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スペシャルオリンピックスを

ご存知ですか？

札幌市東区

・
「すこやか支部」
を立ち上げ
・食糧支援活動を実施
・本の寄付で、
すべての子供に笑顔を、
夢を！

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

パン工房ひかり
大福屋ひかり
シフォン屋ひかり
光ファクトリー

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。
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
◆ライオンズクラブ内では、
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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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（2021.11末現在）

第１リジョン

Region

札幌 ライオンズ
クラブ

北海道神宮境内に梅の木を植樹・奉納

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（2021.11末現在）

10

北海道神宮境内には、1,400本の桜と250本の梅の木が林立し
ており、毎年花見や参拝に訪れる市民の憩いの場となっておりま
す。また、隣接する円山公園にも、多種多様な自然林が生息し、
環境保護の対象区域となっております。
当クラブでは、これら自然環境の保護を目的として、10月、神
宮境内に梅の木2本を植樹・奉納するとともに、公園内に生息す
る外来植物除去のボランティア活動を行いました。

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/36名（2021.11末現在）

イオン札幌苗穂店献血アクティビティ

中学生向けの薬物乱用防止教室

11月20日
（土）
、イオン札幌苗穂店にて献血アクティビティを
実施いたしました。日本赤十字社によると、緊急事態宣言が解除
されて以降も献血協力者数が戻らない状況が続いているそうで
す。以前のようにご来店の方々へお声がけすることはできません
が、少しでも協力者が増えればと、当クラブより献血にご協力い
ただいた方へ、
「北海道ラーメン3食セット」をプレゼントいたし
ました。

一昨年にコロナ禍のため中止となった、北白石中学校での薬物
乱用防止教室を、3年生250名を対象に行うことができました。
中学生の受講ですので小学校とは内容が変わり、
「ダメ。ゼッタ
イ。
」
をいかに伝えるかが講師の腕の見せ所となります。
講師が最近の情報を取り入れるために勉強し、何をどう伝える
か悩むことで、我々も鍛えられていると思います。これからも積
極的に中学生の未来に関わって行きたいと思います。
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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

サッポロシニア ライオンズ
クラブ
住

所/〒064-0953
札幌市中央区宮の森3条4丁目1-22
コスモ宮の森305 須藤方
TEL090-2877-6399
FAX011-614-2718
結 成/1998.11.19
在籍数/38名（2021.11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/23名（2021.11末現在）

30年にありがとう『ウィ・サーブ』

「薬物乱用防止教室」活動スタート

タイトルは今年度30周年を迎えた当クラブの会長スローガン
です。新型コロナ感染は収まって来ていますが、室内のアクティ
ビティは、継続も新規もまだ思うように実行できません。代わり
に献血、植樹などの屋外での奉仕は、計画外でも会員が夫婦で一
緒に参加しています。先日も予定外の献血呼びかけでしたが、多
くの方のご協力をいただきました。呼びかけが終わり、ホッとし
た時の
「ありがとう
『ウィ・サーブ』
」
です。

当クラブが力を入れております
「薬物乱用防止教室」の今年度分
が、10月27日よりスタートしました。SNSの普及が低年齢化し、
薬物に関する誤った情報と接触するリスクが高まっており、低年
齢層
（小学6年生中心）
を対象に同教室を開催しております。
2009年より12年間継続し教育活動を続けておりますが、その
間、講師の資格者も増え続け現在12名。さらに新会員2名も名乗
りをあげており、充実した布陣で臨んでいます。

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/25名（2021.11末現在）

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/31名（2021.11末現在）

2回目の「リモート料理教室」開催

札幌市緑化事業「桜の木1000本植樹」

安心安全に配慮した
「リモート料理教室」
を、前年に引き続き11
月27日に開催しました。シニア農園で収穫したジャガイモをメー
ンにしたメニューで、育児園の子どもたちに料理の楽しさと食の
大切さを伝える、有意義なひと時となりました。年明けには、育
児園の子どもたちにテーブルマナーを教えるアクティビティも予
定しています。今後も女性会員のみという当クラブの特徴を生か
し、子どもたちに寄り添う活動に取り組んでいきます。

札幌市との連携協定を結んでいることが特徴の当クラブのメイ
ンアクティビティ、札幌市緑化事業
「桜の木1000本植樹」を今年
度も実施しました。
10月9日
（土）
、晴れ渡る秋晴れの空のもと、月寒公園水のあそ
びばへの植樹を実施。豊平区長ほか札幌市からの関係者もご出席
のなか植樹式が行われ、札幌市より感謝状をいただきました。
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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（2021.11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（2021.11末現在）

雪まつり会場での献血呼びかけ

当クラブは例年2月に開催されるさっぽろ雪まつりの会場にて、
献血の呼びかけを実施しています。
昨年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、雪まつり自体
が中止になりましたが、今年は規模を縮小してではありますが、
2月5日〜 12日まで開催予定との発表がありましたので、実施で
きるようならクラブ全員で献血の呼びかけをしようと計画中で
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（2021.11末現在）

地域に根づく

献血推進活動

コロナ禍のためテレワークとなり、企業献血の中止が多く輸血
不足の中、当クラブは継続事業の一つ
「献血推進アクティビティ」
を率先して行っています。今期も区内のスーパーで呼びかけを実
施し、ご協力いただいた皆様にはタマゴを差し上げています。昨
年はさっぽろ雪まつり会場での献血呼びかけがなく、代わりに
「さっぽろ1000人献血WEEK!」
でメンバーが献血に協力しました。
これからも積極的に奉仕活動を継続していきたいと思います。
12
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札幌フロンティア ライオンズ
クラブ

