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『コロナに負けるな！子ども笑顔応援プロジェクト』
ひとり親家庭への食糧支援アクティビティを実施

◀公式ホームページはこちらのQRから
　URL／ http://lc331-a.jp

FaceBook

A

LCIF

L 

札幌市中央区

自殺予防ゲートキーパーアクティビティ



１２０地域の皆様へご挨拶

2021-2022
ライオンズクラブ国際協会 331-A地区（石狩・空知） 地区ガバナー

L　鶴嶋　浩二　（札幌中島 LC）
Koji Tsurushima

◆2021-2022年度の地区ガバナーに就任致しました鶴嶋浩二です。私は札幌中島ライオンズクラブに所属
しておりますが、2021年7月から2022年6月まで、ライオンズクラブ国際協会 331-A地区（石狩・空知地
区）の71クラブの代表となります。

◆ライオンズクラブ内では、ミスター（Mr.）、ミス（Miss）、ミセス（Mrs.）の代わりにL（ライオン）と呼称、表記致
します。私であれば『Ｌ鶴嶋浩二（ライオン つるしまこうじ）』と表記、自称致します。もしどこかでお見かけ
になりましたら、お気軽に「鶴嶋ライオン」とお声がけください。

◆当地区のライオンズクラブ会員は、2,500名程となります。その会員を束ねます地区ガバナーとして、ス
ローガンに『原点回帰～いまを生きる～』を掲げました。
　対面での奉仕活動が多かった我々の活動にも、このコロナ禍で様々な影響が出ております。このような
状況下においては、奉仕活動の原点に立ち返り、奉仕というものの意義を再認識することが重要だと考
えました。
　新型コロナウイルスによる社会不安の高まりの影響もあってか、大変痛ましい事例も増加しております。こ
のような状況に対処すべく、「ゲートキーパー（命の門番）」の存在を啓蒙し、育成・支援してまいります。
そのような今を生き抜き、未来を展望し、かつ子供達の未来を見据えるという思いを『～いまを生きる～』
に込めました。

◆ライオンズクラブは世界最大の奉仕団体といわれております。奉仕は一方通行では成立しません。受益
者がいて、初めて奉仕が成り立ちます。個人の方には難しいかとは思いますが、皆様の周りで奉仕を必
要とされていらっしゃる団体等がおられましたら、ライオンズクラブにご連絡を頂けますでしょうか。

◆もともとこの『ＥＣＨＯ』誌は、ライオンズクラブ内の情報誌でありました。こちらを皆様にもお手に取って、ご
一読頂けるような内容充実を図るべく転換し、1年が過ぎました。
　コロナ禍で配布先が限られ、まだまだ皆様のお目に留まる機会は少ないかもしれません。皆様にも興味
をもって頂ける情報誌になりますよう、更なる内容の充実を図ってまいりたいと思います。
　お目に留まり、ご一読くださいましたら、ご意見、ご批判、ご要望をお寄せくださいますと幸いです。
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寄付・募金が支える

「ドナルド・マクドナルド・ハウス」の運営

 「ドナルド・マクドナルド・ハウス」の運営は、企業・個人などからの
寄付・募金によって成り立っています。『さっぽろハウス』の年間
運営費は約2,000万円。企業・団体、医療機関などからの支援
のほか、1安打ごとに1万円の寄付を行う近藤健介選手（北海
道日本ハムファイターズ）をはじめ、プロ野球選手会が各地元の
ハウスに寄付を行うといった支援なども行われています。
　寄付については、単発で支援を行う1回（都度）寄付、毎月
一定額を寄付するマンスリーサポート、年1回継続支援するとい
うパターンがあり、募金については、マクドナルド店頭の募金箱を
利用する方法、Tポイントでの募金などさまざまな方法がありま
す。なお、寄付に関しては領収料が発行され、確定申告時に税
金控除の対象となります。
　金銭以外にも、ハウスで使用する日常的な備品の寄付も受
け付けており『さっぽろハウス』でも食品、日用品、事務用品
等々の寄付を求めています（右／Wish List）。
　ちなみに、札幌アカシアライオンズクラブでは、ハウスの除排雪
業務、札幌中島ライオンズクラブではトイレ・シャワーの什器の更

新を支援として行っているほか、2022年2月1日にはGST（地区
グローバル奉仕チーム）の「ひとり親家庭への食糧支援アクティ
ビティ」でメンバーから届けられた食糧品の一部を寄付しました。

Wish List（さっぽろハウス）

■食品
　お米、レトルト・インスタント食品、缶詰、日本茶・紅茶、インス

タントコーヒー

■日用品
　ジップロック・フリーザータイプ、ゴミ袋、BOXティッシュ、洗濯

洗剤・柔軟剤、トイレットペーパー、ペーパータオル、サージカ
ルマスク、消毒用アルコール

■事務用品
　コピー用紙（A4）、未使用切手・書き損じハガキ、アルカリ電

池、パッチワーク生地、キルト芯、フェルト

■備品
　掃除機（新品）、加湿器（新品）、IH対応鍋・フライパン（新

品）、テレビ（3年以内）、ビデオカメラ（ハンディタイプ、3年以
内）、芝刈り機、ベビーカー（新品）、キャップライト

まさに〝わが家〟のように、

ボランティアが整える心地よい空間

　患者さんや家族の受入、滞在をサポートしているのは、一部
の職員を除いてすべてボランティアです。『さっぽろハウス』で活
動しているボランティアは、およそ200名。新型コロナウイルスの
感染拡大の影響により、現在、実際に活動しているのは150名
ほどになっていますが、治療を行っている子どもたちや家族を支
えたいという思いで、さまざまな役割を果たしています。
　ボランティアには、利用者のチェックイン・チェックアウト、共用ス
ペースの清掃、ベッドメイキングなどを行う「ハウスキーピングボラ
ンティア」と、電話の受付、来訪者・利用者の対応、書類作成な
どを担当する「事務ボランティア」があり、活動は2週間に1回程
度で、1回約3時間が基本となっています。このほか、受付時間
外の利用者対応、ハウス内パトロール、安全管理などを18時～

翌朝9時まで1人体制で担う「ナイトボランティア」もあります。
　ベッドやリビングのソファには、キルトのカバーが掛けられてい
ます。これらはボランティアの手作り。ほかにも、さまざまな装飾が
随所に見られます。得意なことを生かしながら、まさにわが家の
ような感覚で環境を整える。だからこそ、居心地よく、ゆっくりとく
つろげる空間になっているのでしょう。

展示コーナーGSTコーディネーター L 設楽より贈呈
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共同奉仕活動を通して
地域内の活発化を図る事業を計画
　ライオンズクラブ国際協会の奉仕フレームワークを軸に、奉仕
活動の活性化と強化を目指すGST（グローバル奉仕チーム）。
地域社会へのインパクトを高めるための共同奉仕活動の提案
を行い、地域内の活性化を図るため、2021年の活動として、
「糖尿病予防啓発セミナー」の開催（FWTとの合同開催）、
「食糧支援」の実施、「LCIF交付金の積極的活用の推進」の
事業を計画しました。
　コロナ禍のなか、予定通りに進められなといった事態も発生
しましたが、感染拡大防止措置を図りながら、できうる限りの活
動を実施しました。

「しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道」の
協力を得て食料支援
　その一つであり、コロナ禍が及ぼしている影響にタイムリーに
向き合った活動が「ひとり親家庭への食糧支援アクティビティ」
です。これは、地区GST＆SCP・FWTの合同開催で実施した
もので、2021年8月8日（日）札幌エルプラザ（L・PLAZA、札幌
市北区）、8月22日（日）北一ビル（札幌市中央区）の2日間で開
催しました。
　『コロナに負けるな！ 子ども笑顔応援プロジェクト』と題し、コロ
ナ禍のなか、経済面等で深刻な影響を受けているシングルマ
ザーなどひとり親家庭のサポートを行うことが、今回の活動の目
的。ライオンズクラブ国際協会331-A地区の各クラブに、家庭に

ある余剰食品等の寄付を呼びかけ、35ものクラブから食糧品
が届きました。クラブ内での審議が間に合わないため、個人で
寄付を行ってくれた会員も多数みられ、事務局の会議室のス
ペースの半分以上を占める品々が集まりました。
　それらの食糧品を、シングルマザーの支援を行っている「し
んぐるまざあず・ふぉーらむ北海道」（平井照枝代表）の協力を
得て、初日59家族、2日目は63家族へと支援させていただきま
した。

地区GSTとしての活動の大切さを
実感したアクティビティ
　食料品は同じものをセットにしたほか、数が揃わないものに

ついては、自由にチョイスしてもらうかたちで、お持ち帰りいただ
きました。来場いただいた方々のお話からは、コロナ禍の深刻な
影響も垣間見ることができ、地区GSTとして活動することの大
切さも実感できたアクティビティとなりました。当日、アンケートにい
ただいた方々の声を一部ご紹介させていただき、活動報告とい
たします。
　このアクティビティはその後、年度内に2回開催し、多くの方々
に支援をお届けすることができました。今後も、このように、時流
に即した奉仕活動に取り組んでまいります。
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共同奉仕活動を通して
地域内の活発化を図る事業を計画
　ライオンズクラブ国際協会の奉仕フレームワークを軸に、奉仕
活動の活性化と強化を目指すGST（グローバル奉仕チーム）。
地域社会へのインパクトを高めるための共同奉仕活動の提案
を行い、地域内の活性化を図るため、2021年の活動として、
「糖尿病予防啓発セミナー」の開催（FWTとの合同開催）、
「食糧支援」の実施、「LCIF交付金の積極的活用の推進」の
事業を計画しました。
　コロナ禍のなか、予定通りに進められなといった事態も発生
しましたが、感染拡大防止措置を図りながら、できうる限りの活
動を実施しました。

「しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道」の
協力を得て食料支援
　その一つであり、コロナ禍が及ぼしている影響にタイムリーに
向き合った活動が「ひとり親家庭への食糧支援アクティビティ」
です。これは、地区GST＆SCP・FWTの合同開催で実施した
もので、2021年8月8日（日）札幌エルプラザ（L・PLAZA、札幌
市北区）、8月22日（日）北一ビル（札幌市中央区）の2日間で開
催しました。
　『コロナに負けるな！ 子ども笑顔応援プロジェクト』と題し、コロ
ナ禍のなか、経済面等で深刻な影響を受けているシングルマ
ザーなどひとり親家庭のサポートを行うことが、今回の活動の目
的。ライオンズクラブ国際協会331-A地区の各クラブに、家庭に

ある余剰食品等の寄付を呼びかけ、35ものクラブから食糧品
が届きました。クラブ内での審議が間に合わないため、個人で
寄付を行ってくれた会員も多数みられ、事務局の会議室のス
ペースの半分以上を占める品々が集まりました。
　それらの食糧品を、シングルマザーの支援を行っている「し
んぐるまざあず・ふぉーらむ北海道」（平井照枝代表）の協力を
得て、初日59家族、2日目は63家族へと支援させていただきま
した。

地区GSTとしての活動の大切さを
実感したアクティビティ
　食料品は同じものをセットにしたほか、数が揃わないものに

ついては、自由にチョイスしてもらうかたちで、お持ち帰りいただ
きました。来場いただいた方々のお話からは、コロナ禍の深刻な
影響も垣間見ることができ、地区GSTとして活動することの大
切さも実感できたアクティビティとなりました。当日、アンケートにい
ただいた方々の声を一部ご紹介させていただき、活動報告とい
たします。
　このアクティビティはその後、年度内に2回開催し、多くの方々
に支援をお届けすることができました。今後も、このように、時流
に即した奉仕活動に取り組んでまいります。
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札幌

１Ｒ～３Ｒ

ライオンズクラブではリジョン（R）ごとの地域で
各クラブがさまざまな奉仕活動を行っています。
各リジョン所属のクラブと結成年、会員数等と主
な奉仕事業をご紹介します。

1Zone

2Zone

1Region
第１リジョン

札幌・札幌しらかば・札幌白石・札幌創成
サッポロシニア・札幌コスミックシニア
札幌赤レンガ

札幌中央・札幌フロンティア
札幌清田・札幌中島
札幌あさひ・札幌アスリート

第１ゾーン

第2ゾーン

住　所/〒060-0002
札幌市中央区北2条西14丁目3-27
村上ビル2F
TEL011-251-1215
FAX011-242-0068

結　成/1982.7.19
在籍数/25名（2022.2末現在）

住　所/〒064-0804
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-221-3789

結　成/1956.2.28
在籍数/17名（2022.2末現在）

住　所/〒003-0029
札幌市白石区平和通2丁目北3-55
TEL011-865-7551
FAX011-865-7553

結　成/1987.3.31
在籍数/36名（2022.2末現在）

献血アクティビティ

「認定NPO法人チャイルドラインほっかいどう」および
「一般財団法人北海道自然保護協会」へ活動資金の贈呈

少年消防クラブとライオンズ

　昨今の状況により思うようにアクティビティが実施できない
中、当クラブでは不定期でクラブメンバーの会社にて献血アク
ティビティをおこなっています。社員の方やクラブメンバーと
いった限られた人数ではありますが、少しでも献血にご協力でき
ればという思いで実施しております。2020年は46名、2021年
は12名の方々にご協力いただくことができました。
　今後も必要とされる限り続けていきたいと考えております。

　当クラブは2月、チャイルドラインほっかいどうへ活動資金と
して、北海道自然保護協会へ活動資金ならびに例会でのご講演に
対する謝礼として、それぞれ10万円を寄付いたしました。
　チャイルドラインへの寄付は、まさに地区ガバナーの基本方針
であるSave Life（命を守るゲートキーパーの育成・支援）に共鳴
する活動であり、自然保護協会への寄付は、従前取り組んできた
円山公園における自然保護活動の後押しとなりました。

　青少年育成の一環として白石、厚別区の少年消防クラブに活動
費の支援を長年行っております。以前は子どもたちと地域のゴミ
拾いをしたり、卒団式に参加したりと孫との付き合いのようでし
たが、コロナ禍が続き、現在は消防クラブの活動ができなくなっ
ております。子どもたちの成長に必要な経験と知恵を得るための
場であり、活動再開が望まれます。当クラブはこれからも支援を
続けていきたいと考えております。

１R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

１R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

１R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン札幌しらかば ライオンズ

クラブ　

札幌 ライオンズ
クラブ　

札幌白石 ライオンズ
クラブ　

331A地区内
クラブ紹介
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住　所/〒064-0820
札幌市中央区大通西25丁目1-8
TEL011-615-0444
FAX011-615-0487

結　成/1992.6.15
在籍数/23名（2022.2末現在）

住　所/〒062-0906
札幌市豊平区豊平6条3丁目4-18
TEL011-811-8549
FAX011-811-8549

結　成/2003.11.9
在籍数/25名（2022.2末現在）

住　所/〒064-0953
札幌市中央区宮の森3条4丁目1-22 
コスモ宮の森305 須藤方
TEL090-2877-6399
FAX011-614-2718

結　成/1998.11.19
在籍数/37名（2022.2末現在）

住　所/〒060-0032
札幌市中央区北2条東10丁目
ササキビル2F
TEL011-223-5880
FAX011-223-5881

結　成/2004.2.24
在籍数/32名（2022.2末現在）

2月青少年育成　2月3月6月献血呼びかけ
5月環境保全　「ウィ・サーブ」

新入学児童への名前入りプレゼント

ライオンズクエスト再開

薬物乱用防止教室開催

　今年度後半継続アクティビティのうち、2月のホッケー大会は
中止となりました。5月の植樹は未定です（コロナの状況による）。
献血呼びかけは今年度前半3回実施できました。3月、6月の呼び
かけはできる限り実行する予定です。今年度クラブは30周年の節
目を迎えます。何事も計画通りにならないとは思いますが、計画
をできるだけ実行し、5月の植樹では桜の木の下で会員そろって

「ウィ・サーブ」の発声ができることを願っています。

　毎年4月初めに、札幌育児園の新入学児童を対象に、名前入り
鉛筆と名前入りシールのプレゼントをしています。
　はじめは、普通の鉛筆だけのプレゼントでしたが、もっと喜ば
れるものはないかと考えていました。先生方が子どもたち一人ひ
とりの名前を文房具に書くのは大変ではないかと思いあたり、名
前入りのものを用意したところ、先生方にとても喜ばれる結果と
なりました。今年も4月早々にお届けする予定です。

　当クラブでは、薬物乱用防止教室とライオンズクエストのお誘
いに力を入れてきました。残念ながらコロナ禍により、2020年
夏から3回のライオンズクエストセミナーが中止となりましたが、
今年1月に再開しました。セミナーには18名、フォローアップに
は12名の方が参加され充実した3日間でした。
　いつ参加しても新しい発見があり、子どもたちの自己肯定感が
アップするライオンズクエストを今後も推進していきます。

　美しが丘緑小学校にて薬物乱用防止教室を開催しました。毎年
10校程度実施していた本事業ですが、コロナ禍で難しくなってい
るのが実情です。
　そのような中、しっかりと感染対策をとりながら実施できた本
教室にて、子どもたちの明るい笑顔と感謝の言葉をもらい、より
一層の奉仕活動に精進していきたいとあらためて強く思いまし
た。

１R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

１R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

１R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

１R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

札幌創成 ライオンズ
クラブ　

札幌コスミックシニアライオンズ
クラブ　　

サッポロシニア ライオンズ
クラブ　

札幌赤レンガ ライオンズ
クラブ　
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住　所/〒064-0804
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-211-3789

結　成/1958.10.20
在籍数/19名（2022.2末現在）

住　所/〒004-0841 
札幌市清田区清田1条4丁目5-41 
NIHONEISEI No.2 Building 3F
TEL011-882-2323
FAX011-882-0109

結　成/1985.4.19
在籍数/81名（2022.2末現在）

住　所/〒064-0804
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-221-3789

結　成/1984.12.28
在籍数/44名（2022.2末現在）

住　所/〒064-0805
札幌市中央区南5条西1丁目1-23
北一ビル4F
TEL011-520-6166
FAX011-520-6160

結　成/1994.4.21
在籍数/77名（2022.2末現在）

「北灯り」アクティビティ実施について

地域に広がる青少年への福祉活動の応援

献血の重要性を伝え
呼びかけを行っております！

札幌インフィニティライオンズクラブ
エクステンション

　札幌市内にある児童養護施設4施設にイルミネーションを設置
し、点灯式を行いました。コロナ禍のため、残念ながら子どもた
ちと触れ合う時間はありませんでしたが、子どもたちの喜ぶ笑顔
を思い浮かべながら作業をしました。
　今年は雪が多いため除雪作業から始めましたが、雪にイルミ
ネーションの光が反射してとてもきれいでした。

　継続事業の一つとして、福祉型障がい児入所施設「ノビロ学園」
にて毎年9月に開催される「ノビロ祭り」のバザーに参加していま
す。会員の畑で収穫した野菜や持ち寄った物品を提供しての出店
です。ここ2年は中止となり金銭のみの支援でしたが、コロナ禍
が早く収束して本来の「ノビロ祭り」になることを願い、学園の皆
さんとの交流を楽しみにしています。コロナ禍においても青少年
育成の活動を絶やさず、今後も支援していきたいと思います。

