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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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私たちは、
北海道盲導犬協会を応援しています。
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331A地区内

クラブ紹介
１R ｰ１Z
リジョン

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。

1

ゾーン

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（2021.8末現在）

第１リジョン

Region

札幌 ライオンズ
クラブ

クラブ発足65周年記念アクティビティ
として全会員がMJFに寄付

1

第１ゾーン

Zone

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

2

第2ゾーン

Zone

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
１Ｒ～３Ｒ

１R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌しらかば ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

12

私どもは道内最古のライオンズクラブとして発足し、65周年の
節目となる本年、全24会員によるMJF
（メルビン・ジョーンズ・フェ
ローシップ）
への各員1,000ドルの一斉寄付をいたしました。
コロナ禍で安心・安全な奉仕活動を模索する中、LCIFコーディ
ネーターをはじめとする中心メンバーの発議により全会員が一致
賛同し実現したものであり、周年記念アクティビティに相応しい
栄誉となりました。

１R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌白石 ライオンズ
クラブ
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/39名（2021.8末現在）

NPO法人フードバンク イコロさっぽろ
支援アクティビティ

薬物乱用防止教室の取り組み

フードバンクイコロさっぽろでは、まだ食べられるにもかかわ
らず廃棄されてしまう食品を譲り受け、社会福祉施設やひとり親
世帯、こども食堂、困窮世帯へと渡す活動を行っています。
コロナ禍による休校や休業・解雇などの理由で食事に困ってい
る世帯の子どもたちを支援すべく、2020年6月、当クラブからも
イコロさっぽろ様へ支援金とインスタントラーメン1,160食を寄
贈しました。

長年続いている薬物乱用防止教室の依頼が、白石・厚別区の
小中学校より寄せられています。今年度は9・10・11月に各1校、
12月に7校、2月に1校と、計11回の教室を開催いたします。
薬物乱用については、学校の先生方にも参考になると好評をい
ただいており、子どもたちの将来に、少しでも貢献できれば素晴
らしいことだと思います。コロナ禍であり、感染防止を第一に、
13名の講師全員で取り組んでおります。

ライオンズクラブ国際協会331-A地区広報誌
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１R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌創成 ライオンズ
クラブ

１R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

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（2021.8末現在）

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（2021.8末現在）

コロナ禍のアクティビティ
「ウィ・サーブ」

当クラブは今年度でチャーターナイト30周年を迎え、何か記念
になるアクティビティをと企画しています。
継続アクティビティでは献血・植樹等は計画どおりできていま
すが、青少年育成はコロナ禍で子どもたちの活動の場が少なく、
触れ合う機会もない状態で、少年野球チーム、スノーホッケー大
会等へも協賛金だけの参加になっています。現在参加できて、
「あ
りがとう」
と思えるアクティビティを模索中です。

１R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌コスミックシニア ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

「薬物乱用防止教室」新規開催
札幌市立平和通小学校

今年度、白石区の平和通小学校へ転勤になった教頭先生より、
「薬
物乱用防止教室」
開催のご依頼をいただきました。
7月20日の開催当日は、密を避け体育館にて実施。吉崎会長が
講師になり、質問形式のDVDを見ながら進めていきました。6年
生62名の児童が、真剣に見て聞いて、たくさん質問もしてくれま
した。転勤された先生からの依頼は、
「薬物乱用防止教室」の拡大
にとって大きな意味を持つと思います。

サッポロシニア ライオンズ
クラブ

ルスツ・シニア農園にて収穫作業を予定

当クラブは
「食」と
「薬物乱用防止啓蒙」をポイントに活動を行っ
ています。メンバーとその家族で5月にシニア農園に植付た作物
の収穫を、9月4日のとうきびを皮切りにジャガイモ・カボチャ等、
10月中旬まで行う予定です。植付同様、今回も札幌育児園の皆様
と一緒に収穫祭を楽しむことができず残念です。
収穫した作物は、従来通り交流のある施設等に寄付させていた
だきます。活動に興味のある方は当クラブまでご連絡ください。

１R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌赤レンガ ライオンズ
クラブ
住

所/〒060-0032
札幌市中央区北2条東10丁目
ササキビル2F
TEL011-223-5880
FAX011-223-5881
結 成/2004.2.24
在籍数/32名（2021.8末現在）

献血協力のお願い
呼びかけアクティビティ実施

今年のアクティビティは会長方針で献血に注力を注ぐこととな
り、9月5日に札幌市白石区東札幌にあるイオン東札幌店にて、献
血協力お願いの呼びかけアクティビティを実施してきました。
朝9時より12時までの午前中で約40名、午後は13時30分より
16時30分までで、65名が献血に訪れました。協力お願いの呼び
かけの効果は確実にあったと思います。ご協力いただきました皆
様、感謝申し上げます。
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１R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

第1リジョン

札幌中央 ライオンズ
クラブ

１R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

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（2021.8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
FAX011-211-3789
結 成/1958.10.20
在籍数/20名（2021.8末現在）

北灯りLEDイルミネーション

青少年スポーツ大会関連事業

当クラブとしては初の試みとなるアクティビティ
「北灯りLED
イルミネーション」の実施を検討しています。札幌市内の児童養
護施設を対象とし、玄関先や庭をイルミネーションで飾り、たく
さんの子どもたちに喜んでもらおうというアクティビティです。
開催時期等詳細につきましては、これからクラブで話し合い、
準備を進めて行くところです
（写真は当クラブ岡本会長が会社で
実施している北灯りLEDイルミネーションのものです）
。

当クラブは未来を担う青少年の育成に力を入れています。
前号で掲載させていただいた少年野球の他に、スピードスケー
ト大会に協賛しています。毎年1月に真駒内スケート場において、
気温マイナス10度の中、熱いレースが行われます。この寒さの中
で自らに打ち勝つ体力・精神力を養い、将来は日本・世界で活躍
できる人材となって、ここで築いた友情、そして恩師や両親に感
謝できる人物に育ってほしいと願っています。

１R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

札幌清田 ライオンズ
クラブ
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/82名（2021.8末現在）

今後のアクティビティについて

当クラブは青少年育成の活動に力を入れている。小学校の体験
学習授業での米づくり、札幌清田区少年消防クラブ協議会への助
成、軟式野球大会の主催など、多くに携わっている。一方で地域
の関係者の方々とも
「清田ふれあい区民まつり」でのライオンズ区
内学生コンサートや、交通安全街頭啓発などを実施。コロナ禍の
今、下半期に向けては今年度の重点目標の一つ
『地域の状況と現
状に対応した奉仕活動』
として食糧支援などを進めていきたい。
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クラブ
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１R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