献血の重要性を伝え
呼びかけを行っております！

札幌フロンティアライオンズクラブでは、献血の重要性を皆様
にお伝えし、ご協力いただけるよう、毎年2月に開催される
「さっ
ぽろ雪まつり」
会場にて呼びかけを行っております。
昨今は新型コロナウイルス感染症の拡大により中止せざるを得
ず、ホームページ等で呼びかけを行っております。皆様方の協力
により、助かる命がたくさんあります。ぜひ献血へのご協力をお
願いいたします！

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/92名（2021.11末現在）

さっぽろ雪まつり大通会場での
献血協力アクティビティ

継続事業として行っているさっぽろ雪まつりでの献血協力アク
ティビティを、今回は実施する予定です。昨年は雪まつり自体が
開催中止でしたので実施できませんでしたが、本年はコロナ禍の
影響もあり、特に血液不足が問題になっています。患者の命をつ
なぐアクティビティとして、クラブメンバー一丸となって、一
人でも多くの来場者の皆様へ献血へのご協力をお願いするととも
に、献血活動の啓蒙の一助となるよう活動いたします。

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（2021.11末現在）

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（2021.11末現在）

未来にむかって

アクティビティの中止

2020年2月12日、札幌市立ひばりが丘小学校において、卒業
間近の6年生を対象に、道徳の時間を使った未来に向かっての仕
事探検教室を開催いたしました。当クラブからは一級建築士の林
ライオン、弁護士の山田ライオンが仕事について話をしました。
今の仕事に就きたいと思ったのはいつ頃、そのきっかけは？
仕事に就くためにした努力、それは辛くなかったのか等、面白お
かしく、生徒たちは話に引き込まれていました。

新型コロナウイルス感染症の第5波も落ち着き、これまでの生
活が取り戻せつつある状況かと思いきや、変異株オミクロンの発
生により、まだまだ世界的に予断が許されない情勢が続いていま
す。冬から春にかけて、子どもたちにとっては節目となる行事が
数多く予定されていると思いますので、笑顔で年度を終えられる
ことを願い、私たちも何も気にせずアクティビティができる日を
待ち望んでいる今日この頃です。

代表理事

木戸 善幸 （札幌東LC所属）
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331A地区内

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（2021.11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

少年少女野球教室を開催

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

2020年2月1日、チャーターナイト60周年記念事業として、少
年少女野球教室を札幌ドームで開催しました。
小学生を中心に、市内から選抜された総勢350名を集めた大規
模な野球教室で、NPO法人北海道野球協議会様のご協力を得て、
ファイターズアカデミーのコーチ3名による基本的な技術指導を、
午前と午後に分けて実施しました。子どもたちにとって、一生忘
れられない思い出になったと思います。

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/27名（2021.11末現在）

第22回札幌市知的障がい福祉協会
アート展「あらかるあーと」

継続アクティビティ
「第22回札幌市知的障がい福祉協会アート
展 あらかるあーと」を、2022年2月25日
（金）〜 27日
（日）に道民
活動センターかでる2・7の1階展示ホールにて開催します。
前年度はコロナ禍ということで、
「アマビエ」など世相を反映し
た作品も見られました。さて今回はどんな作品が出展されるで
しょうか。感染対策を徹底して皆様のご来場をお待ちしておりま
す。
（情勢により変更することもあります）
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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/45名（2021.11末現在）

サッポロさとらんど交流館へ
椅子とテーブルを寄贈

当クラブの環境保全アクティビティの一環として、サッポロさ
とらんど交流館内に椅子20脚とテーブル5卓を寄贈したことに伴
い、11月18日に
「サッポロさとらんど交流館ベンチ贈呈式」が開
催されました。贈呈式で河瀬会長がスピーチした通り、今年はこ
れらの椅子とテーブルが来館者のひと休みする場となり、さらに
はマスクを外しての会話を楽しんだり、穏やかな団らんの時間を
過ごせる場となることを願ってやみません。

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/22名（2021.11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（2021.11末現在）

札幌大通ライオンズクラブの活動紹介

例年2〜 3月の当クラブの活動予定について、ご紹介させてい
ただきます。毎年2月には世界各国からの留学生、地元の高校生
とともに、さっぽろ雪まつり会場にて市民雪像作りを行ってきま
した。今まで通算29回の開催です。残念ながらコロナ禍のため昨
年はできず、また今年も開催中止が決定いたしました。
このアクティビティは青少年の国際交流のまたとない良い機会
です。ぜひ来年からは再開できるよう願っております。

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（2021.11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
「札幌南ライオンズクラブ杯争奪マラソン大会」

当クラブが優勝旗を寄贈して6回目を迎える南区少年軟式野球
連盟のマラソン大会が、2年ぶりに開催されました。この大会は
チームから選抜された選手たちが競い合い、優勝したチームをは
じめ上位にはメダルが授与されます。野球の試合とは違った子ど
もたちの意気込みを感じ、秋晴れの中、心地よい大会となりまし
た。当クラブは毎年、新球を含め助成金を寄贈しております。春
からの頑張りに期待して、応援を続けていきたいと思っています。

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（2021.11末現在）

フードバンク活動へのご支援

2022年の活動について

当クラブでは、札幌でフードバンク活動を展開されている、特
定非営利活動法人ハンズハーベスト北海道様へのご支援を行わせ
ていただく予定です。
コロナ禍においてなかなか活動が難しい中ですが、援助を求め
る方は増えております。ハンズハーベスト北海道様と連携し、少
しでも多くの方のお力になれるアクティビティになりますよう、
準備を進めております。

札幌北の杜ライオンズクラブは、12月の年忘れ家族例会などは
終わりましたが、2月には前回コロナ禍において開催が中止になっ
たさっぽろ雪まつりが今回は開催となるため、毎年行われていた
会場での献血の呼びかけの実施が予定されています。
昨今は献血協力者数の減少が続いています。呼びかけをきっか
けに、献血への理解がより深まればと思います。
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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（2021.11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（2021.11末現在）

