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クローズアップ！ ライオン
健康経営の概念を取り入れ、メンバーの
健康増進を図る
ヘルスプロモーション委員会を新設！
ヘルスプロモーション委員会

コラム

コラム「豊かな働き方・生き方に
　　　　気づくための人生訓」

石田 邦雄

岩見沢市

岩見沢市特産きじ肉料理を堪能させてくれる知る人ぞ知る食堂

きじ料理専門店「きじまるくん」

障がいがあっても楽しめる。

あなたの知らない「フットサル」の魅力！

「笑顔咲く、
 ひとり親家庭への食糧支援」
～コロナに負けるな！子ども笑顔応援プロジェクト～



地域の皆様へ

2022-2023
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　松浦　淳一　（岩見沢はまなす LC）
Junichi Matsuura

　2022年－2023年度の地区ガバナーに就任致しました松浦淳一です。私は岩見沢はまなすライ

オンズクラブに所属し、2022年7月から2023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70クラブの代表となりました。

　３年ぶりにモントリオールで開催された第104回ライオンズクラブ国際大会最終日に、地区ガ

バナー就任宣誓式及び宣言がドラマチックに演出され、感動と強い責任感が胸にこだまして正式

に地区ガバナーに就任しました。シーハン国際会長は“We Serve”をテーマに“Together We Can”

（皆でやればできる）をメッセージとして発信されています。そこで掲げられた４つのグロー

バル優先項目のひとつは「地域社会で弱者の代弁者となる」です。社会奉仕の実践を通じて、

地域の皆様と共に歩んでいくために、ライオンズメンバー皆で力を合わせて参ります。

　私のスローガンは『未来を拓く光となれ ～変革そして協調～』。

　コロナウィルスとの戦いも３年目に入り、ライオンズ活動も大きな影響を受け、ウィズコロ

ナ時代に突入したいま、諸活動には新たな工夫が必要です。奉仕活動は如何なる時代でも尊い

ものであり、未来永劫続いていかなければなりません。「未来」という言葉にはそこに向かう

ためのビジョンが必要です。今こそ、ライオンズクラブの未来を自ら見つめ直し、自ら変革

し、皆で協調し合い未来を切り拓いていく勇気が必要です。現在の厳しい社会環境下では、地

域社会においても変革と協調が必要だと考えます。ライオンズクラブのメンバーも、地域社会

の一員であることを忘れず、地域の皆様と手を取り合い、より良い未来に向かって進んで行く

ことを願っております。シンボルマークには、私の故郷岩見沢市の市花である薔薇を使いまし

た。故郷に育まれて今日があり、その故郷を深く愛し、奉仕の原点も故郷にあると思います。

また、薔薇は想い人に気持ちを伝える花でもあります。未来を拓く光とともに、皆様に熱き思

いを伝える１年にしていきたいと思います。今期が皆様にとって素敵な１年になることを祈念

し就任のご挨拶とさせて戴きます。
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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/28名（2022.7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/19名（2022.7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（2022.7末現在）

とよひら食堂活動支援

札幌市時計台の環境保護事業をスタート

中学生向けの薬物乱用防止教室

　札幌豊平教会さんでは、「とよひら食堂」として炊き出しを行っ
ています。ホームレスの方や独居高齢者、コロナ禍により職を失っ
た外国人留学生などを対象に、無料でお弁当を配布しています。
　食材は生産者・食品関係業者等から提供を受けているものの、
調味料などは寄付だけではまかなえず、容器・割り箸・煮炊き
の光熱費などの捻出にご苦労されているそうです。当クラブの
CN40周年記念事業として、活動資金30万円をお渡ししました。

　当クラブでは、5月より札幌市時計台の環境保護事業を開始し
ました。その手始めとして、正面玄関に飾るマリーゴールドの花
壇を寄贈し、会員の手で設置作業を行うとともに、建物周辺の清
掃作業を行いました。併せて、北海道自然保護協会の協力を得な
がら、建物周辺に生息する有害な外来植物について調査を実施の
うえ、札幌市市民文化局に対して、景観を損ねる有害植物の除去
を提案いたしました。

　北白石中学校の3年生7クラス248名の前で、薬物乱用防止教室
を実施しました。一人でも多くの生徒たちに、薬物の誘惑が身近
に迫っていること、薬物を使用することの恐ろしさをわかりやす
く伝えられるように、講師も日々、情報と知識の習得に励んでい
ます。
　これからも薬物は「ダメ！ゼッタイ！」を、このアクティビティ
を通じて子どもたちに伝え続けていきます。

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/〒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（2022.7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/38名（2022.7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/30名（2022.7末現在）

札幌育児園調理実習再開を願って！大地の恵みとともに

2022年度クラブ事業計画

　児童養護施設札幌育児園からの、家庭で行われている親子での
調理の体験を子どもたちにさせてほしいとの要望で始めた調理実
習も11年目を迎えました。コロナ禍の2年間はリモートで実施し
ましたが、今年度はまた一堂に会してできることを願っています。
園からは今年は子どもたちが大好きなオムライスを作りたいとの
ご要望もいただいています。園を巣立った子どもたちがこの体験
を思い出して、楽しく自炊してくれることが私たちの願いです。

　6月5日に留寿都村にあるシニア農園にて、秋の収穫に向けた
ジャガイモやトウモロコシの植付を行いました。併せてアスパラ
の収穫体験をして大地の恵みに感謝しました。今回は2年ぶりに
札幌育児園の子どもたちを招待しての開催で、久々に笑顔を見る
ことができました。また、会員の子どもや孫たちも参加し、大地
とのふれあいを実践でき、改めてこのアクティビティの意義を感
じました。秋には収穫物を交流のある施設等に寄贈します。

　札幌赤レンガライオンズクラブは、「札幌市との連携協定を締
結」しているという点が特色のクラブです。札幌市民に喜ばれる
社会奉仕事業を心がけております。
　今年もメインアクティビティの札幌市緑化環境保全事業「桜の
木1000本植樹」をはじめ、「薬物乱用防止教室」、「弱視児童施設へ
の拡大絵本の寄贈」等、多岐にわたり実施してまいります。また、
献血事業、交通安全街頭啓発活動も実施いたします。

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　

札幌市中央区南４条西３丁目北星ビル５Ｆ
TEL 011-221-0331　FAX 011-221-3789

E-mail / sapporo-lc@lions-s.com

札幌ライオンズクラブ札幌ライオンズクラブ

会長スローガン「不易流行」
会長　L 蛇沼　　実

幹事　L 粟木美智子　会計　L 澤田　行亮
Ｌ 萩本　哲夫　 Ｌ 萩本はるみ　 Ｌ 小寺　正史
Ｌ 道下　大樹　 Ｌ 村井　裕康　 Ｌ 中澤　延彦
Ｌ 坂本　高敏　 Ｌ 菅原　雅之　 Ｌ 杉田　公男
Ｌ 武田　一貴　 Ｌ 谷　　征輝　 Ｌ 鶴嶋　洋平
Ｌ 上島　教恵　 Ｌ 山根　春雄　 Ｌ 山谷　吉宏
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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（2022.7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/83名（2022.7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/45名（2022.7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（2022.7末現在）