札幌中島 ライオンズ
クラブ
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/84名（2021.8末現在）

北海道FIDバスケットボール研修大会
開催協力

当クラブは継続アクティビティとして、北海道FIDバスケット
ボール研修大会への参画をしています。
内容としては資金援助、大会旗、商品のトロフィー、メダル等
の提供をしており、毎年多数のメンバーが研修大会に出席し見学、
開会の挨拶や表彰状・商品の授与をしています。
また見学中には、北海道FIDバスケットボール連盟の役員の方々
と、近況や情報交換等をしております。

１R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

札幌あさひ ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

児童デイサービス「あじさい」
クリスマス会支援

当クラブは今回、特定非営利活動法人
「あじさいサポートネッ
ト」の児童デイサービス
（児童発達支援・放課後等デイサービス）
施設へ、初めてのアクティビティ活動を実施する予定です。
「あじさい」の利用対象者は未就学児・小学生のため、12月20
日
（月）
、24日
（金）
に行われるクリスマス会を支援することになり
ました。少人数でのライオンの参加、また、プレゼントも用意し
たいと思います。

１R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

札幌アスリート ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

アクティビティの中止

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響により、今期も奉
仕活動ができない無念さはありつつも、今はクラブ会員の安全を
守ることに専念しております。
私たちのクラブは、青少年健全育成に力を注ぐ活動方針である
ため、青少年の活動が思うようにできていないことが、何よりも
残念でなりません。早く子どもたちの明るい笑顔を見られる日が
来ることを楽しみにしております！
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クラブ紹介

2

２R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

第2リジョン

札幌エルム ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

Region

1

第１ゾーン

Zone

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

献血薬害防止委員会アクティビティ

2

第2ゾーン

Zone

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

2021年8月1日
（日）
、札幌市円山球場の会議室において、札幌
創成高校の硬式野球部員約30名を対象として、
「アンチ・ドーピ
ング」
についての講習会を実施いたしました。
講師には、なんたる整形外科の院長で、スポーツドクターであ
る塩崎彰先生をお招きして約1時間お話をいただき、受講された
部員の皆さんは、水分補給の際の糖分と塩分の摂取方法等を熱心
に聞いていました。

２R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌もいわ ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

札幌もいわライオンズクラブ杯
ボウリング大会

さわやかなスポーツの秋、当クラブでは毎年11月に
「札幌もい
わライオンズクラブ杯ボウリング大会」を開催しています。知的
障がい者施設利用者の皆さんとメンバーがチームを組み、競い合
いながら交流を深める活動です。前身の合同レクリエーション大
会
「青空にはばたけ」は1974年にスタートで、長い歴史のある継
続事業です。残念ながら、昨年に続き今年も中止となりましたが、
一日も早くコロナが収束し、再開できるよう願っています。
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２R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌まるやま ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

サッポロさとらんどへ
椅子及びテーブル寄贈を計画

当クラブは今期、札幌市東区の
「サッポロさとらんど」の交流館
内への、木製椅子及びテーブルの寄贈を計画中です。
また新たに、学童保育・子ども食堂を運営する学生NPO法人と
の間で、協同して子どもたちの豊かな成長を支援する取り組みと
その可能性について、協議・検討を開始しました。学生たちのエ
ネルギーと私たちの経験を組み合わせた、新しいアクティビティ
を実現したいと考えています。

２R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌大通 ライオンズ
クラブ

２R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

住

所/〒005-0037
札幌市南区南37条西11丁目7-10-407
加藤方
TEL011-211-0428
FAX011-211-0429
結 成/1994.2.21
在籍数/18名（2021.8末現在）

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（2021.8末現在）

札幌大通ライオンズクラブの
アクティビティ

当クラブでは11月に、アクティビティを行うための事業資金獲
得を目的とした、
フリーマーケット例会を開催します。健康・お酒・
趣味・防災をテーマに各ライオンより出品をいただき、メンバー
間で競りを行って資金を獲得する例会です。
また、雪まつり期間中には若者の国際交流の機会づくりを目的
として、世界各国から来ている北海道大学の留学生と高校生、メ
ンバーで力を合わせて市民雪像づくりを行っています。

２R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌すすきの ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

札幌南 ライオンズ
クラブ

札幌市南区少年軟式野球支援

7月24日、当クラブが協賛する
「南区少年軟式野球予選大会兼
第3回札幌南ライオンズクラブ杯争奪第44回札幌選手権南区予選
大会」が、万全の感染予防対策のもと開催されました。コロナ禍
により家に引きこもることが多くなっている野球少年少女たちの
元気な姿を見ることができ、感慨深いものがありました。11月3
日には、当クラブ杯のチーム対抗マラソン大会も計画中。子ども
たちの笑顔のためにも、コロナ禍の早期の収束を願っています。

２R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌北の杜 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

札幌市長旗少年少女柔道交歓大会主催！

収穫の秋

青少年健全育成を図り、地域スポーツの交流を深める事業とし
て、当クラブが2009年の第28回大会から主催し、開催しており
ます
「札幌市長旗少年少女柔道交歓大会」
。
昨年はコロナ禍のため開催が見送られましたが、今年は11月
28日
（日）
に北海きたえーる武道場にて開催予定です。コロナの感
染状況を鑑みながらにはなりますが、子どもたちの元気な姿を見
られることを願っております。

札幌北の杜ライオンズクラブの秋は、10月末に外の空気に触れ
ながらのリンゴ収穫体験、11月上旬にはコロナ禍で献血協力者が
減少している中での献血呼びかけ、さらに毎年開催している石狩
市立双葉小学校での薬物乱用防止教室と、3つのアクティビティ
が控えています。
コロナ禍だからこそできることを考え、充実したアクティビ
ティにしたいと思います。
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２R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

第2リジョン

札幌アカシヤ ライオンズ
クラブ

２R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

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（2021.8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/1960.12.15
在籍数/42名（2021.8末現在）

令和3年度全国盲学校弁論大会
北海道地区予選大会

北海道札幌視覚支援学校が主管する、全国盲学校弁論大会北海
道地区予選大会に際し、当クラブが審査委嘱を受けた。7月14日
のクラブ理事会終了後、7月7日に開催された大会のVTRを理事メ
ンバーにて視聴し審査を行った。本件は継続アクティビティとし
て、例年こちらから会場に出向き審査を行っていたものだが、今
年はコロナ禍により形態を変え、上記の様に実施された。我々も
新鮮な気持ちで、一層の緊張感を持ちながら参加いたしました。

