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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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おかげさまで 65周年

代表取締役社長　萩本　哲夫（札幌 LC 前会長）

本　　社　　札幌市中央区北３条西７丁目１ 北海道第二水産ビル３階
　　　　　　ＴＥＬ （０１１）７１６ － ５１２１
釧路支店　　釧路市北大通 10 丁目２番地１ 新釧路道銀ビル２階
　　　　　　ＴＥＬ （０１５４）２３ － ０４３６
千歳支店　　千歳市美々 987 番地 22 新千歳空港ターミナルアネックスビル２階
　　　　　　ＴＥＬ （０１２３） ２９ － ６５７７

わたしたちはパラスポーツを応援しています。
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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（2021.5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/24名（2021.5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/37名（2021.5末現在）

バーンロムサイ支援アクティビティ

子ども食堂への応援アクティビティ

名画移動美術館を実施

　タイ北部のチェンマイ郊外に「バーンロムサイ」という施設があ
ります。ここは、HIVに母子感染した孤児たちの生活施設として、
1999年12月に設立されました。
　当クラブでは毎年現地に足を運び、金銭や食糧の支援を行う活
動をCN20周年の記念アクティビティとして始め、現在に至るま
で継続しています。

　現在、子ども7人の内1人は貧困状態にあると言われているのは、
ご存じの方も多いと思います。このような子たちを支援している
子ども食堂では、新型コロナの影響を受け、大変厳しい運営状態
のところが多いと聞いています。私たちのクラブでは、同じ札幌
市中央区で活動している、3か所の子ども食堂に寄付をさせても
らいました。コロナ禍のため、訪問してのお話もできないのは残
念ですが、頑張って活動を続けられることを応援しております。

　６月22日、厚別東小学校に名画24点（レプリカ）を展示してき
ました。このアクティビティは結成10周年より続いており、今年
で25年になるもので、白石・厚別両区の小中学校に大変喜んでい
ただいております。
　私たちはこの活動が、未来を拓く小中学生の心の栄養となるよ
うに、薬物乱用防止教室とともに積極的に取り組んで参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

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

12 ライオンズクラブ国際協会331-A地区広報誌　ECHO No.556



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/25名（2021.5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/24名（2021.5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/39名（2021.5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/31名（2021.5末現在）

献血推進活動の継続維持

「リモート料理教室」に挑戦

ルスツ・シニア農園にて植付作業を開催

2021年度
札幌赤レンガライオンズクラブ奉仕事業

　本年度の会員基本方針であります、継続事業の維持。献血推進
活動がまず最初の事業となります。
　このコロナ禍の中で、どの程度実現できるか調整中ではありま
すが、血液不足を少しでも多くの皆様に呼びかけていきたいと
思っております。イベントに参加する形ではなく、大型商業施設
などでの呼びかけになると思いますが、できるだけ継続してまい
りたいと思います。

　「コロナ禍」は、人と人との繋がりを重視し、女性会員のみとい
う特色を生かしたアクティビティの実施を目指してきた、私たち
の原点を揺さぶるものでした。その中で、ZOOMを使った「料理教
室」に挑戦し、大きな手ごたえを感じました。
　今年も安心・安全なアクティビティの一つとして「リモート料理
教室」を実施し、育児園を卒業した子どもたちが、食事を作る大切
さや楽しさを実感できるようなひと時にしたいと考えています。

　６月６日、シニア農園で秋の収穫に向けてジャガイモやトウキ
ビの植付や、アスパラガスの収穫を行いました。新型コロナまん
延防止に配慮し、例年のように札幌育児園の皆様を招待できず残
念でしたが、メンバーが集い、多くの子どもたちも参加しました。
引きこもりがちなこのご時世、大地と人との触れ合いは貴重でし
た。秋には収穫祭を行い、交流のある施設等に寄付させていただ
く予定です。活動に興味のある方は当クラブまでご連絡ください。

　当クラブは、「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、
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おります。
　今期はコロナ禍ということもあり、学校関係の奉仕が行えない
ため、献血事業に注力したいと思っております。

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

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/20名（2021.5末現在）

住　所/〒004-0841 
札幌市清田区清田1条1丁目5-1 
PLACEビル3F
TEL011-882-2323
FAX011-882-0109

結　成/1985.4.19
在籍数/82名（2021.5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（2021.5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/86名（2021.5末現在）

川崎静一郎記念陸上競技大会

継続事業　小学校で米づくり
地域への支援活動

札幌フロンティアライオンズクラブ旗争奪
札幌市各区対抗少年軟式野球オールスター戦

継続事業　札幌中島ライオンズクラブ旗
争奪少年野球大会

　当クラブの第19代会長も務め、長年青少年の健全育成と陸上
競技の発展に尽力した、故・川崎静一郎氏の名を冠した陸上競技
大会は、全道の小・中学生を対象にした500人規模のトラック、
フィールド各種陸上競技の記録会。（一財）札幌陸上競技協会の主
催で行われ、当クラブでは1991年の第２回大会から継続奉仕活
動として全面的に後援している。今年で第32回を数え、９月25
日（土）に厚別公園競技場で開催される予定。

　今年で16回目となる米づくり、通称あしりべつ「ゆめ田んぼ」は、
近隣の札幌市立清田小学校の５年生の体験授業として行っていま
す。５月の田植えは教えることができませんでしたが、秋の稲刈
りや脱穀は子どもたちを交えて実施予定です。
　コロナ禍の中、学習指導要領が変わり生活様式にも変化が見ら
れますが、米づくりを通して「食」への理解を深め、自然への恩恵
や、食べ物への感謝の気持ちを養ってもらいたいです。

　野球というスポーツを通じて心身ともに強く、そしてチームメ
イトとの絆を深め、支えてくれる両親、監督、コーチ、地域の皆
様に感謝の気持ちをもてる人材を育てる場を作ることで、これか
らの未来を担う小学生たちを応援しています。
　各区から選抜された選手たちで繰り広げるこの大会は、フロン
ティアライオンズクラブ創立以来、40年以上継続中のアクティビ
ティです。今後も青少年育成に取り組んで参りたいと思います。

