入会員入会式▲地区ガバナーへ花束贈呈
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ライオンズクラブ国際協会332-D地区

第2R・第2Zガバナー公式訪問日  時 2022年8月26日（金）
開催場所 国見町観月台文化センター

　国見町観月台文化センターにて第2R・第・2Zガバナー公式訪問が開催されました。
　式典に先立ち、質問会が開催され、キャビネット幹事L瀬戸睦男の開会、国見町LC第2R・第2Z・ZC
秘書L岩崎賢治より地区ガバナー並びにキャビネット役員紹介と各クラブ役員紹介があり、地区ガバ
ナーL石澤孝、第2R・第2Z・ZC・L紺野徹の挨拶の後、質問会に入りました。
　式典では、第2R・第2Z・ZC秘書L岩崎賢治の司会進行にて、国見LC会長L斎藤政利の開会宣言並び
に開会ゴングにより始まり、地区ガバナーから今期の基本方針・重点目標について力強い挨拶、引地
真国見町長、須田博行伊達市長より来賓のご挨拶をいただいた後、第2R・第2Z・ZC・L紺野 徹より公
式訪問歓迎の挨拶がありました。
　その後、10名の新入会員入会式と地区ガバナーからの各種記念品の贈呈が執り行われました。
　伊達町LC会長L小野富夫より閉会宣言並びに閉会ゴングにて終了しました。
　本年度もコロナ禍による感染防止のため懇親会は中止となりましたが、5クラブの各集合写真の
通り、有意義なガバナー公式訪問でした。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L菅野政光

▲地区ガバナーL石澤孝

▲国見ライオンズクラブ▲国見LC会長L斎藤政利

▲保原ライオンズクラブ▲梁川ライオンズクラブ

▲伊達町ライオンズクラブ▲霊山ライオンズクラブ
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ライオンズクラブ国際協会332-D地区

第4R・第1Zガバナー公式訪問日  時 2022年9月2日（金）
開催場所 ルネッサンス中の島

　会津若松市の「ルネッサンス中の島」にて 第4R・第1Z地区ガバナー公式訪問が開催されました。
　（コロナ感染予防の為、晩餐会は中止）合同例会に先立ち、地区ガバナーL石澤孝並びにキャビネッ
ト役員、5クラブの三役が出席して質問会が行われました。各クラブからの回答書に基づき、クラブテー
マや抱える問題等も含めた活動内容が発表され、有意義な意見交換がなされました。
　引き続き合同例会に移り、5クラブを代表して会津若松葵LC会長L加藤武志が挨拶し、第4R・第1Z・
ZC・L張崎為貴が歓迎のことばを述べました。地区ガバナーL石澤孝の挨拶では、LCIF、MJF献金の透
明性や重要性、会員の後継者を家族会員として迎え入れる、子ども食堂支援やヘアドネーション等を
通して女性会員を募る、ボランティア団体等の組織との交流を通じて会員を募る等の具体的な会員
増強のお願いがありました。また、自分のクラブの良い所、誇れる所、改善する所の分析をし、良い所
を更に磨くことで改善も行われる。そのようなクラブに会員は居心地の良さを感じ、新しい会員も
入ってくるのではないか、とのお話しもありました。
　その後、入会式、地区ガバナーより各クラブへ記念品贈呈、キャビネット役員へ記念品贈呈、MJF
アワード（4名）とガバナースポンサーアワード（7名）の表彰がありました。キャビネット幹事報告に
続いて、第4R・第1Z・ZC・L張崎為貴より、ガバナー公式訪問記念アクティビティとして、姉弟像「うたご
え」の修繕費用を会津若松市へ寄付する事が発表され、最後に名誉顧問L真田倭夫のライオンズ・
ローアで閉会となりました。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L田中大介

▲入会式▲質問会

▲キャビネット幹事L瀬戸睦男による幹事報告▲地区ガバナーL石澤孝の挨拶
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ライオンズクラブ国際協会332-D地区

　第4R・第2Z地区ガバナー公式訪問がコロナ禍を受けて縮小開催されました。式典に先立ち15時
30分からキャビネット副幹事L本多和弘の進行により質問会が始まり、キャビネット幹事L瀬戸睦男
の開会、第4R・第2Z・ZC・L武藤健より地区ガバナー並びにキャビネット役員とクラブ役員紹介、地区
ガバナーL石澤孝とゾーン・チェアパーソンがそれぞれ挨拶をした後に質問会に入り、活発な意見交
換が行われました。
　引き続き公式訪問式典に移り、第4R・第2Z・ZC秘書L清水幹久の司会進行で、西会津LC会長L髙橋
至の開会宣言があり、会津喜多方LC会長L加勢良信よりクラブ会長代表挨拶、第2Z・ZCより歓迎の挨
拶が行われてから、地区ガバナーL石澤孝より挨拶に加えて今期の地区ガバナーテーマに掲げられ
た「ひろい心で たのしく奉仕」の背景と基本方針・重点目標について力強い説明をいただきました。
次に、キャビネット幹事L瀬戸睦男からの各種報告の後、地区ガバナーから各クラブへの記念品の贈
呈、キャビネット役員へ記念品の贈呈が相互に行われてから、会津坂下LC会長L田村應季の案内で
各クラブ会長よりガバナー公式訪問アクティビティ発表がそれぞれ行われ、地区ガバナーからMJF献
金者アワードとスポンサーアワードの贈呈を最後に、全員によるライオンズローアの雄叫びの余韻
を残しながら、会津美里LC会長L星賢一の閉会宣言と閉会のゴングにより式典を終了しました。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L髙羽伊一郎

第4R・第2Zガバナー公式訪問日  時 2022年9月7日（水）
開催場所 道の駅にしあいづ交流物産館よりっせ

▲地区ガバナーL石澤孝

▲4R・2Z ZC L武藤健

▲公式訪問式典 ▲公式訪問式典 ▲公式訪問式典 ▲公式訪問式典

▲質問会 ▲記念品贈呈

▲ガバナー入場

▲地区ガバナーL石澤孝



10 LION  FUKUSHIMA

ライオンズクラブ国際協会332-D地区

　いわき市の「いわきワシントンホテル椿山荘」において、第6R・第1Zガバナー公式訪問が開催され、
地区役員12名、ゾーン内の6クラブより三役17名及び新入会員6名が出席しました。
　質問会では、ガバナーチームと各クラブ三役が活発な意見交換を行い、今期のクラブ奉仕活動に
とって意味のある内容となりました。
　地区ガバナーL石澤孝からの式典挨拶では、コロナ禍に於ける大変な状況にも関わらず精力的に
活動を展開している各クラブに対し、感謝と激励のお言葉を述べられました。
　ガバナーテーマでもある「ひろい心で たのしく奉仕」を掲げ、会員の維持と増強、人道支援を目的
としたLCIFキャンペーン、地区重点事業として取り組む「子ども食堂」を始めとする地域に求められる
奉仕活動を精力的に展開すると力強く挨拶をされました。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L笠木雄一

第6R・第1Zガバナー公式訪問日  時 2022年9月9日（金）
開催場所 いわきワシントンホテル椿山荘

▲クラブ会長へ記念品贈呈 ▲名誉顧問L坂本勇 ▲6R・1Z・ZC・L芦口智章

▲アワード贈呈 ▲ニューメンバースクール修了証贈呈 ▲LCIF副エリアリーダー（MD331・MD332担当）
名誉顧問L谷岡憲行

▲ガバナー公式訪問質問会 ▲地区ガバナーL石澤孝
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　第6R・第2Z地区ガバナーL石澤孝 公式訪問式典が相馬市Nリゾート福島に於いて開催されました。
　式典に先立ち、地区ガバナー・キャビネット役員・第6R・第2Z・4LCの3役12名で公式訪問質問会を
開催、各クラブの現状について確認されました。
　会場を移し、公式訪問式典をキャビネット役員7名、ゾーン会員3役・一般会員合わせて40名で開
催、地区ガバナーL石澤孝からの挨拶ではガバナーテーマ「ひろい心で  楽しく奉仕」で奉仕や交流を
みんなで楽しく進める、会員の増強とマイライオンへの登録推進について、そして度重なる災害、コ
ロナ禍の中で頑張る第6R・第2Z各クラブへ励ましの言葉をいただきました。続いて第1副地区ガバ
ナーL門馬弘と第2副地区ガバナーL車田信彦からの挨拶、幹事報告ではキャビネット幹事が都合に
より欠席のため、会計のL丹野秀進より幹事報告がありました。
　アワードの贈呈、記念品の贈呈、アクテビティの発表と続き、式典はコロナ禍の影響も考えられま
したが全員参加を目標に開催、全会員79名中40名の参加、盛り上がった式典となりました。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L三瓶政美

第6R・第2Zガバナー公式訪問日  時 2022年9月13日（火）
開催場所 相馬市Ｎリゾート福島

▲地区ガバナーL石澤孝 ▲ガバナー公式訪問

▲第1副地区ガバナーL門馬弘 ▲MJF献金アワード贈呈

▲原町ライオンズクラブ ▲相馬ライオンズクラブ

▲飯舘ライオンズクラブ ▲新地ライオンズクラブ
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▲鏡石ライオンズクラブ ▲玉川ライオンズクラブ ▲いわせオリオンライオンズクラブ

▲須賀川ライオンズクラブ ▲石川ライオンズクラブ ▲須賀川中央ライオンズクラブ

▲クラブ会長へ記念品贈呈 ▲MJF献金アワード贈呈 ▲5R1Z・ZC・L井手浩智

▲地区ガバナーL石澤孝　あいさつ ▲質問会

　玉川村にあるマーヴェラス末広にて第5R・第1Zのガバナー公式訪問が行われました。
本来であれば第5R・第1Z内会員みんなでガバナーをお迎えしたいところでしたが、新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止のため、各クラブ三役のみの出席で行われました。
　質問会では活発な意見交換が行われ、式典では、石澤ガバナーの本年度にかける熱い想いを聞く
ことが出来ました。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L阿部弘文

第5R・第1Zガバナー公式訪問日  時 2022年9月16日（金）
開催場所 マーヴェラス末広
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▲質問会会場

▲質問会会場 ▲地区ガバナーL石澤孝

▲地区ガバナーL石澤孝　あいさつ▲質問会 ▲記念品贈呈

▲記念品贈呈 ▲クラブの皆さんと ▲クラブの皆さんと

　矢吹町ホテルニュー日活において、第5R・第2Z地区ガバナー公式訪問が開催されました。式典に先
立ち、3時45分より質問会が開催され、地区ガバナー・キャビネット役員・クラブ役員紹介後、地区ガバ
ナーL石澤孝、元国際理事･名誉顧問L安澤莊一、ZC・L浅川誠吾の挨拶があり質問会に入りました。
　引き続き公式訪問式典に移り、矢吹LC幹事L渡辺雄太郎の司会進行、矢吹LC会長L鈴木隆司よりク
ラブ会長代表挨拶があり、ZC・L浅川誠吾より歓迎の挨拶、続いて地区ガバナーL石澤孝、第1副地区
ガバナーL門馬弘、第2副地区ガバナーL車田信彦の挨拶があり、今期のガバナーテーマ「ひろい心で 
たのしく奉仕」のもと重点目標達成に向けて活動していく事が確認されました。その後MJF献金及び
ガバナースポンサーアワードが贈呈され、地区ガバナーより各クラブへ記念品贈呈、キャビネット役
員へ記念品贈呈。ガバナー公式訪問記念アクティビティ発表と続き、元国際理事･名誉顧問L安澤莊
一のライオンズ･ローアで閉会となりました。その後地区ガバナー歓迎晩餐会が感染防止対策のもと
楽しく開催されました。

