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クローズアップ！ ライオン
札幌開催が決定！
OSEALフォーラム準備委員会
2025年はMD331の手づくり開催 ライオンたちの個性発揮に期待

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

奈井江町

道の駅「ハウスヤルビ奈井江」でほっと一息「健康と福祉のまち」の看板店

喫茶＆福祉ショップ「みみずく」

特集

あい風が吹くまち
石狩市



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
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
札幌インフィニティ

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/27名（2022.10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（2022.10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/35名（2022.10末現在）

献血アクティビティ

「子どものためのオペレッタワークショップ」
発表公演支援事業

白石区ふるさと会
「白石区中学生の主張発表会」支援

　9月24日（土）・25日（日）の2日間、“サッポロさとらんど”での
イベント「たまねぎフェア」にて、献血アクティビティを実施いた
しました。2日間で133名（52,600ml）のご協力をいただき、ご協
力くださった方へは、当クラブより札幌黄（たまねぎ）2kgをプレ
ゼントしました。また、薬物乱用防止啓発活動としてパンフレッ
トの配布、北海道盲導犬協会の「ミーナの募金箱」へのご協力を呼
びかけています。

　8月20日開催の、子どものためのオペレッタワークショップ実
行委員会が主催する「月を盗んだ話」の発表公演支援事業として、
5万円の寄付と、公演当日の会場受付や観客誘導支援のアクティ
ビティを実施いたしました。本発表公演は、演劇を通じた子ども
たちのコミュニケーション力育成を目的に、2004年からコロナ
禍にあった昨年と一昨年を除き毎年続けてきたものであり、当ク
ラブによる支援事業は今回で2回目となります。

　現在の宮城県白石市から白石区に人々が移住してから100周
年となった1970（昭和45）年に、中学生に自ら考え表現する力を
養ってもらおうと始まりましたこの発表会に、当クラブは活動資
金に充てていただくため8万円を贈呈しました。
　白石区内の中学校（全8校）を代表した2年生・3年生総勢16名が、
学校・家庭での想いや、社会の出来事に対する意見や提言を発表
する姿は、堂々としていて圧巻です。

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/〒006-0014
札幌市手稲区富丘4条4丁目4-9
村野祐子方
TEL011-684-6020
FAX011-684-7388

結　成/2003.11.9
在籍数/25名（2022.10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/44名（2022.10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（2022.10末現在）

札幌育児園【対面】調理実習の再開薬物乱用防止教室開催へ全力投球

アクティビティ報告
「桜の木1000本植樹」

　11月5日、3年ぶりに札幌育児園の子どもたちとの対面調理実
習を実現することができました。メニューは育児園から要望の
あったオムライス、野菜たっぷりスープ、春雨サラダ。独立した
子どもたちが自分で作れる料理をコンセプトに、作りやすく栄養
バランスの良いものを目指しました。対面だからこそ活気や楽し
さが伝わり、来年度は脱コンビニ弁当を目標に、レトルトを利用
したアレンジメニューなども検討していきたいと考えています。

　当クラブは「薬物乱用防止教室」に力を入れて活動しており、前
年同様12月までに18校での開催を予定しております。新たに認
定講師が2名増え、15名で臨みます。コロナ禍で第8波も懸念さ
れる中、感染対策を万全にして「命の大切さ」を伝えたいと思いま
す。
　また、大麻の犯罪が増えております。正しい知識をしっかり伝
えるという責務を果たして参ります。

　札幌赤レンガライオンズクラブは、唯一、札幌市と連携協定を
締結しているクラブということが特色で、札幌市緑化推進事業と
して、「桜の木1000本植樹」を毎年実施しています。今年は、元北
海道日本ハムファイターズの田中賢介氏が理事長を務める、田中
学園・立命館慶祥小学校の構内に、八重桜10本を寄贈植樹しまし
た。円山動物園、北海道神宮や月寒公園をはじめ、市内各所に植
樹した桜が毎年春に開花。心を癒してくれております。

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　

札幌市中央区北2条東10丁目　ササキビル2Ｆ
TEL 011-223-5880
FAX 011-223-5881

E-mail / akarenga@tulip.ocn.ne.jp

L 安部　尚明　 L 井出　雅人　 L 伊藤　修一
L 大越　農子　 L 加藤　武士　 L 上山　哲正
L 河原　博之　 L 川村　洋子　 L 後藤　雄則
L 近藤　養造　 L 佐々木　誠　 L 佐藤　昌洋
L 佐藤　嘉幸　 L 武内　紘三　 L 燕　　三男
L 浪越　一幸　 L 西村　順一　 L 藤井　友人
L 本間　知幸　 L 前崎　庄治　 L 松下　　馨
L 三浦　利朗　 L 三上　洋右　 L 若生　剛毅
L 渡邉　一弘  　　　　　　　　　　　　　　

札幌赤レンガ
ライオンズクラブ
札幌赤レンガ
ライオンズクラブ

会長スローガン
「何時も初心に還ってウイ・サーブ」

会　長 　L　折 田　教 行
幹　事 　L　村 田　　 強
会　計 　L　酒 井　　 謙
MC委員長 　L　松 浦　宏 治
L C I F 　L　犬 嶋 ユカリ
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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/20名（2022.10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（2022.10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/34名（2022.10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/79名（2022.10末現在）

北灯りの会イルミネーション

米づくりに思いを込めて

小・中学生スピードスケート真駒内大会

献血推進活動　実施！

　当クラブの冬のアクティビティとして、今年度は「北灯りの会
イルミネーション」を行います。これは「子どもたちに明るい光を
届けよう」の趣旨で、ここ数年継続している事業です。昨年度も
札幌市内5か所の児童養護施設をイルミネーションで飾りました
が、豪雪でまずは除雪からと難儀しました。
　今年度も子どもたちの喜んでいる顔を想像しながら、クラブメ
ンバーと力を合わせてやり抜きます。

　1995（平成7）年に結成20周年記念事業として、札幌市立清田
小学校の敷地内に「ゆめ田んぼ・あしりべつ」約300㎡を造成、寄
贈しました。以来毎年、5年生の米づくり（うるち米・もち米）学
習支援活動を行っています。田植えから脱穀まで、集大成として

「餅つき会」があります。米づくりを通して作り手への感謝、食す
ことで心と身体の健康維持を図り、日本の食文化を継承していく
子どもたちに、学ぶ楽しさを教えていきたいと思います。

　スポーツを通した未来を担う青少年の育成を目的とし、毎年真
駒内セキスイハイムアリーナにおいて行われる、小・中学生スピー
ドスケート大会への協賛をしています。
　スケートを通して強い身体・精神を作り、仲間や指導者との交
流を通じてコミュニケーション力を育み、将来は北海道、日本、
そして世界で活躍する人材育成に取り組んでいます。