　第25回札幌中島ライオンズクラブ旗争奪少年野球大会を９月
上旬開催予定。昨年度に引き続き、コロナ禍の中となりますが、
感染対策を徹底し開催いたします。
　中島ライオンズクラブが継続している大切な青少年奉仕活動の
一つになります。子どもたちの笑顔と健全な成長のために、メン
バー一丸となって最高の大会にいたします。

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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株式会社アイアイ・テー
石狩新港西３丁目 700-2

TEL 0120-71-3344・FAX 0120-71-5566
http://www.iit-inc.co.jp/

　　　冷凍から常温まで3温度帯の輸送体系で全道へお届けします！　　　

食品総合物流のスペシャリスト

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（2021.5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（2021.5末現在）

アオダモの植樹 札幌アスリートライオンズクラブカップ
フットサル大会

　由仁町の道有林で、バットの森づくり、「アオダモの植樹」労力
アクティビティ活動をしています。
　今年は９月25日の予定。社会人、大学、高校、少年野球の選
手、北海道森林管理局、北海道庁、地元ボランティア関係者を含
め120名の参加を予定しています。植樹本数300本。
　一昨年はとても暑い日で、斜面のキツイ場所に汗をかきながら
植樹をしました。バットになる日を夢に見て!!

　私たちはクラブ結成以来、この自主事業の大会を、少年少女の
青少年健全育成、そしてサッカー・フットサルを愛する同士の仲
間づくりを目的として開催してきました。
　昨季は残念ながら新型コロナウイルスの感染拡大により、事業
をやむなく中止。今季は秋から冬にかけて開催することを目標に
準備を進めています。子どもたちの爽やかな笑顔に会えることを
楽しみにしています。

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/29名（2021.5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（2021.5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/44名（2021.5末現在）

今年度のアクティビティ

当クラブの活動予定について

地域防犯のために防犯カメラを寄贈

　今年度予定しているアクティビティは、継続アクティビティで
ある、北海道いのちの電話への支援や、札幌市知的障がい福祉協
会との「ボウリング大会及びアート展」の開催、北海道盲導犬協会
のミーナの募金箱や古切手・書き損じはがき収集活動等です。コ
ロナ禍で予定していたイベントが中止になるなど、未だ活動に制
限のある状況ですが、新たな奉仕活動についても検討していきた
いと思います。

　８〜 10月を目途に、当クラブが予定しているアクティビティ
は以下の通りです。いずれもコロナの状況が好転し、北海道の警
戒ステージが３以下となることを条件として進めていきたいと考
えております。
　青少年育成アクティビティ　… ８月実施予定
　社会福祉アクティビティ　　…10月以降実施予定
　献血薬害防止アクティビティ… ８月以降実施予定

　当クラブにおいては、地域の防犯に貢献すべく、2020年９月
１日の防災の日に、円山町内会連合会様及び円山商店街振興会様
に防犯カメラを２台ずつ、計４台を寄贈させていただきました。
　今年度は、札幌市東区の「サッポロさとらんど」へ、公園ベンチ
を寄贈することを計画しております。
　末筆ながら、一日も早い新型コロナウイルスの終息を心より祈
念申し上げます。

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
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（2021.5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（2021.5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/22名（2021.5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（2021.5末現在）

子どもたちへの思いを込めた
２つのアクティビティを開催

今年も北海道トラックターミナルでの
献血活動！

札幌市南区少年軟式野球支援

15周年　夏

　当クラブではまず、８月に「植樹アクティビティ」を予定してお
ります。これは五天山公園でのヘメロカリスの植樹活動で、子ど
もたちに自然豊かな公園でのびのびと過ごしてほしいとの思いか
ら、2009年より続けています。９月にはメインアクティビティ
として「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」を開催する予定です。スポーツを通じた青少年の健全な
育成を目的としており、協調性の大切さを学んでいただきます。

　これまでに５回実施してまいりました、トラックターミナルで
の献血活動を本年も実施いたします。
　昨年はトラックターミナル内や近隣の企業様のお力添えで、50
名を超える受付、45名の400ミリ献血をご協力いただきました。
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、献血協力者が減少して
いる中、本年も献血を必要としている方のお役に立てるよう、ご
案内してまいります。

　札幌市南区軟式野球連盟は今年で44周年を迎え、「札幌選手権
南区予選大会」が８月に、10月には真駒内公園内の五輪球場で「第
３回札幌南ライオンズクラブ杯第35回南区チームマラソン大会」
が開催される。これは決勝戦の後、参加17チームより選抜された
９名の選手が出場するリレー戦となる。
　試合で汗をかき、土にまみれながらプレーする球児たちへの声
援に、胸を熱くする。

　当クラブは、「『上下一心』〜 15年の絆でコロナの時代を共に乗
り越え新たな奉仕へ〜」をスローガンに、会員数90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共に乗り越え、
充実したアクティビティにしたいと思います。

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

２Rリジョンｰ１Zゾーン

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（2021.5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/39名（2021.5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/21名（2021.5末現在）

住　所/〒007-0834
札幌市東区北34条東5丁目3-16
Mビル2F
TEL011-299-3921
FAX011-351-2739

結　成/1985.3.11
在籍数/47名（2021.5末現在）

チャーターナイト60周年記念アクティビティ
ドナルド・マクドナルド・ハウスさっぽろ施設設備更新及び寄贈

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

札幌パイオニアライオンズクラブ杯争奪
少年野球大会

　札幌アカシヤライオンズクラブのチャーターナイト60周年記
念アクティビティとして、ドナルド・マクドナルド・ハウスさっ
ぽろ様への非接触型水栓の寄贈及び工事と大型テレビの寄贈を
行った。
　この事業を行うにあたり、資金の一部にLCIFからのクラブシェ
アリング交付金を使用した。コロナ禍において私たちができる、
最善の事業を行うことができたのではないかと思う。

　札幌時計台ライオンズクラブでは、青少年育成の一環として、
プロバスケットボールチーム「レバンガ北海道」の協力を得て、子
どもたちにバスケットボールの指導を行い、スポーツ教育を通じ
て青少年の健全な育成を図るアクティビティを行っています。
　同時に薬物乱用防止パンフレット等を配布し、薬物乱用の恐ろ
しさを子どもたちに伝える活動もしております。今期は８月から
９月頃に開催の予定です。

　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。働くことの大切さと、食料自給の体験を学習します。
　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。近年では卒業生の参加も多くなり、感動も大きいアクティビ
ティとなっております。