 PR・ITライオンズ情報副委員長　L鈴木一彦

第5R・第2Zガバナー公式訪問日  時 2022年9月21日（水）
開催場所 ホテルニュー日活
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▲第1R・第1Z質問会 ▲ガバナー入場 ▲第1R・第1Zクラブ会長へ記念品贈呈 ▲入会式

▲福島ライオンズクラブ ▲福島ライオンズクラブ ▲川俣ライオンズクラブ ▲川俣ライオンズクラブ

▲福島信夫ライオンズクラブ ▲福島信夫ライオンズクラブ ▲飯野ライオンズクラブ ▲飯野ライオンズクラブ

▲桑折ライオンズクラブ ▲桑折ライオンズクラブ ▲福島グリーンライオンズクラブ ▲福島グリーンライオンズクラブ

▲福島グリーンライオンズクラブ ▲福島ライオネスクラブ他 ▲また会う日まで ▲ライオンズローア

　「ウェディングエルティ」にて第1R第・1Z地区ガバナー公式訪問が開催されました。
　式典に先立ち、16時からキャビネット副幹事L鴫原北斗の進行により質問会が始まり、キャビネッ
ト幹事L瀬戸睦男の開会、第1R・第1Z・ZC・L齋藤守より地区ガバナー並びにキャビネット役員紹介、
クラブ役員紹介、続いて地区ガバナーL石澤孝、複合地区GMTコーディネーター・複合地区国際理事
候補者推薦委員・元複合地区協議会議長・名誉顧問L菅野文吉が挨拶し、ZCの挨拶の後、質問会には
いりました。
　引き続き式典に移り、進行を飯野LC幹事L佐藤利夫、福島LC 幹事L渡辺一代、地区ガバナー歓迎の
挨拶を福島LC会長L佐藤良一、続いて地区ガバナーL石澤孝、第1副地区ガバナーL門馬弘、第2副地
区ガバナーL車田信彦の挨拶の後、今期の重点目標の確認がされました。
　式典終了後、3年ぶりに開催された歓迎晩餐会では、マスク会食マナーを守りながら親交を深め、

「また会う日まで」の後、ライオンズローアをもって閉会となりました。
PR・ITライオンズ情報副委員長　L武藤敦夫

第1R・第1Zガバナー公式訪問日  時 2022年9月27日（火）
開催場所 ウェディングエルティ
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▲会場風景▲地区ガバナーL石澤孝登壇▲地区ガバナーL石澤孝入場

▲質問会▲名誉顧問Ｌ三浦勝眞▲質問会(地区ガバナーL石澤孝)

▲地区ガバナーL石澤孝

▲第２副地区ガバナーL車田信彦▲第１副地区ガバナー・LCIFコーディネーターL門馬弘▲地区ガバナーL石澤孝

　第1R・第2Z地区ガバナー公式訪問が9月29日に二本松市東和文化センターにて開催されました。
　はじめに、キャビネット副幹事L渡邊幸一郎の進行により質問会が行われ、キャビネット幹事L瀬戸睦
男の開会のことば、第1R・第2Z・ZC・L菅野修司より地区ガバナー・キャビネット役員・クラブ役員の紹介
があり、地区ガバナーL石澤孝が挨拶し、名誉顧問L三浦勝眞が挨拶した後、質問会に入りました。
　質問会では回答書に基づき、各クラブが抱える問題等も含めた活動内容が発表され、有意義な意
見交換がなされました。
　引き続きガバナー公式訪問並びに5クラブ合同例会に移り、ZC・L菅野修司の先導により、地区ガバ
ナーL石澤孝が入場され、東和ライオンズクラブ会長L高野義文の開会宣言ゴングで開会しました。
　はじめに、東和ライオンズクラブ会長L高野義文が歓迎の挨拶をし、続いて地区ガバナーL石澤 
孝、第1副地区ガバナーL門馬弘、第2副地区ガバナーL車田信彦に挨拶をいただきました。
　式典では、新入会員入会式、公式訪問アクティビティ発表、記念品・アワード贈呈、そしてキャビ
ネット幹事L瀬戸睦男よりキャビネット幹事報告、岩代ライオンズクラブ幹事L渡辺保浩より各クラブ
幹事報告があり、岩代ライオンズクラブ会長L橋本隆雄のライオンズローア、東和ライオンズクラブ会
長L高野義文の閉会の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鈴木朝裕

第1R・第2Zガバナー公式訪問日  時 2022年9月29日（木）
開催場所 二本松市東和文化センター
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アラート・会則委員会より～災害に備えて～
防災準備品の購入と備蓄について

防災マグネットシートについて
　これからまた何時起るかわからない自然災害は
待ってくれません。何時災害が発生しても、迅速な対
応そして完全なマニュアル、常に臨機応変な判断と
早急な対応が求められます。
　アラート・会則委員会では、緊急時に的確な判断が
できるよう、そして災害に対しての意識を高めるため
の啓蒙活動の一環として「防災マグネットシート」を
製作しました。
　各クラブへ発送をしましたので正会員の皆様のお
手元に届いていることと思います。
　いつでも確認ができるよう目の届くところへ貼って
いただくなど、ご活用ください。

　前年度の年次大会アクティビティとして、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
能な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しました。
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　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、青少年育成・LQ・平和ポスター委員長 
L飛田喜男、副委員長L服部富男が出席し研修を行いました。
　富田幼稚園理事長の宮澤キヨ子様と委員長L飛田喜男の交友関係で本研修会が実現し、富田幼稚
園からは、園長相樂正人様はじめ、午前中5名、午後5名の先生方に参加頂き、ライオンズクラブから
の参加者6名も含め午前・午後計20名で、教育におけるコミュニケーション能力の向上をメインに講
師の方と勉強を行いました。特に今回の研修では困難を乗り越える具体的な方法を体験して頂いた
り、生活の中で行動できる能力をつけさせる、発達段階に合わせた体系的プログラムに重点をおき
ました。
　今までのワークショップ形式と異なる感染症対策を行いながら、また、全員参加できるように工夫
されていました。

今回の講師の紹介

　　　ライオンズクエスト認定講師（元中学校教諭）
　　　柴 咲子 （しば さきこ）
　　　所属:特定非営利法人 青少年育成支援フォーラム

PR・ITライオンズ情報副委員長　L市川良一

富田幼稚園ライオンズクエストセミナー開催日  時 2022年8月1日（月）
開催場所 学校法人宮沢学園富田幼稚園

▲左から L瀬戸睦男、L服部富男、L丹野秀進、L飛田喜男
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　2020-21年度の第67回地区年次記念アクティビティとして、整地された会津若松市の扇町1号公園
内に建設寄贈することとなっていました休憩所がこの度無事完成しました。
　このアクティビティの完成を記念して、それぞれ2020-21年度の地区ガバナーL真田倭夫（現名誉
顧問・会津磐梯LC）、キャビネット幹事L鈴木れい子（会津磐梯LC）、キャビネット会計L神田秀雄（会
津若松鶴城LC）、第67回地区年次大会委員長L齋藤斗志郎（会津磐梯LC）をはじめ、当時の内局員で
あったL小山信幸（会津若松鶴城LC）、L大竹始（猪苗代LC）、L水野さち子（会津若松LC）、L⻆田博之

（会津若松葵LC）、L諏訪孝幸（会津磐梯LC）、L高橋秀郷（会津磐梯LC）、L鵜川壽雄（会津磐梯LC）にお
声がけをして撮影会が行われました。
　建物は車椅子でも利用できる造りで、中にはL真田がドネーションしたテーブル1台と丸椅子12脚
が設置されています。
　当日はこの休憩所を利用する子どもたちにも出会い、L真田は改めて「この場所を青少年の健全育
成や公園を利用する人の健康づくりに活用してほしい」と話されていました。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L田中大介

第67回地区年次記念アクティビティ
会津若松市の扇町１号公園休憩所完成記念撮影会

日  時 2022年8月24日（水）
開催場所 扇町１号公園（会津若松市）

▲完成した休憩所 ▲休憩所に設置されたプレート
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▲日本アイバンク協会常任理事
山上聡先生

▲福島県眼科医会会長　鹿野道弘先生 ▲野地眼科医院副院長　野地裕樹先生 ▲目の無料相談会

▲会場入口看板 ▲会場状況▲地区ガバナーL石澤孝

　去る10月1日（土）二本松市安達文化ホールにて、ライオンズクラブ国際協会332-D地区、福島県眼
科医会並びに、公益財団法人福島県臓器移植推進財団の主催により、「第38回目の愛護デー講演
会」が開催されました。
　初めに、主催者を代表して、地区ガバナーL石澤孝より挨拶があり、ライオンズクラブ県内67クラブ
が各地区での奉仕作業やボランティア活動をしておりますが「視力の保護」にも力を入れており、人
間の五感の中で、目の情報が80%以上占めると言う事で、角膜移植によって視力を回復するのを、現
在たくさんの方が待っていると言う事でした。
 同じく、主催者である、福島県眼科医会会長の鹿野道弘先生（しかの眼科院長） からも、挨拶を頂き
ました。
　その後、アイバンクについてのドラマ「ヒ・カ・リ」が約40分DVD上映され、短い時間でしたが感動
的でした。
　講演では、初めに「Don‘t Worry Be Happy~緑内障とのつきあい方」と言う事で、野地眼科医院副
院長 野地裕樹先生からお話をいただきました。
　緑内障は、40歳以上だと20人に1人がかかっている病気で、元には戻す事が出来ないので、病気
が進行しないようにする治療を続けるのが大事だと言う事でした。
　続いて、日本大学医学部視覚科学分野主任教授で日本アイバンク協会常務理事の山上聡先生に
よる「角膜移植とアイバンク」の講演予定でしたが、パソコントラブルにより、講演内容を変更して来
場者からの質問に答え「iPS細胞による角膜移植」などのお話をいただきました。
　iPS細胞での角膜再生は、現実的には、まだまだ先の話なので、アイバンクの登録で、献眼していた
だくのが大事との事でした。
　講演会を終えて、目の大切さ、角膜移植の大切さ、献眼の意義など、アイバンクの必要性を考えさ
せられました。
　また、会場では、別室に於いて「目の無料相談」もあり大好評でした。