　当クラブは継続アクティビティとして、献血活動に力を入れて
います。近年はコロナ禍の影響もあり、特に血液不足が問題となっ
ています。命をつなぐ大事なアクティビティとして、毎回クラブ
メンバー一丸となって、一人でも多くの方に献血のご協力をお願
いしております。
　献血活動を通じて献血協力者の減少を防ぎ、献血への理解を深
めてもらえるように、継続した呼びかけを行って参ります。

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（2022.10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/32名（2022.10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（2022.10末現在）

札幌市難聴児をもつ親の会
「はーもにー」日帰りレク

労力アクティビティ「厚別神社清掃」

第1回全国特別支援学校フットサル大会
運営支援

　札幌市の「きこえの教室」に通う子どもたちと2年ぶりにお会い
し、「日帰りレク」に参加しました。以前のように屋台の出店では
なく、子どもたちとドッチビーの対抗試合をし、昔の遊びコー
ナー・ヨーヨー釣り・スーパーボール・輪投げ等を楽しみました。
　昔の遊びでは、大人たちがコマ回しを当クラブのベテランライ
オンに習い、楽しみました。久しぶりの子どもたちとの交流は楽
しく、次の日には筋肉痛が出て日頃の運動不足がたたりました。

　札幌インフィニティライオンズクラブは、全てにおいて新しく
作るしかないクラブです。新しいクラブ故に一つひとつがゼロス
タートですから、これで決まりではなく、知恵を出し合いアクティ
ビティの実現に向けて動いていきます。今回、当クラブは初の労
力アクティビティとして、11月に厚別神社の清掃をして参りまし
た。継続アクティビティとして少しでも多くの社会貢献を増やし
ていけたらと、会員一同感じております。

　11月5日（土）に北ガスアリーナ札幌46にて、全国特別支援学校
フットサル大会が開催され、札幌アスリートライオンズクラブは、
その大会の設営・運営を支援いたしました。全国の地区予選から
勝ち上がった10校が集結し、レベルの高い試合を繰り広げていま
した。
　今後も青少年健全育成のために、フットサルを通じた活動を続
けてまいります。
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リジョン
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ゾーン
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リジョン

ｰ２Z
ゾーン札幌あさひ ライオンズ

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　　

札 幌 清 田
ライオンズクラブ
札 幌 清 田
ライオンズクラブ

会長スローガン

「ライオンズを楽しみ 　　　　　
　深めよう地域の輪 We Serve」

札幌市清田区清田1条4丁目5-41  NIHONEISEI No.2 Building 3F
TEL 011-882-2323
FAX 011-882-0109

E-mail / info@sapporokiyota-lc.jp

会　長 　L　北 川　洋 一
幹　事 　L　北 林　雅 史
会　計 　L　見 上　弘 明
MC委員長 　L　伊 東 美枝子
L C I F 　L　宮 下　敬 敏
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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/25名（2022.10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/33名（2022.10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/43名（2022.10末現在）

札幌市知的障がい福祉協会アート展

献血薬害防止アクティビティ
「元気な血液を確保！」

クラブ認証45周年記念事業を実施

　継続アクティビティである、札幌市知的障がい福祉協会アート
展「第23回あらかるあーと」を開催します。ハンディを持つ方々が
制作した絵画や書道、工作など200点以上の作品が展示されます。
感染対策を徹底し十分なスペースをとり、安心して鑑賞いただけ
ますので、多くの皆様のご来場をお待ちしております。
　開催期間：2023年3月9～11日　場所：かでる2・7
　※情勢により変更することもあります。

　雪まつり会場での献血呼びかけは、当クラブの主要アクティビ
ティの一つです。先に開催された「献血推進セミナー」の中でも、
献血の重要さを再認識させられました。輸血は、手術や怪我など
の出血時だけではなく、血液の病気などの場合でも、弱った血液
の中に元気な血液を補充して、体を回復させるといった役割も多
いとのことです。そんな大切な自分の血液を分けてくれる方々に
感謝の気持ちをもって、献血の協力を呼びかけていきます。

　8月20日（土）、クラブ認証45周年の記念事業として、児童養護
施設 興正学園の子どもたちを旭山動物園へ招待しました。同時に
薬物乱用防止教室を開催し、35名の参加をいただきました。
　他にも札幌市母子寡婦福祉連合会の奨学金の原資となる「さっ
ぽろ夏まつり大通ビアガーデン」のチケット購入や「コロナに負け
るな！子ども笑顔応援プロジェクト」の食糧支援、「札幌少年友の
会」への協力金贈呈など、社会福祉活動を中心に行いました。
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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/26名（2022.10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（2022.10末現在）

住　所/〒062-0931
札幌市豊平区平岸6条1丁目2-17
エスペランサ平岸407号室 加藤方
TEL080-5589-1057

結　成/1994.2.21
在籍数/25名（2022.10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/68名（2022.10末現在）

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

南札幌病院医療従事者の皆様へ！

文化の日のマラソン大会

冬の活動

　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
は、青少年育成を目的として2017年から開催されております。
その第4回大会が9月17日予選、18日決勝と2日間にわたり3年ぶ
りに行われました。各地域より男女混合12チームが参加し、氷上
での熱い戦いの末Checkmateが優勝しました。協会関係者およ
びクラブメンバーの温かい支援協力のもと、コロナ感染予防対策
にも充分に留意し、無事に開催されましたことに感謝いたします。

　コロナ禍の最前線でご尽力いただいております南札幌病院の皆
様へ、感謝の気持ちを込めてお花を提供いたしました。
　また、12月には以前から継続アクティビティとして交流してお
ります、社会福祉法人響会 障がい者支援施設 草笛館様へ、クリ
スマス用のスイーツを提供させていただきます。
　コロナ禍で直接の交流はなかなかできておりませんが、またお
会いできることを楽しみにしております。

　紅葉の秋から冬に移り変わる札幌市南区の真駒内公園五輪球場
にて、第7回札幌南ライオンズクラブ旗争奪第36回南区少年軟式
野球連盟チーム対抗マラソン大会が開催されました。
　14チームが参加し、それぞれ9名ずつの駅伝形式でたすきを渡
していきます。トップでスタートした選手が途中で抜かれ、ゴー
ルしてから悔しそうに泣いている姿が印象的でした。雨まじりの
天気でしたが、暖かい空気に包まれた大会でした。