北海道札幌視覚支援学校中学部
「私の主張・生活体験発表」支援

10月16日
（土）午前11時から午後12時20分にかけて、継続ア
クティビティとなる北海道札幌視覚支援学校中学部への令和3年
度
「私の主張・生活体験発表」
支援アクティビティを実施。
今年は感染症対策のため、当クラブへは2名の参加依頼となり、
神田会長、佐藤視力障害保護委員長が出席。生活体験発表者2名、
私の主張発表者4名の各代表者に今年も素晴らしい発表を行って
いただき、クラブメダル、参加賞の授与を行った。

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（2021.11末現在）

食糧支援アクティビティ

当クラブでは積極的な食糧支援を行っています。10月にはサッ
ポロシニアライオンズクラブからいただいたジャガイモとカボ
チャ、ダイコンを、フードバンクイコロさっぽろと児童養護施設
柏葉荘にお届けしました。同月は共和町の農家からいただいたダ
イコンも柏葉荘に届けています。またひとり親家庭支援として、
焼肉店の協力を得て隔月の第3土曜日に弁当とお菓子、ジュース
等の配布を行っています。今後も継続的に活動していく計画です。
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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へ
コロナ禍対策物資を寄贈

1990年から実施している
「NPO法人札幌肢体不自由児者父母の
会交歓の集い」だが、今年もコロナウイルスの関係で中止となっ
た。
代替事業として、現在必要とされている物資である、パーティ
ション×4、二酸化炭素濃度測定器×2、空気清浄機×2、サーキュ
レーター×2、体温測定付アルコールディスペンサーを寄贈し、
たいへん喜ばれた。

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/〒007-0840
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/48名（2021.11末現在）

児童福祉施設の子どもたちを
レバンガ北海道の試合観戦にご招待

札幌パイオニアライオンズクラブでは、児童福祉施設の子ども
たちを、プロバスケットボールBリーグで活躍しているレバンガ
北海道の試合に招待して観戦するアクティビティを行っている。
プロの試合を直接見て、スポーツに興味を持ったり、会場の熱
気を感じたり、選手との交流なども含めて、子どもたちの成長に
必要な感動の幅を広げ、将来の夢に向かって進む勇気を育んでい
く一助になることを願い、活動を続けている。

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

札幌グリーン 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/1995.3.16
在籍数/33名（2021.11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/17名（2021.11末現在）

さっぽろ雪まつり献血呼びかけ

第26回青少年意見発表大会

2022年2月の第72回さっぽろ雪まつりは、感染対策をしっか
り実施した上で、大通公園の西1丁目から7丁目までの間で、イル
ミネーションや中小雪像を歩いて見て回る
「通過鑑賞型」の大通会
場と、市民参加型コンテンツなどを実施するオンライン開催を組
み合わせた、ハイブリッド型開催となるそうです。
一刻も早い新型コロナウイルスの終息を願うとともに、また雪
まつり献血呼びかけアクティビティが実施できればと思います。

「青少年意見発表大会」を2月に実施予定です。前年は新型コロ
ナ第3波の渦中に準備をし、感染者がやや減少した警戒ステージ3
の中で催行。この原稿を作成している今、国内的には感染者が減
少しておりますが、変異株の発生・拡大懸念のニュースが流れ、
予断を許さない状況です。何とか高校生に本物のステージ、臨場
感ある場を提供したい“成長を願う思い”と、“全てに安全が最優
先”の主催者としての理念を併せ持ち準備を進めてまいります。

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/〒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/16名（2021.11末現在）

札幌ノースライオンズクラブカップ
「小学生アイスホッケー大会」

当クラブは青少年育成アクティビティに重点を置いており、コ
ロナ禍の影響で開催できなかった全面協力の小学生アイスホッ
ケー大会
「札幌ノースライオンズクラブカップ」を開催すべく、関
係団体と入念な打ち合わせ中です。子どもたちの夢の育成のため、
我々の使命感に火がつきます。しかし世界を駆けまわる変異ウイ
ルス、オミクロンの感染状況が不安です。その要素を除けば、2
月ないし3月に子どもたちの歓声がリンクに飛び交うでしょう。

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/20名（2021.11末現在）

道央合気道演武会及び
薬物乱用防止セミナー

札幌わかばライオンズクラブでは、2022年3月27日に毎年恒
例の
「道央合気道演武会及び薬物乱用防止セミナー」を開催予定で
す。セミナーは認定講師から薬物乱用の弊害や近年の薬物事件な
どの実態、それらを防止するための知識を学び、日常の生活に役
立ててもらいたいという趣旨で開催します。
当日はしっかりと感染予防をしたうえで、沢山の方々にご参加
いただけますよう取り組んでいきます。
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登録許可／北海道知事許可（般ー 28）石第 15581 号、札幌電気工事業協同組合 登録第 952 号

東洋電気産業
TOYO DENKI SANGYO

事業内容：電気設備工事、
電気通信、
太陽光発電、
消防設備工事の設計・施工・保守

代表取締役
TEL ／

青山

〒001-0902

隆 （札幌北の杜ライオンズクラブ所属）

札幌市北区新琴似 2 条 4 丁目 2 番 6 号
E-mail ／ info@to-yo-e.co.jp

011-763-3939（代表）

グループ会社

株式会社 アサノ電工 （一般電気工事、機械工事、計装工事、強電工事、光ファイバー工事）
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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
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

有限会社

ピーエスアップ
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）

人材育成支援

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）

サービスの
クオリティアップ

●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

笑顔
満足度
UP

●職員マナーチェック
●職場環境リスク調査分析

研修対応可能

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

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

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）
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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/32名（2021.11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