　札幌フロンティアライオンズクラブでは献血の重要性を皆さま
にお伝えし、例年2月に行われるさっぽろ雪まつり会場にて献血
のご協力をいただけるよう呼びかけを行っております。
　昨今は新型コロナウイルス感染症の拡大により会場での呼びか
けを中止せざるを得ませんが、ホームページなどで呼びかけを行
い、献血により助かる命があることを今後もお伝えしていきます。
　ぜひ皆さまも献血へのご協力をお願いいたします！

　札幌中島ライオンズクラブの支部クラブであったインフィニ
ティ支部が、札幌インフィニティライオンズクラブとして、2月
8日に国際協会の承認をいただき、臼田昌弘Lを初代会長として、
20名のチャーターメンバーで4月14日に結成される運びとなりま
した。
　4月14日に札幌パークホテルにて、札幌インフィニティライオ
ンズクラブ認証伝達記念式典・祝賀会を開催いたします。

１R
リジョン

ｰ２Z
ゾーン

１R
リジョン

ｰ２Z
ゾーン

１R
リジョン

ｰ２Z
ゾーン

１R
リジョン

ｰ２Z
ゾーン

札幌中央 ライオンズ
クラブ　

札幌清田 ライオンズ
クラブ　　

札幌フロンティア ライオンズ
クラブ　　

札幌中島 ライオンズ
クラブ　

331A地区内クラブ紹介　第1リジョン
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住　所/〒004-0002
札幌市厚別区厚別東2条4丁目3-22
大林方
TEL011-378-4963
FAX011-378-4968

結　成/1994.6.8
在籍数/15名（2022.2末現在）

住　所/〒060-0002
札幌市中央区北2条西14丁目3-27
村上ビル2F
TEL011-251-8885
FAX011-251-8885

結　成/2013.11.20
在籍数/32名（2022.2末現在）

ミーナ募金呼びかけアクティビティ
「札幌ドーム前広場」

来期こそは！

　2014〜 2019年、年3回日本ハムホームゲームの際に「札幌ドー
ム前広場」で盲導犬育成のためのミーナ募金活動をしていました。
　2020年からコロナ禍により、活動自粛。今年は状況によりま
すが、できるようになったら、また盲導犬と一緒に活動をしたい
と思います。子どもたちは盲導犬に大喜び、顔なじみになった大
人は「今年も募金活動がんばっていますね」と声かけをしてくださ
り、その一言に寒さ暑さ疲れも飛んでしまいます。

　今期の当クラブは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から、クラブの活動やアクティビティを完全に停止しています。
クラブメンバーにスポーツ関連だけではなく、医療従事者や障が
い者支援施設で業務している者が多いためです。
　今期も残り3か月程度となりましたが、本来の目的である青少
年の健全育成にかかわる事業を早く復活させたいと願う今日この
頃です。

１R
リジョン

ｰ２Z
ゾーン １R

リジョン

ｰ２Z
ゾーン札幌あさひ ライオンズ

クラブ　 札幌アスリート ライオンズ
クラブ　　
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1Zone

2Zone

2Region
第2リジョン

札幌エルム・札幌もいわ・札幌まるやま
札幌大通・札幌南・札幌すすきの
札幌北の杜

札幌アカシヤ・札幌クラーク・札幌時計台
札幌パイオニア・札幌羊ヶ丘・札幌グリーン
札幌ノース・札幌わかば

第１ゾーン

第2ゾーン

331A地区内
クラブ紹介

住　所/〒064-0804
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-221-3789

結　成/1968.3.22
在籍数/27名（2022.2末現在）

住　所/〒064-0804
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-221-3789

結　成/1959.11.8
在籍数/34名（2022.2末現在）

住　所/〒064-0804
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-221-3789

結　成/1977.6.20
在籍数/45名（2022.2末現在）

春よ来い

札幌エルムライオンズクラブの
アクティビティについて

学生NPOとの協同イベントを開催

　知的障がい者の方々の展覧会「あらかるあーと」が、2月25日か
ら道民活動センターかでる2・7で開催されました。道内でのアー
ルブリュットの走りです。ヒトでもモノでも知らないことは怖い
こと、不安なことです。作品を通じて多くの人に知ってもらうこ
と、共感してもらうこと、それこそが新たな一歩となると信じ、
知ること・知ってもらうことが笑顔につながるよう祈って、毎年
後援させていただいています。

　当クラブは今期も新型コロナの影響で、アクティビティなどが
ほとんど実施できていない状況です。7月に予定していた青少年
育成アクティビティは中止、献血薬害防止アクティビティはなん
とか実施できましたが、社会福祉アクティビティは延期・再延期
となっています。
　今期中の実施は非常に厳しく、金銭的アクティビティにならざ
るを得ないと考えております。

　2021年12月11日（土）、当クラブ新入会員の長谷川観樹Lが住
職を務める北海寺にて、学生が中心となって運営するNPO法人
E-LINKによる寺子屋プロジェクト「おちゃのま」との協同イベン
トを開催しました。子どもたちと一緒にゴミ拾いをした後、当ク
ラブからの協賛金をもとに子ども食堂で食事を提供しました。手
探りながらも支援する側・される側の相互の顔が見えるアクティ
ビティとして開催することができました。

２R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

２R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

２R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン札幌もいわ ライオンズ

クラブ　

札幌エルム ライオンズ
クラブ　

札幌まるやま ライオンズ
クラブ　
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住　所/〒060-0003
札幌市中央区北3条西2丁目1番地
カミヤマビル2F
TEL011-210-0033
FAX011-242-3161

結　成/1991.3.6
在籍数/25名（2022.2末現在）

住　所/〒064-0823
札幌市中央区南8条西3丁目6-1
シティーマンション五十嵐501
TEL011-530-3355
FAX011-530-3388

結　成/1995.1.30
在籍数/49名（2022.2末現在）

住　所/〒005-0037
札幌市南区南37条西11丁目7-10-407
加藤方
TEL011-211-0428
FAX011-211-0429

結　成/1994.2.21
在籍数/18名（2022.2末現在）

住　所/〒060-0002
札幌市中央区北2条西14丁目3-27
村上ビル2F
TEL011-251-8885
FAX011-206-0511

結　成/1994.6.8
在籍数/90名（2022.2末現在）

アクティビティを紹介します

中島公園花壇植栽

札幌市立藤の沢小学校記念品寄贈

節目の春

　2022年2月17日（木）に、札幌市立資生館小学校にて小学生100
名を対象として開催した薬物乱用防止教室についてご報告しま
す。最初に薬物乱用のおそろしさをわかりやすく説明したビデオ
を鑑賞してもらいました。その後認定講師から、実生活上におけ
る薬物乱用の実例や、薬物の誘惑を断ることの重要性についてお
話をさせていただきました。子どもたちの将来のためにも、長く
心に残ってほしいと思います。

　当クラブの10周年記念アクティビティとして設置した中島公
園の花壇に、毎年5月植栽を行っております。
　昨年は猛暑、雨不足で頻繁に水やりを行いました。
　今年は、地域の皆さまにより喜んでいただける、愛される場所
となるよう、執行部を中心に植栽を企画しております。
　クラブメンバー一丸となり、植栽、維持管理に努めてまいりま
す。

　4月に、毎年継続している札幌市立藤の沢小学校の新入学児童
への記念品（絵本と文具）寄贈を行います。また入学式翌日の登校
時間に沿道に立ち、ドライバーの皆さまへの安全運転の呼びかけ、
子どもたちへの交通安全啓発を実施いたします。
　子どもたちのキラキラした笑顔に触れることで、私たちが元気
をもらっている当クラブの大好きなアクティビティです。

　当クラブは、4月に工作体験アクティビティ「身近な素材で作っ
て遊ぼう！」を控えています。絵を描いたり、工作したりする機
会の少ない子どもたち向けの、楽しく遊びながら想像力や知能を
延ばすことができるアクティビティです。
　また、当クラブは5月に15年を迎えることとなりました。チャー
ターナイト15周年記念式典を開催する節目の春となります。
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札幌大通 ライオンズ
クラブ　

札幌すすきの ライオンズ
クラブ　

札幌南 ライオンズ
クラブ　　

札幌北の杜 ライオンズ
クラブ　　
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住　所/〒064-0804
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-221-3789

結　成/1960.12.15
在籍数/42名（2022.2末現在）

住　所/〒064-0804
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-221-3789

結　成/1979.10
在籍数/40名（2022.2末現在）

住　所/〒064-0804 
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-221-3789

結　成/1975.1.22
在籍数/22名（2022.2末現在）

住　所/〒007-0840
札幌市東区北40条東8丁目2-1
TEL011-788-6609
FAX011-351-2739

結　成/1985.3.11
在籍数/51名（2022.2末現在）

ブランチ札幌月寒献血アクティビティ

貧困家庭学習支援アクティビティ

養護施設の子どもたちとの農業体験

第1回札幌パイオニアライオンズクラブ
ワールドプレミア野球大会U-12

　2021年11月5日、ブランチ札幌月寒にて献血アクティビティ
を実施いたしました。当クラブでは2021年2月に続いての実施と
なり、前回同様献血の呼びかけはクラブ内でも行われました。
　当日は多くのメンバーからの献血があり、この日、献血にご協
力いただいた方は52名。また、11月までの献血者の合計は336
名となり、血液が大きく不足する中、タイムリーなアクティビティ
を実施することができました。

　当クラブでは、貧困や虐待などの環境にある子どもたちに安心
して学べる場を提供するため、認定NPO法人「Kacotam/カコタ
ム」への支援を行っています。カコタムでは大学生ボランティア
を中心に、ひとり親世帯、生活保護世帯、児童養護施設を訪問や
会場を設けての形で学習支援を行っています。
　コロナ禍の中、直接のサポートは難しい状況ですが、今後子ど
もたちと一緒に作り上げるアクティビティを考えます。