　当クラブでは、今年度で第５回となる白石区少年野球連盟主催
の少年野球大会に共催する予定です。試合前には大会参加の児童
とともに交通安全啓蒙活動を行い、地域への貢献と子どもたちの
成長を支える力となるアクティビティです。今年度はLCIF交付金
を使い、例年よりも大きなイベントにしたいと計画しております。
コロナ禍ではありますが、十分な感染対策の元に子どもたちの笑
顔や素晴らしいプレイが見られることを期待しています。

２Rリジョンｰ２Zゾーン

２Rリジョンｰ２Zゾーン

２Rリジョンｰ２Zゾーン

２Rリジョンｰ２Zゾーン

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/18名（2021.5末現在）

住　所/〒063-0034 
札幌市西区西野4条1丁目4-20
藤田方
TEL080-5834-6921
FAX011-351-5161

結　成/2003.6.24
在籍数/19名（2021.5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/36名（2021.5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/18名（2021.5末現在）

札幌羊ヶ丘ライオンズクラブ旗争奪
少年軟式野球大会

小学生アイスホッケー大会
開催を目指して！

チシマザクラ苗木市民頒布

コロナ禍での今後の予定と
チャリティゴルフコンペ実施

　青少年の健全育成事業の一環として毎年継続実施しているこの
事業。昨年度はコロナの影響で開会式・閉会式を中止したものの、
18チームの参加を得て開催された。
　今年の第25回大会は、会場が太陽グループ少年野球場となり、
７月18〜 24日の間、札幌はまなす少年軟式野球協会との共催で
開催します。
　毎年、選手たちの成長を心より楽しみにしております。

　当クラブは、青少年健全育成活動に重点を置いております。コ
ロナ禍の下でのアクティビティは自粛せざるを得ない状況です
が、昨年度は規模縮小ながらも、小学生アイスホッケー大会を無
事開催いたしました。子どもたちが元気にプレーをし、一同元気
をもらいました。今年も厳しい状況下ですが、子どもたちの笑顔
との再会を目標に開催を目指します。今年度は会場の月寒体育館
の設立50周年に合わせ、９月に２日間での開催を検討中です。

　北国に住む者にとって待ちこがれた春。隠れた桜の名所である
豊平区の寒地土木研究所構内で４月25・26日の両日、今年で４回
目となる苗木頒布アクティビティを実施しました。頒布した苗木
はメンバーが毎年６月に同所で採種し、３年かけて育て、頒布用
ポットへ移植したもの。この先２〜３年後に開花します。
　自分たちで種から育て愛着の湧いた苗木を、多くの市民に喜ん
でいただくことが、活動の推進力となっています。

　続くコロナ禍にて、本来であれば行っている様々なアクティビ
ティが実施できず、何とも歯がゆい状況が続いています。
　当クラブにおける今後実施予定のアクティビティとしては、９
月に毎年恒例の一大アクティビティ、チャリティゴルフコンペが
あります。今後の情勢次第ではありますが、感染対策への配慮を
徹底し、最善を尽くしてしっかりと取り組んで参ります。よろし
くお願いいたします。

２Rリジョンｰ２Zゾーン

２Rリジョンｰ２Zゾーン

２Rリジョンｰ２Zゾーン

２Rリジョンｰ２Zゾーン

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/22名（2021.5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/47名（2021.5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（2021.5末現在）

継続アクティビティ「青少年の健全育成」

札幌ポプラライオンズクラブ杯
少年サッカー大会

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

　当クラブでは、「薬物乱用防止教室」を2005年より毎年実施して
います。薬物の恐ろしさや、誘いを断る強い心を養うことを目的
に、昨年度は市内３校にて開催しました。また「ネットマナー教室」
も今年で６年目になります。スマホの普及による犯罪に巻き込ま
れないよう、寸劇を交え、わかりやすく説明し、クラブ所属の弁
護士が具体的な訴訟事例を紹介して身近な危険を伝えています。
今後も青少年の健全育成のため、全力で取り組みます。

　毎年夏は、大会等で出場機会の少ない小学校低学年の子どもたち
のために、サッカー大会を開催しています（道内約20チーム参加）。
昨年はコロナ禍の中、何とか開催できました。その時の外出自粛で
我慢の日々が続いていた子どもたちの喜ぶ顔が忘れられません。
　本年も直前の状況での開催の判断になるかと思います。子どもた
ちの笑顔と健全な成長に欠かせないイベントと自負し、最善を尽く
したいと思います。

日時：８月７日（土）〜８日（日）（予定）
場所：厚別区もみじ台西公園（予定）
　この大会は青少年育成事業として、厚別区もみじ台地区におい
て毎年夏に開催しており、今年度で13回目を迎えます。札幌市内
のほか、北広島市や長沼町など近隣を含め毎年８〜 10チームが
参加し、熱戦が繰り広げられます。大会後には焼肉パーティを行
い、選手たちやチーム指導者の方々と親睦を深めております。

３Rリジョンｰ１Zゾーン

３Rリジョンｰ１Zゾーン

３Rリジョンｰ１Zゾーン札幌リバティライオンズ
クラブ　

札幌ポプラライオンズ
クラブ　　

札幌スノートピアライオンズ
クラブ　　

1Zone

2Zone

3Region
第3リジョン

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

第１ゾーン

第2ゾーン

331A地区内
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/37名（2021.5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/36名（2021.5末現在）

小・中学校を対象に
薬物乱用防止教室を毎年開催！

今期執行部最後のアクティビティ

　当クラブの薬物乱用防止教室では、専門家の啓発動画の視聴・
当クラブ所属弁護士による事例紹介・勧誘撃退のロールプレイン
グ・復習用の冊子の配布を行っている。そのため薬物の種類・身
体に及ぼす影響・勧誘された場合の対応方法などが、わかりやす
く学べる内容となっている。2005年よりの継続事業で、これま
でに70回超を開催し、5,500名超の児童が受講。８〜 10月は札
幌市内の中学校にて開催を予定している。