第1回障がい者チャリティゴルフコンペ

ライオンズデー 交通安全街頭啓発運動

国際平和/薬物乱用防止／
交通安全啓発ポスター・コンテスト

北海道FIDバスケットボール研修大会
開催協力

　7月7日、今回が当クラブ初となる、障がい者の方々と一緒に
コースを回るチャリティゴルフコンペを、札幌南ゴルフクラブ駒
丘コース（18ホール）で開催しました。障がい者のスポーツ参加に
取り組む、ソーシャルスポーツマネジメント代表の山田憲治様の
趣旨に賛同し、ライオンズクラブメンバーとの合同コンペとなり
ました。当日は好天に恵まれ、チャリティコンペの目的を達成で
きて、意味のあるコンペとなりました。

　「ライオンズデー」となる10月8日、区役所、豊平警察署、町内
会連合会ほか各団体の参加ご協力のもと、主要道路沿いにおいて
交通安全を呼びかける運動を継続して行っています。ドライバー
や歩行者に呼びかけ、一人ひとりの危険性を再認識していただき、
多発する事故の抑止力に繋がることを願っています。
　今後も地域と連携をとり、安心安全なまちづくりを目指し、様々
な取り組みをしていきたいと思います。

　ライオンズクラブ国際協会及び331-A地区主催のポスター・コ
ンテストを、当クラブが担当いたしました。未来を担う青少年の
皆さまのさまざまな発想やアイデアを育てるため、薬物乱用防止
をテーマにポスターを募集。300点以上の応募があり、その中か
ら厳選された作品を札幌駅前通地下歩行空間にて掲示しました。
　このような機会を通じて、社会に貢献できる素晴らしい人材作
りを支援していきます。

　当クラブの継続アクティビティとして、北海道FIDバスケット
ボール研修大会を支援。大会の趣旨は、①バスケットボール競技
の競技向上を図るため、競技性を重視した競技会・研修会を開催
し、選手個々の競技への志向意欲を高め、広く社会参加の促進に
資することを目的とする。②北海道を代表し、全日本や世界で活
躍できる選手を育成するような夢が持てる大会にする、の2点。
　毎年元気な熱戦が繰り広げられている。

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（2022.7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3F
TEL011-590-6668
FAX011-590-6678

結　成/2022.4.14
在籍数/25名（2022.7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/17名（2022.7末現在）

バットの森づくり「アオダモの植樹」

今できることを熱意を持って

青少年健全育成事業について

　2022年7月9日（土）、苫小牧の国有林で、プロ野球選手を夢見
ている苫小牧の少年野球チームと一緒に、バットの森づくりとし
て200本のアオダモの木を植樹しました。バットになるには70年
くらいかかるそうです。
　札幌あさひライオンズクラブは、この事業に参加して9年が経
ちました。これからも大きく育ってくれることを願いながら、植
樹を続けたいと思います。

　当クラブは設立から約半年、一つひとつ諸先輩方のご指導を賜
りながら日々運営を進めております。そんな我々が今できること
は、「今できることを一生懸命に行う」ことだと考えております。
　10月には労力奉仕として清掃アクティビティを予定、他にも模
索しながら様々な活動を発信できたらと思っております。
　引き続き、皆様のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上
げます。

　青少年健全育成事業のフットサル大会が、ここ2年間実施でき
ない状況でありました。今年度は復活できるように準備を進めて
おりますが、会場等の関係もあり、開催時期は未定です。
　新型コロナウイルス感染症の再拡大も懸念されていますが、実
施できるように各方面と調整を行い、タイミングを見て開催する
予定です。
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クラブ　

札幌インフィニティライオンズ
クラブ　

札幌アスリート ライオンズ
クラブ　　

会　長 　L　安 達　眞 一

札幌市白石区平和通２丁目北３-55　TEL 011-865-7551　FAX 011-865-7553
E-mail / sslc@triton.ocn.ne.jp

札幌白石ライオンズクラブ
会長スローガン「Withコロナで　会員増強を！」

幹　事 　L　大 塚　達 朗　　会　計 　L　外 山　和 夫
MC委員長 　L　水 野 新太郎　　L C I F 　L　長谷川 孝 二
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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（2022.7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/31名（2022.7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（2022.7末現在）

百万一心　〜絆〜

フリースクールの生徒対象のサッカー教室
（社会福祉委員のアクティビティ）予定

柔軟に協調

　タイトルは今年度の会長スローガンです。百万一心とは戦国大
名毛利元就の言葉で、「日を同じくし、力を一つにし、心を一つ
にすれば何事も成し得ることができる」という思いが込められて
いるそうです。新型コロナウイルスにより、未だ活動に制限があ
る厳しい状況ですが、会員が一致団結し、情勢を見ながら継続事
業や新たな奉仕活動にも取り組んでいきたいと思います。写真は
2019年11月、札幌市知的障がい福祉協会ボウリング大会の様子。

　11月下旬にフリースクールに通う小・中・高校生を対象とし
て、地元北海道の女子プロサッカーチーム「ノルディーア北海道」
の現役選手総勢20名をお招きした「サッカー教室アクティビティ」
を予定しています。生徒の皆様が通う学校にはグラウンド、体育
館がなく、運動する機会がほしいというご要望がありました。ノ
ルディーア北海道の選手が工夫を重ねたゲームでチームプレーを
体験し、笑顔いっぱいで楽しんでもらえればと思っています。

　当クラブは本年45周年を迎え、9月には記念例会を開催いたし
ます。姉妹クラブである下関ライオンズクラブの皆さまをお迎え
し、また、記念アクティビティとして養護施設の子どもたちとの
交流行事を進めるなど、楽しい一年としてまいります。
　世情はいまだ新型コロナウイルスとの戦いが続き、ロシアのウ
クライナ侵攻など先行きは不透明ではありますが、希望を持って
本年のクラブスローガンの通り「柔軟に協調」してまいります。

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
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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/26名（2022.7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（2022.7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/23名（2022.7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/69名（2022.7末現在）

第4回札幌大通ライオンズクラブカップ
全国ジュニアカーリング大会

北海道トラックターミナルでの献血活動！

飲酒運転撲滅キャンペーン

笑顔をみんなに

　当クラブが主催するカーリング大会は今年で4回目の開催とな
ります。大会を通じて青少年の育成や社会貢献が出来る事に誇り
を持って取り組んでいます。この競技は小学生だからといって侮
ることはできません。経験が物を言うのです。大会には道内外か
ら12チームが参加し、国内最高レベルに匹敵する白熱したプレー
が展開されます。当クラブは今後もこの大会を通じて青少年育成
の一助となれるよう、活動を続けて参りたいと思います。

　本年も当クラブの継続アクティビティとなっております、北海
道トラックターミナルでの献血活動を行います。今年の開催日は、
10月4日（火）13時〜 17時に決定いたしました。
　昨年はコロナ禍の中、チラシを作成してのポスティングや、近
隣の会社様へのポスター掲示のお願い等を行い、目標としていた
40名を超える44名のご協力をいただくことができました。今年
もご協力くださいますよう、お願いいたします。

　7月13日（水）、道警南警察署、札幌市南区、南区交通安全運動
推進委員会の主催で「飲酒運転撲滅キャンペーン」が行われまし
た。
　札幌南ライオンズクラブの他、澄川地区連合会や地域の各団体
など総勢150名ほどが参加し、澄川地区の飲食店にチラシを配布
しながら、飲酒運転撲滅の啓発活動を行いました。また、沿道で
はドライバーへ交通安全を呼びかけました。