PR・ITライオンズ情報委員長　L鈴木朝裕

目の愛護デー講演会日  時 2022年10月1日（土）
開催場所 二本松市安達文化ホール
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　ライオンズクラブ国際協会332-D地区SCP・FWTミーティングが郡山ビューホテルアネックスにて
開かれ、地区ガバナーL石澤孝をはじめ15名の参加者が集まりました。
　キャビネット幹事L瀬戸睦男の開会の言葉があり、地区ガバナーL石澤孝と地区GMTコーディネー
ターのL箱﨑哲司の挨拶に続き、332複合地区SCP・FWTコーディネーターL吉方裕子（大曲テンダー
LC所属）の講演が始まりました。
　SCP（スペシャルティクラブ）・FWT（ファミリーアンドウーマンチーム）について実際の取り組みや
事例を交えたわかりやすい解説に加え、『女性を伸ばしていくには男性の力が必要』・『走ってる人に
は走れる人がついてくる』と優しい語り口の中に芯の強さを垣間見ることが出来ました。質疑応答で
は地区SCP・FWTコーディネーターL佐瀬智美をはじめ多くの女性ライオンからの手が挙がり活発な
意見交換がされました。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L丸山孝男

SCP・FWTミーティング日  時 2022年10月6日（木）
開催場所 郡山ビューホテルアネックス

▲司会　SCP・FWT副コーディネーター
L遠藤めぐみ

▲講師　332複合地区
SCP・FWTコーディネーターL吉方裕子様

▲地区ガバナーL石澤孝 ▲GMTコーディネーターL箱﨑哲司

▲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 ▲質問するL佐瀬智美
SCP・FWTコーディネーター

▲質問するL深澤幸子SCP・FWT委員

▲質問するL鈴木千惠子SCP・FWT委員 ▲丁寧に回答するL吉方裕子様 ▲講師御礼贈呈
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　地区リーダーミーティングが10月12日にアーバンホテル二本松にて開催されました。
　出席者は、332複合地区GMTコーディネーター・名誉顧問L菅野文吉、GMT副コーディネーターL
佐々木光幸を講師にお迎えし、キャビネット三役、第2副地区ガバナー、各コーディネーター、ゾーン・
チェアパーソンの合計26名が出席し、キャビネット会計L丹野秀進の進行により、キャビネット幹事L
瀬戸睦男の開会のことば、地区ガバナーL石澤孝が挨拶し、目標に掲げる会員の増強は、継続的に奉
仕を続けて行くためには必要な事であり、各クラブ内で会員増強委員会等を設置し目標を持って、会
員増強を図っていただきたいと述べられました。
　次にGMT副コーディネーターL佐々木光幸の挨拶、GMTコーディネーター・名誉顧問L菅野文吉が
挨拶をし、講話に入りました。
　「ライオンズクラブ最大の奉仕活動は仲間の拡大と次世代が憧れるクラブ・会員作り!」をテーマ
に、GMTコーディネーター・名誉顧問L菅野文吉より講話をいただき、出席者全員でのディスカッショ
ンや質疑応答が行われ、有意義なミーティングがなされました。
　その後、第2副地区ガバナーL車田信彦から総評をいただき、キャビネット幹事L瀬戸睦男の挨拶
にて閉会となりました。

PR・ITライオンズ情報委員長　L鈴木朝裕

地区リーダーミーティング 日  時 2022年10月12日（水）
開催場所 アーバンホテル二本松

▲地区ガバナーL石澤孝 ▲地区ガバナーL石澤孝

▲複合地区ＧＭＴコーディネーター・名誉顧問Ｌ菅野文吉 ▲複合地区ＧＭＴコーディネーター・名誉顧問Ｌ菅野文吉

▲第２副地区ガバナーＬ車田信彦 ▲複合地区ＧＭＴ副コーディネーターＬ佐々木光幸

▲講師御礼贈呈 ▲講師御礼贈呈
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　コロナ禍で中断していたライオンズクラブ国際協会332-D地区薬物乱用防止教育認定講師養成
講座が、4年振りに感染防止対策を十分に取って135名の参加者の中ユラックス熱海で開催されまし
た。
　中期改革・大会参加・薬物乱用防止副委員長L桑原三夫の司会により、初めに地区ガバナーL石澤
と中期改革・大会参加・薬物乱用防止委員長L女池義昭よりご挨拶を頂き、中期改革・大会参加・薬物
乱用防止副委員長L佐藤稔の講座資料説明の後、DVDによる①啓発動画講座「薬物のはなし~どうし
て学ばなきゃいけないの?~」と ②基礎講座〔医学知識「薬物乱用と心身への影響」DVD〕を視聴して
から ③専門講座〔行政事情①「薬物犯罪等の現状」〕福島県警察本部刑事部組織犯罪対策課 橋本竜
平管理官よりお話をいただきました。
　休憩を挟んで〔行政事情②として「福島県の取り組み」〕を福島県保健福祉部薬務課 木村隆志副主
任薬剤師よりご説明を受けた後、実践講座として会津喜多方LC幹事L山崎義光とL澤井淳お二人によ
る〔会津喜多方LC「学校での薬物乱用防止教室」(実践)〕の報告があり、最後に(公財)麻薬・覚せい剤
乱用防止センターの加藤康樹企画部長より講座のまとめとセンターからのお知らせ報告を受けて閉
講しました。
　特に今回は4年振りに開催されたこともあり、会津喜多方LCの実践宛らの講座に加えて、麻薬・覚
せい剤乱用防止センターの加藤企画部長からの若者をターゲットとした啓発映像の視聴も交えた
密度の濃い充実した講座となりました。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L髙羽伊一郎

薬物乱用防止教育認定講師養成講座日  時 2022年10月28日（金）
開催場所 郡山ユラックス熱海

▲講座会場 ▲講座会場 ▲講座会場

▲基礎講座▲(公財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター企画部長加藤康樹様

▲開会L清水源太郎▲地区ガバナー挨拶L石澤孝
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ライオンズクラブは子ども食堂を支援します！
子ども食堂について

332-D地区　2021-2022年度の支援内容

～子ども食堂支援の流れ～

　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言えると思います。
　経済的に困窮している家庭や、親が共働きしている子や一人で食事をとる「孤食」などの環境に置
かれているなど、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。

◆子ども食堂へ自衛隊非常食1万5千食を贈呈
◆子ども支援団体へ生活物資60万円相当を贈呈
◆フードバンクへ「お米」5㎏700袋を贈呈
◆地区内の73％の50クラブが支援事業に参加

寄付金2,507,500円　お米合計約3,250㎏、野菜、ケーキなど多数の支援物資を寄贈

支援先の子ども食堂が

決まっているクラブ
※支援期間は設けません

支援先の子ども食堂が
決まっていないクラブ

支援期間
第1回目　2023年10月24日（月）～ 10月28日（金）
第2回目　2023年 2月20日（月）～ 2月24日（金）

支援先の子ども食堂へ
連絡の上、直接支援

「子ども食堂物資支援完了報告書」を
キャビネット事務局へ
送信して完了

ふくしま子ども
食堂ネットワークから
各地の子ども食堂へ

配分
「子ども食堂支援金振込報告書」を
キャビネット事務局へ
送信して完了

キャビネット
専用口座へ
振込

「子ども食堂物資支援依頼書」を
ふくしま子ども食堂
ネットワークとキャビネット事務局へ

送信

支援金を贈る

物資で支援 物資搬入拠点へ
搬入

支援金はキャビネットから
ふくしま子ども食堂
ネットワークへ送金
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会津若松鶴城ライオンズクラブ
結成５５周年記念式典・祝賀会

日  時 2022年10月9日（日）
開催場所 会津若松ワシントンホテル

　会津若松鶴城LC結成55周年記念式典・祝賀会が90名の方に出席をいただき開催されました。L神
田秀雄大会委員長の歓迎の挨拶後、会長のL佐藤有史が「これまでの歴史をかみしめ、当クラブの特
色、個性を十二分に活かした社会奉仕活動への尽力を惜しまない」との力強い式辞を述べました。
続いて、地区ガバナーL石澤孝よりこれまでの労苦を称えるご祝辞をいただきました。
　その後、結成55周年事業として行った「東北大学加齢医学研究所所長 川島隆太氏によるオンライ
ン講演会並びにアーカイブ配信」、「子ども食堂へ新米15俵」、「会津若松市民卓球大会へ協賛」の発
表をL成瀬亨記念事業委員長が行いました。また、永年当クラブに貢献していただいている、L佐藤昇
(1973年入会)、L吉川直佑(1973年入会)に表彰状を送りました。
　式典後は、感染対策に留意しながら祝賀会が行われました。アトラクションを交え、仲間と語らう時
間を過ごし、再会を誓って祝賀会は終了しました。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L田中大介

▲L佐藤有史会長挨拶 ▲祝賀会

▲記念式典 ▲地区ガバナーL石澤孝ご祝辞
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▲会長L佐藤有史（中）と大会委員長L神田秀雄（左）より、会津若松市卓球協会  佐瀬禎津雄会長（右）へ目録を贈呈

会津若松鶴城ライオンズクラブ55周年記念アクティビティ

　記念事業として会津若松市卓球協会様へ、会津若松市民卓球大会への協賛として10万円の目録
贈呈をしました。
　この卓球大会は、1981年に第1回会津若松鶴城LC杯卓球大会が開催されて以来、スポーツを通し
て市民の健全育成を図ることを目的とし、会津若松市卓球協会様と共催で40年以上続いている継続
アクティビティです。
　コロナ禍で2年ぶりの開催となる今回を少しでも応援したく、記念アクティビティとして協賛させて
いただきました。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L田中大介

　会津若松鶴城LCでは、継続的に子ども食堂へ物資支援を行っています。
　今回は記念アクティビティとして、NPO法人 寺子屋方丈舎様へ「新米15俵」の目録贈呈をしまし
た。寺子屋方丈舎の村山英司様より「ライオンズクラブの皆さんには大変感謝しています。これから
も子ども食堂を通して、子どもたちが食卓を囲み、集える居場所を守っていきたい。」とのお言葉をい
ただきました。当クラブでは今後も子ども食堂への支援を続けていきます。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L田中大介

▲会長L佐藤有史（中）と大会委員長L神田秀雄（右）より、寺子屋方丈舎  村山英司様（左）へ目録を贈呈
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原町ライオンズクラブ50周年記念式典日  時 2022年10月15日(土)
開催場所 ホテル丸屋グランデ

　当初は、2022年4月16日（土）に予定をしていた結成50周年記念式典でしたが、新型コロナの影響
で延期をして、2022年10月15日（土）チャーターナイト50周年記念式典として挙行いたしました。
　相馬中ノ郷騎馬会螺役による相馬野馬追の礼貝が披露され、実行委員長のL星山天が来賓並び
に役員紹介を実施、大会会長のL穴澤清信が「11年前、東日本大震災と福島原発事故の折、クラブ存
続の危機の際、姉妹クラブや全国各地のライオンズクラブの皆様からご支援を頂き活動を継続でき
た。一番つらい思いをした我々だからこそできることがある。今後も奉仕活動を重ねていく」と式辞を
述べた。実行副委員長のL木幡勝彦より「子ども食堂支援」「南相馬市立図書館への児童図書贈呈」の
記念事業の発表、南相馬市長の門馬和夫様より来賓祝辞、地区ガバナーL石澤孝から祝辞をいただ
き、元国際理事のL安澤莊一より祝辞、スポンサークラブの川俣LC会長L髙橋照伸より祝辞と続き、式
典次第がスムーズに進み短時間で記念式典を終えることができました。