２R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

札幌時計台 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

20

札幌クラーク ライオンズ
クラブ

札幌肢体不自由児者父母の会との
交歓の集い

例年であれば、1990年から毎年秋に実施しております
「NPO法
人札幌肢体不自由児者父母の会交歓の集い」の時期ですが、長引
く新型コロナウイルス蔓延のため、2年連続で開催できません。
当クラブとしては一刻も早いコロナ終息を願いつつ、
「父母の
会」の皆様のお役に立てるよう代替案を検討中です
（写真は昨年の
代替活動、必要物資の提供の様子）
。

２R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

札幌パイオニア ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

当クラブの各種支援アクティビティ

チャリティボウリング大会

当クラブは2020年8月26日に、障がい者支援アクティビティ
として、障がい者支援施設・朝里ファミリアにて夏祭りのお手伝
いと食材の支援を行いました。また児童養護施設・柏葉荘への支
援として、9月26日に円山動物園への引率を実施。メンバー 17
名とその夫人1名、一般参加者7名の計25名が参加しました。同
施設には12月24日にも、クリスマスプレゼントとしてイチゴ、
シャインマスカット、リンゴなどの果物を贈りました。

昨年度はコロナ禍で実施できなかったチャリティボウリング大
会だが、今年度は11月に実施予定である。収益金はLCIFに寄付
する予定で、会員のみならず非会員の方にも広く参加を募り、我々
の活動を知ってもらう機会にもなるアクティビティである。
今後の情勢次第ではあるが、感染対策への配慮を徹底して取り
組んでいこうと思っている。例年のように多くの子どもたちにも
参加してもらい、楽しいアクティビティにしたい。
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２R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

札幌羊ヶ丘 ライオンズ
クラブ

２R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

住

所/〒064-0804
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-221-3789
結 成/1995.3.16
在籍数/34名（2021.8末現在）

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（2021.8末現在）

ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会とは、
「富士山大好き！百人の会」
が
『富士山
から日本を変える』を合言葉に、ふるさとの山・川・海・湖沼・
街など身近なところから環境アクションを起こそうと、2007年
に全国の市民、学生、企業で働く人に呼びかけしたもの。
実行委員長は福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治氏で、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、
豊平川河川敷周辺の清掃活動を実施している。

２R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

札幌ノース ライオンズ
クラブ
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/16名（2021.8末現在）

札幌グリーン ライオンズ
クラブ

寒地土木研究所構内における
チシマザクラ補植活動

寒地土木研究所にはチシマザクラが数百本植えられており、4
月末の開花時期には構内が開放され、多くの市民が花見を楽しん
でいる。中には病気等で弱って行くものもあり、当クラブでは
結実した木から種を採り、クラブ管理の農園で4年をかけ約60〜
70cmに育てた苗木を補植している。サクラを“地域の宝”にした
い想いを持つ研究所と、“緑を愛し地球環境を大切に”がモットー
の我がクラブ。市民の愉しみを未来に繋げるアクティビティです。

２R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

札幌わかば ライオンズ
クラブ
住

所/〒060-0012
札幌市中央区北12条西16丁目1-23
アルジャンテ桑園A棟102
TEL011-699-6682
FAX011-699-6683
結 成/2004.12.22
在籍数/19名（2021.8末現在）

養護施設支援・七五三記念写真撮影

当クラブの今後の予定について

2年に渡るコロナ禍で、アクティビティ開催は容易ではありま
せん。行事が中止を余儀なくされる中で、1年間を過ごしている
養護施設の子どもたちの思い出作りに、我がクラブは動き出しま
した。子どもたちは七五三の綺麗な衣装を着ての撮影に緊張を隠
せません。そして神社でのお参り。数日後写真をプレゼント！
何年か後、コロナは忘れてもこの思い出を糧に明るい元気な大人
になって、社会に貢献できる人間に育つことを祈念する活動です。

当クラブでは、毎年11月に国際親善アクティビティとしてタイ
へ訪問し、支援物資の贈呈を行っていますが、昨年に引き続き、
今年も実施が困難な状況となっています。
しかしながら、クラブの中枢を担う大きなアクティビティの一
つとなっていることから、今期は中止とせず、延期してでも開催
したい意向です。一日でも早い新型コロナウイルスの収束を切に
願うばかりです。
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3

３R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

第3リジョン

札幌ポプラ ライオンズ
クラブ
住

所/〒064-0804
札幌市中央区南4条西3丁目
北星ビル5F
TEL011-221-0331
FAX011-221-3789
結 成/1962.11.10
在籍数/38名（2021.8末現在）

Region

1

第１ゾーン

Zone

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

献血アクティビティ

2

第2ゾーン

Zone

札幌ライラック・札幌はまなす
札幌西・札幌新星

今期2回目の献血アクティビティを、8月30日にイオン発寒店に
て開催させていただきました。コロナ禍のため、全ての血液型が不
足している状況でしたが、お声をかけると多くの方にご協力をいた
だくことができ、皆さんの温かいお気持ちを感じる時間でした。
普段のアクティビティはまだまだ制限されていますが、できるこ
とに焦点を当て、
「WE SERVE」
の精神で活動いたします。

３R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌リバティ ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

すすきの献血呼びかけアクティビティ

2021年7月30日、旧・すすきの交番前にて30度を超える猛暑
の中、ひたいに汗をかきながらの献血呼びかけ活動となりました。
参加したメンバーも率先して献血車に乗り、献血に協力しました。
コロナ禍で困難な状況ですが、献血は命をつなぐ奉仕活動です。
献血された貴重な血液によって多くの患者さんの命が救われま
す。当クラブの献血推進活動は今年で41年目を迎えますが、今後
も継続して取り組んでいきます。
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３R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌スノートピア ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

千歳市「CGC烏柵舞の森」にて
植林活動

当クラブは毎年、オイスカ北海道支部との共催で、千歳市にあ
る
「CGC烏柵舞の森」
にて植林事業を実施しております。
苗木の植栽はこれまでに20,000本以上になり、より多様性の
ある森にするため、植栽列間に自生したシラカバなどの間引き等
も行っております。
間引きにはノコギリなどを使用し、なかなかの重労働ですが、
紅葉の中で心地よい汗をかきながらの活動となっています。