　札幌北の杜ライオンズクラブは、『心をひとつに、笑顔をみんな
に』をスローガンに、会員数69名で、より一層充実した活動を目
指し日々奮闘しております。
　9月には障がい者スポーツ支援を目的とした、チャリティゴル
フ大会を予定しています。コロナ禍で大きな変化の時代ではあり
ますが、札幌北の杜ライオンズクラブの歴史と絆でともに乗り越
え、充実したアクティビティにしたいと思います。
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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/36名（2022.7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/44名（2022.7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（2022.7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/52名（2022.7末現在）

中学部英語暗唱コンテストに
参加賞メダル贈呈

キッズバスケットボールクリニック

養護施設の子どもたちと農業体験事業

チャリティボウリング大会

　北海道札幌視覚支援学校中学部の生徒10名が、全国大会を想定
した英語暗唱コンテストで発表をしました。生徒の皆さんの成長
を、スキー遠足や発表会等で幼い時から見てきているので、英語
で自分の考えを発表できるまでになったことがとても嬉しく思わ
れました。
　当クラブからは、優勝、準優勝、アカシヤライオンズクラブ特
別賞、参加賞等の賞状とメダルを授与いたしました。

　今回で3回目となる「キッズバスケットボールクリニック」を、
北海きたえーるにて開催いたしました。レバンガ北海道の選手と
アカデミーコーチ4名で道内の小学校4年生から6年生、約65名の
子どもたちを熱心に指導し、基本から試合形式まで約2時間行い
ました。参加メンバーは、真剣な眼差しでコーチの指導を受け、
必死に学ぶ子どもたちの姿に感動しました。今後も青少年育成ア
クティビティとして継続していきたいと思っております。

　児童養護施設の子どもたちとともに、西区小別沢にある提携農
園にて農業体験を実施しております。
　春には種をまき、秋には収穫をして、働くことの大切さと大変
さを学び、同時に自分で種をまき、自分で収穫をするという、食
料自給の体験をします。秋には収穫した野菜（じゃがいも、玉ねぎ）
でバーベキューを実施。感動も大きなアクティビティとなってお
ります。

　毎年恒例になりましたチャリティボウリング大会を、今年は10
月8日に開催いたします。収益金はLCIFに寄付する予定です。昨
年は約110名の参加者が集まり、今年も同様の人数を見込んでい
ます。会員のみならず非会員も参加するため、我々の活動を知っ
てもらう機会にもなります。会員の家族、友人、社員、地域の子
どもたちなど多くの方々に参加してもらい、感染対策を徹底して
楽しいアクティビティにします！
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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　　

331A地区内クラブ紹介　第2リジョン
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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/11名（2022.7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/22名（2022.7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/31名（2022.7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/20名（2022.7末現在）

ふるさと清掃運動会

第９回北海道すこやかマラソン

石狩川河畔自然再生活動

札幌わかばライオンズクラブ
今後の予定について

　「ふるさと清掃運動会」は、ふるさとの山や川、海、町の環境を
守り、子どもたちに美しい日本を残していくため、環境アクショ
ンをおこしましょう、という運動で、2007年にスタートしました。
　当クラブでは、毎年10月に札幌はまなす少年軟式野球協会と合
同で、豊平川河川敷の清掃活動を実施してきました。2020年か
らコロナ禍により活動が制限される状況ではありますが、柔軟に
対応して活動し続けたいと思います。

　当クラブのアクティビティを紹介します。
　①10月8日（土） 第9回北海道すこやかマラソン開催予定…子ど
も、親子で走れるマラソン大会。②10月 七五三アクティビティ
…七五三の写真アルバムをプレゼント。③12月 クリスマスケー
キ贈呈…ショートケーキを子どもたちにプレゼント。
　「子どもたちが笑顔になれること」を提供します。引き続き当ク
ラブをよろしくお願いします。

　石狩川の岸辺にはかつて河畔林があり、その外側に湿原があり
ました。ハルニレ・ヤチダモの大木があり、樹洞にシマフクロウ、
湿原にタンチョウもいたと聞きます。
　我がクラブは2000年から「人と共生する自然を作ろう」を合言
葉に、外来種ではなく自生していた木々を植え、100年〜 200年
後まで石狩川の環境・生態系をつなげ、シマフクロウが巣穴を作
れる大木に成長することを願い、植樹活動に携わっています。

　我が札幌わかばライオンズクラブでは、今年の11月、新型コロ
ナウイルス情勢にて中止を余儀なくされていた当クラブ最大の国
際親善アクティビティ、「タイ・チャリティ支援交流」を3年ぶり
に開催予定としており、現在綿密な感染症対策を踏まえた計画を
立てています。
　このアクティビティを無事に終えることで、また一歩コロナの
大波を乗り越えられると信じ、一日も早い収束を願うばかりです。
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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　　

2121



2222 ライオンズクラブ国際協会331-A地区広報誌　ECHO No.562ライオンズクラブ国際協会331-A地区広報誌　ECHO No.562



2323



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/20名（2022.7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/39名（2022.7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（2022.7末現在）

札幌市児童相談所へ
バスケットゴール寄贈

第39回札幌ポプラライオンズクラブ杯
少年サッカー大会

小学生への自転車安全走行指導

　クラブ理念に基づき、青少年健全育成につながる活動を広げて
いきたいとの思いから、札幌市児童相談所の取り組みに対して、
労力的な協力や啓蒙活動への支援等、新規事業に取り組んでいま
す。「子どもたちに今必要なのは何か」のヒアリングを札幌市子ど
も未来局の職員の方から積極的に行い、7月25日にクラブより3
名でバスケットゴールをお届けしました。今後も子どもたちの笑
顔が溢れる未来を創れるよう、全力で取り組んでまいります。

　当クラブの重要なアクティビティの一つである、第39回札幌ポ
プラライオンズクラブ杯少年サッカー大会が今年もサングリンス
ポーツヴィレッジ（夕張市平和運動公園）で開催されました。16の
チームが出場し、2日間にわたりトーナメントによる熱戦が繰り広
げられました。新型コロナの影響が心配される中での開催でしたが、
たくさんの子どもたちの精一杯のファイトと元気な笑顔が集まり、
素晴らしいアクティビティとなりました。

　自転車事故防止のため、夏休み前の小学生を対象に自転車の安
全走行の啓発活動を行っています。厚別警察署の協力で自転車シ
ミュレーターを使い、安全走行、走行マナーなどを学んでいただ
いております。
　ゲーム感覚で交通安全を学べる自転車シミュレーターはいつも
大人気です。しかし、ここ3年ほどはコロナまん延予防のため開
催できませんでした。来年こそは再開できると考えております。
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札幌ポプラ・札幌リバティ
札幌スノートピア・札幌東
札幌トラスト

札幌ライラック・札幌はまなす
札幌西・札幌新星
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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/39名（2022.7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/22名（2022.7末現在）

小・中学校を対象にネットマナー教室
毎年開催！

結成10周年記念例会実施報告

　当クラブでは、札幌市東区の小・中学校を対象にネットマナー
教室を開催しております。スライドによる講義・ドラマ仕立ての
動画・事例紹介を通じ、SNSの正しい利用方法を小・中学生に学
んでいただくイベントです。
　SNSの利用率が高くなる生徒の皆さんに自分事として捉え、真剣に
受講していただいておりますが、今後もアクティビティを通じて、地域
の小・中学生の皆さんの健全な成長に寄与していきたいと思います。