　札幌北の杜ライオンズクラブの1月から3月は、新年例会から始
まり、会員の懇親をより深めるためにボウリング例会も予定され
ています。
　また雪まつり献血アクティビティも2月に行われます。献血は
患者の命をつなぐ一つです。札幌北の杜メンバーは一丸となって、
多くの皆さまへ献血へのご協力をお願いするとともに、活動の啓
発の一助となるように活動いたします。
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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/34名（2022.10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/58名（2022.10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（2022.10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/58名（2022.10末現在）

2022年度北海道札幌視覚支援学校中学部
生活体験発表・私の主張・音楽発表

児童養護施設支援アクティビティ

養護施設の子どもたちと農業体験事業

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

　10月15日（土）、北海道札幌視覚支援学校中学部の生徒の各種
発表会が開催され、19日（水）に審査結果の発表と表彰式を執り行
いました。
　生活体験発表の部では3名の生徒が中学生活や普段の生活の思
い出を発表、私の主張の部では4名の生徒が今まで感じた辛さ、
それを乗り越えた先に何があるかを発表されました。また、音楽
発表の部では演奏・歌唱・ダンスを披露してくださいました。

　8月20日、児童養護施設 柏葉荘の子どもたちとノースサファリ
サッポロにてアクティビティを行いました。コロナ禍で外遊びが
制限されていることもあり、子どもたちは目を輝かせたくさんの
動物と触れ合いました。児童、先生方、菊池ゾーンチェアパーソ
ンとご家族、工藤副ゾーンチェアパーソン、当クラブメンバーと
家族、一般の方を合わせて、50名の参加がありました。動物園へ
の引率は2回目となり、今後も継続事業として行っていきます。

　児童養護施設・興正学園の子どもたちとともに、西区小別沢に
ある提携農園にて、農業体験を毎年実施しております。春には種
をまき、秋には収穫をして、働くことの大切さと食料自給の体験
を学習します。
　ここ数年は新型コロナウイルスの関係で開催できておりません
が、今年も収穫した野菜（じゃがいも、かぼちゃ、にんにく）を学
園に届けました。

　2023年1月16・17日、札幌市の「つどーむ」にて、ワールドプ
レミア野球大会U-12の第2回大会を開催することになりました。
各区から選抜された小学1～ 5年生までの10チームでのトーナメ
ント戦。大会の名に相応しくなるよう、数年後には世界大会を目
指します！　クラブ会員一丸となり、大会成功に向けて日々活動
しております。真冬の札幌で野球少年たちの熱戦が繰り広げられ
ます。入場無料。ぜひ応援にお越しください。
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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
FAX011-351-2750

結　成/1987.4.6
在籍数/11名（2022.10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/20名（2022.10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/30名（2022.10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/24名（2022.10末現在）

さっぽろ雪まつり献血呼びかけ

古着のお買い物とプレゼント

青少年意見発表大会
（2023年2月12日開催予定）

国際チャリティアクティビティ

　札幌の冬の一大イベントである「さっぽろ雪まつり」は、3年ぶ
りに大通会場・すすきの会場での開催が決定されました。今後の
新型コロナウイルスの感染状況により、開催内容が変更となる可
能性はありますが、雪まつり期間中に在札ライオンズクラブによ
る、献血呼びかけが実施できればと思います。大通会場では、さっ
ぽろ雪まつりの象徴である大雪像5基を中心として、中小雪像、
市民雪像、ウィンターアトラクションなどを展開予定です。

　「古着のお買い物とプレゼント」というアクティビティを2023
年1月1日～ 3月31日で実施予定です。これは新しいアクティビ
ティで、趣旨は「養護施設の子どもたちが服を選ぶ体験」となって
います。
　養護施設の子どもたちは普段おさがりの服を着ることが多く、
自分で服を選ぶ機会が少ないので、好きな服を選んで着ることを
経験してほしいという思いから、活動を計画しております。

　今回で27回を数える青少年意見発表大会をご紹介します。「10
代の子どもたちの声を直接聞く場を作りたい」とのメンバーの声
から始まった大会。開催時期が2月で、出場するのは高校1・2年
生となることから新人大会の意味合いを持ち、この場から巣立っ
た弁士たちが全国大会で活躍すると聞いております。
　「緑を愛し、地球環境を大切に！」を理念に掲げる我がクラブ。
展開の一翼は次世代を担う若者の成長と考えております。

　新型コロナウイルスの第8波がニュースで取り上げられている
昨今、当クラブとしては3年ぶりの国際アクティビティを開催予
定です。感染症対策をしっかり行い、無事にこの国際アクティビ
ティを終えられるよう、まずは第一歩を踏み出していきます。
　2023年2～3月頃には、毎年通例の薬物乱用防止教室も実施す
る予定となっており、少しずつクラブ活動を通常に戻していきた
いと考えています。
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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　　
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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/20名（2022.10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（2022.10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（2022.10末現在）

オレンジリボン運動
189（いちはやく）ステッカー贈呈

カンボジア学校建設
チャリティゴルフ大会開催

札幌スノートピアライオンズクラブ杯
少年野球大会

　児童虐待防止推進月間の11月、啓発活動の実施に伴い、オレン
ジリボン運動の支援として、札幌市全域に掲示するため「189（い
ちはやく）」のステッカーを1万枚、札幌市のこども未来局長へ贈
呈しました。子ども虐待の防止は、児童相談所や市町村などの公
的機関だけで行えるものではありません。当クラブでは、かけが
えのない子どもの“いのち”と“心”を守るため、虐待のない社会を
築くことを目指しています。

　当クラブで推進している学校建設プロジェクトのためのチャリ
ティゴルフコンペが、真駒内CCで行われました。当日は開催が
危ぶまれるほどの雨と風でしたが、スポット的に天候が小雨程度
まで回復し、無事に開催することができました。
　同地区の他ライオンズクラブさまより多数の方がご参加くださ
り、快く多くのチャリティをいただきました。ありがとうござい
ます。引き続き学校建設プロジェクトを推進して参ります。

　8月27・28日に、第13回札幌スノートピアライオンズクラブ杯
少年野球大会を開催しました。昨年は新型コロナウイルスの影響
で大会が中止されたので、2年ぶりの開催となりました。
　地元厚別区をはじめ市内から7チーム、長沼町から1チームの計
8チームが参加し、2日にわたり熱戦が繰り広げられました。最近
は女子選手の参加も見られるようになり、大いに活躍しておりま
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
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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
TEL011-271-1417
FAX011-221-5948

結　成/1998.9.22
在籍数/40名（2022.10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/21名（2022.10末現在）