３R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌東 ライオンズ
クラブ

３R ｰ１Z
リジョン

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/37名（2021.8末現在）

所/〒060-0054
札幌市中央区南4条東4丁目2-1
さくら総合会計ビル内
TEL011-222-2209
FAX011-222-2219
結 成/1998.9.22
在籍数/36名（2021.8末現在）

当クラブのネットマナー教室は2018年よりの継続事業で、イ
ンターネットやSNS利用時に起こりうるトラブルについて、スラ
イド上映による講演、啓発動画の視聴、当クラブ所属弁護士によ
る事例紹介及び復習用のオリジナルテキストの配布を行っていま
す。今後SNS等の利用頻度が増える若年者にとって、
ネットマナー
をわかりやすく学べる内容となっているため、これまでに1,100
名超の児童が受講しています。

札幌トラスト ライオンズ
クラブ
住

住

小・中学校を対象にネットマナー教室
毎年開催！

ゾーン

アネモスの丘・トラスト菜園の
ジャガイモ掘り

8月22日、当クラブは当別のアネモスの丘の一角にあるトラス
ト菜園にて、ジャガイモ掘りのアクティビティを実施しました。
参加意欲が高いメンバーが多く、午前8時ころから現地に集結
しイモ掘り開始。今季はいつになく少雨に悩まされ、生育不順の
ジャガイモが多い。それでもみんなで頑張って選別し、何とか箱
詰めしたジャガイモは16箱
（1箱約10キロ）
。後日、こども食堂、
フードバンクなどにお届けしました。

関東以北最大級の行政書士事務所です。
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。
代表社員

札幌事務所
東京事務所

深貝

亨

北海道札幌市東区北 30 条東１丁目２番３号 たばねビル
東京都千代田区内神田３丁目 13 番４号 東陽ビル５階

◆ 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。
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３R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

第3リジョン

札幌ライラック ライオンズ
クラブ

３R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

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（2021.8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/1964.8.10
在籍数/42名（2021.8末現在）

December Carnivalへの協力

当クラブは学生ボランティアが主催の
「December Carnival」
へ
の協力を行っています。このイベントは小学生を対象とし、雪の
中での遊びを通じて仲間と過ごす楽しさや喜び、大切さを知って
もらい、また世代を越えた交流によって子どもたちの社会性を育
くむ、健全育成を目的とした催しです。当クラブからは数名の会
員が参加してともに遊び、食事等の提供を行っています。子ども
たちと若者たちとクラブ会員がともに過ごす、楽しい一時です。

３R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

札幌西 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）
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札幌はまなす ライオンズ
クラブ

未来に向けて
少年少女スキージャンプ競技を支援

閉幕した東京オリンピック・パラリンピックの記憶も残る中で
すが、続くコロナ禍により本年秋に開催を予定していた
「第40回
札幌はまなすライオンズクラブ杯全国少年少女スキージャンプ大
会」
をやむなく中止としました。
そこでコロナ禍にも負けず、スキージャンプ競技に果敢に挑戦
する少年・少女たちのために、運営団体である札幌ジャンプスポー
ツ少年団の代表者に支援金を贈呈させていただきました。

３R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

札幌新星 ライオンズ
クラブ
住

所/〒064-0807
札幌市中央区南7条西4丁目422-14
札幌74Lビル 505号室
TEL011-521-6767
FAX011-521-6765
結 成/2011.4.12
在籍数/34名（2021.8末現在）

薬物乱用防止教室の開催について

献血アクティビティの継続について

青少年育成の一環として、当クラブは例年、手稲宮丘小学校、
手稲東中学校において薬物乱用防止教室を開催しております。コ
ロナ禍の状況下、昨年は何とか1校開催できましたが、今期は教
室開催予定が立てられない状況です。
過去には最大4校での教室開催実績があります。今後、薬物乱
用防止教室開催の強化を図るべく、今期は認定講師を4名増加さ
せ、来年度以降の追加開催に向け充電中です。

献血は、当クラブの継続アクティビティです。特に移動献血車
への献血協力の呼びかけと、成分献血推進に力を入れております。
このコロナ禍で、献血協力を呼びかけるのがとても難しくなり、
献血をしていただける方が減っております。コロナ禍の今だから
こそ、必要とする方々へ輸血用の血液を届けたいと願います。
少しでも多くの方々に献血協力をいただけるように、今後も続
けたいと考えています。

ライオンズクラブ国際協会331-A地区広報誌
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4

４R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

第4リジョン

岩見沢 ライオンズ
クラブ
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/40名（2021.8末現在）

Region

1

第１ゾーン

Zone

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

アクティビティ（奉仕活動）は
「ふれあい子どもセンター餅つき」

2

第2ゾーン

Zone

夕張中央・長沼・南幌・由仁
岩見沢メープル

美唄
月形
三笠

札幌

岩見沢
南幌
夕張
長沼
由仁

４R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

美唄 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

認証60周年記念事業は、
青少年育成・教育現場への支援！

当クラブは今年認証60周年を迎えます。新型コロナウイルス感
染症の影響が続いているため、記念式典については当クラブメン
バーのみでの開催とし、記念事業に最大限力を注ぐことにいたし
ました。
記念事業としては、青少年育成・教育現場への支援を検討して
います
（写真は2020年6月の各小・中学校への大型扇風機寄贈）
。
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この時期のアクティビティといえば、岩見沢市立ふれあい子ど
もセンターでの餅つきです。奉仕委員会が中心となり、センター
へ赴いて臼と杵を使い餅をつき、子どもたちと楽しみます。
この2年間は残念ながらコロナ禍のため、実施することができ
ていません。今年こそは子どもたちの笑顔に出会えることを願っ
ています。

４R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

三笠 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

コロナ禍で働く方々を支援

当クラブでは、社会福祉に尽力されている方々を支援するため、
日々の活動に欠かせない必需品などの寄贈を毎年行っています。
今年も三笠市社会福祉協議会へ、マスク・フェイスシールド・
アルコール消毒液などの感染防止用品を寄贈させていただきまし
た。長引くコロナ禍において、ライオンズクラブとして
『今何が
できるか！』を模索しながら、引き続き奉仕活動を継続していき
ます。

４R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

月形 ライオンズ
クラブ

４R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

岩見沢中央 ライオンズ
クラブ
住

所/〒068-0024
岩見沢市4条西1丁目2-5
MY岩見沢ビル3F
TEL0126-35-1393
FAX0126-35-1394
結 成/1972.7.20
在籍数/48名（2021.8末現在）