　2022年6月1日（水）に、札幌オリンピックミュージアムアネッ
クスにて、クラブ結成10周年記念例会を実施しました。
　331-A地区キャビネット、3R1Z・2Z各クラブ及び札幌時計台
ライオンズクラブからご出席の皆様に、当クラブの10年間の歩み
や日頃の奉仕活動について紹介をいたしました。また、アクティ
ビティで日頃お世話になっている3団体からのご来賓の皆様へ、
感謝の気持ちを伝えました。
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クラブ　　 札幌トラスト ライオンズ
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札幌市中央区南４条西３丁目北星ビル５Ｆ
TEL 011-221-0331
FAX 011-221-3789
E-mail / info@fr-lc.com

札幌フロンティア
ライオンズクラブ

札幌フロンティア
ライオンズクラブ

会長スローガン

「自由を守り、知性を重んじ、　　
　　　  我々の国の安全を図る」

会　長 　L　沖 中　忠 國
幹　事 　L　中 村　隆 治
会　計 　L　中 川　卓 美
MC委員長 　L　田 井　信 之
L C I F 　L　高 橋　謙 誠

札幌市手稲区富丘4条4丁目4-9　村野祐子方
TEL 011-684-6020
FAX 011-684-7388

E-mail / yuuko@zion.co.jp

札幌コスミックシニア
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

会長スローガン

「手をつなごう！　　　　　　
新しい明日に  ウィ・サーブ」

会　長 　L　和 田　恭 代
幹　事 　L　村 野　祐 子
会　計 　L　田 川 のり子
MC委員長 　L　吉 崎 美加子
L C I F 　L　村 野　祐 子
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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/40名（2022.7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/27名（2022.7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（2022.7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/30名（2022.7末現在）

The good time

札幌肢体不自由児者父母の会
海水浴アクティビティ

第40回札幌はまなすライオンズクラブ杯
全国少年ジャンプ大会

札幌新星ライオンズクラブ旗争奪
第26回少年少女軟式野球大会

　当クラブでは例年、12月に札幌市内5か所の母子生活支援施設
の母子の皆さまをご招待し、クリスマス家族会を開催。子どもた
ちの可愛い笑顔とともに、温かい時間を一緒に過ごしてまいりま
した。近年はコロナ禍により実施できておりませんが、代わりに
各施設で行われるクリスマス会に、クラブより特大のケーキをお
届けしております。一日も早く新型コロナが収束し、また子ども
たちと一緒に家族会を楽しめることを心より願っております。

　新年度が始まりましたが、新型コロナの感染者数が過去最大と
ニュースで流れる中、通常例会も開催されず書面決議となり、例
会でメンバーと会えないのが残念です。写真は過去のものですが、
例年8月1週目に開催してきた札幌肢体不自由児者父母の会様へ
の支援も、3年連続実施できず非常に寂しい思いです。この事業
には子どもたちも大勢参加し、近くの高校3校のボランティアに
もお手伝いいただいており、総勢200名になることもあります。

　道内、道外の少年少女が参加するジャンプ大会を主催していま
す。コロナ禍の影響により、ここ2年間は中止となっておりまし
たが、本年は9月後半に第40回の記念大会を開催します。
　夢に向かってジャンプする小中学生選手が参加しますが、過去
の参加者の中にはその後、世界大会やオリンピックで活躍した選
手もおり、今後も若者たちの大きな夢を応援し続けてまいります。

　今年で26回目を迎えた少年少女軟式野球大会。新型コロナに対
する安全対策を徹底し、白石区の米こめ広場野球場と白石東公園
野球場で開催した。霧雨の降る中8チームが参加、少年少女たち
の元気なプレーで熱戦が繰り広げられた。3年ぶりの大会となり、
選手の皆さんの頑張っている姿を見ることができ、札幌新星ライ
オンズクラブとしてこれからも継続していきたいと強く思った。
また、試合前には球場近くで「交通安全街頭啓発活動」も行った。
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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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札幌市清田区平岡4条6丁目6-14　明楽様方
TEL 070-1406-5086
FAX 011-351-2750

E-mail / hitsuji@cube.ocn.ne.jp

札幌羊ヶ丘
ライオンズクラブ
札幌羊ヶ丘
ライオンズクラブ

会長スローガン

「愛　感謝　貢献」

会　長 　L　明 楽 みゆき
幹　事 　L　二 村　哲 史
会　計 　L　新 保　博 子
MC委員長 　L　今 野　達 則
L C I F 　L　二 村　哲 史

札幌市中央区北２条西14丁目３－27 村上ビル２Ｆ
TEL 011-251-8885
FAX 011-206-0511

E-mail / kitanomori-lc@bz04.plala.or.jp

札幌北の杜
ライオンズクラブ
札幌北の杜
ライオンズクラブ

会長スローガン

「心をひとつに、笑顔をみんなに」

会　長 　L　籔 　 貴代美
幹　事 　L　米 通　辰 哉
会　計 　L　田 中　基 博
MC委員長 　L　小野田 慎 也
L C I F 　L　片 山　雅 裕

主催：札幌パイオニアライオンズクラブ
支援：ライオンズクラブ国際財団　協力：札幌市少年軟式野球連盟

第２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

【LCIF支援事業】

各区より選抜された代表10チームによる
トーナメント戦（小学生）

開催日　2023年1月16日（月）・17日（火）
会　場　つどーむ

札幌市中央区南４条西３丁目北星ビル５Ｆ
TEL 011-221-0331
FAX 011-221-3789

E-mail / maruyama-lc@lions-s.com

札幌まるやま
ライオンズクラブ
札幌まるやま
ライオンズクラブ

会長スローガン

「柔軟に協調」

会　長 　L　犬 飼　　 敏
幹　事 　L　湊 　　修 一
会　計 　L　髙 橋　雅 幸
MC委員長 　L　堤 　　清 丈
L C I F 　L　河 瀬　茂 樹
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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/27名（2022.7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/37名（2022.7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（2022.7末現在）

年2回献血呼びかけを行っています

障がい者パークゴルフ大会

青少年健全育成事業へ支援

　新型コロナウイルス感染症により献血協力者が減少する中で、
当クラブでは毎年市内の医療機関のご協力をいただき、年2回献
血の呼びかけを行っています。「献血は命をつなぐボランティア」
です。これからも献血の重要性を皆様にお伝えしていきます。
　各地のライオンズクラブが献血ボランティアに取り組んでいま
す。皆様のご協力をお願いいたします。

　毎年9月から10月にかけて、郊外にあるいわみざわ公園のパー
クゴルフ場「ローズパーク」にて、障がい者パークゴルフ大会を実
施しています。
　アウトドアということもあり、一昨年は三密に配慮しつつ開催、
昨年は緊急事態宣言期間のため自粛と、社会情勢を見すえながら
奉仕活動に取り組んでおります。本年の開催は9月23日（金・祝）
の予定です。

　当クラブでは、MIKASAの夢委員会が主催する、三笠市の青
少年健全育成を目的とした屋外映画上映会事業「MIKASAの夢
CINEMA」に協賛しています。この事業は、8月13日に開催された
三笠市のイベント「三笠北海盆おどり」の中で行われ、たくさんの
子どもたちに映画を楽しんでいただきました。
　これからも子どもたちの笑顔をつくるため、さらなる活動に励
んでまいります。
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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/18名（2022.7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/47名（2022.7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/28名（2022.7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/60名（2022.7末現在）