原町LC　L木幡勝彦

▲原町LCメンバー集合写真

▲実行副委員長L木幡勝彦 ▲大会会長L穴澤清信 ▲地区ガバナーL石澤孝
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福島あづまライオンズクラブ認証35周年感謝の集い日  時 2022年10月22日(土)開催場所 ウェディング エルティ

　ご来賓の地区ガバナーL石澤孝を初め地区役員、ブラザークラブの皆様、さらには県外(北は青森
から南は長崎)、国外(米 ニューヨーク、フィリピン)から200名の登録を頂き『認証35周年感謝の集い』
を開催。
　35周年式典のあと、講師として、長い間アラートに携わってこられている明石魚住ライオンズクラ
ブ(335-A地区)所属の L橋本維久夫をお招きし、『どう動く　どう変える　我がクラブ』をテーマに記
念講演会を開催しました。
　コロナによるクラブ低迷をどう活性化できるのか、外部講師 からのお教えをいただくべくL橋本氏
にお願いしたところ、快くお引き受けいただきました。自クラブだけ では勿体無い、そんなところから
周年に絡めて他クラブの方々にも聞いていただこうと、今回の企画となりました。  
　懇親会では、中国の古筝(叶根青さん演奏)による演奏を6曲ほど、そしてサプライズと致しまして 
我がクラブL藤嶋が矢沢スタイルで登場! 
　最後に福島阿波踊りのアトラクションで大いに盛り上がりました。 
　その後二次会、三次会そして翌日の浜通りまでの被災地訪問とお付き合いをいただきました。  
　ご参加いただいた皆様に感謝申し上げます。　　　　　          
we serve

L大石康弘

▲阿波踊り ▲L藤嶋　盛り上がるエンターテインメント▲中国の古筝（叶根青さん演奏）

▲『どう動く どう変える 和がクラブ 』
講師：335-A地区明石魚住LC所属　L橋本維久夫氏

▲祝辞　地区ガバナーL石澤孝 ▲祝辞　福島中央LC会長　L小野国信

▲開会宣言並びに開会ゴング　福島あづまLC会長　L甚野源次郎
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■コスキンくん万国旗掲揚

川俣ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年9月22日(木)　10時~12時
　3年ぶりに開催となるフォルクローレ音楽祭「コスキン・
エン・ハポン2022」のPRと、川俣町を訪れる方々への歓迎を
込めて、コスキンPR人形「コスキンくん」周辺の整備を行
い、万国旗を施しました。

事業委員長　L斎藤正博

▲万国旗を施したコスキンくんの前で

■町内環境美化・清掃奉仕

川俣ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年9月22日(木)　10時~12時
　町内環境美化事業としてごみ拾いを実施しました。通常は
町の中心市街地のゴミを拾っていましたが、今回は川俣町
の町境から道の駅川俣までの3キロメートルにわたって沿道
のごみ拾いを行いました。
　たばこのポイ捨てやコンビニのごみ袋等があり、丁寧に
拾っていきました。
　川俣町を訪れる方々にきれいな川俣町を印象付ける、良
い機会になる事業でした。

事業委員長　L斎藤正博

■ヘアドネーション

▲伊藤奈緒さんと佐藤会長

福島ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年8月16日(火)
16時
 二本松市の伊藤奈緒さん
がヘアドネーションに協
力して下さいました。
伊藤さんの娘さんも、昨
年12月にヘアドネーショ
ンをしてくれました。
母娘で協力できて良かっ
たと、会長L佐藤良一に髪
を手渡しました。

会長　L佐藤良一

■茂庭梨平公園のハナカイドウの手入れ

福島信夫ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年9月26日(月)　9時~10時
　当クラブ35周年記念事業として茂庭梨平公園に植樹し
たハナカイドウの手入れ作業を行ないました。
　周辺に生い茂った雑草を刈り、肥料を撒いてきました。
　良い汗をかいた作業後の周辺は、とてもきれいになりま
した。
　今後も手入れを継続していきます。

会長　L渡邉信幸

▲作業後の集合写真
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■福島市子ども会
　｢ソフトボール大会｣贈呈式

福島グリーンライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年8月7日(日)　9時~9時30分
　｢第60回福島市子ども会ソフトボール大会｣が荒川運動
公園で開催され、参加チームへボール1箱ずつ贈呈しまし
た。選手代表から｢もらったボールで試合や練習頑張りま
す!ありがとうございます。｣と挨拶がありました。参加L11名

事業委員長　Ｌ後藤正浩

▲ホームページ ▲インスタグラム

▲（左）選手代表佐藤君、（右）Ｌ井上会長

■福島市子ども会
　｢フットベースボール大会｣贈呈式

福島グリーンライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年9月3日(土)　9時~9時30分
　｢第61回福島市子ども会フットベースボール大会｣が十六
沼スポーツ広場で開催され、小学生女子参加チームへボー
ル2個ずつ贈呈しました。今年は参加チームが少なかった
が、子どもたちは元気にプレーしていました。参加L4名

事業委員長　Ｌ後藤正浩

▲左からＬ高橋幹事、選手代表２名、Ｌ井上会長、Ｌ後藤事業委員長

■桑折駅前でんしゃ広場除草

桑折ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年7月24日(日)　6時~7時30分
　当クラブと追分協議会で、桑折駅前でんしゃ広場の草刈
りを、クラブ14名、追分協議会12名で行いました。
　地域の方と合同で1時間半できれいになりました。

事業委員長　L斎野英利

■うぶかの郷植栽手入れ

桑折ライオンズクラブ
第 1R・第 1Z

令和4年8月6日(土)　6時~7時
　恒例のうぶかの郷植栽手入れを、8月6日6時から7時まで
行いました。
　当クラブ25周年記念事業の鯉の池の周りとうぶかの郷
植栽手入れを、1時間奉仕作業を、12名で行いました。
　おかげできれいになりました。

事業委員長　L斎野英利
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■平和を祈り七夕飾り

▲地区ガバナーL石澤孝も見に来て頂きました。

二本松ライオンズクラブ
第 1R・第 2Z

令和4年8月12日(金)
10時~8月31日(水)17時
　二本松市の交流セン
ターに平和を祈り七夕飾
りを展示致しました。コロ
ナ禍で沈みがちな住民の
心を晴らし、地域に活気を
取り戻そうと昨年に続き2
回目の展示です。今回は
平和の願いを込めてウク
ライナの国旗の青と黄色
など、会員や家族、市内の
小・中学校、介護施設、デ
イサービス等々に協力を
お願いし、折鶴2万羽を七
夕飾りにして展示いたし
ました。市民の皆様にも
大変喜んで頂きました。

広報委員長　L高橋信

■愛の献血運動

二本松ライオンズクラブ
第 1R・第 2Z

令和4年9月10日(土)　11時30分~16時
　メガステージ二本松において愛の献血運動を実施致し
ました。好天に恵まれて多くの市民の皆さんが献血に協力
してくれました。

事業第2委員長　L齋藤徹

■第４０回さわやかドライブの開催

▲出発式の様子

二本松ライオンズクラブ
第 1R・第 2Z

令和4年9月7日(水)　8時30分~16時
　昭和タクシー(当クラブ会員)主催の「第40回さわやかド
ライブ」を昨年はコロナ禍で中止となり、2年振りに開催さ
れました。当クラブでも共催しており、お手伝いをして参り
ました。市内のNPO法人アクセスホームとコーヒータイム
で働く障害者の皆さん約60名と裏磐梯方面へドライブをし
て参りました。コロナ禍で出かけることが出来なかったの
で、皆さんバス旅行を楽しんみにしていたようで、嬉しそう
にお土産を買ったりしていました。

L安斎文彦

■ガバナー公式訪問記念アクティビティ
　二本松ＩＣ付近の清掃

二本松ライオンズクラブ
第 1R・第 2Z

令和4年9月29日(木)　6時~7時
　ガバナー公式訪問記念アクティビティといたしまして、二
本松IC付近の清掃を実施しました。会員20名が参加して空
き缶や、ゴミ拾いをいたしました。

事業第1委員長　L平舘泉
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■ガバナー公式訪問記念アクティビティ

本宮ライオンズクラブ
第 1R・第 2Z

①9月3日(土)ガバナー公式訪問記念アクティビティを実施。
6時~7時本宮第一中学校・市民プール周辺・クラブ周年記
念樹の周辺の除草・清掃奉仕を実施。協力会員16名
②9月15日(木)本宮市企業訪問献血に協力。15時~18時採
血者全員に本宮市特産の「本宮烏骨鶏卵」1P進呈
③9月29日(木)ガバナー公式訪問記念アクティビティを実
施。6時~7時本宮LC結成50周年記念事業に於いて、本宮駅
西口広場に時計台を贈呈しましたが、その周辺の除草・清
掃奉仕を実施。協力会員9名

会長　L佐藤仁

▲クラブ記念樹の周辺除草

■清掃活動

岩代ライオンズクラブ
第 1R・第 2Z

令和4年9月17日(土)　6時30分~
　岩代ライオンズクラブ恒例の清掃活動。
9月は国道459号線のいつもの場所です。
少し広げて、「新宮様ご誕生記念ネムの木公園」廻りも。
以前から比べれば、ゴミもだいぶ減りましたが、まだまだで
すね。

幹事　L渡辺保浩▲他写真QR

■四季の里での献血運動

福島西ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z

令和4年8月28日(日)　9時~16時
　豊かな自然景観に恵まれた四季の里にて、福島中央テレ
ビ様とコラボして3年ぶりに献血活動を行いました。当クラ
ブより16名が参加し、午前9時から県赤十字血液センター
様とテント張りなどの設置や来場者方々のお礼品を多忙な
中で準備しました。早朝から降雨のため出向く人の人数は
期待できないと思いましたが、午前10時から献血の受付を
始めたところ午後4時までに申込された方は52名、そのうち
採血可能の方は44名採血量は17,600mlでした。
　善意ある献血、誠にありがとうございました。感謝感謝で
す。

会長　L渡辺兼光

▲２４時間テレビの取材を受ける会長Ｌ渡辺

■一般社団法人福島県チャイルドライン
　推進協議会の活動支援金贈呈

福島信陵ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z

令和4年9月9日(金)　13時~13時30分
　一般社団法人福島県チャイルドライン推進協議会様に
伺い、活動資金の贈呈を行いました。今年度奉仕活動の一
環です。会長L福地雅人より、協議会理事長野口まゆみ様へ
目録を贈呈しました。

幹事 　L中村清二

▲左側は協議会理事長野口まゆみ様　右側は当クラブ会長L福地雅人
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■第35回平和ポスター審査会

福島信陵ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z

令和4年10月4日(火)　12時30分~13時
　第35回平和ポスターコンテストに、福島市立北信中学校
18点、福島市立余目小学校32点、合計50点の応募がありま
した。
　第1149回例会席上にて審査会を開催し、クラブ優秀賞に
5点を選出、うち1点をキャビネット事務局へ送りました。
　クラブからは、参加賞として図書カードを、優秀賞には副
賞として表彰状と図書カードを贈ります。

幹事 　L中村清二

▲審査中の様子

■「第10回とっておきの音楽祭IN
　ふくしま2022」に協賛金贈呈

▲クラブののぼりを設置しました。

福島信陵ライオンズクラブ
第 2R・第 1Z

令和4年9月23日(金)
10時~11時
　9月23日(金)に開催され
た「第10回とっておきの音
楽祭INふくしま2022」に、7
月20日に協賛金を贈りま
した。当日は、奉仕委員長
L熊坂秀一が、会場にクラ
ブののぼりを設置しまし
た。