植樹メンテナンス

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

創立50周年の際に植樹した
「道民の森」
の木々に、冬を前に8年目
のメンテナンスを行いました。腰くらいの高さだった樹も、今は私
たちの背を超えるものも多くなりました。同時に雑草も増えたため、
風通しを良くするための草刈りと、雪で木が倒れないように枝を払
いました。地球全体としては本当にわずかですが、この木々が少し
でも地球環境を守ってくれる一つになることを願いつつ、継続した
いと思います。

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（2021.11末現在）
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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（2021.11末現在）

放送室から教室へ配信
（薬物乱用防止教室 ・ネットマナー教室）

さっぽろ雪まつり会場での献血呼びかけ

札幌市立伏見小学校において10月26日に開催した薬物乱用防
止教室・ネットマナー教室は、学校の放送室から対象学年の教室
への配信により実施しました。新型コロナウイルスの感染は減少
傾向にありますが、終息には至っていないため、学校側のご協力
により児童へのリスク回避として実現した、初めての取り組みで
す。講師として訪問する側、受け入れる側の双方にとって、
「コロ
ナ禍」
の安全な開催方法であることを実感しました。

当クラブは例年、さっぽろ雪まつり会場で献血の呼びかけを
行っております。
真冬の冷え込みの中、ポケットティッシュを配り、時々ジェッ
トヒーターで体を温めながら呼びかけを続けます。天候に恵まれ
ず雪が降り出すとなかなかティッシュを受け取ってもらえず、実
績が上がらない時もあります。終了後は居酒屋でご苦労さん会を
行い、冷えた体をいやすのが恒例となっております。
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３R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌東 ライオンズ
クラブ
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（2021.11末現在）

チューブそり滑り
at滝野スノーワールド

冬ならではのアクティビティとして、滝野すずらん丘陵公園に
おいて、社会福祉法人の利用者様と職員の皆様による
「チューブ
そり」
活動の支援をしています。国内最大級の200mロングコース
を一気にすべりおりるスピード感と迫力は、子どもだけでなく大
人も存分に楽しむことができます。ゲレンデで楽しく過ごした後
は、ロッジにて昼食会を開催します。コロナ禍のため開催できな
い状況ではありますが、再開できる日を待ち望んでいます。

３R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

札幌トラスト ライオンズ
クラブ
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/38名（2021.11末現在）

桜並木の実現に向けて

当クラブは、当別町青山中央墓地近くの広大な敷地
「四季彩の
杜」の一角に、桜並木の
「トラストロード」を完成させることを目
指しています。
10月10日には当クラブの会員16名が参集し、
「トラストロー
ド」に植栽された桜の木約100本について、越冬のために必要な
養生をすることになり、ネットかけ、根元部分へのネズミ対策用
の保全などをアクティビティとして行いました。
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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（2021.11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（2021.11末現在）

ライラックチャリティ
MUSIC LAMP Vol.12

今年度のライラックチャリティ ミュージック ランプは、2022
年2月19日
（土）に札幌市教育文化会館 大ホールにて開催します。
札幌ジュニアジャズスクールの演奏、ゲストに宮之上貴昭、スー
パー・カルテットを迎え、至福のジャズ・ライブをお届けします。
収益の一部や市民からの募金は、北海道盲導犬協会、認定NPO
法人Kacotam、北海道いのちの電話等への寄付として使わせてい
ただきます。

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/27名（2021.11末現在）

薬物乱用防止教室できました!!

10月20日、手稲宮丘小学校の113名の子どもたちに対し、薬
物乱用防止教室を開くことができた。その他金銭アクティビティ
として、10月13日にKacotamに子どもたちへの学習・給食支援
金30万円。札幌西区少年消防クラブにも活動協力金3万円の事業
を実施している。例年行っている肢体不自由児者父母の会のクリ
スマス会は実現できなかったため、会長の挨拶メッセージのDVD
送付と、クリスマスプレゼントの提供のみとなってしまった。
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札幌はまなす ライオンズ
クラブ

一般社団法人未来教育サポートの
活動を支援

当クラブでは、2014年から道内外の様々な教育現場と連携を
とり、将来について真剣に考える子どもたちに向けた有意義な各
種情報の発信や、スポーツイベントなどを通しての各種取り組み
を継続されている、一般社団法人未来教育サポートの活動を支援
しています。今年度は12月に支援金を贈呈させていただきました
が、今後も各地の子どもたちの教育に対し、新たな挑戦を続ける
同団体の活動を応援してまいります。

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（2021.11末現在）

札幌新星ライオンズクラブ
第15回少年少女柔道大会に向けて

今期で第15回目となる少年少女柔道大会の準備に入っていま
す。前期はコロナ禍での開催となり、無観客の中で行いました。
今期も引き続き、安全対策を徹底して開催する予定です。
このような状況下でも、参加選手の皆さんは日々一生懸命練習
しています。大会では練習の成果を出し切って頑張ってほしいも
のです。実力を発揮できるように、今期も支援していきたいと思
います。
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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/39名（2021.11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

冬のアクティビティは除雪と餅つき

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/28名（2021.11末現在）

「ダメ、ゼッタイ」小中学生対象
薬物乱用防止教室 毎年開催！

当クラブでは青少年育成事業の一環として、毎年市内の小・中
学校において薬物乱用防止教室を開催しています。教室ではDVD
と認定講師
（ライオンズメンバー）による説明が行われ、薬物とは
何か、乱用とは何か、薬物がもたらす心身への影響や、依存症の
恐ろしさ等について、分かりやすく教えています。
現在コロナ禍に対応し、リモートで行うなど新たな薬物乱用防
止教室の開催を検討しています。
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除雪アクティビティでは地域内数軒の高齢者住宅へ出向き、除
雪作業を行います。今年度初めの雪で全国ニュースになるくらい
の大雪に見舞われた岩見沢。メンバーも大変な中、たくさんの参
加を得て、多くの笑顔をいただくことができました。
また、市内のふれあい子どもセンターの子どもたちと餅つき大
会を行うアクティビティもありますが、コロナ禍のため昨年に引
き続き行わず、クリスマスにプレゼントを渡しました。