認証25周年記念式典実施報告 さつま芋掘りアクティビティ＠アネモスの丘

　9月21日（水）に、ホテルマイステイズ札幌アスペンにて、クラブ認
証25周年記念式典を実施しました。
　331-A地区キャビネット、第3R1Z・2Zおよび札幌中島、岩見沢は
まなす、札幌インフィニティの各クラブよりご出席の皆様に、当クラブ
の25年間の歩みや日頃の奉仕活動等について紹介いたしました。ま
た、当クラブ25周年記念事業に対する感謝状を、4団体より拝受い
たしました。

　10月2日（日）、当クラブが苗植えから雑草取りなど一連の畑の
管理を行っている当別町のアネモスの丘にて、さつま芋掘りアク
ティビティを行いました。支援先のひとつである札幌市東区母子
寡婦福祉連合会の親子の皆様や関係者の方々、総勢約60名が参加
しました。
　好天の中、子どもたちは夢中になってたくさんのさつま芋を収
穫していました。そして、収穫後はバーベキューを楽しみました。
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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 / sglc-jimu@sapporogreen-lc.jp

札幌グリーン
ライオンズクラブ
札幌グリーン
ライオンズクラブ

会長スローガン

「Let's Enjoy」

会　長 　L　山 口　雅 徳
幹　事 　L　大 塚　周 雄
会　計 　L　堀 束　恭 弘
MC委員長 　L　工 藤　　 修
L C I F 　L　工 藤　　 修

札幌市豊平区平岸１条６丁目２-17
エスペランサ平岸407号室　加藤方
事務局携帯 080-5589-1057

E-mail / sapporominami-lc@itg.bcj.ne.jp

札　幌　南
ライオンズクラブ
札　幌　南
ライオンズクラブ

会長スローガン

「EFG～皆で切り開く未来～」

会　長 　L　長谷川 亮 平
幹　事 　L　猪 熊　健 嗣
会　計 　L　永 井　健 太
MC委員長 　L　畠 山 みのり
L C I F 　L　西 村　聖 峰
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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/39名（2022.10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（2022.10末現在）

住　所/〒005-0021
札幌市南区真駒内本町3丁目7-6
伊藤ビル2F
TEL011-215-0466
FAX011-215-0477

結　成/1979.4.17
在籍数/14名（2022.10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/31名（2022.10末現在）

MUSIC LAMP

秋の新川さくら並木清掃活動

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を開催

「MFJ北海道チームJUDGEMENT」
応援チャリティゴルフ大会

　ライラックチャリティ・ミュージックランプは、2010年より
公益財団法人札幌市芸術文化財団と共催して行っているチャリ
ティライブです。この事業を通してランプのように光を灯し、音
楽の感動を共有することを願いとしております。収益金は北海道
盲導犬協会や青少年の健全育成事業のために使われます。
　近年はコロナ禍で開催できませんでしたが、来年の2023年2月
に開催を予定しております。

　晴天に恵まれた10月16日、新川さくら並木の清掃活動を行い
ました。クラブ認証5周年に植えた桜に手を入れながら、23年に
わたり春と秋に続けています。前田森林公園から上流1.1km区間、
残念なことに今回も結構な量のゴミが集まりました。新型コロナ
ウイルスのためかマスクがたくさん捨てられています。ゴミのポ
イ捨てはやめましょう。今年の参加者はいつも協力いただいてい
る手稲区市民部総務企画課課長様とメンバーの総勢11名でした。

　初回から43年、今回で第40回を迎えた全国少年ジャンプ大会
を9月23日に札幌荒井山シャンツェで開催し、道内外から50名を
超える多くの男女小中学生選手が参加しました。
　今回は共催者として同じゾーンの札幌ライラック、札幌西、札
幌新星の3クラブにご協力をいただき、40回の記念大会を盛大に
開催できました。これからも世界に飛躍する若い力を、精一杯応
援してまいります。

　今期で第9回を迎えた、チャリティゴルフ大会。9月9日に良い
天気の中、クラークカントリークラブにおいて無事開催すること
ができた。
　当日は、モトクロスチーム「チームJUDGEMENT」の代表やス
タッフ、選手も駆けつけ、大会を盛り上げていただいた。
　9月20日には、チームJUDGEMENTへの支援金目録贈呈例会を
開催し、活動資金の支援を行った。
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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　　

331A地区内クラブ紹介　第3リジョン
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札幌エルム
ライオンズクラブ
札幌エルム
ライオンズクラブ

会長スローガン

「微力と魅力、皆で集める 　
　　　大きな力、奉仕の心」

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-elm-lc@lions-s.com

会　長 　L　白 瀧　敏 大
幹　事 　L　大和田 訓 弘
会　計 　L　鉢　　 直 人
MC委員長 　L　磯 野　亮 太
L C I F 　L　吉 田　　 晃

札幌市豊平区平岸3条3丁目１-27　丸二ビル201号
TEL 011-825-1131
FAX 011-825-1132

E-mail / snowlc@gol.com

札幌スノートピア
ライオンズクラブ

札幌スノートピア
ライオンズクラブ

会長スローガン

「愛と絆で　ウイサーブ」

会　長 　L　山 田　智 弥
幹　事 　L　金 子　裕 美
会　計 　L　菅 野　太 一
MC委員長 　L　榊 原　英 俊
L C I F 　L　山 田　智 弥

札幌市中央区北２条西14丁目3-27　村上ビル２Ｆ
TEL 011-251-1215
FAX 011-242-0068

E-mail / shirakaba-lc@nifty.com

札幌しらかば
ライオンズクラブ
札幌しらかば
ライオンズクラブ

会長スローガン

「変化への挑戦」

会　長 　L　北 見　 　亮
幹　事 　L　小間海多喜子
会　計 　L　佐 藤　任 男
MC委員長 　L　小 森　勝 仁
L C I F 　L　松 本　和 英

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
TEL 011-699-6682
FAX 011-699-6683

E-mail / s-wakaba@sky.plala.or.jp

札幌わかば
ライオンズクラブ
札幌わかば
ライオンズクラブ

会長スローガン

「継続!!～今だから動く「ウィ・サーブ」～」

会　長 　L　奥 芝　竜 也
幹　事 　L　泉 　　孝 男
会　計 　L　美 馬　　 剛
MC委員長 　L　加 藤 慶太郎
L C I F 　L　熊 谷　優 範
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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/25名（2022.10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/39名（2022.10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（2022.10末現在）

障がい者支援施設の皆さんと
毎年楽しく「餅つき交歓会」

岩見沢市社会福祉協議会子ども発達支援
センター つみき園アクティビティ

社会福祉施設への支援

　毎年50～60名の障がい者支援施設の入所者、養護学校の生徒
の皆さんに餅つきを体験してもらい、喜んでいただいていた「餅
つき交歓会」は、コロナ禍で2年間中止（もち米の贈呈のみ）してお
りましたが、今年は開催（第43回）することになり、準備を進めて
おります。
　感染対策を十分に行い、ご参加の皆さんに最高の笑顔になって
いただきたいと思っております。