幹事 　L中村清二

■聖光学院野球部甲子園出場に激励金贈呈

伊達町ライオンズクラブ
第 2R・第 2Z

令和4年8月3日(水)
　聖光学院野球部が第104回全国野球選手権高校野球大
会に福島県代表として出場することになりました。会長・幹
事・事業統括委員長が学校を訪問し後援会に激励金を贈
呈しました。甲子園での活躍を祈念しています。

事業統括委員長　L大竹重範

■ヘアドネーション

▲7月27日に御協力いただいた
鈴木陽香さんと会長（Ｌ霜山洋之）

梁川ライオンズクラブ
第 2R・第 2Z

令和4年7月27日(水)
　7月23日梁川町のヘ
アーサロンクリップさんで
岡崎さん(2回目)、佐藤希
綾さんにヘアドネーショ
ンのご協力をいただきま
した。
　7月27日にも会津若松
市 ピュア・ハートさんで鈴
木陽香さんよりヘアド
ネーションのご協力をい
ただきました。
 ご協力頂いた方には地区
ガバナーL石澤孝感謝状・
記念品を贈呈致しました。

会長　L霜山洋之
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■２０２２元気応援！！
　郡山わくわくフェスタ
　「郡山ＬＣわくわく金魚すくい大会」開催

郡山ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年9月3日(土)　11時～14時
　福島民報社、郡山市、郡山商工会議所でつくる実行委員
会の主催。新型コロナウィルス感染拡大の影響で3年ぶり
に開催されました。
　郡山LCは「郡山LCわくわく金魚すくい大会」を友好クラブ
大和郡山LCの協力で奈良県から金魚を取り寄せました。
　多くの子ども達が真剣なまなざしで水中をのぞき込み、
鮮やかな金魚を追いかけていました。
　参加者は83組、203人でした。

PRクラブ誌編集委員会　L浦山文夫

■世界ライオンズデー
　第３Ｒ合同アクティビティ
　猪苗代湖畔清掃奉仕（郡山９地区クラブ）

郡山地区９クラブ合同
第 3R・第 1Z・第 2Z

令和4年10月8日(土)　10時~11時
　世界ライオンズデー 第3R合同アクティビティ 猪苗代湖
畔清掃奉仕が郡山地区9クラブで合同開催。第3R第2Z・ZC・ 
L三瓶嘉宣の開会のあいさつにはじまり、小さなお子様に
もご参加いただき、最後に文化活動・環境・献血・臓器移植
推進副委員長L佐久間光雄の閉会のあいさつまで賑やか
な奉仕活動となりました。水面を吹き渡る風の冷たさに秋
の訪れを感じながら100名以上の参加はとてもインパクト
のあるアクティビティです。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L丸山孝男
    PR・ITライオンズ情報副委員長　L市川良一

■伊達市献血事業に協賛

伊達町ライオンズクラブ
第 2R・第 2Z

令和4年9月16日(金)　14時30分～16時30分
　伊達町中央商店街イベント広場で伊達市の街頭献血が
実施されました。当クラブは献血協力者への景品の提供・
配布、献血への協力などを行いました。コロナ禍の中でも
多くの方に協力していただきました。

事業統括委員長　L大竹重範

■阿武隈川サイクリングロード清掃作業

伊達町ライオンズクラブ
第 2R・第 2Z

令和4年8月21日(日)　6時～7時30分
　伊達地域中央を流れる阿武隈川のサイクリングロードの
清掃を実施しました。川の流れの音や鳥のさえずりなどを楽
しみながら、空き缶やごみなどを拾い集め気持ちの良い汗
をかきました。

事業統括委員長　L大竹重範
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■灯籠流し参加

田村ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年8月21日(日)
　船引町観光協会主催“第71回灯籠流しと花火大会”が行
われ、「田村市長賞」を受賞しました。
　船引町大滝根川で催された「灯籠流し」では、大小合わ
せて約3000個の灯籠が流され、とても幻想的です。
今年の田村ライオンズクラブの灯籠は『小沢の桜』を作成し
ました。
　『田村の桜88選』総選挙が行われている中、その代表的
ともいえる小沢の桜。田村市では一番の人出(35,000人)が
あり、田村市内外の見物客でにぎわうこの日に田村ライオ
ンズクラブ、そしてライオンズクラブのアピールの場として
毎年参加しています。

■田村ＬＣ旗少年サッカー大会

田村ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年8 月27日(土)　8時30分~16時30分
　田村ライオンズクラブでは、青少年の健全育成を目的
とし、様々な形で子どもたちと接しています。「第11回田村
LC旗少年サッカー新人大会」を田村市陸上競技場で開催
しました。
　日頃の練習の成果を発揮し、爽やかな風の中新人戦を
兼ねて5チームが出場し熱戦を繰り広げた結果、船引サッ
カースポーツ少年団が優勝し、小野FCが準優勝となりま
した。

■家族親睦チャリティゴルフコンペ

田村ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年9月27日(火)　8時53分~
　爽やかな秋晴れの中、大玉CCに於いて「家族親睦チャリ
ティゴルフコンペ」を開催しました。
　ハンデ戦で行われ、優勝は事務局のL箱﨑速水でした。
　会員からの浄財の合計は17,000円となり、この浄財はコン
ペ参加者の総意で「アラート基金」へ入金する事となりました。

■『交通安全標語コンクール』表彰式

田村ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年9月30日(金)　13時~
　田村ライオンズクラブでは、交通安全・飲酒運転撲滅・交
通道徳の厳守などが叫ばれる中、事業の一つとして｢交通
安全標語コンクール｣を行っており、第18回目を迎える運び
となりました。
　今年度をもって閉校となる瀬川小学校の児童の皆さん
に「交通安全標語」の募集を行い、9月13日(火)応募総数全
校生徒25点の中から、田村警察署長:佐藤伸幸様･福島民
報社田村支局長:渡辺浩様・福島民友新聞社田村支局長:富
山和明様と田村ライオンズクラブ選考委員による厳正なる
審査の結果、最優秀作品1点、福島民報社賞、福島民友新聞
社賞と優秀賞数点を選考し、9月30日(金)各賞の表彰式と記
念撮影を行いました。
　田村警察署長より、各賞を受け取った児童達は、緊張の
中にも誇らしげな表情で受領していました。
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■国際平和ポスターコンテスト
　クラブ選考会

田村ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年10月3日(月)
18時30分~
　「第35回国際平和ポス
ターコンテスト」のクラブ
選考会を開催し、参加校7
校、総応募作品数173点の
中から、会長賞:船引中学
校 村越莉子さん・市長賞:
船引中学校 渡邉留伽さ
ん・教育長賞:船引中学校 
遠藤結衣さんはじめ優秀
賞10点を選考、“船引駅コ
ミュニティープラザ自由通
路”にて10月7日(金) ~10月
26日(水)の間展示しまし
た。

■交通安全標語・国際平和ポスター展示

田村ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年10月6日(木)　18時~
　田村LCの活動の一つである「交通安全標語募集」「国際平
和ポスター募集」の作品の展示を船引駅の自由通路の掲示
板に行いました。
　交通安全標語は来春に閉校となる瀬川小学校にご協力を
頂きました。
　国際平和ポスターは地区内の小6・中1の児童・生徒の皆
様に参加頂きました。

■世界ライオンズデーに伴うアクティビティ

田村ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年10月8日(土)　10時~
　世界ライオンズデーに伴うアクティビティとして、毎年担
当を交代で行っており、今年度は小野町LC担当で、小野町
千本桜河畔の清掃を28名で行いました。
　歩道を中心に、中洲部分にも行き、ごみを拾い集めました。

■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8月26日(金)
　郡山市虎丸で「理容ワ
タナベ」を営む渡辺美奈
子さんの娘さん、渡辺理
香子さん(22歳)は、少しで
も社会の役に立ちたいと
長年伸ばしてきた髪を、ヘ
アドネーションとして、郡
山あさかLCに託しました。
贈呈式は「理容ワタナベ」
で行われ、L黒丸四郎会長
とL池上祐志が同席し、お
礼と感謝状を贈呈致しま
した。

L池上祐志
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■郡山南ライオンズクラブ第２回会長杯　
　チャリティゴルフコンペ
　『ひとり親家庭の子どもたちに新米を届けよう！！』

郡山南ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年10月18日(火)　9時30分~
　郡山南ライオンズクラブではとてもゴルフが盛んで、第2
回会長杯は趣向を凝らしチャリティゴルフコンペとして『ひと
り親家庭の子どもたちに新米を届けよう!!』をテーマに開催。
　チャリティゴルフコンペということでゲストやライオンレ
ディー、会員家族にもご参加いただき澄み渡った秋空の
元、ローレルバレイカントリークラブにて和やかにプレー
いたしました。
　上位5名中3名が女性というハイレベルな戦いの後、例会
と懇親会が催され、都合でコンペに参加できなかった会員
からもチャリティに協力いただき、75,000円を集めることが
出来ました。
　今後も、ゲストや会員家族にも参加いただける魅力ある
行事を企画したいと考えます。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L丸山孝男

■ヘアドネーション

郡山東ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年9月29日(木)
　郡山市田村町の田村市立美山小学校四年生の本田優衣
(ほんだゆい)さん(10歳)は9月29日、ライオンズクラブのヘ
アドネーション活動に賛同し、自身の切った髪(35センチ)を
提供してくださいました。
　長澤さんはインターネットでヘアドネーションの活動を
知り、ライオンズクラブ国際協会337-A地区2R5Zヘアド
ネーションプロジェクト委員会企画の本『31センチの約束』
を購読し、感銘を受け、困っている人のお役に立ちたいと思
い寄贈に至りました。
　郡山市富田町のヘアサロントマト(堀田ケサ子オーナー)
で寄贈式が行われ、L佐久間会長に髪を送り、L佐久間会長
から感謝状を受け取った。
　本田さんは伸ばした髪と別れるのは寂しいが、困ってい
る方のお役に立てて嬉しいと話していました。

マーケティングコミュニケーション委員長　L小栁広二

▲贈呈式に臨むL佐久間弘一会長、本田優衣さん、堀田オーナー

■ヘアドネーション

郡山東ライオンズクラブ
第 3R・第 1Z

令和4年7月18日(月)
　郡山市富田町のヘアサロントマト(堀田ケサ子オーナー)
において、郡山市田村町の長澤朱里さん(17歳)が自身の
切った髪(45センチ)を郡山東ライオンズクラブに寄贈して
くださいました。
　長澤さんはインターネットでヘアドネーションの活動を
知り、何か困っている人のお役に立ちたいと思い、当クラブ
へご連絡いただきました。
　7月18日、同所で寄贈式が行われ、朱里さんの母の恵子さ
んがL佐久間会長に髪を寄贈し、感謝状を受け取りました。
　長澤さんは困っている方のお役に立てて嬉しいと話して
いました。