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/25名（2021.11末現在）

老人福祉施設への継続アクティビティ

当クラブは老人福祉施設への慰問や、車椅子の寄贈などの奉仕
活動を継続しています。コロナ前は様々な催しを行っていました
が、コロナ禍となってからは施設の利用者や職員、並びにクラブ
会員の感染防止と安全を最優先に考え、各種催しを中止していま
す。以前のようなアクティビティができない無念さを感じつつも、
施設利用者が明るく安心して生活できるよう、
『今だからこそ』と
もにできる支援活動に、今年も継続して取り組んでいきます。

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（2021.11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（2021.11末現在）

冬の交通安全運動

認証50周年 記念アクティビティ

新型コロナによる様々な制約を受けながらも、11月17・18日
に冬の交通安全運動として交差点に立ちました。寒風の中、元気
にあいさつしてくれる小学生や、ちょっとはにかんで足早に過ぎ
ていく中学生を指導しながら眺めていると、コロナへの鬱憤を解
消できる感覚になり、元気をもらいました。
まだまだ続くであろうコロナ禍の一刻も早い終息を願って止み
ません。

本年、私たち岩見沢中央ライオンズクラブは、認証50周年を迎
えることになりました。
その記念事業として、昨年12月に竣工した岩見沢市役所新庁舎
の正面を臨む一角に
「時計塔」を寄贈するとともに、バス停から正
面玄関へとつながるカバードウォーク
（屋根付き歩道）に沿って、
我がクラブの紋章であり、市の木でもある
「こぶし」を11月24日
に記念植樹しました。

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（2021.11末現在）

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（2021.11末現在）

桜の道プロジェクト!!

薬物乱用防止教室を開催しています！

コロナ禍でも何かできることを、と当クラブが考えたのが、こ
の
「桜の道プロジェクト」
。
北海道では卒業・入学の時期にはまだ桜の開花が進んでおらず、
春にはまだ遠い季節であります。そんな中、少しでも桜の中で卒
業生・新入生を祝ってあげようと、桜の旗を校舎前まで並べ、お
祝いをすることとしました。まだ肌寒い季節、少しだけでも桜の
下で思い出を作ってくれたら幸いです。

当クラブは主要アクティビティの薬物乱用防止教室を、毎年冬
季間に岩見沢市内の学校にて開催しております。昨年度はコロナ
禍のため2校のみの開催となりましたが、今年度は既に4校で開催
しており、今後も予定しております。当クラブには講師に薬剤師
である水島ライオンを中心として、ゴールド講師12名、認定講師
5名が在籍しておりますので、今後も多くの教室を開催し、子ど
もたちに薬物の恐ろしさを伝えていきたいと思います。
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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（2021.11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（2021.11末現在）

老人養護施設での
年末餅つきのプレゼント事業を開催

夕張中央ライオンズクラブでは毎年、夕張みどりの会の養護老
人ホームと、夕張市の介護老人保健施設・虹ヶ丘の両施設を訪問
し、ミカンと餅米を持参して、その餅米で餅つきをしてプレゼン
トするという事業を継続しています。
しかし昨年に続き今年もコロナ禍のため、ミカンと餅米のプレ
ゼントのみで、餅つきは来年度に持ち越しとなりました。

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（2021.11末現在）
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長沼 ライオンズ
クラブ

交通安全事故「梨」配り

長沼ライオンズクラブでは、毎年10月の第一例会日に、交通
安全を願って
「梨」を配っております。当初はライオンズクラブ国
際協会の統一奉仕デーの活動として、
「事故なし」の願いを込めて
行っておりましたが、ここ数年は統一奉仕デーの10月6日にこだ
わることなく、10月の第一例会日に開催しています。
今年も栗山警察署の協力を得て、10月14日にながぬま農協前
の交差点で、道行く車に
「梨」
を配りました。

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（2021.11末現在）

交通安全運動への参加

いま、私たちにできること

コロナ禍の影響で、予定していた活動がなかなか実施できない状
況ですが、当クラブでは春・夏・秋の各季に実施される
「交通安全
運動：旗の波
（セーフティコール）
」
へ多くのクラブ員が参加し、交通量
の多い国道沿線で交通安全旗を掲げ、ドライバーへの交通安全啓発
を行っています。
また、春と秋の交通安全運動期間中は、通学路交差点で子どもたち
の安全を見守る街頭啓発活動に、
クラブ員が交代で取り組んでいます。

昨年はコロナ禍で、残念ながら
「していい」アクティビティが限
られました。そんな中、
「できること」
を探して知恵を絞りました。
そして例会他のIT化を推進することとして
「IT委員会」
を立ち上げ、
少しでも環境に優しくあろう、と例会資料のペーパーレス化を図
り、会員全員が専用のタブレットを持ちました。
「パスワード、な
んだっけ？」
「充電を忘れた！」などという、新たなコミュニケー
ションも生まれています。
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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

ライオンズクラブ国際協会 331-A 地区第４R 第１Z

住

所/〒068-0006
岩見沢市6条東1丁目1-3
平安ビル2F
TEL0126-23-5375
FAX0126-35-4936
結 成/2007.4.25
在籍数/21名（2021.11末現在）

月形ライオンズクラブ

「6年生卒団記念フットサル大会」を開催！
2021－2022年度

会長スローガン

「 心 一 つに ウィ・サーブ 」
会長 Ｌ堀
会計 Ｌ香西博之

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13回目を迎えます。小学校卒業を目前に、
思い出の一頁を刻んでほしいとの思いで、岩見沢サッカー協会共
催・主管、岩見沢市教育委員会、NPO法人岩見沢市体育協会後援、
さらに地域の方の協力も得て、7チーム約90名の選手が熱戦を繰
り広げます。昨年度はコロナ禍のため開催ならずでしたが、参加
予定の6年生選手たちに記念品を贈呈し、健闘を称えました。