　10月24日に、岩見沢市社会福祉協議会子ども発達支援センター 
つみき園様へ、10万円相当の跳び箱を寄贈させていただきました。
同施設への支援は、今年度より新たに行うアクティビティとなり
ます。これを受けて、管理者の小林昇様、児童発達支援管理責任
者の松井道乃様が、11月15日開催の第1512回例会にお越しくだ
さいました。例会では、同施設の運営方針から発達支援の在り方
までを紹介していただきました。

　当クラブでは社会福祉施設に対して、その活動を手助けするた
め、物資などの寄贈を毎年行っています。今回は、グループホー
ムさくらえん（三笠市幌内新栄町）に必要備品の寄贈をさせていた
だきました。長引く新型コロナウイルスの影響により、思うよう
な活動ができていない状況ではありますが、そのような中でも、
ライオンズクラブとして「日々、挑戦の心を持ち！」色々考えなが
ら、引き続き奉仕活動を継続しています。
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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（2022.10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（2022.10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/27名（2022.10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（2022.10末現在）

青少年善行表彰 独居高齢者宅の除雪作業

植樹メンテナンス 献血推進活動の継続と
新規事業で単身高齢者世帯の除排雪

　当クラブでは青少年の善行表彰を行っています。全国、全道
レベルで活躍した児童や生徒、施設等で介護などのボランティア
活動をしている高校生などが対象となります。これまで体育会系、
文化系ともに多数の子どもたちを表彰してきました。過去には長
期にわたり新聞配達をした生徒、最近ではヘアドネーションをした
女子中学生も表彰しました。今年度の表彰はまだですが、教育委
員会と相談しつつ決定し、3月中には実施する予定です。

　近年、冬になると、各地で平年を上回る降雪量に見舞われる
ニュースをよく目にしますが、岩見沢市も例外ではなく、毎年家
が埋まるほどの雪が積もります。
　当クラブでは、そんな雪に大変な思いをされている独居高齢者
宅の除雪作業を行っています。玄関先や窓廻りの掘り出しなど、
体力と時間のいる労力奉仕ですが、やりがいがある奉仕活動とし
て、1軒でも多くの除雪作業を行っていきたいと思います。

　環境保全・緑化事業の一環として例年、春に桜の樹を入徳公園
に植樹しています。今まで植樹した桜が、ここ数年の大雪のため
枝が折れて樹形が悪くなっていたので、今年初めてメンテナンス
をすることにしました。馬淵建設のご指導を受け剪定し、癒合剤
を塗布、樹木に活力を与えるため根鉢の周辺に施肥をし、ゴミを
拾いました。これからも継続したいアクティビティになりました。
　春には綺麗な桜が咲くことでしょう。

　当クラブは、昨年同様に2月と9月に献血推進活動を行います。
スーパーの前でご来店の方へお声がけをしますが、コロナ禍で、
以前より協力者が減少しております。輸血に困っているとのこと
ですので、ぜひ、地域・企業の皆さまの温かいサポートをお願い
したいと思います。また、2月より新規事業で単身高齢者世帯の
除排雪を行う予定です。豪雪地帯の岩見沢市で少しでも苦労して
いる高齢者の助けになれたらと思います。
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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（2022.10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（2022.10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（2022.10末現在）

ライオンズクラブフェスティバル・
交通安全「事故なし」運動

献血推進活動を実施！ ようこそ！ 未来のライオン

　今年は3年ぶりの開催となる長沼神社祭にあわせ、ライオンズ
クラブフェスティバルを実施することができました。会場では「昔
遊び」コーナーを設けて風情を演出し、中学・高校生のブラスバ
ンド演奏会も行い、大いに盛り上がりました。また、当クラブで
は毎年、「事故なし」にかけて「梨」を配る、交通安全啓発活動を行っ
ております。今年は趣向を変え「梨味の飲料水」を配布し、ドライ
バーにスピードダウンやわき見運転の防止などを訴えました。

　今年度は、南幌ライオンズクラブから地区視聴力障害・献血・
献眼委員長が選任されていることもあり、献血推進活動に精力的
に取り組んでいます。10月の移動献血車来町時には、南幌町赤十
字奉仕団の方々と一緒に献血を呼びかけ、ご協力いただいた方に
は卵1パックをプレゼントしました。
　コロナ禍での奉仕活動が続いておりますが、当クラブでは密に
ならないよう対策を講じて活動を行っています。

　「会員増強」は各クラブの永遠の課題かと思いますが、由仁ライ
オンズクラブも一緒に活動をするメンバーが増えてくれることを
常に願っています。
　さて、先日の例会はとても可愛い未来のライオンの招待例会に
なりました。メンバーのお孫さんが、おじいちゃんと一緒に例会
に出席してみたいと言って参加してくれました。将来ぜひ一緒に
活動をしましょうね。
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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
夕張友酉市場株式会社内
TEL0123-53-4011
FAX0123-53-4856

結　成/1966.11.27
在籍数/9名（2022.10末現在）

紅葉まつり協賛交通安全呼びかけ活動

　当ライオンズクラブは、10月16日（日）に夕張市南部東町の夕
張シューパロダムインフォメーションセンターで開催の紅葉まつ
り（主催：ゆうばり観光協会）に協賛し、交通安全呼びかけ活動を
行いました。市内で活動しているバンドの演奏、食事はダムカ
レー、豚汁、焼き鳥等があり、多数の来客がありました。
　当クラブの会員は人数が少ないですが、来場くださいました皆
様方に安全運転の呼びかけをいたしました。

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（2022.10末現在）

「6年生卒団記念フットサル大会」を開催！

　例年2月に市内のサッカー少年団が参加する卒団記念フットサ
ル大会を開催し、今回で14回目を迎えます。ここ2年はコロナ禍
のため開催ならず、参加予定だった6年生選手たちに記念品を贈
呈し、これまでの健闘を称えました。
　2023年は岩見沢サッカー協会主催・主管、岩見沢市教育委員会、
NPO法人岩見沢市スポーツ協会の後援に、地域の方の協力も得て
の開催を予定。7チーム約90名の選手たちの熱戦を期待します。