マーケティングコミュニケーション委員長　L小栁広二

■東芳小学校様への食育講座の出前授業

郡山中央ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年6月8日(水)
　郡山中央ライオンズクラブの主要アクティビティである
食育講座の出前授業が郡山市立東芳小学校の全学年を対
象に低学年・中学年・高学年と3コマに渡り開催されまし
た。講師の先生による児童の年齢に合わせたわかりやすい
内容で大変好評をいただいており、今回も学校様からの要
望で開催の運びとなりました。より良い奉仕を今後とも展
開したいと考えます。

2021-22年度幹事　L橘弦一郎

▲郡山中央ＬＣを代表してあいさつをするＬ作田秀二
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■明健小学校様への食育講座の出前授業

郡山中央ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年9月9日(金)
　郡山中央ライオンズクラブの主要アクティビティである
食育講座の出前授業が郡山市立明健小学校の3年生と2年
生を対象に2コマ開催いたしました。
　新型コロナウィルス感染防止に十分な配慮をして実施と
なった今回の講義は、講師の先生による歌やクイズを取り
入れた大変わかりやすい内容で、今回も学校様からの要望
での開催となりました。地域に求められる良い奉仕を今後
とも提供していきたいと考えます。

2021-22年度幹事　L橘弦一郎

▲講師の井上先生と一緒に歌とダンスで食育を学ぶ明健小学校児童の皆さん

■東芳小学校様への食育教育講演会の出前授業

郡山中央ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年9月22日(木)
　郡山中央ライオンズクラブの主要アクティビティである
食育講座の出前授業が郡山市立東芳小学校の全学年と保
護者を対象に教育講演会として開催されました。200名近く
の受講者を前に、講師の先生による児童にも保護者にもわ
かりやすい内容で、受講したその日からすぐに実践したく
なる内容も人気の一つです。今回は学校様とPTA様からの
要望で開催の運びとなりました。地域社会から求められる
奉仕を今後とも展開したいと考えます。

PR・ITライオンズ情報副委員長　L市川良一

▲講師は上級食育指導士　蛭田さゆり先生

■ヘアドネーション

▲写真は髪を切る前と切った後の一枚、
Ｌ高橋と花梨さん

郡山中央ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年10月14日(金)
　郡山中央ライオンズク
ラブ事業委員長L高橋智
幸のミニバスケットボー
ルの教え子で桜小学校6
年生の佐藤花梨さんから
ヘアドネーションの提供
をいただきました。髪を切
る前と切った後のお写真
は保護者の方のご協力で
撮影いただきました。
　大切に育んでいただい
た髪をお預かりして感謝
状を手渡した高橋Lと花梨
さんの素敵な笑顔がとて
も印象に残るアクティビ
ティとなりました。

2022-23年度会長
L橘弦一郎

■ヘアドネーション

▲左からL西牧義和、小荒井校長、會田花音さん、黒田恵未さん、太田会長、𠮷田幹事

小野町ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年8月29日(月) 13時~13時30分
　小野小学校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。今回は會田花音さん(小野小3年)と黒田恵未
さん(小野小2年)の2人からの提供で、ご両親からの勧めも
あり「自分の髪が他の人の役に立ててうれしい。」と話して
いました。L太田会長からは「ライオンズクラブは髪で困っ
ている人へのウィッグ提供活動をしており、皆さんの貴重な
髪を活用することができ、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𠮷田昭幹事とL西牧
義和事業委員長が同行しました。

L𠮷田昭
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■ヘアドネーション

▲L西牧、大山光太郎教頭、宗像那侑さん、
太田会長、𠮷田幹事

▲L西牧、中原智子園長、柏原芽維さん、
母の実里さん、太田会長、𠮷田幹事

小野町ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年8月31日(水)　13時~13時30分
　おのまち認定こども園と小野中学校を訪問してヘアド
ネーションの感謝状贈呈を実施しました。おのまち認定こど
も園では柏原芽維さん(6歳)から、小野中学校では宗像那侑
さん(小野中3年)からの提供で、柏原さんはご両親に勧めら
れ、宗像さんは「小さい時から髪を伸ばし、腰ぐらいまであっ
た髪を何かの役に立ちたいとネットで調べて提供しまし
た。」と話していました。L太田会長からは「皆さんの貴重な髪
をウィッグに活用します。ありがとうございました。」と感謝を
述べ、賞状と記念品を渡しました。

L𠮷田昭

■ZC訪問例会と新入会員入会式

小野町ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年9月15日(木)　18時30分~19時30分
　ZC訪問例会を実施し、ZCのL三瓶嘉宣よりガバナーから
の重点目標やガバナーテーマの説明、今後の活動計画等
についての説明をしていただきました。その後、新入会員
の入会式を実施しました。今回は会長のL太田正一のスポ
ンサーによりL琴田正彦が入会することとなり、会長より
バッジ等の贈呈、並びに三瓶ZCよりライオン帽の戴帽を実
施していただき、厳粛の中にも緊張感漂う入会式を実施す
ることができました。

L𠮷田昭

▲左から太田正一会長、L琴田正彦、三瓶嘉宣ZC

■世界ライオンズデー奉仕の実施

小野町ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年10月8日(土) 10時~11時
　小野町LCと田村LCの2クラブ合同で、世界ライオンズ
デーに伴う奉仕作業を実施しました。今年は小野町内の千
本桜で有名な夏井川の河川清掃を正会員・家族会員の28
名が参加して、河川の遊歩道や草むらに捨てられた紙くず
やペットボトル・ビン・缶などのゴミ拾いを実施しました。

L𠮷田昭

▲清掃終了後の集合写真

■磐梯熱海LC主催「銚子ヶ滝周辺合同清掃」

郡山開成ライオンズクラブ
第 3R・第 2Z

令和4年9月21日(水)　15時~16時30分
　磐梯熱海LC主催「銚子ヶ滝周辺合同清掃」が2年ぶりに
開催され、総勢22名での清掃を行いました。
　たばこの吸い殻は少なくなりましたが、ペットボトル、空
き缶、不法投棄されたタイヤ2本、小型テレビ3台等を回収
しました。

幹事　L橋本昌幸

▲回収品の前での集合写真
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■ウクライナを支援する会津若松市有志の
　会主催チャリティセールのお手伝い

会津磐梯ライオンズクラブ
第 4R・第 1Z

令和4年5月26日(木)~29日(日)　期間中9時~17時
　会津若松市民の皆様より善意で大量の物品が提供され、
日本に滞在されているウクライナ難民の皆様に対する支援
の為の「チャリティーセール」のお手伝いを致しました。クラ
ブメンバーが企画・準備・品物提供等の運営に多数参加致
しました。30万円近くを売り上げ、すべてを支援金としてウ
クライナ大使館(エンバシーオブウクライナ)に届けました。
立ち上げから活動を共にした方が入会されることとなりま
した。9月2日の「地区ガバナー公式訪問」で入会式が挙行さ
れ、会津磐梯LC・L中川廣文の誕生です!!

L高野益夫

▲チャリティセール会場です

■ヘアドネーション

会津喜多方ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年8月5日(金)
　会津喜多方ライオンズクラブでは、病気などで髪を失い
医療用ウイッグ(かつら)を希望する子ども達のため髪の毛
を贈る(ヘアドネーション運動)を展開しております。ご両親
にこれらの意義を説明、ご理解の上髪の毛を提供して頂き
ます。今回は五十嵐花笑さん、薄こはるさん、須藤日菜さ
ん、関根遙花さん、関根凪絆さん、二瓶希心さん6名の方に
会津喜多方ライオンズクラブより感謝状と記念品が贈呈さ
れました。

会津喜多方LC PR・IT情報委員会　L渡邊英明

■前三役慰労ゴルフコンペを開催

会津喜多方ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年7月22日(金)
　令和3年7月、笑顔を絶やさず究めよう奉仕力(会津喜多
方ライオンズクラブ会長スローガン)を掲げスタートし、コ
ロナ感染対策の強化を講じながら奉仕活動を絶やす事な
く実行されました。そのご苦労に感謝し、前三役慰労ゴルフ
コンペが開催されました。あいにくの空模様、小雨ちらつく
中スタートです。
　ナイスショット・ナイスバーデーの声が響き、全員笑顔笑
顔。熱気に押されたのか、いつの間にか雨雲も小さくなっ
ておりました。 表彰式、懇親会では沢山の商品が用意され、
楽しくもありうれしくもあった一日でした。優勝L矢吹和久実
行委員長、準優勝L齋藤忠一、三位L小澤宏、四位L渡部一、
五位L猪俣ゆみ、おめでとうございました。

会津喜多方LC PR・IT情報委員会

▲集合写真

■第17回会津喜多方ライオンズクラブ杯
　リトルリーグ野球大会

会津喜多方ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年7月23日(土)~7月24日(日)
　当クラブ主催にて開催された大会も17回を数え青少年
健全育成事業の一環として応援をしてまいりました。23日
は猛烈な雨。雨中の大激戦となるもしばし試合中断。関係
者全員グランド整備をし試合再開、ナイター試合も経験す
る事になりました。気温29度のなか選手達は汗まみれ。土
まみれ。の大熱戦。腕も折れよとばかりに投げ込む姿。足が
もつれながらもベース目がけて走り込む姿。アウト?セーフ?
どちらでもよい。ベース上ではにかむような笑顔その清々
しさは見る人に感動を与えるに充分だ。選手のみんなあり
がとう。

会津喜多方LC PR・IT情報委員会　L渡邊英明
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■災害時における協力に関する協定書の調印式

会津喜多方ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年9月22日(木)
　喜多方市社会福祉協議会と会津喜多方ライオンズクラ
ブは22日災害協定書を締結しました。喜多方市内における
災害発生時に同協議会の要請を受けて、被災地及び被害
者の支援が速やかに、かつ効果的に行う事ができるよう定
めているもの。災害ボランティアセンターへの人員的協力、
物資の支援又被災地支援におけるボランティア活動など
行うとしています。調印式は喜多方市総合福祉センターで
行われ、遠藤忠一喜多方市長立会人として斎藤勇同協議会
会長と加勢良信会津喜多方ライオンズクラブ会長が協定
書を交わしました。(敬称略)

会津喜多方LC PR・IT情報委員会　L渡邊英明

■薬物乱用防止教室を開催

会津喜多方ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年10月8日(土)
　松山小学校で8日、薬物乱用防止教室を開き、児童たち
に不正薬物の危険性を伝え、5、6年生53人が参加しました。
不正薬物の危険性をまとめたDVD「今、薬物問題を考えよ
う~私たちの未来のために」を視聴した後、L遠藤公一が、身
近な薬物の種類や心身への影響を説明しました。薬物に侵
され傷ついた脳は元に戻らないことや、依存性が強く一度
使用すると自分の意志ではやめられないことなどを伝え、

「誘われても絶対に断ること。断る勇気を持つことが大切」
と呼びかけました。

会津喜多方LC PR・IT情報委員会　L丹野裕平

▲講師L遠藤公一、生徒代表あいさつ

■ライオンズエリア美化奉仕作業

会津喜多方ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年10月2日(日)
　酷暑の夏も秋のお彼岸も過ぎると例年になく秋風が涼し
く感じる節となりました。当クラブでも主要アクティビティの
ひとつが環境美化清掃奉仕です。喜多方プラザ文化セン
ター正面玄関の前には会津喜多方ライオンズクラブと高萩
ライオンズクラブ(茨城県)との姉妹クラブ提携10周年記念
事業で植樹された(ハナミズキ)が育っています。今ではすっ
かり成長し、秋にはまわりの木、木と共に葉を落とす。早朝6
時30分より落葉を拾い集める事、ゴミ袋10ヶ。奉仕の汗を
流しました。当クラブでは毎年かかす事なく清掃奉仕を続
けています。環境保全すっかり美化されたライオンズエリア
清 し々い奉仕活動となりました。