　札幌市北区にある児童養護施設の子どもたちを招いて、農業体
験を毎年行っています。西区小別沢にある農園にて春には種まき
を、秋には収穫（じゃがいも、玉ねぎなど）をして、働くことの大
切さと食料自給の体験をします。
　春の種まき後は全員でバーベキューを楽しむのが恒例で、近年
では卒業生の参加も多く、感動も大きいアクティビティとなって
おります。

　2022年1月に当クラブ主催のワールドプレミア野球大会U-12
を開催した。札幌市内の各区より選抜された代表8チーム（小学校
1年生〜 6年生）が、コミュニティドーム「つどーむ」に集結して、
日頃の練習の成果を存分に発揮していた。コロナ禍で試合数も
減っている中、子どもたちにとっては貴重な大会となった。この
大会は、青少年の心身の健全な発達を促し自主性・社会性、正義感・
倫理観を持った豊かな人間性をはぐくむことを目的とする。
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札幌アカシヤ ライオンズ
クラブ　

札幌時計台 ライオンズ
クラブ　

札幌クラーク ライオンズ
クラブ　　

札幌パイオニア ライオンズ
クラブ　　
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住　所/〒004-0874
札幌市清田区平岡４条６丁目6-14
明楽方
TEL070-1406-5086

結　成/1987.4.6
在籍数/12名（2022.2末現在）

住　所/〒004-0872 
札幌市清田区平岡2条4丁目4-50
株式会社日栄建材内
TEL070-1139-6139
FAX011-807-9898

結　成/2003.6.24
在籍数/17名（2022.2末現在）

住　所/〒064-0804
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-221-3789

結　成/1995.3.16
在籍数/34名（2022.2末現在）

住　所/〒060-0012 
札幌市中央区北12条西16丁目1-23
アルジャンテ桑園A棟102
TEL011-699-6682
FAX011-699-6683

結　成/2004.12.22
在籍数/19名（2022.2末現在）

ライオンズクラブ
国際平和ポスターコンテスト

札幌ノースライオンズクラブ
『小学生アイスホッケー大会』

興正学園　自立支援アクティビティ

コロナに負けない

　国際平和ポスターコンテストとは、世界平和の気持ちを独創的
に表現し、そのビジョンを世界に伝える機会を子どもたちに与え
るもので、1988年の開始以来、世界中から何百万人もの子ども
たちが参加してきました。今年度は「私たちはみんなつながって
いる」をテーマに、日本では8万人以上の子どもたちから作品が寄
せられました。次年度のテーマは「思いやりのあるリーダーにな
ろう」です。たくさんのご応募をお願いしたいと思っています。

　当クラブでは青少年育成アクティビティに重点を置いており、
小学生アイスホッケー大会『札幌ノースライオンズカップ』の準備
中です。昨年はコロナ禍で開催できず、今年は3月に予定されて
いましたが、またもコロナの影響により5月以降に延期となって
しまいました。
　子どもたちのために今度こそ大会開催を実現すべく、関係団体
と調整中です。

　2月15日に、今年で11回目となる児童養護施設 興正学園の卒
園生への自立支援を実施いたしました。18歳で施設を退所しそれ
ぞれの進路を行くのですが、この年齢での自立は大変厳しく誰も
が不安を抱えての巣立ちと聞いています。
　当クラブの自立支援金が新生活をスタートさせるスーツや身の
回り品・生活家電等の購入にあてられ、加えて自分をサポートし
てくれる“社会の風を肌で感じ取れる場面”となるようです。

　ようやく落ち着きつつあるかと思った矢先のオミクロン株の感
染拡大、さらに新たな変異株まで見つかり、一向に収束の気配を
みせないコロナ禍のなか、当クラブのみならず、皆が一刻も早く
アクティビティを再開できるよう願うばかりです。
　写真は以前バンドを招待して開催したクリスマス家族例会のも
の。みんなで楽しく笑顔あふれるこのようなアクティビティがで
きる日を目指し、がんばってコロナ禍を乗り越えていきましょう。
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札幌羊ヶ丘 ライオンズ
クラブ　

札幌ノース ライオンズ
クラブ　

札幌グリーン ライオンズ
クラブ　　

札幌わかば ライオンズ
クラブ　　
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住　所/〒064-0807
札幌市中央区南7条西2丁目
第2リバーサイドマンション911
TEL011-511-4686
FAX011-512-4329

結　成/1980.9.10
在籍数/21名（2022.2末現在）

住　所/〒064-0804
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-221-3789

結　成/1962.11.10
在籍数/38名（2022.2末現在）

住　所/〒062-0933
札幌市豊平区平岸3条3丁目1-27
丸二ビル201号
TEL011-825-1131
FAX011-825-1132

結　成/1986.3.24
在籍数/22名（2022.2末現在）

初詣献血呼びかけ（北海道神宮）

青少年育成

羊ヶ丘養護園の子どもたちとの
クリスマス例会

　北海道神宮において1月2日の初詣、1月9日の成人の日に参拝
者へ献血呼びかけを行いました。コロナ禍による神宮への入場規
制がありましたが、大変多くの方からご協力をいただきました。
　当クラブの献血呼びかけは、結成1年目より実施している継続
アクティビティです。「献血は命をつなぐボランティア」として、
今後も積極的に理解と協力を広めていきたいと思います。

　当クラブでは、新型コロナ感染が落ち着いていた12月に、札幌
日本大学高等学校にてSDGs、薬物乱用防止教室の授業を行うこと
ができました。また、FMアップル放送局長の塚本薫様が活動する「ぴ
らけしみんな食堂」に、当クラブの山浦会長から支援金を贈呈いた
しました。
　子どもたちの明るい将来、夢の実現に少しでも役に立てればメン
バー一同うれしく思います。

　毎年12月のクリスマス例会は、羊ヶ丘養護園の子どもたちを招
待して開催しております。一緒においしい料理とビンゴゲームな
どで楽しんだ後、子どもたちにわらべ歌の合唱やハンドベルの演
奏など、日頃の成果を披露してもらっています。このアクティビ
ティは始めてから10年以上になり、子どもたちの成長をしみじみ
と感じます。この2年は新型コロナウイルスの影響で中止となっ
ていますが、来年度は開催できることを願っております。
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　当クラブでは、新型コロナ感染が落ち着いていた12月に、札幌

　子どもたちの明るい将来、夢の実現に少しでも役に立てればメン
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札幌ライラック・札幌はまなす
札幌西・札幌新星
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クラブ紹介
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住　所/〒060-0054 
札幌市中央区南4条東4丁目2-1 
さくら総合会計ビル内
TEL011-222-2209
FAX011-222-2219

結　成/1998.9.22
在籍数/36名（2022.2末現在）

住　所/〒060-0063 
札幌市中央区南3条西3丁目15 
アルファ南3条ビル4F
TEL011-211-6156
FAX011-211-6157

結　成/2012.6.6
在籍数/24名（2022.2末現在）

清掃アクティビティ at 伏古公園 トラスト10周年記念行事の準備進行中！

　伏古公園は、噴水広場を中心に芝生広場や遊具広場、野球場や
テニスコート等のスポーツ施設が広がる東区を代表する公園で
す。当クラブでは地域のあらゆる世代の方々に心地よく過ごして
いただくため、清掃アクティビティを実施しています。2000年
から続く年度末恒例の活動であり、ライオンズファミリーの子ど
もたちと公園内や隣接道路を1時間半かけてゴミ拾いし、清掃後
は翌期に向けて思いを一つに芝生広場で昼食会を開きます。

　当クラブは、コロナ禍の不安がぬぐえない中、設立10周年記念
実行委員会を中心に記念行事の準備を進めています。実行委員会
の主要メンバーは、2021年11月19日、記念例会会場に予定され
た大倉山ジャンプ競技場敷地内にある札幌オリンピックミュージ
アム・アネックスのレストランで打ち合わせ。当クラブと懇意な
関係にあるチャイルドラインほっかいどう、札母連との連携を意
識した記念アクティビティを実施することになりました。
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代表理事  木戸  善幸 （札幌東LC所属）
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住　所/〒064-0804
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-221-3789

結　成/1964.8.10
在籍数/42名（2022.2末現在）

住　所/〒063-0812
札幌市西区琴似2条5丁目1-22
三光カサノビル1F
TEL011-640-5211
FAX011-614-1334

結　成/1994.12.15
在籍数/26名（2022.2末現在）

住　所/〒001-0032
札幌市北区北32条西5丁目1-23
ビアンノース102号
TEL011-726-1344
FAX011-726-6604

結　成/1979.4.17
在籍数/18名（2022.2末現在）

住　所/〒064-0807
札幌市中央区南7条西4丁目422-14
札幌74Lビル 505号室
TEL011-521-6767
FAX011-521-6765

結　成/2011.4.12
在籍数/34名（2022.2末現在）

円山動物園花壇

新川桜並木清掃アクティビティ

児童養護施設「札幌南藻園」支援事業

コロナ禍で実施した清掃アクティビティ

　当クラブが25周年アクティビティとして寄贈した円山動物園
の噴水は、現在形を変え花壇として維持されています。
　花苗の贈呈、花壇の造成、寄贈までのアクティビティを行うこ
とで、現メンバーも時代を超えて先輩たちの足跡を感じつつ、維
持・管理に努めております。このご時世、できることは限定され
ますが、形ある充実したアクティビティを実現していきたいと思
います。

　今期もあと4か月あまりです。コロナ禍において数々のライオ
ンズ活動が制限される中、実行可能な数少ないアクティビティと
して、3月に社会福祉法人北海道いのちの電話様への寄付、5月に
新川桜並木の清掃を予定しております。
　クラブの団結を高めるためにも、クラブの仲間が数多く参加で
きる活動を常に模索しております。皆さまからアクティビティの
ご提案を事務局までご一報いただければうれしい限りです。