ライオンズデー（交通安全啓発） 子どもたちへ知育玩具の寄贈

献血推進アクティビティ 主要アクティビティ「薬物乱用防止教室」
を10月より開催予定

　昨年に続きコロナ禍の中でのライオンズデー（交通安全啓発）
は、今年最大のアクティビティでもあります。
　交通量が年々増加して事故の危険性が増えている国道275号
線において、交通安全運動旗の旗の波作戦へ参加し、交通事故
死0に向けて、運転手と歩行者に安全を発信し続ける活動をして
おります。今年も運転手を中心に安全運転を促していきます。

　青少年健全育成事業の一環として、チャリティワインパーティ
を開催し、その益金で市内の児童館に知育玩具の寄贈を行ってい
ます。
　昨年は、サンタクロースに扮してプレゼントを渡し、子どもた
ちの喜ぶ笑顔とともに有意義なひと時をすごしました。今年も、
コロナ禍によりワインパーティは中止せざるを得ませんが、子ど
もたちへの寄贈は行っていきたいと思います。

　岩見沢グリーンライオンズクラブでは、主要アクティビティで
ある献血活動を毎年秋に行っています。北海道赤十字血液セン
ターより、コロナ禍で血液が不足している状況とのお話を伺い、
保健委員長をはじめ会員全員で声かけをして、たくさんの方に献
血へのご協力をいただきました。
　これからも献血を必要としている方のために、少しでもお役に
立てるよう継続していきます。

　当クラブは、2015年から市内の小中学校で薬物乱用防止教室
を実施しております。当クラブの会員である薬剤師が中心となり、
ゴールド講師12名、認定講師5名が学校を訪問。薬物の種類や体
に及ぼす影響などが、動画やクイズ等で子どもたちにもわかりや
すく学べる内容になっています。例年10月から翌年3月まで開催
されます。今年度はコロナ禍の影響で回数は未定ですが、より多
くの子どもたちに薬物の恐ろしさを伝えていきたいと思います。
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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/25名（2022.7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/26名（2022.7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/36名（2022.7末現在）

長沼ライオンズクラブフェスティバル

新入学児童の安全を願って！ 『献血』は命をつなぐボランティア

　長沼ライオンズクラブでは地元の長沼神社のお祭りに合わせ、
神社境内でライオンズフェスティバルと称した出店を出していま
す。焼き鳥やそば、うどん、綿あめやスマートボール、ヨーヨー
釣り等、昔ながらの屋台をモチーフにし、地域の子どもたちから
お年寄りまで、皆が楽しめる場を提供しています。
　また、青少年健全育成事業の一環として、縁日での吹奏楽演奏
会のサポート等も行っています。

　南幌ライオンズクラブでは毎年、南幌小学校の新入学児童へ登
下校時の安全確保を願い、「防犯ブザー」を贈呈しています。また、
4月上旬の「春の全国交通安全運動」ではクラブ員が出役し、交通
安全街頭啓発活動を行っています。
　まだ通学に不慣れな新1年生はとても可愛く、未来に向かって
歩いているようで、クラブ員も“キラキラパワー”の恩恵をいただ
いています。

　由仁ライオンズクラブでは、年3回移動献血車「ひまわり号」が
来町するのにあわせて、ささやかなお礼品を用意して献血の呼び
かけをしています。町内2か所で、目標は50名。
　最近は新型コロナウイルスの影響で、目標達成がなかなか難し
い状況ですが、50年近く続いてきたこの献血推進事業は、これか
らも100年続くことを願っています。
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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/9名（2022.7末現在）

拠点複合施設「りすた」周辺美化活動

　2022年6月3日（金）・4日（土）、夕張市南清水沢4丁目48番地
12にある拠点複合施設「りすた」にて、施設周辺の花畑やプラン
ターにパンジー・ひまわり等の苗を植えました。
　参加者は小学生・中学生・一般の方々で、皆さん楽しそうにス
コップ、シャベル等を手に作業を行っていました。これからはこ
の花々が「りすた」の利用者や通りすがりの人たちの目を楽しませ
てくれそうです。

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/20名（2022.7末現在）

「メープル小学校」へ図書増冊支援

　今年度は、10月22日に開催されるメープル小学校の学習発表
会へ訪問予定です。その席上で、クラブ会長から児童会長へ、図
書室の本を増冊するための寄付金を贈呈します。この支援は、と
もにメープルの名前を持つことから始めました。
　本離れが進む中で、本を通じて多くのことを感じ学び、豊かな
人間性が養われることを願い、今後も青少年育成の活動として続
けてまいります。

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　　

札幌ポプラ
ライオンズクラブ
札幌ポプラ
ライオンズクラブ

札幌市中央区南４条西３丁目　北星ビル５Ｆ
TEL 011-221-0331
FAX 011-221-3789

E-mail / poplar-lc@lions-s.com

会長スローガン

「未来へ繋ごう奉仕の心！
　　　　　　　We serve.」

会　長 　L　石 黒　義 久
幹　事 　L　鏡 　　庄 吾
会　計 　L　横 関　一 伸
MC委員長 　L　山 田　　 潤
L C I F 　L　山 浦　恭 稔

札幌市南区真駒内本町３丁目7-6　伊藤ビル2F
TEL 011-215-0466
FAX 011-215-0477

E-mail / hamanasu-lc@air.ocn.ne.jp

札幌はまなす
ライオンズクラブ
札幌はまなす
ライオンズクラブ

会長スローガン

「真心こめて全力奉仕！」

会　長 　L　松 村　芳 明
幹　事 　L　江 川　博 章
会　計 　L　橋 谷　光 男
MC委員長 　L　服 部　正 明

札　幌　東
ライオンズクラブ
札　幌　東
ライオンズクラブ

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 011-271-1417　　FAX 011-221-5948
E-mail / sapporohigashi@dao.or.jp

会長スローガン

「仲間との絆を深めて四半世紀　
　　心からの奉仕をこれからも」

会　長 　L　浅 野　　 剛
幹　事 　L　小 野　　 徹
会　計 　L　庵 原　史 章
MC委員長 　L　中 野 架津洋
L C I F 　L　浅 野　　 剛
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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

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/40名（2022.7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/23名（2022.7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/10名（2022.7末現在）

芦別ライオンズクラブ 今後の事業計画

滝川ライオンズクラブ旗争奪中空知中学校野球秋季
大会、空知少年柔道大会、薬物乱用防止教室

障害者支援施設光生舎フーレビラ
餅つき大会

　2022-2023の芦別ライオンズクラブは、東海林俊道会長のス
ローガン『「次なるステージへ！」奉仕の輪をつなげよう！』のもと
活動していきます。
　10月〜 12月実施のアクティビティとしては、ライオンズデー
交通安全街頭啓発、ライオンズの森整備、赤い羽根共同募金への
協力、薬物乱用防止教室の開催を予定しております。新型コロナ
感染防止を徹底して事業を行います。

　感染状況も増加傾向にあり、未だに終息を見ないコロナ禍の中、
今期アクティビティを通常通り開催できるか不安ではあります
が、継続事業である中学校野球大会、柔道大会、市内6小学校で
の薬物乱用防止教室の開催を8月から12月中に予定しています。
　滝川ライオンズクラブはこれからも、地域の青少年健全育成事
業を頑張って進めていきます。