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　　

岩見沢市4条西1丁目2-5　MY岩見沢ビル3F
TEL 0126-35-1393
FAX 0126-35-1394

E-mail / jimukyoku@iwamizawa-chuo-lc.org

岩見沢中央
ライオンズクラブ
岩見沢中央
ライオンズクラブ

会長スローガン

「奉仕の原点 　　　　　　　　
　̶奉仕への小さな歩みが地域社会を変える」

会　長 　L　木 村　　 聡
幹　事 　L　植 田　淳 一
会　計 　L　齊 藤　修 一
MC委員長 　L　柏 﨑　達 靖
L C I F 　L　新 保　秀 宜

美　　　唄
ライオンズクラブ
美　　　唄
ライオンズクラブ

会長スローガン

「【未来を創る価値ある奉仕を楽しもう】
　　　　　　～今を協心でウィサーブ～」

美唄市西２条南２丁目１-１　美唄経済センタービル２Ｆ
TEL 0126-64-4156
FAX 0126-63-2273

E-mail / bibailions@joy.ocn.ne.jp

会　長 　L　髙 橋　幹 夫
幹　事 　L　三 宅　雅 登
会　計 　L　大 山　靖 子
MC委員長 　L　久 米　克 浩
L C I F 　L　谷 村　知 重

南　　　幌
ライオンズクラブ
南　　　幌
ライオンズクラブ

会長スローガン

「明日は笑顔で！ We Serve」

会　長 　L　河 村 由紀男
幹　事 　L　石 川　康 弘
会　計 　L　加 藤　　 修
MC委員長 　L　加 藤　洋 子
L C I F 　L　本 間　秀 正

空知郡南幌町栄町１丁目３番１９号
TEL 011-378-2728
FAX 011-378-0730

E-mail / lions@nanporo.jp
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札幌

深川
江部乙

赤平
芦別

秩父別
沼田

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

深川・沼田・秩父別・雨竜・砂川
奈井江・そらち

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（2022.10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（2022.10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/13名（2022.10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杯
ミニバスケットボール大会

赤平ライオンズクラブ杯新春席書大会

　今年度の芦別ライオンズクラブは、10月～ 12月のアクティビ
ティを順調に終えることができました。
　1月～ 3月のアクティビティとしては、2月に芦別ライオンズク
ラブカップ青少年タグ・ラグビー大会および、芦別ライオンズク
ラブ杯青少年剣道大会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。

　当クラブでは青少年健全育成事業の一環として、第24回を迎え
る滝川ライオンズクラブ杯ミニバスケットボール大会の開催を2
月に予定しております。
　未だコロナ禍が続いておりますが、感染対策を十分に取り、日
頃の練習の成果をこの大会で発揮してもらえることを祈り、これ
からもバスケットボールを通じて日々頑張って過ごしてほしいと
思います。

　書道を通して青少年の健全育成を支援する席書大会は5回目を
迎え、新型コロナの影響を受けて、前回大会から作品の提出によ
るコンテストを行っています。市内の小学生に冬休み中に作品を
制作してもらい、当クラブが作品の受け取り・審査・表彰を行い
ます。低学年・中学年・高学年のクラスに分けて、金賞・銀賞・
銅賞と副賞を授与します。なお、審査は高橋翠花氏（北海道書道
展会友・北海道書人団教授）に依頼しています。

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/15名（2022.10末現在）

江部乙駅に平和を願うひまわりが
咲きました！

　江部乙小学校の児童と國學院大學北海道短期大学部の学生が、
滝川市在住の画家・杉吉貢さんの指導のもと、「ロシア・ウクライ
ナ戦争のために、今、日本の子どもたちにできること」と題した
イベントで絵を描きました。長さ5.6mのキャンバスにひまわり
や菜の花、青空、太陽などが描かれています。
　完成後はJR江部乙駅に展示され、駅の利用者をはじめ、定期的
に開店する駅カフェ来場者の目を楽しませています。

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（2022.10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/26名（2022.10末現在）

新入学児童へ祝い品贈呈

3クラブ合同献血運動

　例年3月に、新入学児童へ祝い品の贈呈を行っています。新十
津川小学校に入学する新1年生に「ポンキーペンシル」12色をプレ
ゼントする事業です。昨年は、児童63名にプレゼントして大変喜
んでもらいました。少子化等で年々児童数が減少傾向にある中、
新十津川町は子育て支援事業を展開。当クラブを含む各団体が協
力しています。当事業は、教育に関するアクティビティのひとつ
として今後も継続して実施する方針です。

　滝川市内の滝川ライオンズクラブ、江部乙ライオンズクラブと
ともに、当クラブ主催にて初めての試みである、3クラブによる
献血運動を行いました。当初赤十字血液センターより、最低50名
の献血者を依頼されており不安もありましたが、午前と午後2か
所にて、市民の皆様のご参加、各クラブからの協力などで受付数
85名、74名もの献血を行うことができました。今後もクラブ同
士での協力のもと、地域に貢献できる活動を行っていきます。
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リジョン

ｰ１Z
ゾーン
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リジョン
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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　

芦　　　別
ライオンズクラブ
芦　　　別
ライオンズクラブ

会長スローガン

「『次なるステージへ！』　
　 奉仕の輪をつなげよう！」

芦別市北1条東1丁目　一番街ビル2Ｆ
TEL 0124-23-0088
FAX 0124-23-0385

E-mail / a-lc5riz@cameo.plala.or.jp

会　長 　L　東海林 俊 道
幹　事 　L　川 村　伸 一
会　計 　L　増 田　紀 幸
MC委員長 　L　横 山　勝 嗣
L C I F 　L　沼 田　哲 男
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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/18名（2022.10末現在）

住　所/〒078-2201
雨竜郡沼田町旭町３丁目2-43
長野方
TEL0164-34-6227
FAX0164-34-8005

結　成/1963.6.30
在籍数/42名（2022.10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（2022.10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（2022.10末現在）

障がい者支援施設園生と
親睦ボウリング大会

献血アクティビティを年3回実施

雨竜小学校入学児童への祝い品贈呈献血キャンペーン

　20年以上継続して実施してきた、障がい者支援施設園生との交
流事業「ボウリング大会」は、残念ながら、ボウリング場の閉館に
より、来年から開催できなくなりました。このボウリング大会は
園生の年に1回の楽しみで、ゲーム終了後は皆と焼肉に舌鼓をう
ち、勝った、負けたと和やかに過ごした楽しい事業です。なくな
ることは残念ですが、これも時代の流れかと思います。
　園生の嬉しそうにゲームに熱中している姿が忘れられません。

　沼田ライオンズクラブは、献血アクティビティを年3回実施し
ています。巡回場所は例年、和風園・沼田弾薬支処・まちなかほっ
とタウン・沼田町役場の町内4か所ですが、コロナ禍で3か所に減っ
た時もありました。沼田町の人口は3,000人を割りましたが、年
間7万mLを超える献血にご協力いただきました。
　当クラブでは、受付をされた方には、卵2パックをプレゼント
しております。