　毎年3月末に開催していた児童養護施設「札幌南藻園」（中央区
界川）の皆さんとのチャリティーボウリング大会と昼食会（ジンギ
スカン食べ放題）が、コロナ禍のため本年も中止となり、代替事
業として同施設に寄付を行いました。
　職員の方から、児童の皆さんも毎年楽しみにしていたと伺い、
今後も本大会（参加人数：約50名）を継続して開催できるよう準備
をしてまいります。

　コロナ禍でも何とか労力での奉仕活動を実施したいとの強い気
持ちから、清掃アクティビティを実施しました。
　できることからコツコツとの精神で一つずつゴミを拾い、労力
奉仕を行うことができました。
　室内にこもりがちになりますが、今後も身近な公園をきれいに
するような小さなことの積み重ねを続けることができればと考え
ております。
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札幌ライラック ライオンズ
クラブ　　

札幌西 ライオンズ
クラブ　　

札幌はまなす ライオンズ
クラブ　　

札幌新星 ライオンズ
クラブ　　
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ライオンズクラブ国際協会 331-A 地区　第１R・第２Z

札幌インフィニティライオンズクラブ

祝　結成

札幌中島ライオンズクラブ
北海道札幌市中央区南 5 条西 1 丁目 1-23　北一ビル 4 階
TEL.011-520-6166　FAX.011-520-6160

331-A 1R2Z 2015-2022

初代会長　臼田昌弘　スローガン

「無限の希望を持てる未来への奉仕」

札幌インフィニティライオンズクラブ
認証状伝達記念式典・祝賀会

とき　　/ 令和４年 4 月 14 日（木）

ところ　/ 札幌パークホテル

式典　　/１７：００～１８：００

祝賀会　/１８：３０～２０：００

L 青木　徹　　L 藤田　泰明　L 濱中　清之　L 井川　昌則　L 岩井　貴明
L 河村　泰孝　L 菊池　一　　L 松村　朋幸　L 南　　馨　　L 中川　貴大
L 中公　康宗　L 中村　圭太　L 二宮　慈樹　L 斉藤　竜介　L 佐藤　慎吾
L 田中　禎人　L 澗口剛士郎　

会長　L 臼田　昌弘　　　幹事　L 平間　栄一　　　会計 L 日下部　大　
チャーターメンバー
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札幌
由仁

夕張

岩見沢

月形
美唄

三笠

南幌
長沼

1Zone

2Zone

4Region
第4リジョン

岩見沢・美唄・三笠・月形・岩見沢中央
岩見沢グリーン・岩見沢はまなす

夕張中央・長沼・南幌・由仁
岩見沢メープル

第１ゾーン

第2ゾーン

331A地区内
クラブ紹介

住　所/〒072-0025
美唄市西2条南2丁目1-1
美唄経済センタービル2F
TEL0126-64-4156
FAX0126-63-2273

結　成/1960.10.11
在籍数/28名（2022.2末現在）

住　所/〒068-0024
岩見沢市4条西1丁目2-5
MY岩見沢ビル3F
TEL0126-23-3703
FAX0126-24-8187

結　成/1959.11.9
在籍数/38名（2022.2末現在）

住　所/〒068-2107
三笠市若草町405番地
三笠商工会２F
TEL01267-2-2737
FAX01267-3-7273

結　成/1963.11.24
在籍数/24名（2022.2末現在）

認証60周年記念事業
市内小学校へ書籍500冊を寄贈

当クラブの植樹例会

歴史ある「小鳥の村」活動への継続支援

　認証60周年記念事業は、学校図書館の充実を図るため、市内各
小学校に書籍500冊を寄贈いたしました。これは、当クラブが最
も力を入れている青少年育成事業のアクティビティです。
　現在、コロナ禍で思うような活動ができていませんが、今後、
薬物乱用防止教室、献血、青少年育成事業等、地域の要望にこた
えることができる奉仕活動を検討しております。

　当クラブのアクティビティと言えば植樹です。調べてみると今
から38年前の1984年5月に、当初植樹していた場所【プンゲンス
の丘】がいわみざわ公園に誕生していました。
　10年ほど前から場所を移動し、公園内の色彩館横に桜の木を毎
年5〜 6本植樹しています。いずれはこの桜が満開の中、移動例
会にて食事ができたらと思います。

　当クラブでは長年にわたり、三笠小学校「小鳥の村」活動への支
援を継続しています。同校は1966（昭和41）年に愛鳥モデル校に
指定されて以来、「思いやる心 人にも野鳥にも」を合言葉に、数々
の賞を受賞しながら今日まで歴史と伝統のある活動を継続してい
ます。新型コロナの影響が見通せない中であっても、子どもたち
のすこやかな成長と明るい未来を願い、同活動への継続支援に今
年も取り組んでいきます。

４R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

４R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

４R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン美唄 ライオンズ

クラブ　

岩見沢 ライオンズ
クラブ　　

三笠 ライオンズ
クラブ　　
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住　所/〒061-0511
樺戸郡月形町市北5
月形商工会館2F
TEL0126-53-4172
FAX0126-53-4173

結　成/1964.1.12
在籍数/17名（2022.2末現在）

住　所/〒068-0024
岩見沢市4条西1丁目2-5
MY岩見沢ビル3F
TEL0126-35-1393
FAX0126-35-1394

結　成/1972.7.20
在籍数/48名（2022.2末現在）

住　所/〒068-0026
岩見沢市6条西1丁目
豊優ビル2F
TEL0126-25-5565
FAX0126-25-8535

結　成/1986.4.1
在籍数/33名（2022.2末現在）

住　所/〒068-0024
岩見沢市4条西5丁目7-1
リバティビル2F
TEL0126-35-1944
FAX0126-35-1147

結　成/2014.10.7
在籍数/56名（2022.2末現在）

公共花壇への花植え 大学生への食糧等支援と
認定こども園への備品寄贈

盲導犬育成基金 幾春別川ふれあいメンテナンス初夏

　4月のアクティビティとして、新入学児童への交通安全祈願のラ
ンドセルカバーの贈呈と、春の交通安全運動が予定されています。
　5月末には毎年恒例の公共花壇の花植えがあります。ライオン
ズの塔周辺と月形小学校の外壁に沿った花壇です。去年は早朝小
雨の中の花植えでしたが、今年は晴天のもと多くのメンバーが出
席して、「花の町月形町」のシンボルとしての花壇を美しく仕上げ
たいと思います。

　コロナ禍の影響で保護者からの仕送りの滞りや、アルバイト先
からの解雇等で生活が困窮している北海道教育大学岩見沢校の学
生を対象に、要望があった食料品や生活必需品の配布プロジェク
トを2日間にわたり実施。また、青少年健全育成を目的とした市
内の認定こども園への備品（跳び箱等）寄贈をクリスマス会に合わ
せて実施しました。なお、開催予定だったチャリティワインパー
ティは中止としました。

　恒例の盲導犬チャリティダンスパーティが、本年もコロナ禍に
より中止になりました。1年間、各所に設置していただいた盲導
犬育成募金と当クラブでの寄付を合計し、北海道盲導犬協会に寄
付しました。盲導犬育成費用の90％が寄付によって支えられてお
ります。盲導犬の活動年数は約8年と言われており、常に新たな
盲導犬を育てていく必要があります。当クラブでは少しでも力に
なれればと思っております。

　例年3回実施されている、「幾春別川をよくする市民の会」主催
の幾春別川のメンテナンス活動に参加を予定しています。
　初夏の作業では、川沿いに植樹されているハマナスのせん定や、
周囲の草刈り、清掃を行います。このような毎年の活動によりハ
マナスも増え、きれいに整備され、近隣住民のいこいの場になっ
ています。コロナ禍のため、参加人数が少ない状況が続いていま
すが、継続して参加していきたいです。

４R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン ４R

リジョン

ｰ１Z
ゾーン

４R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン ４R

リジョン

ｰ１Z
ゾーン

月形 ライオンズ
クラブ　　 岩見沢中央 ライオンズ

クラブ　　

岩見沢グリーン ライオンズ
クラブ　　 岩見沢はまなす ライオンズ

クラブ　　

29



住　所/〒069-1317
夕張郡長沼町東４線北４番地
TEL080-9971-3121
FAX0123-76-7271

結　成/1967.1.22
在籍数/23名（2022.2末現在）

住　所/〒069-0237 
空知郡南幌町栄町1丁目3番19号
TEL011-378-2728
FAX011-378-0730

結　成/1968.4.13
在籍数/28名（2022.2末現在）

住　所/〒069-1206
夕張郡由仁町本町364-2
ポッポ館ゆに内
TEL0123-83-2355
FAX0123-83-4008

結　成/1968.6.8
在籍数/32名（2022.2末現在）

薬物乱用防止教室

まちの夜空を彩るイルミネーション設置 改めて胸に刻む
“学びと感謝でWe Serve”

　当クラブでは、毎年長沼中学校の3年生を対象に「薬物乱用防止
教室」を開催してきました。DVDの視聴、当クラブの認定講師に
よる講演、栗山警察署の刑事さんによる講演、当クラブメンバー
による寸劇とパンフレットの配布など、生徒を飽きさせない工夫
をしながら開催してきました。
　しかしながら今年は、コロナ禍のため今のところ開催できてい
ません。

　昨年12月、アクティビティ事業としてまちの夜空を彩るための
イルミネーションを、まち中心部のふるさと物産館「ビューロー」
の展望室に設置しました。2019年に寄贈した外壁面のイルミネー
ションと併せて歩行者や通行車両に楽しんでもらっています。
　コロナ禍で冬のイベントもなくなりさびしい思いをしている町
民の方から「こまやかな彩りと喜びを届けてくれた」と喜ばれてい
ます。

　「人生で大切なのは、今までではなく、これからだ」久々の例会
で共有されたこの言葉。3か月分の誕生日プレゼント贈呈で分か
ち合った喜びと、ここに至る苦労。
　コロナ禍によるままならぬ現状に一喜一憂せず、今できること
に真摯に取り組み、学びと感謝を忘れず、必ず来る、思う存分に
活動できる日を、胸を張って迎えられるよう、改めて決意を新た
にいたしました。