広一

幹事

Ｌ小野幸紀

マーケティング・
コミュニケーション委員長

Ｌ廣野和男

Ｌ青柳慶治

Ｌ福居正憲

Ｌ亀倉勝幸

Ｌ相田幸雄

Ｌ上坂隆一

Ｌ佐藤孝敏

Ｌ平塚勝也

Ｌ金子廣司

Ｌ大釜

登

Ｌ堀

Ｌ高畠康典

Ｌ古谷秀樹

Ｌ我妻

耕

光一

（入会順）

月形ライオンズクラブ
北海道樺戸郡月形町市北５ 月形商工会館２階
ＴＥＬ0126-53-4172
ＦＡＸ0126-53-4173
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岩見沢ライオンズクラブ
会長スローガン ： 志を1つに、
夢ある明日を！

会長

L 石塚 竜哉

幹事

L 松岡 瑞翔

会計

L 近藤 精隆

Ｍ・Ｃ委員長

L 嵐 智子

〒068-0024北海道岩見沢市４条西１丁目２-５

ＭＹ岩見沢ビル３Ｆ
TEL（0126）23-3703
FAX（0126）24-8187
Ｅ-mail iwami-lc@sea.plala.or.jp

札幌東ライオンズクラブ
会長スローガン ： 豊かな心で未来につなぐ奉仕の輪

会長

Ｌ武重

雅昭

幹事

Ｌ山下

哲史

地区情報テクノロジー委員長 Ｌ浅野
ライオンズクラブ国際協会
331-A 地区役員

会計

Ｌ長谷川

剛

地区会計監査委員

Ｌ庵原

史章

ＧＭＡ会員満足度チーム

Ｌ小野内雅子

ライオンズクラブ国際協会
331 複合地区役員

孝

M・C 委員長

Ｌ庵原

史章

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

札幌市中央区南４条東４丁目2-1 さくら総合会計ビル内 TEL：011-222-2209 FAX:011-222-2219
E-mail:sapporohigashi@dao.or.jp URL:http://www.e-clubhouse.org/sites/sapporohigashi
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331A地区内

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（2021.11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

滝川ライオンズクラブ杯
ミニバスケットボール大会

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（2021.11末現在）

芦別ライオンズクラブ杯青少年剣道大会

毎年2月に開催させていただいておりました剣道大会ですが、
昨年は新型コロナウイルスの影響で開催を断念いたしました。
今年は実施する予定で準備を進めており、どの地域の子どもた
ちも長い期間活動に制限があったため、満足な練習はできていな
いかもしれませんが、当日は可能な限りの感染防止対策をして、
子どもたちが思いっきり技を競い合える大会を開催できるように
したいと思います。
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滝川ライオンズクラブ杯ミニバスケットボール大会は、今期で
23回目を迎える青少年健全育成事業です。
今までコロナ禍の中で思うように集まって練習もできず、いろ
んな大会が中止となっている状況でしたが、緊急事態宣言は解除
となりました。地域の子どもたちに練習の成果を披露できる場所
を作り、バスケを通して成長して行けるよう、これからも応援し
ていきます。

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（2021.11末現在）

地域交流支援餅つき会

2020年は新型コロナウイルスの影響で開催をすることができ
なかった
「地域交流支援餅つき会」でしたが、12月4日
（土）に開催
することができました。
この行事は今回で49回目を迎え、約半世紀に渡り続いている歴
史のあるイベントとなります。このイベントを毎年楽しみにして
くれている方々のために、今後もできたての美味しいお餅を届け
ていきたいと思います。

江部乙 ライオンズ
クラブ

５R ｰ１Z
リジョン

ゾーン

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（2021.11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（2021.11末現在）

バス待合所周辺美化を実施！

新入学児童へ祝い品贈呈

当クラブは滝川市・江部乙町合併50年の節目に当たって企画さ
れた、地元中学生と短大生のボランティアがバス待合所の壁に江
部乙の四季を描く
「バス停美化事業」に賛同し、奉仕活動の一環と
してバス待合所周辺の環境整備に取り組みました。
10月28日の作業当日はあいにくの雨でしたが、会員がバス待
合所付近の草を取り除き、防草シートを敷設。さらに砂利を敷き
詰めました。

例年3月に新十津川小学校への
「新入学児童へ祝い品贈呈」を実
施しております。昨年度
（2021年）は
「ポンキーペンシル」児童63
名分を、新十津川町教育委員会を通じてお届けしました。希望に
満ちた新入学児童に喜んでもらえるよう、思いを込めて贈ってお
ります。人口減少が懸念されている中、昨年は一昨年よりも8名
増えておりましたので、当会や当町民も喜んでおります。今年度
も児童に喜んでいただけるよう贈呈を行う予定です。

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（2021.11末現在）

冬のミニ運動会開催

毎年2月に開催される
「ふれあいボウリング」。昨年度は新型コロナ
の影響で開催できませんでした。今年度は、終息しつつあるコロナ
にも気をつけるため、距離を取りながらも、障がいのある方々との
楽しい時間を過ごし、仲間同士のコミュニケーションを図ことがで
きるよう、新たな試み「冬のミニ運動会」
を企画いたしました。
また新たな地域密着、貢献のできるツールが増えたことを喜ば
しく思います。
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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/42名（2021.11末現在）