　今回で50回を迎える餅つき大会が、障害者支援施設光生舎フー
レビラにて開かれる予定です。当日は施設利用者、近隣の百戸町
町内会、百戸町老人クラブ、当クラブメンバーの総勢80名を超す
催しになると思われます。
　蒸しあがった餅米を施設利用者の皆さんとつきあげ、こねて、
きな粉餅、あんこ餅、雑煮と、一足早くお正月を迎えた気分の一
日になりそうです。地域の交流にも一役買えればと思っています。

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/14名（2022.7末現在）

KAYAGINIまつりが盛大に
開催されました！

　長引く新型コロナの影響で2年間中止を余儀なくされていた、
江部乙の夏を盛り上げる一大イベント「KAYAGINIまつり」が7月
23日、3年ぶりに開催されました。会場となった農村環境改善
センター駐車場には1,200名を超える地域の皆さまが来場し、ス
テージイベントや地元グルメ、花火大会を満喫しました。
　当クラブも模擬店を出店、たこ焼きやアイスクリームを販売し、
来場の皆さまへ元気と笑顔をお届けしました。

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/16名（2022.7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（2022.7末現在）

田んぼ体験 稲刈り

10月からのアクティビティ

　例年10月、田んぼ体験として、小学5年生対象に稲刈りを実施
しております。この田んぼ体験では、田植え、稲刈り、収穫祭を行っ
ています。指導は、新十津川農業高校の生徒を中心に、当クラブ
の会員および土地改良区、教育委員会の職員が担当（当クラブで
飲み物を提供）。新十津川町の主要産業である農業、特に稲作を
小学生が体験することは大変重要と考え、当クラブとしましても、
大切にしている奉仕事業です。

　10月9日に開催する「そらぷちキッズキャンプ」での奉仕活動を企画
しています。滝川市にあるこのキャンプ場は、難病の子どもたちを支
援し、楽しんでいただくための施設で、国際的なネットワーク団体が
公認した、中東を除くアジア唯一のキャンプ場です。我 は々、当日の
イベントにて身体を使ったお手伝いをいたします。また、10月20日
には、滝川市内の2か所で献血運動を実施。必要とされる方々に少
しでもお役に立てればと考えています。

５R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

５R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

新十津川 ライオンズ
クラブ　

滝川中央 ライオンズ
クラブ　

札幌市西区琴似2条5丁目1-22　三光カサノビル1Ｆ
TEL 011-640-5211
FAX 011-614-1334

E-mail / sw-lions@alto.ocn.ne.jp

札　幌　西
ライオンズクラブ
札　幌　西
ライオンズクラブ

会長スローガン

「地道に、確かに。」

会　長 　L　福 井　　 実
幹　事 　L　荒 川　治 通
会　計 　L　河 内　良 彦
MC委員長 　L　木 下　正 一
L C I F 　L　南 部 かおり
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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/20名（2022.7末現在）

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/41名（2022.7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/18名（2022.7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/17名（2022.7末現在）

感染症対策セミナー 認証60周年記念事業

薬物乱用防止教室こどもの日にポン菓子無料配布

　当クラブでは8月4日の8月第一例会で、新型コロナウイルスの
感染拡大を背景に、札幌から特別養護老人ホーム施設長の渡邊一
史様を講師にお招きし、感染対策研修会を行った。
　新型コロナウイルス感染症の特徴と現在の状況、基本的な知識
を今一度確認する良い機会となった。

　我がクラブは1963年に深川ライオンズクラブをスポンサーと
して誕生し、2023年に60周年を迎えることとなります。これを
記念して7月23日、沼田学園の小・中学校それぞれにプロジェク
ター用大型スクリーンを寄贈いたしました。
　今までにない多様な学習活動に役立てていただけるものと期待
しています。
　なお、創立60周年記念式典は来年6月に予定しております。

　当クラブでは毎年、地元の小学5年生と中学2年生を対象に、ク
ラブメンバーが講師となり、薬物乱用防止教室を開催している。
　薬物がもたらす心身への影響、依存症や社会への影響を理解し
てもらうよう説明し、DVDを視聴してより認識を深め、自分で行
動が選択できるようになってもらうため、深川警察署にも協力し
ていただいている。今年も10月末頃に開催予定。

　近年、新型コロナ感染拡大により、なかなか外に遊びに行けな
い状況が続いている。そこでこどもの日に、子どもたちに少しで
も楽しんでもらえるよう企画を行った。
　保護者には懐かしいであろうポン菓子を、秩父別町の子ども遊
戯施設近辺にて製作。ライオンズのメンバーが朝から準備し、ポ
ン菓子作りを見学していただきながら、150人ほどに無料配布し
た。

331A地区内クラブ紹介　第5リジョン

５R
リジョン

ｰ３Z
ゾーン ５R

リジョン

ｰ３Z
ゾーン

５R
リジョン

ｰ３Z
ゾーン５R

リジョン

ｰ３Z
ゾーン

深川 ライオンズ
クラブ　 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

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/23名（2022.7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/32名（2022.7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（2022.7末現在）

災害復興中心のアクティビティ

第17回砂川ライオンズクラブ杯
交流パークゴルフ大会

今後のアクティビティについて

　そらちライオンズクラブは2011年の東日本大震災発生直後、
福島県へ蕎麦、うどん1,500食の炊き出しに出向き、7月には岩
手県大槌町での美唄焼き鳥2,000本、おでん、アイスなどの炊き
出しを行いました。翌年のヨコハマタイヤ主催の植樹祭にも多く
のメンバーが参加、大槌町役場を訪問して町長に義援金を手渡し
たご縁から、10月頃に現在の大槌町の復興がどれだけ進んでいる
か視察に出向く予定です。

　今年で17回目となる、砂川ライオンズクラブ杯交流パークゴル
フ大会を秋に開催いたします。高齢者の健康維持と交流・ふれあ
いを目的とし開催しており、昨年もメンバーが数名参加いたしま
した。日頃からコースを回っているパークゴルフ協会の方々には
かないませんでしたが、目的としている交流・ふれあいは実行で
きたと感じております。未だ新型コロナウイルス感染症の影響は
ありますが、その他事業や活動を行ってまいります。

　当クラブでは、例年秋にかけてアクティビティラッシュとなり
ます。青少年向けにはライオンズ文庫として地元小学校、認定保
育園への本の寄贈、また高齢者に向けては施設への除加湿清浄機
の寄贈と、年末にかけて積極的に取り組む予定となっております。
　未だ新型コロナに翻弄される日々が続いていますが、地道な奉
仕活動を心がけて参る所存です。
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リジョン

ｰ３Z
ゾーン

５R
リジョン

ｰ３Z
ゾーン ５R

リジョン

ｰ３Z
ゾーン

そらち ライオンズ
クラブ　

砂川 ライオンズ
クラブ　 奈井江 ライオンズ

クラブ　

岩見沢市６条西１丁目　豊優ビル2F
TEL 0126-25-5565
FAX 0126-25-8535

E-mail / iwamizawa-green.lc@star.ocn.ne.jp

岩見沢グリーン
ライオンズクラブ
岩見沢グリーン
ライオンズクラブ

会長スローガン

「活力の火を消すな  　　　
想い新たに進んで行こう」

会　長 　L　小川原 雅 彦
幹　事 　L　道 下　秀 之
会　計 　L　佐々木 ひとみ
MC委員長 　L　清 水　法 尚
L C I F 　L　道 下　智 義
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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/49名（2022.7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/29名（2022.7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/39名（2022.7末現在）