４R
リジョン

ｰ２Z
ゾーン

４R
リジョン

ｰ２Z
ゾーン ４R

リジョン

ｰ２Z
ゾーン

長沼 ライオンズ
クラブ　　

南幌 ライオンズ
クラブ　　 由仁 ライオンズ

クラブ　　

331A地区内クラブ紹介　第4リジョン

住　所/〒068-0536
夕張市南清水沢4丁目105番地
夕張友酉市場（株）内
TEL0123-53-4011
FAX0123-53-4856

結　成/1966.11.27
在籍数/7名（2022.2末現在）

夕張交通安全キャンペーン

　交通安全キャンペーンはゆうばり観光協会が主催し、夕張中央
ライオンズクラブが協賛しております。実施場所は夕張市の滝の
上公園で、竜仙峡や千鳥ヶ滝が有名なところです。私たちは来園
される観光客の皆さんに、交通安全パンフレット、飲み物、果物
を配布して、交通安全の意識の向上をお願いしております。
　新型コロナウイルス感染症が一日でも早く収束し、今後また活
動できることを願っております。

４R
リジョン

ｰ２Z
ゾーン 夕張中央 ライオンズ

クラブ　　
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住　所/〒068-0006
岩見沢市6条東1丁目1-3
平安ビル2F
TEL0126-23-5375
FAX0126-35-4936

結　成/2007.4.25
在籍数/21名（2022.2末現在）

緑化事業「植樹」
いわみざわ公園 メープルの丘

　環境保全、緑化事業の一環として、いわみざわ公園にイタヤカ
エデの苗木を毎年3本、5月に植えています。継続事業とはいえ、
昨年度はコロナ禍であえなく見送りとなりましたが、次回で10回
目を迎えます。
　毎回、岩見沢市公園緑地環境課のご指導のもと、メープルの丘
のさわやかな風を感じながら、メンバー全員が植樹作業に汗を流
しています。

４R
リジョン

ｰ２Z
ゾーン 岩見沢メープル ライオンズ

クラブ　　

会長　Ｌ武重　雅昭　　　幹事　Ｌ山下　哲史　　　会計　Ｌ長谷川　孝　　　M・C 委員長　Ｌ庵原　史章

札幌市中央区南４条東４丁目2-1 さくら総合会計ビル内　TEL：011-222-2209　FAX:011-222-2219
E-mail:sapporohigashi@dao.or.jp　URL:http://www.e-clubhouse.org/sites/sapporohigashi

札幌東ライオンズクラブ
会長スローガン ： 豊かな心で未来につなぐ奉仕の輪

地区情報テクノロジー委員長 Ｌ浅野　　剛

地区会計監査委員 Ｌ庵原　史章

ＧＭＡ会員満足度チーム Ｌ小野内雅子

スペシャルティ・クラフ・゙ＦＷＴ副コーディネーター 兼
ＳＰＣ・ＦＷＴ副委員長 Ｌ小野内雅子
ＭＣ・情報テクノロジー委員長 Ｌ浅野　　剛
年次大会委員長 Ｌ木戸　善幸
年次大会事務局長 Ｌ小野　　徹

ライオンズクラブ国際協会
331複合地区役員

ライオンズクラブ国際協会
331-A 地区役員

伸悠興業株式
会社

坂本　貴俊
中島ライオンズクラブ所属

〒065-0019　北海道札幌市東区北 19条東８丁目 4-12

011-792-7430
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札幌

深川
江部乙

赤平
芦別

秩父別
沼田

北竜
雨竜

滝川

砂川
奈井江

新十津川

1Zone

2Zone

3Zone

5Region
第5リジョン

滝川・芦別・赤平・江部乙・新十津川
滝川中央

砂川・奈井江・そらち

深川・沼田・秩父別
雨竜・北竜

第１ゾーン

第2ゾーン

第3ゾーン

331A地区内
クラブ紹介

住　所/〒075-0011
芦別市北1条東1丁目
一番街ビル2F
TEL0124-23-0088
FAX0124-23-0385

結　成/1961.7.30
在籍数/45名（2022.2末現在）

住　所/〒073-0022
滝川市大町1-8-1
産経会館 305号室
TEL0125-23-2062
FAX0125-23-7668

結　成/1960.9.17
在籍数/24名（2022.2末現在）

住　所/〒079-1155
赤平市昭和町1丁目22番地
TEL0125-33-9101
FAX0125-33-9101

結　成/1962.3.3
在籍数/12名（2022.2末現在）

春の交通安全街頭啓発

こどもミュージックフェスタ、
コロナ禍に2年連続中止

第4回赤平ライオンズクラブ杯
新春席書大会

　毎年4月上旬の事業としている春の交通安全街頭啓発。路面の
雪がとけて走りやすくなるこの時期に、スピードを出し過ぎない
よう心がけていただくことが大切です。新型コロナウイルス感染
拡大の影響で、公共交通機関よりマイカーでの移動が増えている
と報道されています。芦別ライオンズクラブでは道行くドライ
バーさんたちの目にとまり、アクセルをゆるめていただけるよう
にと願いをこめて、この春もこの事業を行います。

　いまだ終息が見えない新型コロナウイルス感染症のため、緊急
事態宣言、まん延防止等重点措置の繰り返しとなり、昨年のこど
もミュージックフェスタは開催中止。今年は滝川文化センターの
吊り天井耐震強度が不十分等のため、閉館中で開催場所の確保が
できませんでした。市内幼稚園から高校までの皆さんの日頃の成
果を披露する機会が失われました。早くコロナが終息し普通の生
活に戻り、次年度開催できることを祈念します。

　今年は2年ぶりに「赤平ライオンズクラブ杯新春席書大会」を開
催しました。前回までは会場に集まり作品を書いてもらっていま
したが、新型コロナ対策を考えると困難なため、赤平市内の小学
校に冬休み期間中の作成を依頼しました。応募総数の88点はどれ
も力強くすばらしい作品で、受賞者の決定は難航しました。今回
は作品を展示して皆さんに見ていただくことは叶いませんでした
が、来年は例年どおりに開催できることを祈っています。

５R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

５R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

５R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン芦別 ライオンズ

クラブ　

滝川 ライオンズ
クラブ　　

赤平 ライオンズ
クラブ　　
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住　所/〒079-0462 
滝川市江部乙町西12丁目1番15号　江部乙商工会内
TEL0125-75-2529
FAX0125-75-6332

結　成/1966.10.16
在籍数/13名（2022.2末現在）

江部乙中学校生徒へ図書カード贈呈

　2022年3月末で53年の歴史に幕を閉じた江部乙中学校の生徒
へ記憶に残るものを贈ろうと、昨年の学校祭のスローガンや生徒
会が閉校を記念してデザインしたイラストなどをプリントしたオ
リジナルの図書カードを製作し、3枚セットにして贈呈しました。
　2月3日に行われた贈呈式で当クラブ会長より図書カードを受
け取った生徒会長からは、「思い出に残るものなので大切に使いた
い」と感謝の言葉をいただきました。

５R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン 江部乙 ライオンズ

クラブ　　

住　所/〒073-1103
樺戸郡新十津川町字中央18番地3
新十津川町商工会内
TEL0125-76-2571
FAX0125-76-4445

結　成/1966.11.26
在籍数/17名（2022.2末現在）

住　所/〒073-0022
滝川市大町1丁目8番1号
産経会館 2F
TEL0125-24-5331
FAX0125-23-7933

結　成/1981.12.12
在籍数/25名（2022.2末現在）

田んぼ体験 田植え

難病と闘う子どもたちのために

　毎年5月、春のアクティビティとして「田んぼ体験 田植え」を実
施しております。体験するのは小学5年生の児童たち。新十津川
農業高校実習田で、高校生を中心に土地改良区、教育委員会、ラ
イオンズクラブ等の職員や会員が田植えを指導しています。
　新十津川町の主要産業である農業、特に稲作を小学生が体験す
る機会は貴重であり、当クラブとしても、大切にしている奉仕事
業です。

　滝川市にある日本ではじめての施設、それが「そらぷちキッズキャ
ンプ」です。ここは、「外で遊びたい」という、難病と闘う子どもたちや
ご家族の夢を実現する、キャンプ、アクティビティを楽しむことのでき
る、医療ケアも充実した施設です。
　当クラブでは、これからもボランティアとして、子どもたち、ご家族、
携わるスタッフの方 を々応援していきたいと思います。
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新十津川 ライオンズ
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滝川中央 ライオンズ
クラブ　
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住　所/〒073-0131
砂川市東1条南17丁目1番31号
キムラエンジニアリング㈱内
TEL0125-55-2920
FAX0125-55-2921

結　成/2004.4.10
在籍数/31名（2022.2末現在）

住　所/〒073-0164
砂川市西4条北4丁目1-2
砂川商工会議所内
TEL0125-52-4294
FAX0125-52-4296

結　成/1960.7.29
在籍数/41名（2022.2末現在）

住　所/〒074-0022
深川市北光町2丁目14番4号
TEL0164-22-2220
FAX0164-22-5330

結　成/1961.11.30
在籍数/25名（2022.2末現在）

住　所/〒079-0313
奈井江町本町5区
TEL0125-65-2211
FAX0125-65-3039

結　成/1961.6.16
在籍数/25名（2022.2末現在）

地域に貢献する寄贈

献血活動を実施

深川ライオンズクラブ60周年記念事業

花壇緑化事業

　そらちライオンズクラブは、コロナ禍の中、試行錯誤しながら
アクティビティの実行に邁進している。
　特に地域に貢献するため、要望・時期・特性を踏まえ、2019
〜 20年は医療機関へのマスクの寄贈、2020〜 21年は保育所へ
の文房具の寄贈等、真に役立つ寄贈を行っている。2021〜 22年
は、現在、各自治体・施設等と調整・検討中である。