会津喜多方LC PR・IT情報委員会　L渡邊英明

▲清掃集合写真 ▲清掃作業

■子どもの居場所れんが子ども食堂支援チームへ支援金贈呈

会津喜多方ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年10月7日(金)
　例会の席上(子どもの居場所れんが子ども食堂)支援チーム代表
熊谷まゆみ様をお招きし支援金の贈呈を行いました。活動の中に
は、子ども食堂とおゆずり事業がある。育ちざかりの子ども同士食
事をしたり、宿題のサポートをうけたり楽しく過ごせる場所、子ども
食堂です。この食堂に来る事を大変楽しみにしている子ども達も
大勢いるとの事。食材はスタッフの方が持ち寄ったもの又市民の
方から提供された品々。おゆずり事業では、どこのご家庭にも不要
になった物、おゆずりを使ってほしい品物沢山あると思います。そ
れを必要として探している子ども達も大勢いるとの事。自転車・衣
類・机・スキー板等、決して押し付けでなく無償でおゆずりをして
下さる物。皆様からの提供をお願いします。

会津喜多方LC PR・IT情報委員会　L渡邊英明

▲会長L加勢良信、子どもの居場所れんが子ども食堂支援チーム代表熊谷まゆみ様
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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

須賀川ライオンズクラブ
第 5R・第 1Z

令和4年9月25日(日)　10時~10時30分
　小針衣織(イオリ)さん〔須賀川市立稲田学園2年生〕から
髪をヘアドネーションして戴きましたので、須賀川商工会
議所に於いて地元新聞社2社、福島民報社、福島民友社の
計4社に連絡し感謝状を贈り贈呈式を行いました。
　3年前にも姉の小針絵莉(アイリ)さんからは、妹の衣織さ
んが幼い頃に長期入院していた時期があり、同室の患者が
治療で髪を失くしてた事とテレビでヘアドネーション活動
を知り同クラブを通して髪の毛を寄贈されていました。衣
織さんは姉がヘアドネーションで髪の毛を寄贈したこと
を、母から聞いて自分もやりたいと思い髪の毛を伸ばして
いましたとの事です。そして、私の髪の毛が誰かの為に役立
つことが嬉しく思いますと感動のメッセージを頂きました。

L大柿貞夫

▲集合写真の左より会長大柿、贈呈者小針衣織さん、姉小針絵莉さん（元贈呈者）、袖山幹事、西牧会計
写真右側：小針衣織さんよりいただいた文章

■ヘアドネーション

白河ライオンズクラブ
第 5R・第 2Z

令和4年10月11日(火)　19時~20時
　白河ライオンズクラブ第1098回例会の席上にてヘアド
ネーション提供者への感謝状と記念品の贈呈が行われま
した。
　提供者は白河ライオンズクラブ所属会員のL遠藤めぐみ
で、賛同サロンは須賀川市にあるBellis・my salon様です。
　今回、ゾーン・チェアパーソンのクラブ訪問もあったた
め、5R・2Z・ZCのL浅川誠吾より感謝状を贈呈していただき
ました。

L渡辺浩志

▲5R・2Z・ZC L浅川誠吾より感謝状を受けるL遠藤めぐみ

■ヘアドネーション

あいづ塩川湯川ライオンズクラブ
第 4R・第 2Z

令和4年9月11日(日)　10時~10時45分
　ヘアドネーションにご協力いただいたドナーの方に感謝
状と当クラブから御礼を贈呈いたしました。
　大切に伸ばしてきた髪を必要としている方に届けてほし
いとの思いがあったそうです。
　櫻井 優希菜(ゆきな)さん(中学一年生)
　今期に入り櫻井さんで3名の方々 からのご提供がありました。
　ヘアドネーションの活動をPRしながらこれからも継続事
業として取り組んで行きたいと思います。

会長　L鈴木光

▲鈴木会長と櫻井優希菜さん　贈呈の様子

■妙見五差路植栽の保全作業

▲保全前後の様子と参加会員

須賀川中央ライオンズクラブ
第 5R・第 1Z

令和4年7月31日(日)　6時~7時
　7月31日早朝6時より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。
会員6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。
　連日の猛暑と、降雨などの為か、だいぶ草も伸びており、除
草した量はごみ袋で10個ほどになりましたが何とか気温が上
がる前に作業を終えることができ、無事散会となりました。

ACT委員長　L坂本育夫
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■第６回NPO法人西の郷スポーツクラブ
　スナッグゴルフ親子大会へ協賛金贈呈

▲贈呈後の集合写真と贈呈式写真

白河小峰ライオンズクラブ
第 5R・第 2Z

令和4年9月3日(土)　14時~
　今回会長L小針洋司の指導の下、青少年育成の目的で、
NPO法人西の郷スポーツクラブスナッグゴルフ親子大会へ
協賛金2万円を、贈呈しました。
　村内からの29組の親や祖父母のペアが参加し一つの
ボールを二人で交互に打ちながら親子が力を合わせてプ
レーを楽しみました。イーグル、アルバトロス、に加えて、ホー
ルインワンも飛び出して、ペアでハイタッチを交わすシーン
もたくさん見られ、親子のみならず祖父母3世代にわたるス
キンシップもあり、ゴルフの魅力感じる楽しい大会でした。
　我クラブの出席者は、会長L小針洋司、幹事L寺島常昭、会計
L片桐伸芳、事業委員長L鈴木昭司、L高木信嘉の5名でした。

L溝井良美

■サマーフェスタ露天出店

原町ライオンズクラブ
第 6R・第 2Z

令和4年8月6日(土)　7時～21時
　南相馬商工会議所青年部は震災前に北泉海浜総合公園
で「サマーフェスタと花火大会」を開催していました。
　11年前の東日本大震災では1,500戸の家が流され638名
が亡くなり、原発事故の避難で数多くの避難死が起き、サ
マーフェスタを中止して、「ふゆまつり」を行い市民の慰労
を行っていました。原町LCは青年部卒の会員が12名居り、
青年部活動に協力していました。会員15名が集まりサマー
フェスタにも露天出店を行い、焼きそば24万円、スーパー
ボールすくい5万円以上の売り上げがあり、、経費10万円を
差し引き、今年度行われるチャーターナイト記念式典の事
業と会員のネクタイスカーフ購入資金にしました。

幹事　L村田正隆

■ヘアドネーション

白河ライオンズクラブ
第 5R・第 2Z

令和4年10月11日(火)　19時~20時
　白河ライオンズクラブ第1098回例会の席上にて今期入
会された3名の入会式が執り行われました。
　入会に先立ち、当クラブ会長のL瀬谷安男より宣誓文が
読み上げられ、入会者3名がそれに続いて宣誓し、スポン
サーライオンよりラペルピンの授与を受けて新しいライオ
ンが誕生しました。
　3名の今後の活躍に期待し、会員一同あたたかく歓迎し
ました。

L渡辺浩志

▲会長、瀬谷安男ライオンより記念品と花束を受ける新入会員
左からL市川勤、L菊地理、L佐藤悦子

各ライオンズクラブ活動報告

■無線塔公園清掃

原町ライオンズクラブ
第 6R・第 2Z

令和4年7月20日(水)　6時～7時
　毎年、相馬野馬追祭前に実施していた清掃活動を7月20
日実施しました。1982年10周年記念事業『原町無線塔』は
1,200万円資金、高さ200メートル5分の1の大きさで建設し
南相馬市に寄贈しました。無線塔は40年前の建設で塗装
の劣化がひどく、南相馬市は今年度塗装工事を行いきれい
にしました。穴澤会長・村田幹事・半澤会計・坦野義和事業
委員長等会員10名が参加。除草作業活動をして道の駅で
朝食弁当をしました。

   幹事　L村田正隆
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■北新田運動公園清掃

原町ライオンズクラブ
第 6R・第 2Z

令和4年10月8日(土)　6時~7時
　15周年記念事業として運動公園南側新田川沿いに植樹
した桜並木を「世界ライオンズ奉仕デー」に合せ、清掃活動
をしました。本来なら小学生野球大会開催前に行います
が、東日本大震災等影響で避難者がいまだに多く、小高区
では漸く小中合同学校を開校するなど、生徒数が足りてい
ない現状です。鹿島区は1校が津波で流されてしまい、太
田・大甕地区は原発20キロ避難で生徒数が半減、本年度は
他競技と重なり、野球大会を開催することができませんで
した。それでも公園の利用が高いので清掃活動を会員11
名で行いました。

L長岡利幸

▲除草作業を行う会員

■特別養護老人ホーム「いいたてホーム」
　前庭等の草刈り・植木の剪定

飯舘ライオンズクラブ
第 6R・第 2Z

令和4年8月6日(土)　8時~10時
　L長谷川長喜会長・L渡辺守男事業委員長の指揮のもと、
会員14名が村内、避難先(福島・伊達・南相馬)から集合施設
周辺の草刈り・植木の剪定・芝生の刈込等を行いました。
少し時間に余裕がありましたので隣の社会福祉協議会・　
飯舘村保険課の周辺も整え、景観もスッキリしました。
間もなく迎えるお盆を、気持ちよく迎えることでしょう。
コロナ禍の中で思うような奉仕もできませんが、この奉仕
だけは例年続けてまいりたいと思っております。
　暑い中、事故もなく、無事解散を致しました。

事務局　L三瓶政美

各ライオンズクラブ活動報告

■第１回飯舘ライオンズクラブ会長杯
　パークゴルフ大会

飯舘ライオンズクラブ
第 6R・第 2Z

令和4年9月25日(日)　8時~13時
　いいたてパークゴルフ場は令和2年9月にオープンして
おり、当クラブとしても会員と、村民の親睦と融和、ライオン
ズクラブのPRも兼ねて大会を企画しておりましたが、新型
コロナが収まる様子がなく延期してまいりましたが、ようや
く落ち着きつつあると判断し、飯舘村パークゴルフ協会(横
山正秀会長)の協力を頂き、第1回飯舘ライオンズクラブ会
長杯パークゴルフ大会の開催となりました。
　参加者は会員10名・村民34名、高齢者は90歳の方も、開会
式で「ライオンズクラブの歌」を披露・L長谷川長喜会長から、
ライオンズの歴史・思い・奉仕の精神に触れて挨拶を、L渡邊
守男事業部長よりルール等の説明の後、プレー開始、和気あ
いあいに進み13時に閉会式を無事に迎えました。