夏の交通安全運動セーフティコール

献血アクティビティなどの活動

海岸清掃活動

　7月12日、夏の交通安全運動「飲酒運転根絶の日＆セーフティ
コール」を実施。北欧の風 道の駅とうべつ交流広場、国道337号
線側道にて各事業所、地域住民、交通安全団体等とともにセーフ
ティコール（旗振り）を行いました。今後は10月15日にチャーター
ナイト60周年記念式典、その記念事業としまして10月10日に「当
別ライオンズクラブ杯少年サッカー大会」、11月12日には田中賢
介氏を講師にお招きした講演会の実施を予定しております。

　アクティビティ事業の一つ「献血活動」は年3回行っており、次
回は11月15日に市役所前での予定です。毎回80名前後の方々の
ご協力をいただき、献血してくださった方には卵1パックを贈呈
して、多くの方に喜ばれております。
　また、11月から12月にかけては薬物乱用防止教室の開催を小
学校2校で予定しており、今年は82名の児童に薬物の怖さを学ん
でもらう機会を提供いたします。

　石狩ライオンズクラブと石狩青年会議所が連携して、石狩浜の
海開きを前に海岸の清掃活動を行いました。当日は天候もよく、
軽く汗ばむほどでした。回収したごみも結構あり、ロープやプラ
スチックごみが多かったです。
　終了後は当クラブと石狩青年会議所で親睦会を開き、情報交換
や意見交換をしました。今後においてもお互いに連携しながら活
動をしていく予定です。

６R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

６R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン

６R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン当別 ライオンズ

クラブ　

江別 ライオンズ
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/27名（2022.7末現在）

献血活動

　江別グリーンライオンズクラブでは、例年3〜 4回の献血活動
を行っています。今年度は1回目の活動を7月24日に行いました。
　新型コロナウイルス感染拡大に伴い血液が不足している現状で
あることから、今後も江別グリーンライオンズクラブとして積極
的に活動を行っていきます。
　献血にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

６R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン 江別グリーン ライオンズ

クラブ　　

滝川市江部乙町西12丁目1番15号　江部乙商工会内
TEL 0125-75-2529
FAX 0125-75-6332

E-mail / mori@ebeotsu.jp

江　部　乙
ライオンズクラブ
江　部　乙
ライオンズクラブ

会長スローガン

「ウィサーブの精神で　　　
　　　未来へ踏み出そう！」

会　長 　L　鈴 木　雅 貴

幹　事 　L　神 野 さくら

会　計 　L　黒 田　直 幸

MC委員長 　L　矢 口　景 一

雨竜郡秩父別町1875番地　秩父別町商工会内
TEL 0164-33-2459
FAX 0164-33-2216

E-mail / cppusyko@coral.ocn.ne.jp

秩　父　別
ライオンズクラブ
秩　父　別
ライオンズクラブ

会長スローガン

「ロアの響きで広めよう　　　
　　　　　高めよう奉仕の心」

会　長 　L　岡 崎　　 稔
幹　事 　L　髙 鶴　公 人
会　計 　L　白 木　隆 弘
MC委員長 　L　藤 岡　浩 文
L C I F 　L　岡 崎　　 稔

樺戸郡新十津川町字中央１８番地３　新十津川町商工会内
TEL 0125-76-2571
FAX 0125-76-4445

E-mail / shintotsu@crocus.ocn.ne.jp

新 十 津 川
ライオンズクラブ
新 十 津 川
ライオンズクラブ

会長スローガン

「心に響く、奉仕の力」

会　長 　L　橋 本　和 昌
幹　事 　L　阪 口　徳 幸
会　計 　L　大 畠　光 敬
MC委員長 　L　伊 藤　克 嘉
L C I F 　L　菅 原　盛 雄
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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/28名（2022.7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（2022.7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/79名（2022.7末現在）

ライオンズ奉仕デー
（交通安全啓発＆清掃奉仕活動）

10月〜12月の活動予定

えにわ湖クリーンプロジェクト2022

　ライオンズクラブ国際協会の最初の大会（1917年10月8日）を
記念して毎年実施されるライオンズ奉仕デーの一環として、そろ
いのユニフォームを着て千歳インター線沿いの約100mにわたり
人波をつくり、「スピードダウン」「シートベルト着用」の安全旗を
振り、ドライバーに安全運転を呼びかけています。例年、道道支
笏湖公園線での清掃活動も行っていましたが、今回は事務局が所
在するホテルグランテラス千歳周辺に変更しました。

　10月〜 12月のアクティビティ実施予定は次の通りです。
　10月8日：ライオンズデー交通安全啓発活動を市役所そばの交
差点で実施。10月8・9日：広島県東広島市の「酒まつり」に市観光
協会の一員として参加し、友好クラブである東広島ウエストライ
オンズクラブと交流。11月1日：市内小学校にて第2回盲導犬教
室を開催。12月15日：クリスマス例会を開催、市内の他団体を
招待し友好・交流を深める。

　恵庭市及び近隣市町村の生活に欠かせない水源である「えにわ
湖（漁川ダム）」周辺並びに恵庭岳公園線の清掃作業を実施いたし
ました。ここ3年、コロナ禍の影響で各団体を巻き込んでの実行
委員会組織を作ることができず、今年は当クラブ会員、北広島ラ
イオンズクラブ会員、札幌開発建設部千歳川河川事務所の皆さん
との合同で『えにわ湖クリーンプロジェクト2022』を開催。限ら
れた人数での実施でしたが、多くのゴミを回収できました。

６R
リジョン

ｰ２Z
ゾーン６R

リジョン

ｰ２Z
ゾーン

６R
リジョン

ｰ２Z
ゾーン

千歳中央 ライオンズ
クラブ　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

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/65名（2022.7末現在）

キラキラコンサート

　7月24日に今回20回目の節目となる「キラキラコンサート」を開
催いたしました。市内小中高校生の吹奏楽奏者220名が普段の練
習の成果を存分に発揮し、演奏を聴いた方々に勇気と感動を与え、
とても思い出に残るコンサートとなりました。新型コロナウイル
スの感染対策により、観客の前での演奏が初めての生徒も多く、

「とても緊張したけど良い経験ができた」等の声をたくさん聞くこ
とができ、私たちメンバーの心にも残る事業となりました。

６R
リジョン

ｰ２Z
ゾーン 千歳 ライオンズ

クラブ　　
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江別市錦町13-16　ＴＭビル２階
TEL 011-383-3000
FAX 011-378-6390