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（2021.8末現在）

ヘアドネーションをした中学生を表彰

チャリティワインパーティ

2020年初頭に発生した新型コロナウイルスの影響により、当
クラブのアクティビティである例会、イベント、近隣クラブとの
親交は、それ以前の6〜 7割減となっています。
そのような中、9月には秋の全国交通安全運動に対するアクティ
ビティがあります。また今年は、
小児がん患者へのヘアドネーショ
ンを自発的に行った中学生への表彰を行いました。
この先、一刻も早いコロナの終息を願わずにはいられません。

青少年健全育成事業のアクティビティとして、5年前にスター
トしたチャリティワインパーティを、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、昨年に引き続き本年も中止せざるを得ないこと
となりました。例年はチャリティの益金で、市内2か所の児童館
に知育玩具の贈呈を行っておりましたが、昨年は事業の中止に伴
い贈呈先を1か所へと変更しました。来年こそコロナ禍が収束し、
事業の実施と贈呈ができることを期待したいものです。

４R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

岩見沢グリーン ライオンズ
クラブ
住

所/〒068-0026
岩見沢市6条西1丁目
豊優ビル2F
TEL0126-25-5565
FAX0126-25-8535
結 成/1986.4.1
在籍数/33名（2021.8末現在）

家族の絆を深める！
クリスマス家族例会実施！

当クラブでは、恒例により12月はクリスマス家族例会を実施し
ております。素晴らしい食事会、余興、ビンゴ大会、子どもさん
向けのゲーム大会等、盛りだくさんの企画で、皆さんお孫さんも
含め、家族との時間を満喫し、楽しんでいただいております。
本年もコロナ禍の中で開催は未定ですが、皆さん楽しみにして
いるアクティビティの一つですので、一日も早くコロナが収束し、
開催できることを切に願っております。

４R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

岩見沢はまなす ライオンズ
クラブ
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/52名（2021.8末現在）

今年も岩見沢市歳末たすけあい募金へ
寄付します

当クラブは毎年、12月の第2例会にクリスマス例会を実施し、
新年を迎える時期の支援が必要な方に使われる
「岩見沢市歳末た
すけあい募金」
へ義援金を送らせていただいています。
昨年はコロナ禍のため、クリスマス例会は実施できませんでし
たが、岩見沢市長室へお伺いし、義援金をお渡しさせていただき
ました。今年も義援金をお渡しできるよう予定しております。
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４R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

第4リジョン

夕張中央 ライオンズ
クラブ

４R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

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（2021.8末現在）

住

所/〒068-0536
夕張市南清水沢4丁目105番地
夕張友酉市場（株）内
TEL0123-53-4011
FAX0123-53-4856
結 成/1966.11.27
在籍数/7名（2021.8末現在）

夕張交通安全キャンペーン

長沼ライオンズクラブ・フェスティバル

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

長沼ライオンズクラブでは、毎年9月に開催される長沼神社の
例大祭で、神社の参道の一画をお借りして、
「長沼ライオンズクラ
ブ・フェスティバル」を開催しております。売店で焼き鳥、そば、
ビール、ジュースなどを販売し、餅つき大会では子どもたちにも
参加してもらい、昔ながらの臼と杵で餅をつき、会場の皆さんに
食べてもらいます。コロナ禍のため、昨年も今年も長沼神社の例
大祭は中止です。来年は、開催したいものです。

４R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

南幌 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

歳末たすけあい募金活動への
継続アクティビティ

南幌町共同募金委員会では、毎年12月1日から30日までの間、
生活環境に恵まれない方が安心してお正月を迎えられますように
と
「歳末たすけあい募金活動」を行っており、当クラブもこの募金
活動に継続アクティビティとして毎年義援金を出している。
特に、昨年からの新型コロナウイルス感染拡大の影響で経済的
生活困窮者が増加傾向にあるため、当クラブとしてもこれまで以
上に支援の輪を広げる活動に励んでいきたい。
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４R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

由仁 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

コロナ禍でも献血は止められない

このコロナ禍における献血量不足は、当クラブの40年以上の
歴史の中でも稀有の事態で、献血推進事業の重要性をクラブメン
バーも再認識しているところです。
今回の活動も平日の日中帯でしたが、多くの協力をいただきま
した。現在は次回
（12月）
に向け、クラブメンバーがライオンズク
ラブの事業PRに加えて、献血協力を呼びかけています。

４R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

岩見沢メープル ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

岩見沢

住

岩見沢レンタル・リース

株式会社 岩見沢マイカーセンター
営業時間／ 9：00 ～ 18：00

中高生に呼びかけ！
自転車安全運転路上指導

業務
内容

定休日／日曜・祝日

中古車販売・新車販売・車検整備・一般整備・板金塗装・リース
レンタカー・損害保険代理店・北海道運搬機㈱販売代理店

代表取締役

堤

則克

（岩見沢はまなすライオンズクラブ所属）

路上指導は、クラブ結成の2007年から行っている独自の事業。
岩見沢警察署の協力を得て、毎年9月に地元の学校の近くにある
スポーツセンターの前にて実施し、下校中の生徒たちに安全運転
を呼びかけています。活動では主に、夜間走行危険回避のための
バルブフラッシュ
（車輪回転時に点灯するライト）や、盗難防止の
ためのワイヤーロックを進呈。また、薬物乱用防止のリーフレッ
トも手渡し、青少年健全育成のための啓発活動を行っています。

・ゆあみ茶屋（岩見沢市）
・ゆあみ茶屋駒園（岩見沢市）
・ゆあみ茶屋千歳富士（千歳市）
・ゆあみ茶屋釧路鳥取（釧路市）
・ゆあみ茶屋恵庭（恵庭市）

・ゆあみ茶屋北 5 条館（岩見沢市）
・ゆあみ茶屋江別（江別市）
・ゆあみ茶屋千歳大和（千歳市）
・ゆあみ茶屋釧路若松（釧路市）

〒068-0008 北海道岩見沢市８条東 10 丁目 5-1
TEL.0126-22-2676 ／ FAX.0126-22-2497

代表取締役

田中 恒司

（岩見沢はまなすライオンズクラブ所属）

株式会社エヌアイシー
〒060-0004
札幌市中央区北４条西６丁目 1-3

北４条ビル３階

お 客 様に「 安 心＆安 全 」
「 快 適＆便 利 」をお 届けするの が 私たちの目標です

岩 見 沢 液 化ガス株 式 会 社
【 燃 料 小 売 業 】

代表取締役

渡辺 美智留

（岩見沢はまなすライオンズクラブ所属）

〒068-0003 北海道岩見沢市3条東14丁目9
ＴＥＬ： 0126-23-1833

●プロパン・灯油小売り
●ガス・石油燃焼機器
●家電販売
●リフォーム
●ボトルウォーター取扱い
●損保代理店
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クラブ紹介