５R ｰ２Z
リジョン

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（2021.11末現在）

36

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（2021.11末現在）

砂川ライオンズクラブ杯
少年剣道・柔道大会

青少年の人格形成と健全な心身の育成に寄与することを目的と
する、少年剣道・柔道大会を毎年実施しております。
昨年2月は特に、アニメや映画で大ヒットした
「鬼滅の刃」の影
響で、竹刀を持ちたい、剣道をしたい少年少女が増えたため試合
数が多く、豪快な竹刀さばきや機敏な動作での小手や胴での一本
もあり、名勝負が繰り広げられました。コロナ禍の中、感染拡大
防止に努め、2022年も実施に向け取り進めてまいります。

ゾーン

薬物乱用防止キャンペーン

奈井江ライオンズクラブでは、2009年より毎年10月のライオ
ンズデーに合わせて、薬物使用の危険性を伝える
「薬物乱用防止
キャンペーン」
の活動を行っております。
今年度も管内の警察署の協力を得て、10月8日に町内の奈井江
小学校・奈井江中学校・奈井江高校の正門前で、登校する児童・
生徒に薬物乱用防止の啓蒙チラシとポケットティッシュをセット
にして配布しました。

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（2021.11末現在）

小学校への本の寄贈や保育所への寄附

毎年恒例の新そば例会

そらちライオンズクラブは、10月に小学校を対象に本の寄贈を
行い、3月頃にも滝川市・砂川市・歌志内市の各保育所に筆記具
等の購入のための寄付を行う予定である。
昨年は所長さんから、
「もらった園児も非常に喜んでおり、保育
所としてもありがたく思っています」とのコメントがあり、今年
も保育所への寄付を続ける計画である。

当クラブでは移動例会の一つとして、毎年11月に新そばを楽し
む例会を実施しています。今年の新そばは、深川多度志産。立地
が三方を山に囲まれた盆地で、寒暖差が大きくなるため甘み・旨
みが凝縮され、香り豊かな仕上がりに。座席数は4人以下、黙食
を心がけ、とても美味しくいただきました。
メンバー一人ひとりが意識をもって感染対策に取り組み、これ
からもアクティビティができるよう運営を行ってまいります。
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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

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（2021.11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（2021.11末現在）

12月に共同募金会への寄付を実施

例年12月に開催しておりました「クリスマス家族会」については、
昨今の情勢から、一昨年に引き続き見合わせることといたしました。
しかしながら、クラブとして行ってきた共同募金会への寄付につい
ては、会員総意のもと町長を通じて行わせていただきました。
1月以降は献血アクティビティの他、度重なる中止の憂き目に
遭っている、学びの機会と親睦を深めるための旅行を計画してい
ます。

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（2021.11末現在）

雨竜小学校新入学児童へお祝い品贈呈

春になると保育園に行っていた子どもたちが、ワクワクドキド
キと期待に胸を膨らませながら、小学校に進学してきます。そん
な新入学児童へ学習の役に立ててほしいと、当クラブでは入学の
お祝い品として、文房具等を毎年贈呈しています。
今年はコロナ禍での学校生活のため、健康に気をつけて元気に
過ごしてほしいと思い、抗菌・抗ウイルス仕様の品をと考えてい
ます。

秩父別 ライオンズ
クラブ

高齢者施設やボーイスカウトに
アクティビティを実施

町内の高齢者施設3か所にそれぞれアクティビティをした。例
年であればサンタクロースに扮し、ひざ掛けなどをプレゼントし
ていたが、新型コロナウイルスの影響で直接手渡せず残念に思う。
しかし、ボーイスカウトが行う餅つきに参加し、歳末助け合い
では街頭で子どもたちと一緒に募金を呼びかけた。
2022年は普段通りのアクティビティがしたいものだ。

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（2021.11末現在）

ひまわりスノーフェスタ
「ゆきんこまつり」支援

当クラブは毎年2月11日に行われる商工会青年部主催のイベン
ト
「ゆきんこまつり」を支援しています。昨年度は新型コロナウイ
ルスの影響で、午前中に開催する予定だった町民スキー大会が中
止となりましたが、ゆきんこまつりは日程・会場を変更して開催。
子ども・保護者約100名が参加し、お菓子まき、雪上ゲーム等を
親子で楽しみました。
今年度は今のところ、例年通りの日程で開催する予定です。
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国際協会重点項目については▶
こちらから
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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/37名（2021.11末現在）

Region

1

第１ゾーン

Zone

江別・当別・石狩・江別グリーン

眼鏡のリサイクル事業

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（2021.11末現在）

42

江別ライオンズクラブでは、発展途上国において眼鏡を必要と
する人々を支援するため、江別市内の事業所等に収集箱を設置し
ていただき、不要となった眼鏡を収集する
「眼鏡のリサイクル事
業」
を行っております。
収集した眼鏡を毎年3月にライオンズ眼鏡リサイクル・センター
へ発送しています。協力することで一人でも多くの人に希望が届
くよう願っています。

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（2021.11末現在）

献血推進活動

自分の「当たり前」

12月1日に当別町内の3か所において、継続的に実施している
献血推進活動を行いました。コロナ禍で血液が不足している状況
らしく、参加メンバー全員で積極的に町民の皆様への献血の呼び
かけを行いました。また、先着100名に卵1パックを贈呈し、献
血への理解と協力をお願いしました。
当クラブでは引き続き、献血推進活動を実施してまいります。

アダプテッドスポーツ体験。自分の当たり前と他人の当たり前
は違う。自分の当たり前は誰かにとって羨ましくあこがれの状態
だったりする。例えば五体満足で家族がいる。果たしてそれを有
難いと感じて生活しているか。すでに充分なものを持っていて、
それに気がつかず不平不満を言っていないか。障がいを持つ人を
思いながらの体験は、あらためて自分の持つたくさんの有難さに
気づくと同時に、何かできることはないかを考えさせられた。
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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（2021.11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（2021.11末現在）