E-mail / ebetsu-lions@gol.com

江　　　別
ライオンズクラブ
江　　　別
ライオンズクラブ

会長スローガン

「雲外蒼天　　取り戻そう  　
 地域の未来と　奉仕の輪」

会　長 　L　林 　　大 輔
幹　事 　L　近 　　雅 宜
会　計 　L　町 村　　 均
MC委員長 　L　北 川　裕 治
L C I F 　L　林 　　大 輔

雨竜郡雨竜町字尾白利加88番地33　雨竜町商工会内
TEL 0125-77-2155
FAX 0125-77-2151

E-mail / ushoko6@rose.ocn.ne.jp

雨　　　 竜
ライオンズクラブ
雨　　　 竜
ライオンズクラブ

会長スローガン

「笑顔奉仕活動」

会　長 　L　藤 江　秀 俊
幹　事 　L　白 川　久 純
会　計 　L　吉 見　拓 也
MC委員長 　L　佐々木　  徹
L C I F 　L　吉 本　周 治

エスポラーダ北海道
北海道で唯一のプロフットサルチーム『道産子に夢を』
与えられるようにFリーグの舞台で躍動します！

応援、よろしくお願い致します！！

ホームゲーム情報

公式SNSアカウント

恵庭市京町80番地 恵庭商工会議所ビル3F
TEL 0123-33-9198　FAX 0123-33-9277
ホームページ https://www.eniwa-lions.jp

E-mail / mail@eniwa-lions.jp
Facebook　https://www.facebook.com/groups/581576025336446

恵庭ライオンズクラブ恵庭ライオンズクラブ

会長  　　
スローガン「豊かな例会 真摯に奉仕！」

会　長 　L　黒 田　雅 史
幹　事 　L　竹 本　直 人
会　計 　L　吉 田　聖 人
MC委員長 　L　三 浦　昭 生
L C I F 　L　櫻 田　　 透
ライオンズクラブ国際協会 331-A 地区

元地区ガバナー・地区名誉顧問　　L 宮脇　寛海
6R2Z副ゾーン・チェアパーソンGMA新クラブチーム L 櫻田　　透
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各種情報

会員動向リジョン別会員数（2022 年 8 月 31 日現在）

MJF一覧表（2022 年 3 月〜 8 月分）　65 名 140 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 13 63.1 484 69 200 45 284 24

2 2 15 55 558 85 299 52 259 33

3 2 9 60 267 18 151 9 116 9

4 2 12 75.2 357 46 241 21 116 25

5 2 13 41.7 350 41 158 24 0 0 192 17

6 2 8 65.5 354 43 151 13 203 30

計 12 70 60.1 2370 302 1,200 164 978 121 192 17

2022年３月〜８月合計 141

名前 所属クラブ 回数 口数

L佐藤　昌洋 札幌赤レンガ 9-10 2

L 渡邉　一弘 札幌赤レンガ 5-6 2

L 佐藤　智裕 札幌中央 6 1

L岡本　信吾 札幌中央 4 1

L三浦　正之 札幌中央 2 1

L尾池　一仁 札幌中央 1 1

L繁富　敬史 札幌中央 1 1

L江口　　豊 札幌中央 1 1

L田中　裕司 札幌中央 1 1

L武田　勝行 札幌清田 36-38 3

L 西國　宏治 札幌清田 13 1

L 宮下　敬敏 札幌清田 10-11 2

L 齊田　博文 札幌清田 6-7 2

L 鶴嶋　浩二 札幌中島 162-180 19

L 浅野　盛光 札幌中島 32-35 4

L 米地　　理 札幌中島 29-33 5

L 奥山　竜也 札幌中島 19-20 2

L 中野　正敬 札幌中島 12-13 2

L 寺嶋　陽一 札幌中島 3 1

L恩地　　輝 札幌中島 2 1

L中公　康宗 札幌インフィニティ 1 1

L中川　貴大 札幌インフィニティ 1 1

L田中　禎人 札幌インフィニティ 1 1

L佐藤　慎吾 札幌インフィニティ 1 1

L南　　　馨 札幌インフィニティ 1 1

L松村　朋幸 札幌インフィニティ 1 1

L井川　昌則 札幌インフィニティ 1 1

L斉藤　竜介 札幌インフィニティ 1 1

L青木　　徹 札幌インフィニティ 1 1

L澗口剛士郎 札幌インフィニティ 1 1

L日下部　大 札幌インフィニティ 1 1

L臼田　昌弘 札幌インフィニティ 1 1

L河村　泰孝 札幌インフィニティ 1 1

名前 所属クラブ 回数 口数

L藤田　泰明 札幌インフィニティ 1 1

L岩井　貴明 札幌インフィニティ 1 1

L中村　圭太 札幌インフィニティ 1 1

L平間　栄一 札幌インフィニティ 1 1

L菊地　　一 札幌インフィニティ 1 1

L濱中　清之 札幌インフィニティ 1 1

L二宮　慈樹 札幌インフィニティ 1 1

L小野寺眞悟 札幌北の杜 339-344 6

L 熊谷　敬子 札幌北の杜 6 1

L片山　雅裕 札幌北の杜 5 1

L設楽　幸子 札幌アカシヤ 8-9 2

L 諏訪　昇三 札幌時計台 43-44 2

L 美田　法賢 札幌パイオニア 111-122 12

L 蠣﨑　　基 札幌パイオニア 17-20 4

L 菊地　慎一 札幌パイオニア 12-15 4

L 大橋　　学 札幌パイオニア 5-15 11

L 今井　伸孝 札幌パイオニア 5 1

L高野　倫行 札幌グリーン 93-96 4

L 富樫　泰介 札幌ポプラ 16 1

L 石黒　義久 札幌ポプラ 1 1

L鏡　　庄吾 札幌ポプラ 1 1

L碓氷　晴夫 札幌リバティ 13 1

L 木戸　善幸 札幌東 8-9 2

L 庵原　史章 札幌東 8-9 2

L 前山　　忠 札幌新星 24 1

L 枇本　和人 札幌新星 2 1

L側瀬　敏彦 南幌 1 1

L高瀬　　優 岩見沢メープル 2 1

L秦野　智徳 岩見沢メープル 1 1

L仲田　敏博 岩見沢メープル 1 1

L谷藤　典音 江別 1-3 3

L 間野　和行 北広島 14-16 3

2022年３月44名65口、４月13名16口、５月７名９口、６月５名６口、７月15名20口、８月13名25口

氏名の並び順は、クラブ毎に回数の多い順です。



エムズ・インダストリー株式会社

感 動を『 カタチ 』に。

M’s INDUSTRY CO.,LTD.

〒007-0834 札幌市東区北40条東8丁目2番1号
TEL：011-733-6404／FAX：011-733-6403
https://msindustry-jp.com/

プロフェッショナル集団が高い提案力で

ひとりひとりのお客様のニーズに全力でお応え致します。

医療・福祉機関等のトータルクオリティマネジメントをサポート

代表取締役　設楽　幸子（札幌アカシヤライオンズクラブ所属）

有限会社 ピーエスアップ

未来につながる人財づくりをお手伝いいたします。未来につながる人財づくりをお手伝いいたします。

オンライン
研修対応可能

笑顔
満足度
UP

人材育成支援
●医師事務作業補助者基礎研修　●ホスピタリティマナー　●クレーム対応
●医療コミュニケーション　●リーダーシップ　●リスクマネジメント　　ほか

コンサルティング
●職場環境・業務改善支援　●個性診断　●開業支援（面接、職員教育）

キャリア支援
●セルフキャリアドック支援　●キャリア育成支援
●治療と仕事の両立支援（企業向け・医療機関向け・個人向け）

教材販売
●医師事務作業補助者基礎研修16時間DVD＆テキスト

ストレスケア＆健康経営支援
●ストレスケア＆メンタルヘルス研修　●健康いきいき意識改革研修

サービスのクオリティアップ
●職員マナーチェック　●職場環境リスク調査分析
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