　当クラブでは、献血活動、YCE来日生の受け入れと派遣生の送
り出し、赤い羽根共同募金などのアクティビティに力を注いでい
ます。
　特に献血活動は、毎年2回、5月と9月の実施ですが、最近血液
が不足ということで心配をしております。
　コロナ禍の中、感染拡大防止に努め、2022年も献血活動の実
施に向けて、進めてまいります。

　当クラブは、本来であれば昨年10月に60周年記念式典を行う
予定でした。しかしコロナ感染拡大が収まらず、先が見えない状
況の中、実行委員会が式典や記念事業について話し合いを重ね、
今回は深川市立病院に車いす5台、シルバーカー 7台、市内6小学
校の全児童に文房具セット一式、中学校2校に除菌セットの贈呈
とすることになりました。これもひとえにクラブ運営にご尽力い
ただいた関係者の皆さま・メンバーのおかげと感謝いたします。

　奈井江ライオンズクラブでは認証10周年の1971年より花壇を
市街に整備し、毎年雪解け後の春に植栽活動を続けてきました。
　昨年は、奈井江町立国民健康保険病院の前庭の花壇にマリー
ゴールド250株の植栽を行いました。
　今年も少しでも町民の皆さんの心のいやしとなればと、昨年同
様6月に植栽を予定しております。

331A地区内クラブ紹介　第5リジョン
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奈井江 ライオンズ
クラブ　
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住　所/〒078-2201
雨竜郡沼田町旭町３丁目2-43
TEL0164-34-6227
FAX0164-34-6227

結　成/1963.6.30
在籍数/42名（2022.2末現在）

住　所/〒078-2600
雨竜郡雨竜町字尾白利加88番地33
TEL0125-77-2155
FAX0125-77-2151

結　成/1985.3.7
在籍数/19名（2022.2末現在）

住　所/〒078-2102
雨竜郡秩父別町1875番地
秩父別町商工会内
TEL0164-33-2459
FAX0164-22-2216

結　成/1968.6.30
在籍数/19名（2022.2末現在）

住　所/〒078-2512 
雨竜郡北竜町字和6-6
商工会内
TEL0164-34-2011
FAX0164-34-2012

結　成/1976.3.29
在籍数/18名（2022.2末現在）

献血アクティビティ

雨竜高等養護学校生の町内見学

スポーツ少年団活動を支援

中学校部活動支援および書籍の贈呈

　他クラブ同様、急激な新型コロナ感染拡大により予定していた
行事等は中止・延期を余儀なくされました。
　そんな中ではありますが、献血アクティビティだけは継続して
取り組んでいます。コロナ禍においても血液は不足しており、当
クラブとしてもこれまで同様に活動することとしています。次回
は、5月に活動予定です。

　養護学校に入学する生徒の多くは町外者で、3年間学校寮で生
活をします。住む町を知ってもらう目的で、当クラブ会員が生徒
を連れて町内を案内しています。雨竜町は米作りが盛んな町のた
め、ライスコンビナートや暑寒ダム、町の情報発信地である道の
駅等を回り、地域の人と交流しながら知識を深めていただきたい
と思っています。近年はコロナの影響により中止になっています
が、今年こそは実施できることを願っています。

　全道大会にも出場経験のある少年野球チーム「秩父別タイガー
ス」に、練習や遠征の際の簡易休憩テントを贈呈しました。がん
ばる子どもたちを応援したく、チームには過去にもカラーベンチ
やヘルメットを贈呈してきました。
　また、ミニバスケットボール少年団（秩父別・妹背牛・沼田の
合同チーム）には、子どもたちの活動の一助になることを願い、
活動助成金を贈りました。

　青少年育成・部活動に役立ててもらうため、北竜中学校に、例
年実施している支援金を贈呈した。今後も継続して支援する予定
である。
　また、ヘアドネーションの周知や協力の呼びかけに加え、友だ
ち同士助け合うこと、他人を思いやる心の大切さを学んでもらい、
今後の学校生活等に役立ててもらうため、北竜中学校・真竜小学
校・北竜町図書館に書籍『31センチの約束』を贈呈した。
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沼田 ライオンズ
クラブ　

雨竜 ライオンズ
クラブ　

秩父別 ライオンズ
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北竜 ライオンズ
クラブ　
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国際協会重点項目については▶
こちらから
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札幌

千歳

石狩

北広島江別
恵庭

当別

1Zone

2Zone

6Region
第6リジョン

江別・当別・石狩・江別グリーン

千歳・恵庭・北広島・千歳中央

第１ゾーン

第2ゾーン

331A地区内
クラブ紹介

住　所/〒061-0223
石狩郡当別町弥生52-8
アビタNL43 103号室
TEL0133-22-2015
FAX0133-22-2015

結　成/1962.8.7
在籍数/46名（2022.2末現在）

住　所/〒069-0811
江別市錦町13番地の16
TMビル２F
TEL011-383-3000
FAX011-378-6390

結　成/1960.2.24
在籍数/37名（2022.2末現在）

住　所/〒061-3211
石狩市花川北１条４丁目93
一條ビル１F
TEL0133-74-3780
FAX0133-72-2178

結　成/1975.2.27
在籍数/32名（2022.2末現在）

親睦チャリティーゴルフ大会

子ども食堂・地域食堂への協力
食料支援アクティビティ

大人の都合

　当クラブは毎年、会員間の交流を目的に親睦チャリティーゴル
フ大会を実施しております。2021年はコロナ禍のため開催でき
ませんでしたが、2020年は19名参加のもと実施、この日集まっ
た募金は当別町社会福祉協議会へ寄付しました。
　何かと活動が困難な状況ではありますが、「紡ぐ絆で支え合い、
未来へつなぐ」のスローガンのもと、社会奉仕のアクティビティ
を実施してまいります。

　2021年12月18日に「北翔大学 子ども食堂・地域食堂」の創設4
周年を記念した『お楽しみプレゼント会』が同大学カレッジホール
PALで開かれ、当クラブも協力させてもらいました。子どもたち
は、演奏やビンゴゲームなどを楽しんでいました。
　12月23日の「食料支援アクティビティ」では、皆さんの協力で
たくさん集まった食料品の仕分けなどの労力アクティビティを、
富樫会長を含めて大勢のメンバーが行いました。

　夏に砂利を運ぶトラック音。冬の除雪のトラック音。同じ騒音
でも夏は苦情の電話。逆に冬は真夜中でも苦情はこない。自分の
都合で我慢できる音になったりならなかったりする。人は自分勝
手なものと自己反省。大人の都合で戦争を起こした。激しい自己
主張で多くの命が犠牲となっている。世界平和は皆が自己主張し
ていては訪れない。「極楽は西方のみかは東にも北道（来た路）さが
せ南（皆身）にある」。人の痛みがわかる大人でありたい。
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クラブ　　

石狩 ライオンズ
クラブ　　
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住　所/〒069-0811
江別市錦町13-16 TMビル２F
TEL011-382-7772
FAX011-382-1302

結　成/1992.4.4
在籍数/26名（2022.2末現在）

住　所/〒066-8520
千歳市本町4丁目4-4 
ホテルグランテラス千歳内
TEL0123-23-1797
FAX0123-23-1847

結　成/1961.10.21
在籍数/60名（2022.2末現在）

さくら園の整備（環境保全事業） 4月献血事業、6月交通安全看板の設置

　当クラブでは環境保全への取り組みとして、世田豊平川河川敷
にある「さくら園」の整備を行っている。これまでに100本を超え
る桜の苗木を植樹して、年に2〜 3回の草刈りや病害虫防止の手
入れ、冬囲いなどの維持・管理を継続。その努力あって春にはき
れいな桜を楽しむことができる。
　一般の方の見学も自由に行えます。

　年に2回（4月、10月）の献血推進活動において、受付の開設、
運営、献血の呼びかけを北海道赤十字献血センターの方と協力し
行っています。コロナ禍で血液が不足しており、命を守るボラン
ティア活動といえます。
　6月には、交通安全看板の設置を行います。安全標語を子ども
たちに考えてもらい、そこから選んだものを、交通量の多い道に
設置し、ドライバーへの交通安全啓発につなげる取り組みです。
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Ｌ相河　孔明 Ｌ浅井　富雄 Ｌ浅野佳奈美 Ｌ伊藤　輝雄 Ｌ石黒　政司 Ｌ伊藤　良作 Ｌ請川　勝也 Ｌ大山　義広 Ｌ尾矢　　茂 Ｌ大鎌　光純

Ｌ兼好　哲哉 Ｌ川村　伸一 Ｌ小塚　弘昌 Ｌ小室　一征 Ｌ小玉　晃也 Ｌ坂井哲太郎 Ｌ斉藤　勝美 Ｌ坂本　恭司 Ｌ定田　　明 Ｌ東海林俊道

Ｌ鈴木　紀元 Ｌ髙砂　晴紀 Ｌ田森　良隆 Ｌ髙瀬　　伸 Ｌ髙橋勝次郎 Ｌ瀧澤　量久 Ｌ戸邉　信一 Ｌ中川　栄子 Ｌ沼田　哲男 Ｌ野崎　光男

Ｌ林　　　守 Ｌ林　　伸樹 Ｌ日山　　晋 Ｌ平澤　　淳 Ｌ藤岡　慎吾 Ｌ本保　　覚 Ｌ松川　良一 Ｌ松田　春美 Ｌ松山　良一 Ｌ増田　紀幸

Ｌ水上　博樹 Ｌ山本　　隆 Ｌ柳瀬　広道 Ｌ山村　英三 Ｌ横山　勝嗣 Ｌ浅井　秀二 Ｌ伊藤　靖崇 Ｌ兼好　崇充 Ｌ小塚　嵩二 Ｌ赤石　美麗

Ｌ那須　亮太 Ｌ野崎　浩章 Ｌ林　　　誠 Ｌ松川　和哉 Ｌ柳瀬　勇佑    （事務局員）山林ひとみ

ライオンズクラブ国際協会　３３１－Ａ地区　第５Ｒ 第１Ｚ

芦別ライオンズクラブ芦別ライオンズクラブ
〒075-0011　芦別市北１条東１丁目　一番街ビル２Ｆ
TEL  0124-23-0088　　FAX  0124-23-0385

　http://www 11.plala.or.jp/ashibetsu-lc   E-mail a-lc5riz@cameo.plala.or.jp

会長スローガン　強い意志で歩んだ６０年。『凛と輝く姿を次代へと。』

会　長　沼田　哲男 　　　幹　事　柳瀬　広道 　　　会　計　戸邉　信一
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住　所/〒066-8520
千歳市本町4-4
ホテルグランテラス千歳内
TEL0123-26-3331
FAX0123-26-2233