　2021年６月12日、当クラブは、当別にある「アネモスの丘」の
一角「トラスト菜園」で畑仕事のアクティビティ。クラブ会員13名、
仲間５名、子ども６名の合計24名が参集し、サツマイモの穂を植
えたり、ジャガイモの芽欠きをしたり、大根、枝豆、大豆の種ま
きや雑草取りをしたり、水をまいたりなどの大作業。大人も子ど
もも頑張りました。収穫予定の野菜は、次期執行部において、こ
ども食堂、フードバンクなどに寄贈する意向です。

３Rリジョンｰ１Zゾーン ３Rリジョンｰ１Zゾーン札幌東ライオンズ
クラブ　　 札幌トラストライオンズ

クラブ　　

中西出版（株） 〒007-0823 札幌市東区東雁来3条1丁目1-34　電話011-785-0737 FAX011-781-7516
http：//nakanishi-shuppan.co.jp   E-mail: owl@nakanishi-shuppan.co.jp

「たべちゃいたいくらいだいすきよ マ～ル！」

北海道のご当地絵本、「おばけのマ～ル」シリーズ最新刊！

7月10日
発売

「おばあさんに会いにいこう！」札幌を飛び出したマ～ルがやって来たのは、
おいしい朝ごはん「モーニング」で有名な愛知県。テーブルいっぱいのモーニ
ングを食べながら、おばあさんとマ～ルがするおはなしは…？
第４作、『おばけのマールとちいさなびじゅつかん』が縁を結んだ物語です。

絵●なかい れい／文●けーたろう
定価：1,320円（本体1,200円＋税10％）　A4変型判・24頁

シリーズ11作目の本作は「祖母の愛」がテーマ。
コロナ禍が長くなるなか、離れて暮らす大切な家族に会えない日々が続いてい
ます。
かわいい孫、大好きなおじいさんやおばあさん。愛する誰かと過ごすひととき
を思い浮かべながら、楽しく読んでほしいという思いを込めて作りました。
マ～ルが会いにきた「おばあさん」にもご注目！
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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（2021.5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/28名（2021.5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/19名（2021.5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/36名（2021.5末現在）

児童養護施設への
コロナ感染対策グッズ寄贈

コロナ禍でのアクティビティを手探り中

札幌はまなすライオンズクラブ杯
全国少年スキージャンプ大会

事業資金獲得アクティビティ
第８回チャリティゴルフ大会

　昨年の９月14日に、札幌市内の４か所の児童養護施設の子ども
たちと引率の先生方を、「ばんけいの森」へご招待し、思いっきり
遊んでいただく「2020青空フェスティバル」を企画していました
が、コロナの影響により中止となってしまいました。
　施設の方々より、マスクや除菌液を贈っていただければ有り難
いとの要望があり、各施設へ子どもたちへのプレゼントとともに
届け、一日も早くコロナが終息することをともに願いました。

　コロナ禍により、多くの人を集めるボランティアについては物
理的に困難な状況が続き、例年実行している次のアクティビティ
も以下の予定となっております。肢体不自由児海水浴（中止）、新
川桜並木清掃（未定）、薬物乱用防止教室（未定）。昨年は新川桜並
木の清掃を何とか秋に実行できましたが、薬物乱用防止教室は１
校中止となりました。今期は会長のもとコロナ禍でも実現性の高
い「子ども食堂への金銭アクティビティ」を計画中です。

　当クラブの名を冠したこの大会の近年の参加選手は、主に道内
の強豪スキージャンプ少年団員（小・中学生）ですが、世界大会で
活躍中の選手の中にも参加経験者は多く、次回開催で第40回の大
会となります。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、２年連続中止としました
が、継続開催予定です。北海道を代表するスポーツであるスキー
ジャンプを、今後も応援してまいります。

　今期で８回目の大会となりますが、毎回多くの参加者により
チャリティ募金にご協力をいただいております。前期はコロナ禍
の中で安全対策を徹底して開催し、今期も引き続き開催予定です。
　寄付先を変え、多方面に支援していますが、第７回に続いてモ
トクロスバイクのチーム「JUDGEMENT」の青少年育成活動を支援
する計画です。継続支援により、少しでも若い人々に挑戦の機会
を持ってほしいと思っています。

３Rリジョンｰ２Zゾーン

３Rリジョンｰ２Zゾーン

３Rリジョンｰ２Zゾーン

３Rリジョンｰ２Zゾーン

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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SAPPORO NAKAJIMA LIONS CLUB

「原点回帰～いまを生きる」
2021－2022 ライオンズクラブ国際協会　331－Ａ地区

地区ガバナー　Ｌ 鶴 嶋　浩 二

祝 地区ガバナー就任

札幌中島ライオンズクラブ
会長スローガン　継なごう笑顔で新しい時代への奉仕

〒064-0805 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

L 井上　　清
L 伊藤　信賢
L 小柴　　裕
L 矢野　富夫
L 三木　正俊
L 高橋　常代
L 鶴嶋　浩二
L 蝶野　哲也
L 濱口　敏博
L 山下　秀吾
L 大澤　照道
L 手島　克彦

L 橋本　一将
L 橋本　茂美
L 津村　　進
L 金子　雅行
L 白田　艶子
L 横川　浩輝
L 斉藤　克彦
L 辻　　博司
L 樋口　修三
L 石丸　真之
L 高橋　義孝
L 小玉　享幸

L 光安　信人
L 新屋　雅良
L 中野　正敬
L 松田　真一
L 奥山　竜也
L 畑中　謙吾
L 金澤　　一
L 浅野　盛光
L 鈴木　一樹
L 田嶋　祐介
L 山﨑　直幸
L 今田　卓也

L 高橋　修二
L 森川　知之
L 森岡　幸人
L 米地　　理
L 福士　　剛
L 小川　英宏
L 石田　貴保
L 岡本　篤士
L 中川　紀仁
L 中村　将徳
L 千田　涼介
L 畠山　　琢

L 佐藤　直也
L 田口　清貴
L 丹山　東吉
L 恩地　　輝
L 坂野　祐司
L 若濱　健太
L 成田　祐樹
L 林　　知希
L 木村　佳大
L 佐藤　健二
L 寺嶋　陽一
L 松原　良介

L 山内　雅憲
L 家登　　孝
L 齊藤　祐生
L 馬渕　龍一
L 坂本　貴俊
L 山田　信也
L 澤田　和哉
L 岩村　明仁
L 野上　卓也
L 菊島　秀明
L 工藤　裕也
L 勝見　弘明