5

５R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

第5リジョン

滝川 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

Region

1

第１ゾーン

Zone

滝川・芦別・赤平・江部乙・新十津川
滝川中央

薬物乱用防止教室

2

第2ゾーン

Zone

砂川・奈井江・そらち

3

沼田
秩父別
深川
江部乙
赤平
滝川 芦別

北竜
雨竜

第3ゾーン

Zone

深川・沼田・秩父別
雨竜・北竜

新十津川

砂川
奈井江

札幌

５R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

芦別 ライオンズ
クラブ
住

所/〒075-0011
芦別市北1条東1丁目
一番街ビル2F
TEL0124-23-0088
FAX0124-23-0385
結 成/1961.7.30
在籍数/45名（2021.8末現在）

市内の小学校2校で
薬物乱用防止教室を開催

当クラブでは毎年、市内の小学校2校の6年生を対象に、薬物乱
用防止教室を開催させていただいております。
インターネットやSNS等の急速な普及により、薬物との接点が
年々低年齢化していることを踏まえて、誘惑の手口や実際に薬物
と出会ってしまった時の対処の仕方、親しい人からの誘いであっ
ても絶対に体に取り入れない、強い意志の重要さを記憶に深く刻
んでいただけるような教室を心がけています。
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青少年健全育成事業の一環で、2010年より滝川市内の小学校6
校で継続実施している薬物乱用防止教室では、プロジェクターや
教材ビデオを使い、未来ある子どもたちに薬物の怖さと断る言う
気を教えています。
講師は地区キャビネットで毎年開催される薬物乱用防止教育認
定講師養成講座を受講したメンバーで、
「薬物乱用、ダメ、ゼッタ
イ、断る言う気」
を合言葉に開催しています。

５R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

赤平 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

薬物乱用防止キャンペーン

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年行われていた各
種イベント等が中止となり、当初予定していた活動ができない状
況が続いています。そんな中、薬物乱用防止キャンペーンとして、
市内中学校に通う全生徒へ登校時に薬物乱用防止の呼びかけを行
い、ティッシュを配布しました。こちらの声かけに、生徒から感
謝と薬物には手を出さないという言葉をいただきました。
10月には、
桜並木の整備と交通安全の呼びかけを実施予定です。

５R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

江部乙 ライオンズ
クラブ

住

所/〒079-0462
滝川市江部乙町西12丁目1番15号
TEL0125-75-2529
FAX0125-75-6332
結 成/1966.10.16
在籍数/13名（2021.8末現在）

江部乙商工会内

５R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

新十津川 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（2021.8末現在）

コスモスが咲き誇るパークゴルフ場

歳末たすけあい募金

江部乙ライオンズクラブが管理するコスモスパークゴルフ場
は、その名のとおりコスモスの可憐な花が見頃を迎えています。
北海道に発令された緊急事態宣言期間中は、残念ながら使用を
中止していましたが、宣言解除後はさわやかな秋空の下で地域の
皆様に気持ちよくプレーしていただけるよう、会員一同、奉仕の
精神でコースの管理を行ってまいります。

当クラブは例年12月に、
「歳末たすけあい募金」を奉仕事業とし
て実施しております。昨年度は50,000円を新十津川町にお届け
しました。寝たきりの高齢者や障がいのある方、その家族の方々
が、少しでも明るくお正月を迎えられますように、との思いを込
めて行っています。現在、コロナ禍で例年行われている事業がで
きず残念ですが、できることを続けて参りたいと思っております。
写真は、今期開催できた田植え体験の様子です。

５R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

滝川中央 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

難病と闘う子どもたちのために
「今できること」を

滝川市にある
「そらぷちキッズキャンプ」は、難病と闘う子ども
たちや家族を受け入れることのできる、医療ケア付きのキャンプ
場であり、アジア唯一の施設です。
「外で遊びたい」
、それが夢だ
と言う子どもたちがいます。そして、闘病中の子どもをサポート
する家族も
「休息」
や
「リフレッシュ」
が必要となっています。
我々ライオンズクラブは、ボランティアとして皆様が
「笑顔」で
「休息」
できるよう、
「今できること」
で応援しています。
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５R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

第5リジョン

砂川 ライオンズ
クラブ
住

所/〒073-0164
砂川市西4条北4丁目1-2
砂川商工会議所内
TEL0125-52-4294
FAX0125-52-4296
結 成/1960.7.29
在籍数/41名（2021.8末現在）

リジョン

ゾーン

奈井江 ライオンズ
クラブ

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（2021.8末現在）

砂川希望学院との交流ソフトボール大会

認定こども園・小学校への本の寄贈

当クラブは例年秋に、砂川希望学院の生徒さんと交流を図るソ
フトボール大会を実施しておりましたが、今年も新型コロナウイ
ルス感染症の影響で中止せざるを得ませんでした。試合終了後に
生徒さん方が収穫し作ってくれる、じゃがバターやうどんを食し
ながらの交流会が、とても楽しみでしたが……。
まだ様々な制限や自粛が続く中ではありますが、今後もライオ
ンズクラブとして、今できる奉仕活動に取り組んで参ります。

奈井江ライオンズクラブでは毎年、青少年育成事業の一環とし
て、奈井江町と浦臼町の認定こども園へ大型絵本の贈呈を行って
います。寄贈数は今年で通算150冊となります。
また、奈井江小学校には開校55周年を契機に、毎年55,000円
分の英語本の贈呈も行っています。寄贈した本は
「ライオンズ文
庫」
として、英語教育にも活用されることとなっています。

５R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

そらち ライオンズ
クラブ
住

所/〒073-0131
砂川市東1条南17丁目1番31号
キムラエンジニアリング㈱内
TEL0125-55-2920
FAX0125-55-2921
結 成/2004.4.10
在籍数/31名（2021.8末現在）

36

５R ｰ２Z

５R ｰ３Z
リジョン

ゾーン

深川 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

中学生バレーボール教室

献血推進事業

当クラブは毎年11月下旬頃、会員でもあるプロビーチバレー
ボール選手や元オリンピック選手を講師に招いて、管内中学校の
女子バレーボール部を対象に、
「バレーボール教室」を開催してい
る。昨年は残念ながら中止したが、今年は現在のところ開催を検
討している。また、バレーボールチームに入っている小学生の女
の子が主人公の書籍
『31センチの約束』
を、滝川市、砂川市及び歌
志内市の教育機関に寄付する予定である。