結　成/1982.5.12
在籍数/29名（2022.2末現在）

住　所/〒061-1121
北広島市中央3丁目7-8
第1ニューオオタニビル2F
TEL011-372-0301
FAX011-372-0314

結　成/1965.5.30
在籍数/31名（2022.2末現在）

住　所/〒061-1444
恵庭市京町80番地
恵庭商工会議所ビル3F
TEL0123-33-9198
FAX0123-33-9277

結　成/1964.1.19
在籍数/84名（2022.2末現在）

4スポーツ団体へ大会助成金

桜植樹開催漁川クリーン清掃

　1997年、当クラブ認証15周年記念アクティビティとして、4
スポーツ団体（千歳軟式野球連盟・千歳柔道連盟・千歳剣道連盟・
千歳バドミントン協会）へ優勝旗を贈呈しました。また、1998年
からこれら各団体の大会時に助成金を出しています（8月野球大
会、10月柔道大会、12月剣道大会、5月バドミントン大会）。
　この活動も今期で23回目になります。どの大会も熱戦がくり広
げられており、当クラブ三役は応援にかけつけています。

　北広島ライオンズクラブでは、長年にわたり桜植樹を行ってお
ります。札幌市へと続くサイクリングロードを中心に桜を植樹し、
多くの市民の目を楽しませています。2016年には45周年記念植
樹を行い、3年前には建設の決まった日本ハムの北海道ボールパー
クFビレッジ周辺にも植樹しました。
　コロナ禍の2年間は事業を実施できておりませんが、今年は子
どもたちと植樹を行うことができたら！と願うばかりです。

　漁川クリーン清掃事業は、雪解け時期をみて漁川河川敷・道の
駅花ロードえにわ・中島公園の3か所に分かれて開催。雪解けが
進むとゴミが散乱しているのが確認できる状況です。
　今年は6月25日から恵庭で、第39回全国都市緑化北海道フェア

（ガーデンフェスタ北海道2022）が約1か月間開催されます。会員
皆がゴミひとつないきれいな街にするべく漁川クリーン清掃に力
を入れます。
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千歳中央 ライオンズ
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北広島 ライオンズ
クラブ　　恵庭 ライオンズ

クラブ　　

331A地区内クラブ紹介　第6リジョン

アウトレット
ビックリ価格

新日本タイヤ販売株式
会社アルミホイール、タイヤ

自動車部品・用品販売

新琴似店／〒001-0930　札幌市北区新川700-4
　　　　　TEL ： 011-769-2510　 FAX ： 011-769-2515

屯 田 店／〒001-0930　札幌市北区屯田7条3丁目10-20
　　　　　TEL ： 011-774-2510　 FAX ： 011-774-2515

早い者勝ち！ お急ぎください

各商品、数に限りがございます。お早めに！

在
庫
処
分特売
価
格
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代表社員 庵原 史章（札幌東LC所属）

代表社員 清平 秀幸（札幌東LC所属）

執行役員 小野 　徹（札幌東LC所属）

［札幌事務所］ 〒０６０-００５４ 札幌市中央区南4条東4丁目2番地1 さくら総合会計ビル
　　　　　　　TEL（011）-271-1417／FAX（011）-221-5948
［東京事務所］ 〒１０５-００１３ 東京都港区浜松町1丁目18-12 山手ビル5号館4階
　　　　　　　TEL（03）-6453-0533／FAX（03）-6453-0560
［新潟事務所］ 〒９５０-２０２８ 新潟県新潟市西区小新南２丁目９番20号
　　　　　　　TEL（025）-234-0861／FAX（025）-234-0862
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第一副地区ガバナー L 松浦 淳一

地区自殺予防ゲートキーパー委員長 L 三木 正俊

46 ライオンズクラブ国際協会331-A地区広報誌　ECHO No.559



第一副地区ガバナー L 松浦 淳一

地区自殺予防ゲートキーパー委員長 L 三木 正俊

47



各種情報

会員動向リジョン別会員数（2022 年 2 月 28 日現在）　今期 9名増

MJF一覧表（2021 年 12 月〜 2022 年 2 月分）　90 名 115 口

R Z数 クラブ数 平均出席率
％

Ｒ 1Ｚ 2Ｚ 3Ｚ

会員数 内、家族会員 会員数 内、家族会員 会員数 内、家族会員 会員数 内、家族会員

1 2 14 12.5 515 84 225 58 290 26

2 2 15 18 550 90 298 54 252 36

3 2 9 20.6 267 18 150 9 117 9

4 2 12 44.2 355 42 244 21 111 21

5 3 14 14.8 398 53 177 37 98 16 123 0

6 2 8 14.9 347 39 143 13 204 26

計 13 72 20.8 2,432 326 1,237 192 1,072 134 123 0

2021年７月〜2022年２月合計 380

名前 所属クラブ 回数 口数

L中村　達也 札幌しらかば 5 1

L生駒　吉行 札幌白石 1 1

L西國　宏治 札幌清田 12 1

L 武田　勝行 札幌清田 33-35 3

L 宮下　敬敏 札幌清田 9 1

L鶴嶋　浩二 札幌中島 147-161 15

L 小玉　享幸 札幌中島 15 1

L 中野　正敬 札幌中島 11 1

L 浅野　盛光 札幌中島 29-31 3

L 米地　　理 札幌中島 27-28 2

L 奥山　竜也 札幌中島 16-18 3

L 服部　昌平 札幌中島 4 1

L金子　雅行 札幌中島 16-21 6

L 金澤　　一 札幌中島 7-8 2

L 濱口　敏博 札幌中島 8 1

L三木　正俊 札幌中島 17 1

L 山下　秀吾 札幌中島 7 1

L井上　　清 札幌中島 9 1

L高橋　義孝 札幌中島 8 1

L広瀬　正人 札幌中島 6 1

L寺嶋　陽一 札幌中島 2 1

L松原　良介 札幌中島 1 1

L馬渕　龍一 札幌中島 1 1

L齊藤　康平 札幌中島 1 1

L坂本　貴俊 札幌中島 2 1

L工藤　祐也 札幌中島 1 1

L室井　孝仁 札幌エルム 2 1

L髙瀬　忠幸 札幌南 17 1

L 長谷川亮平 札幌南 2 1

L小川　裕也 札幌すすきの 11 1

L 小野寺眞悟 札幌北の杜 336-338 3

L 片山　雅裕 札幌北の杜 3-4 2

L 前川　忠男 札幌アヤシヤ 21 1

L 諏訪　昇三 札幌時計台 42 1

L 美田　法賢 札幌パイオニア 107-110 4

L 蠣﨑　　基 札幌パイオニア 15-16 2

L 菊地　慎一 札幌パイオニア 8-11 4

L 今井　伸孝 札幌パイオニア 4 1

名前 所属クラブ 回数 口数

L小原　圭宏 札幌パイオニア 2 1

L佐藤　悠平 札幌パイオニア 2 1

L原田　信寿 札幌パイオニア 2 1

L髙橋　理奈 札幌パイオニア 2 1

L大津　知佳 札幌パイオニア 2 1

L一宮　　剛 札幌パイオニア 2 1

L中村　貴裕 札幌パイオニア 2 1

L高田　穣需 札幌パイオニア 2 1

L櫻木　輝秀 札幌パイオニア 2 1

L小鶴　俊昌 札幌パイオニア 1-2 2

L 熊谷　優範 札幌わかば 1 1

L戸澤　　亨 札幌リバティ 10 1

L 月居　吉彦 札幌スノートピア 10 1

L 竹内　武司 札幌トラスト 28 1

L 野澤　　強 札幌トラスト 9 1

L能澤　正明 札幌トラスト 19 1

L 蛭田清樹郎 札幌ライラック 2 1

L石塚　竜哉 岩見沢 1 1

L松浦　淳一 岩見沢はまなす 16 1

L 南部谷　靖 岩見沢はまなす 1 1

L立石　　敦 岩見沢はまなす 1 1

L津島　治光 岩見沢はまなす 1 1

L畠山とも子 岩見沢はまなす 1 1

L穴田　憲親 岩見沢はまなす 1 1

L星　　秀陽 岩見沢メープル 2 1

L林　　孝幸 滝川中央 24 1

L 原　　健之 滝川中央 1-2 2

L 上田　信康 滝川中央 5 1

L男澤　伸一 滝川中央 4 1

L蔵口　武美 江別 8 1

L富樫　　要 江別 11 1

L 鈴木　善一 千歳 55 1

L 齊藤　元彦 千歳 4 1

L佐々木　亘 千歳 7 1

L伊藤　直人 千歳 8 1

L石川　雅人 千歳 6 1

L五十嵐重明 千歳 3 1

L佐伯　昌代 千歳 3 1

2021年12月26名33口、2022年１月24名32口、２月40名50口

氏名の並び順は、クラブ毎に回数の多い順です。