L 桶谷　洋幸
L 柳澤　賢治
L 青木　　徹
L 澗口剛士郎
L 日下部　大
L 河村　泰孝
L 臼田　昌弘

会長 L 服部　昌平　　幹事 L 広瀬　正人　　会計 L 齊藤　康平
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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/30名（2021.5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/42名（2021.5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（2021.5末現在）

美唄で頑張る子どもたちを応援します

身体障がい者パークゴルフ大会を
毎年開催

秋の全国交通安全運動啓発活動

　青少年健全育成奉仕事業の一環として「びばいっ子チャリ
ティーパーティー」を開催し、その収益を市内のスポーツや文化
系の活動で頑張っている小・中学生の活動支援金として、各種団
体・個人に贈呈しています。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止せざるを得ま
せんでしたが、今年は開催を目指し検討を始めています。

　当クラブでは毎年、いわみざわ公園隣接のパークゴルフ場「ロー
ズパーク」において、市内在住の身体障がい者の方向けのパーク
ゴルフ大会を継続開催しています。３〜４名に分かれた各グルー
プにクラブ会員が付き添い、プレーのお手伝いやスコア記入等を
行い、参加者の皆様にプレーを楽しんでいただいています。
　このような活動を通じて社会奉仕と、そして楽しい活動を継続
していけるよう、メンバー全員で一意専心させていただきます。

　三笠ライオンズクラブでは毎年の事業として、秋の交通安全運
動期間中の啓発活動を継続して行っている。市内中心部を通る交
通量の多い主要道の街頭に立ち、交通安全旗で道行くドライバー
へ安全運転を促している。
　新型コロナの収束も見通せず、まだ様々な制限や自粛が続く中
ではあるが、今後もライオンズクラブとしてできる奉仕活動に、
可能な限り継続して取り組んでいく。

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（2021.5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/49名（2021.5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/34名（2021.5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/50名（2021.5末現在）

ライオンズデー交通安全啓蒙活動 交通安全運動旗の波作戦と
コロナ禍でのアクティビティの模索

岩見沢の歴史ある学舎跡地に
桜の植樹を毎年実施！

青少年健全育成基金チャリティゴルフ大会
今年も開催予定！

　今年のライオンズデー（交通安全啓蒙）は、コロナ禍の中での最
大のアクティビティである。青少年健全育成のためのチャリティ
ビールパーティが中止となり、同時期に行うのはこの交通安全旗
の波作戦のみとなった。
　月形町は国道275号線が通っているため交通量がかなり多く、
交通事故死０が持続できるよう、運転手、また歩行者に向けても
発信し続けていきたいと活動を続けている。

　コロナ禍の中の今、実施予定のアクティビティは、９月の街中
清掃と交通安全運動旗の波作戦への参加、10月のライオンズデー
交通安全旗の波作戦の実施です。
　今後の情勢が不透明で、従来行ってきたアクティビティが中止
せざるを得ない中で、どれだけのことをできるのか予想がつきま
せんが、感染リスクを最小限に抑えつつ、多くの方々に喜んでも
らえるアクティビティができればと思い、現在模索中であります。

　1886（明治19）年、岩見沢市の東町に教育施設として入徳学舎
が設立されました。現在、その跡地は「入徳公園」として多くの子
どもたちに利用されています。
　当クラブはその公園内に、様々な種類の桜を毎年数本ですが植
樹し、メンテナンスを実施しております。本年はコロナ禍の中で
の植樹のため、最小限の人数で行いました。
　将来は、岩見沢の花見の名所になることを願っております。

　当クラブは毎年、エムズゴルフクラブにて、青少年健全育成基
金チャリティゴルフ大会を開催しております。例年は７月に実施
していますが、今年度はコロナ禍のため９月21日に開催予定。益
金は岩見沢市青少年健全育成基金へ贈らせていただいています。
　依然としてコロナの影響は大きいですが、感染対策を徹底した
感染リスクの少ない屋外で、お世話になっている方々とプレイを
楽しみながら交流・親睦を深めます。

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 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　　
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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/5名（2021.5末現在）

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（2021.5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（2021.5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（2021.5末現在）

ゆうばり夏まつり ゴミ拾い・花見例会

献血協力された方へ卵１パック贈呈！ 献血推進事業

　毎年７月に開催している「ゆうばり夏まつり」は、観客と踊り手
が約2,000人参集して盛り上がり、楽しんでいるイベントです。
夕張中央ライオンズクラブはこの祭りに協賛・参加しており、今
後も地元の発展のために努力をしてまいります。
　今は新型コロナウイルスの影響で中止されていますが、早く収
束して再開されることを願っています。

　長沼ライオンズクラブでは、毎年桜の咲く頃、長沼町の街はず
れから、ながぬま温泉までのゴミ拾いをします。ゴミ拾いの後は、
ながぬま温泉の横にある物産館の２階（ジンギスカンコーナー）
で、ビールを飲みジンギスカンを食べて花見をします。
　今年も５月13日に約３キロのゴミ拾いをしました。コロナ禍の
ため、今年はお花見ジンギスカンはできませんでした。早くコロ
ナが収束し、楽しい花見例会ができることを願っています。

　南幌ライオンズクラブでは、毎年10月下旬、北海道赤十字血液
センターの移動献血車来町に合わせ、献血推進事業の一環として、
献血協力された方へ卵１パックを贈呈しています。
　昨年は南幌ライオンズクラブ員と南幌町赤十字奉仕団員の方
で、一緒に移動献血車前で献血を呼びかけました。
　献血実績は町内４か所で45人、18,000mlの献血協力をいただ
きました。

　年３回献血車ひまわり号が来町するのにあわせて、由仁ライオ
ンズクラブでは町民の皆さんに献血の呼びかけを行い、ささやか
なお礼品を用意しています。
　この献血推進事業は45年間続いていて、2019年１月に北海道
知事より「北海道社会貢献賞」をいただきました。クラブメンバー
の中には献血30回を達成した強者もいます。

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 ４Rリジョンｰ２Zゾーン

夕張中央ライオンズ
クラブ　　 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

30 ライオンズクラブ国際協会331-A地区広報誌　ECHO No.556



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（2021.5末現在）

「メープル小学校」へ図書増冊支援

　10月23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。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。ともにメープルの名前を持つことから
支援を始める。
　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を続けて
いく。