2021年6月1日、当クラブは深川市役所前にて献血推進事業を
行いました。コロナ禍の中のため、赤十字血液センターにより密
にならないように車内の人数制限、消毒や除菌など、感染防止対
策が徹底されており、市民の皆様には安心して献血にご協力いた
だき、血液不足の中、109名43,600ccの献血が集まりました。
当クラブからは7名のメンバーが参加し、改めて献血の重要性
を呼びかけました。
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５R ｰ３Z
リジョン

ゾーン

沼田 ライオンズ
クラブ

５R ｰ３Z
リジョン

ゾーン

秩父別 ライオンズ
クラブ
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（2021.8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（2021.8末現在）

10月のアクティビティ

バス停ベンチ塗装

10月は例年、上旬にアクティビティが集中しています。
町主催の
「明日萌・ほたるの里ウォーキング」への支援・協力を
はじめ、献血アクティビティ、交通安全街頭啓発運動と、これま
で行ってきた事業を継続していく予定です。
コロナ禍で厳しい状況が続いていますが、それぞれのアクティ
ビティにおいて、会員が協力し取り組んでいます。

町内のバス停数か所にライオンズクラブ提供のベンチがありま
す。長い年月強い日差しや風雨にさらされ、鮮やかな青だったベ
ンチは、白っぽくくすんで、みすぼらしくなっていました。
そこで心機一転、会員自らスプレーガンや刷毛を持ってペンキ
を塗り直し、ベンチは見違えるようにきれいになりました。
また、利用者に役に立つベンチになればうれしいです。

５R ｰ３Z
リジョン

ゾーン

雨竜 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

５R ｰ３Z
リジョン

ゾーン

北竜 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

交通安全運動の復活

独居高齢者の住宅への除雪奉仕

コロナ禍の中でも、当クラブで何かできないかとの話になり、
10年前まで実施していた交通安全運動を復活させ、今年の9月30
日に行うこととした。
朝の通勤時間帯に、交通量が多い雨竜十字街の街頭で旗を持ち、
ドライバーへ注意を促す予定。悲惨な事故を1件でも減らしたい
との思いにより、会員一丸となって交通事故防止に努めていく。

例年実施している独居高齢者の住宅の除雪作業を、今年度は
2022年1月に予定しております。
北竜町は雪が多く、年に何度か屋根の雪降ろしが必要です。会
員がそれぞれスコップを持参して、何軒かの家の裏側や屋根の雪
降ろし、雪庇落としを行って高齢者をサポートしています。高齢
者の独り暮らしでは手が足りず、除雪奉仕はとても喜ばれ、感謝
されています。
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6

６R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

第6リジョン

江別 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

Region

1

第１ゾーン

Zone

江別・当別・石狩・江別グリーン

献血アクティビティ活動などについて

2

第2ゾーン

Zone

千歳・恵庭・北広島・千歳中央

石狩

札幌

当別

江別
恵庭

北広島
千歳

６R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

当別 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

42

アクティビティ事業の
「献血活動」では、毎年の実施で開催ごと
に献血量が増え、実績を上げています。11月16日には毎年恒例
の江別市役所前での第2回の献血アクティビティを実施します。
また、11月25日には、薬物乱用防止教室を江別市立野幌若葉
小学校で行います。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、例
会は毎月2回開催予定が縮小され、アクティビティ事業も12月及
び1月は自粛となり、誠に残念なことです。

６R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

石狩 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

当別町高校生等奨学金の寄付

見えない奉仕活動。

当別町に居住し高等学校に進学する者を対象とし、能力がありな
がら経済的理由により就学困難な者に対し、学費の一部を支給する
ことにより有用な人材を育成することを目的とする団体である
「当別
町高校生等奨学金運営協議会」に対し、当クラブは奨学金の寄付を
実施。奨学金を受けた高校生から多数の礼状をいただきました。
青少年の健全育成のために、本年度も継続して実施してまいり
ます。

見えない敵
（ウイルス）との闘いが続いている今、最大の防御は
毎日の心身の清潔と栄養の継続的な心がけであり、基本的な生活
習慣がコロナに限らず身を守ることを我々は学んだ。新ガバナー
のスローガン
「原点回帰」は、まさに基本を忘れないことを教えて
くれる。見えない敵に対し、基本習慣を武器として自身の罹患リ
スクを下げることは、社会の負担を減らし、サステナブルな健康
社会のための
「見えない社会奉仕活動」
になるはずだ。
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６R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

江別グリーン ライオンズ
クラブ

６R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

千歳 ライオンズ
クラブ
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（2021.8末現在）

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（2021.8末現在）

継続30年目の図書贈呈アクティビティ

キラキラWebコンサート

当クラブでは1992年のクラブ結成から毎年、青少年の健全育
成事業として江別市内の小中学校に図書の贈呈を行っています。
計60回、総額4,917,613円に及ぶ継続アクティビティです。財源
は毎年11月に開催するチャリティ
「ワインと音楽の夕べ」
（通称ワ
イン会）の収益がもとです。しかし昨年、第20回ワイン会はコロ
ナの影響で中止。財源が絶たれましたが、今回は会員の寄付金に
より年内に30回目の図書贈呈を行います。

2021年7月17日
（土）
・18日
（日）
、千歳市の北ガス文化ホール
で当クラブ主催の
「キラキラWebコンサート」
を行いました。今年
は新型コロナウイルスの影響により、無観客で演奏し後日Web配
信を行うという、新しい試みでの開催になりました。
千歳市の小中高校生260名が参加し、2日間に渡り日頃の練習
の成果を披露。クラブメンバーは手の消毒のお手伝いや、冷たい
ドリンクのサービスなどの奉仕を行いました。

アルミホイール、タイヤ
自動車部品・用品販売

新日本タイヤ販売株式会社

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

〒001-0930 札幌市北区新川711-3
TEL ： 011-764-2510 FAX ： 011-764-2515

新琴似店／〒001-0930 札幌市北区新川700-4
TEL ： 011-769-2510 FAX ： 011-769-2515
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６R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

第6リジョン

恵庭 ライオンズ
クラブ

６R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

北広島 ライオンズ
クラブ

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/73名（2021.8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/32名（2021.8末現在）