事務局　L三瓶政美

　ライオン福島 秋号をお読み頂き、ありが
とうございます。
　秋号を発行するにあたり、記事・広告をお
寄せ頂いたことに心より御礼申し上げます。
　編集にあたり、昨今のコロナ事情の中、
各クラブ知恵を出し合い、感染拡大防止に
細心の注意をはらいながらの活動を続け
られている事に心が打たれます。
　子ども食堂への支援、清掃活動、中でも
ヘアドネーションの多さには目を見張るも
のがありました。
　地域の方々に必要とされる奉仕をでき
ることが我々ライオンとしての誇りではな
いでしょうか。
　皆様の奉仕活動記事編集に関われた事
に心より感謝申し上げます。
　今後も役立つ情報誌を発行してまいりま
すので、ご寄稿のご協力を宜しくお願い申
し上げます。
PR・ITライオンズ情報副委員長 Ｌ丸山孝男

編集後記
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L齋藤 吉晴
第1R第1Z
川俣LC

●職業:（株）福島ひかりのくに
   代表取締役
●スポンサー:L菅野文吉

まだ何もわかりませんので、皆様の活動を見させて
いただきながら勉強していくつもりでございます。
宜しくお願い致します。

L寺脇 勝彦
第2R第2Z
伊達町LC

●職業:（株）シーエー
   代表取締役
●スポンサー:L大竹重範

ライオンズのメンバーとして、ライオンズ及び地域に
貢献していきたいと思います。職業はハードウェア
開発を含むIT関連です。趣味はピアノの弾き語りです。

新入会員紹介

株式会社  福良梱包

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

代表取締役　L 佐 藤良一
（福島 LC）

特定建設業許可（特）第16534号

－満足される仕事を第一に－
Safety First ISSHIN

一新建設株式会社
取締役 渡 辺 一 代（福島 LC）

KazuyoWatanabe

ISSHIN
CONSTRUCTION

（川俣LC ）

2022～2023

ライオンズクラブ国際協会
332複合地区ガバナー協議会

菅  野  文  吉
Kanno Bunkichi

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

一般社団法人　次世代産業創出構想　理事長
勤務先

〒960－1401 福島県伊達郡川俣町飯坂字松木内 16－1

携帯電話 090－4477－1371
TEL 024－597－8875　FAX 024－565－4935

E-mail kinugawa-nemoto@ia2.itkeeper.ne.jp

「ココロのリミッターを外せ！」

複合地区国際理事候補者推薦委員
複合地区GMTコーディネーター
元複合地区協議会議長・名誉顧問（川俣LC）

代表田中　希美（福島 LC）

（福島 LC）

L谷口 豪樹
第1R第1Z
川俣LC

●職業:（株）smile farm
   代表
●スポンサー:L菅野文吉

歴史と伝統ある川俣ライオンズクラブに
お誘いいただきありがとうございます。
よろしくお願いします。



福島コミュニティ放送株式会社

代表取締役社長 鈴 木 一 海

（キャビネット副幹事　福島信夫 LC）

すず かず みき

suzuki@fm-poco.co.jp

〒960-8034
福島市置賜町8-8  パセナカMisse1F

2299-225）420（XAF／0099-225）420（LET

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

（福島信夫 LC 会長）

going  to  future

総合建設業

代表取締役　香 野 民 夫（川俣 LC ）
香野建設株式会社

本社 〒960-1436
 福島県伊達郡川俣町字川原田5番地の1
 TEL  024-566-3222 ㈹
 FAX  024-566-3209

福島支店 〒960-8152
 福島市鳥谷野字梅ノ木内30-3
 TEL  024-546-8001
 FAX  024-546-8128

ホームページアドレス http://www.kohno-cic.jp
E-mail kohno_t@kohno-cic.jp

菅野重機建設株式会社
ブルドーザー・土木一般工事

福島県伊達郡川俣町仲ノ内57番地の13

（川俣LC ）

菅 野 直 喜代表取締役

（024）566-2633（代）T E L
（024）566-2645F A X
090-4044-6632携 帯

（福島信夫LC ） （福島信夫LC ）

コスモ石油

L 阿　部　裕（桑折 LC）

〒969-1643
伊達郡桑折町谷地字形土７

FAX 024-582-1213
TEL 024-582-1212

「献上桃の郷」桑折町
桃 生産販売

佐藤果樹園
L 佐藤 徳雄

（桑折LC　会長）
〒969-1601 福島県伊達郡桑折町字北町16

TEL・FAX 024-582-4331
携　　帯 　080-1827-2818

一般貨物自動車運送事業　貨物運送取扱事業

有限会社 ゑび屋
代表取締役社長 L 和泉守昭

（桑折LC　幹事）
〒969-1652　福島県伊達郡桑折町大字成田字元宿 22-3

TEL　024-582-6055　FAX　024-528-6175

HP：https://r.goope.jp/ebiya-trucks
E-mail：ebiya-trucks@wit.ocn.ne.jp

有限会社　菅野自動車
代表取締役　L 菅　野　泰　弘

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

（桑折 LC）



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

（公社）全日本不動産協会会員
福島県知事（5）第2437号

フラワースナック

L 高橋光子
〒960-8034
福島市置賜町４－１０
舩山ビル地階1階
TEL 024-521-6188

（福島グリーンライオンズクラブ）

（福島グリーンライオンズクラブ所属）

（桑折 LC）



会長
L橋本 隆雄

幹事
L渡辺 保浩

会計
L渡邊 弘一

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

代表取締役会長 L三浦 勝眞 代表取締役社長 L前田 英俊

（福島グリーンライオンズクラブ所属）
L

L

L

L

株式会社北星ファイン
代表取締役　Ｌ加藤裕二（福島中央ＬＣ）

福島中央店☎ 0800-800-8499



代表取締役社長　Ｌ小野国信（福島中央ＬＣ）

支援

代表取締役 菅野　俊之
（福島信陵ＬＣ）

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

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

0120-464142
ヨ ヨ イ シ ン ブ ンム

（福島西 LC）L

2022～2023

ライオンズクラブ国際協会
332-D地区　第2R 第1Z

福島中央ライオンズクラブ

幹　事 L中島　照夫
薬物乱用防止認定講師

勤務先　〒960-8254
葵産業株式会社　代表取締役
福島市南沢又字道合6番地の5
TEL（024）557-1431　FAX（024）557-1435



〒960-8034　福島市置賜町 8-8
株式会社　仲見世
　　代表取締役　福地雅人
TEL024-522-0011
FAX024-529-5567

真言宗 室生寺派

「合掌の里」
新墓地分譲中 会 長　Ｌ荒木祥仁

福島松川ライオンズクラブ

諏訪山 常 光 院

㈱赤間電気工事
■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

（福島東 LC会長）
代表取締役 赤　間　利　昭
〒960-8141 福島市渡利字前河原 27-5

ＴＥＬ（024）523-1752

（福島東ＬＣ　幹事）

（福島東LC 会計）
代表取締役 根　本　誠三郎

（福島東ＬＣ）

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

寿司
割烹



二本松イングリッシュスクール公
認二本松イングリッシュスクール公
認

福島県知事認可校  修学館
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

〒964-0902　福島県二本松市竹田1-90-2　TEL （0243）23-0740 FAX (0243)23-0741

代表取締役  L 鈴 木 保 則
（伊達町 LC幹事）

〒960-0501　福島県伊達市伏黒字上ヶ戸71-6
TEL（024）583-4612　FAX（024）583-4616

電気設備工事設計施工
Suzuden engineer Co.,Ltd.

株式会社 鈴電エンジニア
（伊達町 LC会長）

レディースフロア

代　表　L阿部　徳明（保原 LC）
■保　原支店　TEL 024-576-2727
■方木田支店　TEL 024-572-3440

（保原 LC）

L 齋藤嘉雄（保原 LC）

2022～2023

ライオンズクラブ国際協会
332-D地区　第2R 第1Z

福島あづまライオンズクラブ
幹　事 L 菅　野　邦　雄

〒960-8044
福島市早稲町6-18 高徳第6ビル 1F
ＴＥＬ（０２４）５９７－７１２０
ＦＡＸ（０２４）５９７－７１２０
E-mail:f-azuma@kfy.biglobe.ne.jp

〒960-0231
御幸トラック株式会社 　専務取締役
福島市飯坂町平野字若狭小屋14-6
ＴＥＬ（０２４）５58－6615
ＦＡＸ（０２４）559－2382
携 帯 090-3756-9200
E-mail:powers-kanno920@ezweb.ne.jp



会長
L佐久間 幸彦

幹事
L箱﨑 哲司

会計
L松本 吉也

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

会　長
L北村 義勝

幹　事
L根本　剛

会　計
L浅倉 哲也

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

■事務局/〒963-8862　福島県郡山市菜根５丁目９－１６
TEL・FAX：０２４－９２２－８９４２

（伊達町LC　会計）

株式
会社アップポイント

土地 中古住宅 アパート 貸家

（公社）全日本不動産協会加盟
宅地建物取引業 福島県知事⑵第 3053 号

〒963-4312 田村市船引町船引字扇田 231-1
TEL：0247-81-1571　FAX：0247-81-1572

URL http://uppoint-tamura.com
営業時間 /9:00 ～ 18:30　定休日 / 水曜日･第３火曜日

より良い住まい、より良い環境

代表取締役 佐久間 幸 彦



会　長
L黒丸 四郎

幹　事
L髙野 博之

会　計
L橋本 日富

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

■事務局/〒963-8862　福島県郡山市菜根５丁目９－１６
TEL：024-933-6271　FAX：024-933-4780

株式会社 司計器商会
代表取締役 渡部　政介

郡山西ライオンズクラブ

〒963-0107　福島県郡山市安積 3-272
TEL 024-945-3883

URL http://www.tsukasakeiki.co.jp

（PR・ITライオンズ情報副委員長）
（３R1Z　ＺＣ）

美・味・感・動
本格派中国料理

取締役会長 Ｌ橋本 正喜（郡山南LC）

中国四千年の歴史

■安 積 店/〒963-0107 郡山市安積4丁目38
TEL024－946－3171・FAX024－946－3107
■西ノ内店/〒963-8022 郡山市西ノ内1丁目13-9
TEL024－939－4649・FAX024－939－4655
■http://www.ryugujyo.jp/　E-mail：info@ryugujyo.jp

会長 L 小川 伸介 幹事Ｌ升　明宏 会計 Ｌ名村 真央
【事務局】　Ｌ佐久間正次　〒963-0201 郡山市大槻町字原田西42-19

電話090-1764-9220　ＦＡＸ024-926-0365　E-mail :masatugu.jes29@blue.ocn.ne.jp

磐梯熱海ライオンズクラブ
ライオンズクラブ国際協会　332-D地区　第3R 第2Z

3R2Z・ZC L 三瓶嘉宣



（前地区ガバナー・名誉顧問会議長）L荒川友成

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

〒963-8044　郡山市備前舘１丁目２８
TEL：024-927-5320　FAX：024-927-5321

代表取締役（株）郡 商 社

会　長
L松井 貴紀

幹　事
L大谷 拓明

会　計
L菅野　貴

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

■事務局/〒963-8862　福島県郡山市菜根５丁目９－１６
TEL・FAX：０２４－９３３－７０２１
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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
〒960-0611 福島県伊達市保原町城ノ内1番地
清野ビル 202号
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
〒970-8054 福島県いわき市平鎌田町1-5
B棟1階
TEL:0246-38-9866
〒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
〒975-0042 福島県南相馬市原町区雫字蛭沢175-4
有限会社コワタコーポレーション
TEL:0244-32-0765
〒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