　毎年4月、入学式に間に合うよう、雨竜小学校の新入学1年生へ、
学習の役に立ててほしいと、当クラブから祝い品として文房具一
式を学校へ贈呈している。昨年度は13名の児童へ、先生方より渡
してもらった。
　コロナ禍ではあるが、元気に楽しく学校生活を送ってほしいと
いう想いから、今後も継続しての実施を予定している。

　11月4日、献血車の来町に併せて、献血協力者へのタマゴ1パッ
クプレゼントを実施しました。
　JA北いぶき店舗前および秩父別町役場前にて、献血に来られた
方に献血の重要性などをアピールし、普及推進ができました。コ
ロナ禍で献血量が減っていることや、輸血だけでなく他の薬剤に
も使われていることなど、勉強させていただきました。

331A地区内クラブ紹介　第5リジョン
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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/22名（2022.10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/40名（2022.10末現在）

住　所/〒079-0313
空知郡奈井江町本町2区
奈井江町商工会
TEL0125-65-2151
FAX0125-65-2411

結　成/1961.6.16
在籍数/24名（2022.10末現在）

招待例会

青少年育成事業 新年以降の活動

　前回ECHO誌に当クラブの東日本大震災被災地でのアクティビ
ティを載せていただき、10月から11月頃に復興状況の視察を予
定していました。しかし、新型コロナの感染が拡大してきたこと
から、行動が起こせない状況です。そうした中で、地元の砂川青
年会議所の5人のメンバーを当クラブの例会に招待しました。例
会では、これまでのアクティビティと今後の展開について、プレ
ゼンを通して中長期の構想を発表していただきました。

　毎年2月の少年剣道・柔道大会は来年で第22回となります。同
じく2月の少年フットサル大会は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のために開催できなかった年もありますが、今期でライオン
ズクラブ杯として第17回（アメニティ・タウンカップとしては第
24回）となる事業です。
　砂川ライオンズクラブは、これからも青少年育成を掲げ、青少
年の健全な心と体を養うことに力を注いで参ります。

　奈井江ライオンズクラブにおいては、例会の実施および祝日の
国旗掲揚当番にて3月末までを過ごし、春のアクティビティ開始
に向けて力を温存する期間となります。4月以降は、新入学児童
に向けた交通安全祈願の帽子の贈呈、交通安全啓発活動、福祉施
設への環境整備奉仕など、6月末までのライオンズ年度の総仕上
げを予定しております。春を迎えた際の児童の元気な姿を楽しみ
に、この冬を地道な活動にて越えていきたいと思います。
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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　

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
TEL 0125-55-2920
FAX 0125-55-2921

E-mail / 331-a.sorachi-lc@kimuraeng.com

そ　ら　ち
ライオンズクラブ
そ　ら　ち
ライオンズクラブ

会長スローガン

「新・新たな時代を一歩ずつ」

会　長 　L　野 田　正 彦
幹　事 　L　浮 田　利 之
会　計 　L　有 澤　美 希
MC委員長 　L　佐 藤　輝 己
L C I F 　L　髙 林　和 正
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国際協会グローバル重点分野については▶
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/48名（2022.10末現在）

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

結　成/1960.2.24
在籍数/29名（2022.10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/31名（2022.10末現在）

チャーターナイト60周年記念事業

薬物乱用防止教室など

街路樹清掃

　当クラブ認証60周年にあたり、3つの記念事業を行いました。
　1つめは、町内の天然芝サッカーグラウンドの管理保全のため
に乗用芝刈機を寄贈しました。2つめは、近郊のサッカー少年団
を招いて「当別ライオンズクラブ杯少年サッカー大会」を開催しま
した。3つめは、北海道日本ハムファイターズスペシャルアドバ
イザーの田中賢介氏を招いて『現状を変える力～日米通算20年の
プロキャリアでの学びより～』の演題でご講演いただきました。

　11月10日に市内の小学校で薬物乱用防止教室を行いました。
小学6年生の68名が熱心に耳を傾けてくれました。今年度は12月
にも小学校1校で実施します。また、献血推進活動は11月と2月
に行う予定です。加えてクラブのイベントとして、青少年支援チャ
リティオークションの実施、例会で講師を招いて地域の歴史や風
土、文化などを学ぶなど、様々な活動を通して、クラブの活性化
を図っております。

　10月23日に市役所前の道道で街路樹清掃を行いました。当日
は雨が降っていて開催も危ぶまれましたが、始めるころには雨も
上がり作業ができました。今回は歩道の隙間に生えた雑草も取り
除き、作業後は歩道がスッキリしました。また作業だけではなく、
会員同士での交流もはかりました。当クラブではこの活動を定期
的に行っておりますが、雑草の生育は早く、取っても取っても追
いつかない状況です。近くを通った際にはぜひご覧ください。
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リジョン
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ゾーン

６R
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ゾーン

６R
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ｰ１Z
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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/27名（2022.10末現在）

薬物乱用防止教室

　10月5日、江別第一小学校の6年生を対象に、薬物乱用防止教
室を行いました。73名の児童が真剣に講師の話に耳を傾けていま
した。
　コロナ禍ではありますが、感染予防対策をとりながら、今後も
継続して薬物の怖さを地域の子どもたちに伝えていきます。
　また、近年特に若年層をターゲットにした大麻による事件が増
加していることから、大麻の危険性についても周知していきます。

６R
リジョン

ｰ１Z
ゾーン 江別グリーン ライオンズ

クラブ　　

江別グリーン
ライオンズクラブ
江別グリーン
ライオンズクラブ

会長スローガン

「次世代に向け、　　　　　 
　奉仕の種をまいていこう」

江別市錦町13-16　ＴＭビル２階
TEL 011-382-7772
FAX 011-382-1302

E-mail / lions331ebetsugreen@rice.ocn.ne.jp

会　長 　L　大 江　祐 司
幹　事 　L　山 口　　 亨
会　計 　L　津 田　賴 明
MC委員長 　L　湯 藤　　 学
L C I F 　L　大 江　祐 司

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

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

札幌ライラック
ライオンズクラブ
札幌ライラック
ライオンズクラブ

会長スローガン

「進化・挑戦 ～変化の時代を生き抜く～」
会　長 　L　村 山　康 志
幹　事 　L　小 島　正 紀
会　計 　L　米 重　武 志
MC委員長 　L　竹 林　英 彰
L C I F 　L　山 崎　政 義

ライオンズクラブ国際協会331-A地区
元　国　際　理　事　L　杉 本 忠 夫
第3R第2Z　　　　　
ゾーン・チェアパーソン L　吉 田 　 肇
地区LCIF副委員長　L　細 川 　 勉