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　　

代表取締役　南 部 谷 　 靖

本　　社／〒079-0181 岩見沢市岡山町129-26 TEL（0126）25-2629
札幌支店／〒002-0857 札幌市北区屯田７条８丁目4-25 TEL（011）774-3381

株式会社  サン研ライフサービス

■ビルメンテナンス業務
■ハウスクリーニング業務
■ビルメンテナンス業人材派遣業務　派01-300969

（岩見沢はまなすライオンズクラブ所属）

代表取締役　南 部  博 明
〒068-0808 北海道岩見沢市南町 8 条 2 丁目 1 番 26 号
ＴＥＬ： 0126-23-1089／ＦＡＸ： 0126-24-2757

〒068-2106 北海道三笠市美園町 70 番地 1
ＴＥＬ： 01267-2-5887／ＦＡＸ： 01267-2-5857

株式会社南部電設工業

電気設備工事一筋 民間工事から公共事業までを手掛ける会社です。

住宅・ビル・マンション・企業・公共施設等の電気設備のことならお任せください

本　　社 三笠支店

（岩見沢はまなすライオンズクラブ所属）

代表取締役　成田 祐樹
株式会社 ルーメン

岩見沢本社
〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町 129-26
TEL.0126-35-5505 ／ FAX.0126-35-5429

・複合機を活用することは業務の効率化・合理
　化によりオフィス業務に高い生産性をもたら
　します。

・ご利用状況により、リース料金だけではなく、
　カウンター料金などを含めたトータルコスト
　で考えれば毎月の経費削減は可能です。

弊社は事務機器（複合機・パソコン・
事務用品等）販売・リースのほか、
デイサービスの運営、ライブ配信事
業（17live 公認事務所）を行ってお
ります。

複合機のほかにも、電話機、ネット回線、
セキュリティ機器などオフィスのインフラ周り
をトータルでサポートいたします。
「オフィスに必要な機器を一括して任せたい！」
「IT 担当者がいないのでいろいろ相談したい」
などのニーズを叶えます。

（岩見沢はまなすライオンズクラブ所属）

31



32 ライオンズクラブ国際協会331-A地区広報誌　ECHO No.556



33



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/46名（2021.5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/26名（2021.5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（2021.5末現在）

今年こそ開催！
芦別ライオンズ杯タグラグビー大会

滝川ライオンズクラブ旗争奪
秋季中空知野球大会

幹線用水路草刈り作業

　2019年に日本で開催されたラグビーワールドカップを通じて
人気となった、小学生タグラグビー！　その年に当クラブが協賛
として携わった「タグラグビーフェスティバル」を、昨年は「芦別
ライオンズ杯」として主催するはずでしたが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止対策のため断念しました。今年は自国開催のオリ
ンピックで、競技種目に男女７人制ラグビーがありますので、ぜ
ひ開催して子どもたちが元気に走り回る姿を見たいものです！

　滝川ライオンズクラブは、青少年健全育成事業を長きにわたり
継続し、地域に育つ子どもたちを応援し見守っています。
　中空知野球大会は、第１回開催の1978年から、今回で第44回
を迎える歴史のある大会です。現在コロナ禍で練習も自粛し、な
かなかできない状況ですが、昨年は単独・混合で６チームが参加
して開催されました。これからも子どもたちがグラウンドで熱い
戦いを繰り広げてくれる大会でありたいです。

　毎年春に満開の桜で市民を楽しませてくれているアジサイロー
ド（幹線用水路）ですが、夏を迎え周囲の雑草がかなり伸びてきま
した。そこで今年も当クラブがアジサイロードの景観を良くする
ため、草刈りを実施いたします。
　新型コロナウイルスの影響でイベントの中止が相次いでおりま
すが、会員一同、汗を流し市民の憩いの景観を守りたいと思いま
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（2021.5末現在）

滝川・江部乙合併50年
〜コロナ共生社会で新たな一歩を〜

　滝川・江部乙合併50年の節目の年にあたり、地元のとれたての
農産物や焼きたてパンを販売する“えべおつスマイルマルシェ”開
催のほか、地域清掃活動などの奉仕活動に取り組んでいます。
　地域の皆さまに笑顔で過ごしていただくため、クラブメンバー
の知恵と行動力でこの難局を乗り越え、新たな生活スタイルに対
応した一歩を刻んでまいります。

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/17名（2021.5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/30名（2021.5末現在）

交通安全アクティビティ「パトライト」

“カヌー体験学習”実施

　10月は交通事故が多発する時期。新十津川ライオンズクラブは
例年、この期間に「パトライト」を交通安全アクティビティとして
実施しています。警察関係者の協力を賜り、午後６時から30分程
度、パトカーの赤色灯を点して交通安全を訴えるものです。昨年
度も同様に行い、多くのドライバーに交通安全を働きかけました。
　コロナ禍ですが、ライオンズクラブとしてどんなアクティビ
ティができるか、今後も全会員で考えてまいります。

　全国２位の利用者数の「滝川市B&G海洋センター」にカヌーを贈
呈！
　特別支援学級の生徒たちに、日頃体験することが少ないカヌー、
ローボート、水上バイクに乗って水辺の活動に親しみ、“安全に
楽しく遊ぶ方法を知ってもらう”活動。コロナの影響で昨年は開
催できず残念。子どもたちの笑顔が溢れる滝川中央ライオンズク
ラブの恒例行事だ。

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　
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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/35名（2021.5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/34名（2021.5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（2021.5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（2021.5末現在）

24時間テレビ募金応援隊

献血活動

障がい者支援事業
「みんなの笑顔が一番」

薬物乱用防止キャンペーン

　当クラブは毎年８月放送の『24時間テレビ「愛は地球を救う」』に
協賛し、当日は模擬店を出店して、焼き鳥やフランクフルト、飲
み物等を販売。販売収益と来場者からの募金を、後日STVへ送金
している。昨年は残念ながら、模擬店の出店は中止したが、当ク
ラブの全会員から募金を集めて送金した。
　今年は感染拡大状況を踏まえ、どのような方法がベストである
か検討中（写真は2019年のもの）。