薬物乱用防止教室開催

盲導犬教室開催

当クラブは2004年度より、薬物乱用防止教室の開催に毎年取
り組んでいます。昨年は島松小学校、恵明中学校にて実施。今年
度も開催予定です。
この事業は現在、大きな社会問題となっている薬物の恐ろしさ
を、教室を通して子どもたちに知ってほしいがために開催してお
ります。本年も開催予定ですが、コロナ禍の状況しだいでは開催
できない可能性もあります。

北広島ライオンズクラブは、長年に渡り盲導犬教室を開催する
とともに、ミーナ募金を継続しており、メーンのアクティビティ
となっておりました。新型コロナウイルスの影響により、昨年度・
今年度は十分な活動ができておりませんが、感染状況が落ち着い
たら盲導犬教室を再開する予定です。
ワクチン接種も進んでおりますので、早期に活動を再開できる
ことを望みます。

６R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

千歳中央 ライオンズ
クラブ
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/30名（2021.8末現在）

サケの交流事業

株式会社

北 海 道ケンソ

札幌市東区東雁来6条2丁目7-15 TEL. 011-782-1601

Ｌ 岡本 篤士（札幌中島ライオンズクラブ所属）

お歳暮
代表取締役社長

美 味 し さと
健 康 を
贈 りま す 。

当クラブの主力事業の一つである
「サケの交流事業」は、友好ク
ラブである岡山県西大寺ライオンズクラブとの共同事業として
1997年から続けており今年で26回目。千歳市と西大寺市の子ど
もたちが、発眼卵の孵化から稚魚になるまでの飼育の大変さや喜
びを経験し、母なる川
（千歳川）に放流する事業です。この事業を
通じて生命への思いやり、命の大切さを体験してほしいと思いま
す。※昨年はコロナ禍の影響により規模を縮小して行いました。
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各種情報
会員動向リジョン別会員数（2021 年 8 月 31 日現在）
R
1
2
3
4
5
6
計

Z数

クラブ数

2
2
2
2
3
2
13

13
15
9
12
14
8
71

会員数
516
545
289
354
400
346
2,450

今期 27 名増

Ｒ
1Ｚ
2Ｚ
内、家族会員 会員数 内、家族会員 会員数 内、家族会員
86
235
59
281
27
92
295
55
250
37
34
165
24
124
10
44
244
23
110
21
53
177
37
98
16
40
143
14
203
26
349 1,259
212 1,066
137

会員数

3Ｚ
内、家族会員

125

0

125

0

MJF 一覧表（2021 年 7 月・2021 年 8 月分）
７月
名前
L 上島 教恵
L 後藤 茂夫
L 坂本 高敏
L 高橋
茂
L 藤川 雅司
L 丸亀 鐵治
L 三浦
旭
L 山根 春雄
L 横路 孝弘
L谷
征輝
L 杉田 公男
L 道下 大樹
L 蛇沼
実
L 萩本 哲夫
L 菅原 雅之
L 萩本はるみ
L 村井 裕康
L 山谷 吉宏
L 越山 靖之
L 中澤 延彦
L 水川
浩

所属クラブ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ

回数
2
1
2
4
1
2
2
1
1
18
1
1
5
6
2
1
1
1
2
1
1

口数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

名前
L 粟木美智子
L 澤田 行亮
L 鶴嶋 洋平
L 佐藤 昌洋
L 西國 宏治
L 武田 勝行
L 鶴嶋 浩二
L 浅野 盛光
L 米地
理
L 小野寺眞悟
L 諏訪 昇三
L 美田 法賢
L 蠣﨑
基
L 徳川 真智
L 加茂 貴幸
L 菊地 慎一
L 髙橋 智春
L 前山
忠
L 髙村 佳延
L 渡辺
修
L 水上 勝義

所属クラブ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌ＬＣ
札幌赤レンガＬＣ
札幌清田ＬＣ
札幌清田ＬＣ
札幌中島ＬＣ
札幌中島ＬＣ
札幌中島ＬＣ
札幌北の杜ＬＣ
札幌時計台ＬＣ
札幌パイオニアＬＣ
札幌パイオニアＬＣ
札幌パイオニアＬＣ
札幌パイオニアＬＣ
札幌パイオニアＬＣ
札幌新星ＬＣ
札幌新星ＬＣ
札幌新星ＬＣ
美唄ＬＣ
恵庭ＬＣ
７月計

回数
口数
1
1
1
1
2
1
8
1
10
1
31
1
123 126
4
24
1
22
1
329
1
41
1
77 78
2
6
8
3
10
1
2
1
4
1
5
1
21
1
1
1
56
1
2
1
48

回数
口数
6
1
1
1
2
1
127 131
5
25
1
23
1
15
1
7
1
5
1

名前
L 小野寺眞悟
L 熊谷 敬子
L 設楽 幸子
L 大笹
進
L 美田 法賢
L 蠣﨑
基
L 菊地 慎一
L関
義孝

所属クラブ
札幌北の杜 LC
札幌北の杜 LC
札幌アカシヤ LC
札幌時計台 LC
札幌パイオニア LC
札幌パイオニア LC
札幌パイオニア LC
札幌新星 LC

回数
口数
330
1
5
1
7
1
9
1
79 80
2
9 10
2
5
1
3
1

８月
名前
L 宮下 敬敏
L 鈴木 直幸
L 島津 靖喜
L 鶴嶋 浩二
L 浅野 盛光
L 米地
理
L 奥山 竜也
L 榊田
薫
L 北村
進

所属クラブ
札幌清田 LC
札幌清田 LC
札幌清田 LC
札幌中島 LC
札幌中島 LC
札幌中島 LC
札幌中島 LC
札幌あさひ LC
札幌すすきの LC

８月計

７〜８月合計
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

23

71
公式ホームページはこちらのQRから▶
URL／http://lc331-a.jp

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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ライオンズクラブ国際協会三三一 Ａ
‒地区

盲導犬編

視覚障がい者の人生のパートナー。
ご存知ですか？『盲導犬』

地区Ｍ・Ｃ委員会

砂川地区

〒〇六〇 〇
‒八〇九
札幌市北区北九条西三丁目小田ビル五階 ︵〇一一︶七五八 八
‒八八一 製作・印刷
中西印刷株式会社

お気軽にお問い合わせください！（☎011-532-7792）

ＮＰＯ法人

あかはなスマイルキッズ
「３６５日２４時間駆け込める
子どもの居場所をつくりたい」