由　　　仁
ライオンズクラブ
由　　　仁
ライオンズクラブ

会長スローガン

「楽しい笑顔と奉仕の心」

会　長 　L　中 村　健 一
幹　事 　L　加 地　映 子
会　計 　L　遠 藤　正 幸
MC委員長 　L　岩 﨑　政 一
L C I F 　L　吉 田　岩 雄

夕張郡由仁町本町364-2 ポッポ館ゆに内
TEL 0123-83-2355
FAX 0123-83-4008

E-mail / fureai@taupe.plala.or.jp
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住　所/〒066-8520
千歳市本町4丁目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（2022.10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（2022.10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/78名（2022.10末現在）

認証40周年記念アクティビティ・
拡大「サケの交流事業」

1～3月のアクティビティ予定

子ども食堂へ新米100kgを支援

　「サケの交流事業」は、岡山県西大寺ライオンズクラブ（友好ク
ラブ）との共同事業。千歳川に設置されているインディアン水車
で捕獲されたサケの発眼卵を、千歳市内3校の児童が1月に岡山市
の各小学校と幼稚園に引き渡し、3～ 4cmに成長した稚魚を今度
は岡山の児童が3月に千歳に持ち帰り、両市の児童が一緒に希望
を乗せて「生命」の放流をします。多くの方のご協力をいただきな
がら、今期で27回目の開催となる壮大なプロジェクトです。

　①市内小中学生を対象としたいじめ撲滅セミナー（1～ 2月中に
開催予定）により、子どもたちが命の大切さを考える機会を提供。
②北広島ふれあい雪まつり（2月4・5日）に出店参加予定。甘酒な
どを提供し、ライオンズクラブの活動や盲導犬募金などのPRを行
う。③中学生のための英会話・英語発音教室（1月18・25日）を開催。
航空会社国際線勤務経験のある講師による指導の場を提供。

　当クラブでは、生活上の様々な困難や課題を抱えている家庭の
子どもたちへ、子ども食堂等を通じて食糧支援を行っています。
今年は10月にクラブ三役から恵庭市長へ、会員が作った「新米
100kg」の贈呈を行いました。市内で食事を提供している5か所の
事業所へ、それぞれ20kgずつ贈られます。
　新米の美味しいごはんを食べて、子どもたちが笑顔になること
を望みます。
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リジョン
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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 
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（2022.10末現在）

食育事業推進活動

　この食育事業は、食育を通じて「食」に関する知識と「食」を選択す
る力を習得し、健全な食生活を実践することができる子どもたちを育
てることを目的としています。児童館の子どもたちと保護者が参加して、

「けーあいファーム」の人参畑で収穫、洗浄・選別・袋詰めをして、
市内のスーパーで販売を行う体験です。食育に関する講演後、収穫
した人参を使い参加者で昼食を調理します。自分たちで収穫して作
るカレーライスは美味しいと喜んでいました。
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ｰ２Z
ゾーン 千歳 ライオンズ

クラブ　　
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千歳市本町４丁目４　ホテルグランテラス千歳内　TEL 0123-26-3331　FAX 0123-26-2233　E-mail / c-chuolc@khaki.plala.or.jp

千歳中央ライオンズクラブ千歳中央ライオンズクラブ
会長スローガン「未来を担う子どもに！ We Serve！」

会　長 　L　田 中　　 努
幹　事 　L　大 山　益 巳
会　計 　L　坂 口　雄 二
MC委員長 　L　蓑 島　賢 樹
L C I F 　L　田 中　　 努
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各種情報

会員動向リジョン別会員数（2022 年 11 月 30 日現在）

MJF一覧表（2022 年 9 月〜 10 月分）　36 名 70 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 67.1 491 70 204 44 287 26
2 2 15 61.5 558 84 297 52 261 32
3 2 9 66.6 265 17 150 8 115 9
4 2 12 72.5 356 45 240 20 116 25
5 2 13 49.8 348 41 158 24 0 0 190 17
6 2 8 62.6 353 43 150 13 203 30
計 12 70 63.4 2371 300 1,199 161 982 122 190 17

2022年９月・10月合計 70

名前 所属クラブ 回数 口数

Ｌ安達　眞一 札幌白石 1 1
Ｌ古口　　聡 札幌フロンティア 29 1
Ｌ置田　陽一 札幌フロンティア 21 1
Ｌ河村　和義 札幌フロンティア 21 1
Ｌ中崎　義昭 札幌フロンティア 19 1
Ｌ川村　豊修 札幌フロンティア 8 1
Ｌ高橋　謙誠 札幌フロンティア 8 1
Ｌ中村　隆治 札幌フロンティア 3 1
Ｌ三澤　利晃 札幌フロンティア 3 1
Ｌ加藤　敏和 札幌フロンティア 3 1
Ｌ沖中　忠國 札幌フロンティア 3 1
Ｌ鷲田　良二 札幌フロンティア 2 1
Ｌ中川　卓美 札幌フロンティア 2 1
Ｌ武田　勝行 札幌清田 38 1
Ｌ宮下　敬敏 札幌清田 12 1
Ｌ鶴嶋　浩二 札幌中島 181〜 190 10
Ｌ米地　　理 札幌中島 34〜 35 2
Ｌ小野寺眞悟 札幌北の杜 345〜 346 2

名前 所属クラブ 回数 口数

Ｌ山﨑　　巌 札幌北の杜 6 1
Ｌ籔　貴代美 札幌北の杜 1 1
Ｌ前川　忠男 札幌アカシヤ 21 1
Ｌ設楽　幸子 札幌アカシヤ 10 1
Ｌ向井　一朗 札幌アカシヤ 8 1
Ｌ山田　清司 札幌時計台 15 1
Ｌ村太　悦郎 札幌時計台 14 1
Ｌ美田　法賢 札幌パイオニア 123〜 126 4
Ｌ今井　伸孝 札幌パイオニア 6〜 7 2
Ｌ福田　泰伸 札幌パイオニア 1 1
Ｌ蠣﨑　　基 札幌パイオニア 21 1
Ｌ前田　伏樹 札幌グリーン 6 1
Ｌ木戸　善幸 札幌東 10 1
Ｌ庵原　史章 札幌東 10 1
Ｌ松浦　淳一 岩見沢はまなす 17〜 36 20
Ｌ水島　教之 岩見沢はまなす 2 1
Ｌ東海林俊道 芦別 3 1
Ｌ川村　伸一 芦別 1 1

2022年９月17名47口、10月22名23口

氏名の並び順は、クラブ毎に回数の多い順です。

国際協会グローバル重点分野

糖尿病

災害援助

視力保護

人道支援

食料支援

小児がん

環境保全

青少年の健全育成

▲こちらのQRから
アクセスして内容を
確認することができ
ます。



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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