　砂川ライオンズクラブでは、毎年の恒例事業として献血活動を
年２回実施しております。今年は５月に１回と、９月に実施を予
定。毎回のようにご協力してくださる方、初めて参加する方に心
より感謝しております。
　毎回30〜 40人で12,000〜 15,000ccの献血をしていただいて
いますが、近年の新型コロナウイルス感染症の影響で、参加者が
減少しております。

　当クラブは長年にわたって障がい者支援事業を行っており、
ボーリング大会・焼肉交流大会や、当クラブが出店するラーメン
イベントなど、皆さんに楽しんでいただけるような支援事業に積
極的に取り組んでおります（ラーメンは毎年大好評なんです）。
　昨年は新型コロナウイルス感染防止のため、残念ながら中止と
なりましたが、今年こそはまた皆さんの笑顔に会えるように実施
したいと思います。

　今期もよろしくお願いします。
　当クラブでは、薬物使用の危険性を伝えるために、2009年よ
り毎年10月のライオンズデーに合わせて、「薬物乱用防止キャン
ペーン」の活動を行っております。
　今年も町内の奈井江小学校・奈井江中学校・奈井江商業高校に
登校する児童・生徒に、管内の警察署の協力を得て薬物乱用防止
の啓蒙チラシを配布する予定です。

331A地区内クラブ紹介　第5リジョン

５Rリジョンｰ２Zゾーン

５Rリジョンｰ２Zゾーン

５Rリジョンｰ３Zゾーン

５Rリジョンｰ２Zゾーン

そらちライオンズ
クラブ　

砂川ライオンズ
クラブ　

深川ライオンズ
クラブ　

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（2021.5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/20名（2021.5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（2021.5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（2021.5末現在）

グリーンルーラル21
プランター設置事業

薬物乱用防止教室

子どもたちに懐かしいポン菓子を
プレゼント

青少年スポーツ大会実施！

　６月３日（木）、グリーンルーラル21プランター設置事業アク
ティビティを行いました。例年行っているアクティビティですが、
当日は天候にも恵まれ、参加した会員が汗を流しました。町内に
置かれたプランターが、地域住民の癒やしの一助になればと願っ
ています。
　昨今のコロナ禍により状況が変わっていますので、今後の活動
は状況等を鑑みながら行います。

　雨竜町の中学２年生と小学５年生を対象に、危険ドラッグ使用
防止への理解を深めてもらうため、深川警察署生活安全課にも協
力してもらい毎年開催している。
　この教室ではDVDを視聴後、クラブメンバーが講師となり、薬
物がもたらす心身への影響、依存症、疾病との関連等について説
明をする。
　今年も10月に開催を予定している。

　町外から多くの家族連れが屋内遊戯施設「ちっくる」に来られ
る。今回は来場者の前で、今では懐かしい「ポン菓子」作りを実演
し、配布をした。突然の大きな爆発音と白煙にびっくりし、また
初めて食べる若い家族がほとんどだった。
　早くコロナ禍が過ぎ、以前のような生活と、ライオンズ活動が
できるようになってほしいものです。

　例年実施しております「北竜ライオンズクラブ杯小学生バレー
ボール大会」が、本年も10月に開催予定です。
　北空知管内の小学生バレーボールクラブ６チームから７チーム
が出場登録。100人以上の小学生が一堂に集まり、白熱した試合
が展開され、応援団も一体となって素晴らしい大会となります。
　これからも青少年育成のため、継続できればと思っております。

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

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　

北竜ライオンズ
クラブ　
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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（2021.5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/38名（2021.5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（2021.5末現在）

子どもたち支援・学校消毒作業

青少年育成事業
薬物乱用防止教室開催

トリアージ奉仕

　昨年度の基本方針である「子どもたち支援」を実施するため、
2020年８月６日に当クラブメンバー 12名で、当別中学校の消毒
清掃作業に取り組みました。教室の消毒清掃や、コロナ禍で活動
を制限されている生徒の活動スペースを確保するために、不要に
なった備品やグランドピアノの移動などを行いました。
　新年度は「紡ぐ絆で支え合い、未来へつなぐ」のスローガンのも
と、青少年の健全育成等の社会奉仕活動に邁進してまいります。

　江別市内の小学校６年生を対象にした薬物乱用防止教室を、青
少年育成事業の一環として毎年開催しています。
　「公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター」の認定を受け
たクラブ会員が講師になり、違法薬物乱用の恐ろしさ、その結果
のとても悲惨なことなどを分かりやすく伝えています。今年も、
例年通り市内の３つの小学校で開催予定です。

　トリアージとは命（患者）の選別のこと。緊急事態に際して救え
る命を優先し選別する言葉だ。このご時世、医療の分野に限らず、
できることから速やかに行動せよともとれる言葉だ。
　会議やイベント等が中止される中、我々に今できる、さらなる
奉仕（アップサーブ）は何かを考えて、街路のクリーン大作戦を行っ
た。久しぶりに汗を流して綺麗になった街並みを前に、改めて連
帯感を再確認し、心身ともにリフレッシュできた一日となった。

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/25名（2021.5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/59名（2021.5末現在）

コロナ禍の経済的困窮家庭支援 食育事業

　地区キャビネットの「子ども食堂＆寺子屋アクティビティ及び
フードドライブ」アクティビティへの賛同と協力の呼びかけに際
し、当クラブも江別市社会福祉協議会に地域の経済的困窮家庭の
実態をお聞きした。コロナの影響の直撃を受け、経済的に切迫し
た家庭からの相談が急増、今日の食事にもありつけない状況があ
ることを知った。クラブで話し合い、4月22日に同協議会へお米
券3万円分を寄付した。継続的支援を検討したい。

　毎年行っている食育事業ですが、昨年はコロナ禍で通常通りに
はできず、メンバーが収穫したニンジンと、佐伯会長からのメッ
セージDVDを市内の学童保育に届けました。児童に園庭まで出て
もらい、ニンジンを洗う作業を楽しんでいただき、とても喜ばれ
ました。
　今年はコロナが終息すると良いですが、コロナ禍でも行えるよ
うに工夫をし、食育事業を実施したいと思います。

６Rリジョンｰ１Zゾーン ６Rリジョンｰ２Zゾーン江別グリーンライオンズ
クラブ　　 千歳ライオンズ

クラブ　　

代表社員　深貝　亨
札幌事務所　北海道札幌市東区北30条東１丁目２番３号　たばねビル
東京事務所　東京都千代田区内神田３丁目13番４号　東陽ビル５階

わたしたちＰ・Ｒ・Ｏ行政書士法人は、
豊富な実績とノウハウで、お客様のご相談に親身になって

お手伝いをさせていただきます。

◆ 自 動 車 関 係 手 続 の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ◆
自動車登録・許認可のエキスパートとしてお客様をサポートします。
行政書士事務所として全国最大級。迅速な対応を行っております。
企業クライアントから、きめ細やかな対応に高評価をいただいております。

関東以北最大級の行政書士事務所です。
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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/26名（2021.5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/30名（2021.5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/86名（2021.5末現在）

10・8ライオンズ奉仕デー

少年野球大会開催（予定）！恵庭ライオンズクラブ旗争奪
少年野球大会開催！

　10月8日のライオンズデーに、第6R第2Zは所属の4クラブ合同
の交通安全街頭啓発を実施しています。千歳中央ライオンズクラ
ブの場所は道道支笏湖公園線付近で、交通安全を願いタスキを掛
け、交通安全旗を振り、ドライバーに呼びかけを行っています。
　交通安全街頭啓発後は、当クラブ会員自らの手で植樹した、桜
並木（2,100メートル・106本）の下のゴミ拾いを実施しています。

　ライオンズクラブ旗争奪少年野球大会は、緊急事態宣言により
中止が検討されましたが、開催方法を工夫し、7月か8月に2年ぶ
りに行われることになりそうです。この大会は青少年の健全育成
と、少年野球クラブを支援することを目的として行われ、40年以
上の歴史があります。
　コロナ禍で窮屈な日常を強いられている子どもたちには、元気
なプレーを期待します。

　この野球大会は青少年健全育成の一環として、毎年開催してい
るものです。昨年はコロナ禍のため、例年より参加チームが減少
しましたが、恵庭市内の6チーム及び近隣市町村のチーム、計11
チームが参加して開催されました。
　この大会の特徴は、公式試合に出場する機会の少ない、小学校
4年生以下の選手に限っての大会であることで、恵庭野球少年団
の協力を得て実施している事業です。

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

株式会社ユウ塗装
代表　工藤祐也

（札幌中島ライオンズクラブ所属）

FreeDial.0120-198-590
〒001-0915 北海道札幌市北区新琴似町 555-35

FAX.011-792-0778

1 0 年 先 を 考 え た 塗 装 。
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株式会社 丸佳建設
一級建築士事務所

代表取締役社長 津村　進
〒004-0815
北海道札幌市清田区美しが丘５条９丁目1-10 ☎011-889-2660

（札幌中島ライオンズクラブ所属）
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国際協会重点項目　　　　　　https://2021-2022.lc331-a.jp/focus.html

会員動向リジョン別会員数（期首：2021 年 7 月 1 日現在）

MJF一覧表（2021 年 5 月・2021 年 6 月分）

糖尿病 視力保護 食料支援 小児がん 環境保全

Diabetes Vision Hunger Childhood
Cancer

Environment

R Z数 クラブ数
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 13 506 86 232 59 274 27
2 2 15 538 93 288 55 250 38
3 2 9 287 34 163 24 124 10
4 2 12 354 44 243 23 111 21
5 3 14 406 58 177 37 105 21 124 0
6 2 8 346 41 143 14 203 27
計 13 71 2,437 356 1,246 212 1,067 144 124 0

名前 所属クラブ 回数 口数

５月

L白川　　姿 札幌フロンティア LC 4回目 1口
L鶴嶋　浩二 札幌中島 LC 119回目 120回目 2口
L米地　　理 札幌中島 LC 21回目 1口
L小野寺眞悟 札幌北の杜 LC 301回目 314回目 14口
L美田　法賢 札幌パイオニア LC 73回目 74回目 2口
L高野　倫行 札幌グリーン LC 88回目 92回目 5口
L岩渕　佳紀 札幌スノートピア LC 5回目 1口
L月居　吉彦 札幌スノートピア LC 9回目 1口
L渡辺　　修 美唄 LC 54回目 1口

28口

６月

L鶴嶋　浩二 札幌中島 LC 121回目 122回目 2口
L秋庭　一富 札幌エルム LC 100回目 1口
L小野寺眞悟 札幌北の杜 LC 315回目 328回目 14口
L美田　法賢 札幌パイオニア LC 75回目 76回目 2口
L尾﨑　敏文 札幌新星 LC 1回目 1口
L渡辺　　修 美唄 LC 55回目 1口
L相模　昭子 江別 LC 1回目 1口

22口

2020− 2021ＭＪＦ　　総口数　358口

各種情報

ご 意 見・お 問 い 合 わ せ

ライオンズクラブ国際協会331-A 地区
地区M・C委員会
E-mail ／ ec-info@echo331.com
◀ご意見・お問い合わせはこちらのQRから

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

▲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。
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さくらリゾートホテル石垣

さくらリゾートホテル石垣

青い空と海、南国の風が包む石垣島。

日本最南端の美しく雄大な自然の中で、

くつろぎの時を過ごしませんか。

全室オーシャンビュー

リゾートテイストのゆったりスペースで心地よい時間をお過ごしいただけます。

お申込み・お問合せ

〒907-0024 沖縄県石垣市字新川冨崎1585番地218

TEL：0980-87-6015　FAX：0980-87-6018
https://www.sakura-resort.jp/

【アクセス】
◎「南ぬ島 石垣空港」から車で約25分

◎「空港」からバスで約１時間
　系統４または10のバスに乗り
　「バスターミナル（終点）」で
　「川平リゾート線」へ乗り換え、
　「フサキリゾートヴィレッジ」下車。徒歩２分

◎石垣港「離島ターミナル」から車で約10分

◎石垣市中心部から車で約10分

平久保崎

玉取崎

米原ビーチ

ヤエヤマヤシ群落

川平湾御神崎灯台

観音崎

石垣市

竹冨島

石垣港

石垣島 南ぬ島 石垣空港

株式会社海幸マネジメントオフィス　代表取締役 鶴 嶋 浩 二 （地区ガバナー　札幌中島ライオンズクラブ所属）

さくらリゾートホテル石垣
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