薬物乱用防止教室（講師派遣）

献血協力活動（雪まつり会場）

今年度も江別市教育委員会からの依頼を受け、市内の小学校3
校の6年生の児童
（計150名）を対象に、
「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を派遣して、
薬物乱用防止教室を実施しております。
啓発DVD視聴後、薬物がもたらす心身への影響、依存等の危険
性を、講師がわかりやすく伝えています。

2020年2月11日、さっぽろ雪まつり会場にて献血活動に参加
してきました。積極的な呼びかけをし、協力を募りました。2時
間と短い時間でしたが、足が凍るように冷たくなり、カイロなど
をしての活動。そんな寒い中にもかかわらず、沢山の方に献血の
ご協力をいただきました。
来年は新型コロナウイルス感染が落ち着き、活動ができること
を願います。

代表社員
代表社員
執行役員

庵原 史章（札幌東LC所属）
清平 秀幸（札幌東LC所属）
小野
徹（札幌東LC所属）

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

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/85名（2021.11末現在）

６R ｰ２Z
リジョン

ゾーン

北広島 ライオンズ
クラブ
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（2021.11末現在）

恵庭ライオンズクラブ旗争奪
少年野球大会（4年生以下交流大会）

恵庭市内の5チーム及び、市外招待
（岩見沢・北広島・札幌・千歳・
安平）11チームの計16チームで開催した今回の野球大会は、青少
年健全育成の一環として毎年開催しており、今年度で第27回にな
ります。
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だということで、恵庭野球少年団
の協力を得て実施している事業です。

ゾーン

盲導犬教室開催

北広島ライオンズクラブの冬季の活動は、2月に開催されてい
る
「北広島ふれあい雪まつり」にて、甘酒の無料配布を行うことで
したが、新型コロナウイルスの影響により2年連続の中止が決ま
り、残念な気持ちです。
その他の継続事業として行われている盲導犬教室は、開催する
ことができそうなので、このままコロナウイルスの感染状況が落
ち着いた状態であることを期待して、準備を進めたいと思います。

千歳中央 ライオンズ
クラブ

s a k u r a fl o w e r . j p

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（2021.11末現在）

献血推進活動を実施（年に3回）

当クラブは年に3回
（3月、7月、11月）
、市内商業施設において
献血推進活動を実施。2021年の実績は受付人数333名、採血量
116,800mlと多くのご協力を得ています。毎回会員20名以上が
参加し、会員家族や自社の社員への呼びかけのほか、自らティッ
シュを配り市民への直接呼びかけも行っています。また協力の謝
礼として、クラブ独自の感謝状とティッシュペーパー 5箱、受付
後に検査で中止となった場合でも2箱をお渡ししています。
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株式会社さくら生花
代表取締役

佐藤直也

（札幌中島ライオンズクラブ所属）

フローリスト佐藤直也

OFFICIAL SITE

爽やかに吹き抜ける北のウインド達。

第1回 北海道吹奏楽選抜演奏会
日 時 ：令和4年

3 27
月

第1部／開場10：15 開演11：00～
（中学校の部）
第2部／開場14：45 開演15：30～
（高等学校の部）

日
（日）

※1部と2部は入れ替え制です

会 場 ：札幌コンサートホール
入場料

1，
000円（小学生以上）

主催：北海道吹奏楽連盟 共催：ライオンズクラブ国際協会331‐A地区（LCIF交付金事業）
後援：北海道教育委員会・札幌市教育委員会 協賛：
（株）
ヤマハミュージックリテイリング
■お問い合わせ 北海道吹奏楽連盟 〒060‐0042 札幌市中央区大通西11丁目４ 大通藤井ビル８F Tel.011‐222-3441 fax.011‐222‐3461
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各種情報
会員動向リジョン別会員数（2021 年 11 月 30 日現在）
R
1
2
3
4
5
6
計

Z数
2
2
2
2
3
2
13

クラブ数
13
15
9
12
14
8
71

会員数
515
542
285
353
400
348
2,443

Ｒ
内、家族会員
86
90
33
44
53
40
346

会員数
230
297
166
243
177
142
1,255

MJF 一覧表（2021 年 7 月〜 11 月分）

1Ｚ
内、家族会員
59
54
24
23
37
14
211

今期 20 名増

会員数
285
245
119
110
98
206
1,063

2Ｚ
内、家族会員
27
36
9
21
16
26
135

会員数

3Ｚ
内、家族会員

125

0

125

0

200 名 265 口

７月42名48口、８月17名23口、９月20名34口、10月24名58口、11月97名102口

MJF100％クラブ
札幌ライオンズクラブ7月達成、札幌フロンティアライオンズクラブ11月達成、札幌パイオニアライオンズクラブ11月達成
名前
L谷
征輝
L 萩本 哲夫
L 蛇沼
実
L 高橋
茂
L 上島 教恵
L 坂本 高敏
L 丸亀 鐵治
L 三浦
旭
L 菅原 雅之
L 越山 靖之
L 鶴嶋 洋平
L 後藤 茂夫
L 藤川 雅司
L 山根 春雄
L 横路 孝弘
L 杉田 公男
L 道下 大樹
L 萩本はるみ
L 村井 裕康
L 山谷 吉宏
L 中澤 延彦
L 水川
浩
L 粟木美智子
L 澤田 行亮
L 佐藤 昌洋
L 河原 博之
L 古口
聡
L 置田 陽一
L 河村 和義
L 中崎 義昭
L 山室 吉博
L 渡辺 充規
L 武田
聡
L 高橋 謙誠
L 川村 豊修
L 佐々木秀勝
L 大野 龍次
L 白川
姿
L 米田
穣
L 浦谷 充伸
L 田中 孝学
L 森本 文和
L 斉藤 康文
L 髙橋 淳浩
L 武田 智靖
L 西村 勝夫
L 鈴木 伸和
L 森田 浩光
L 田井 信之
L 飯島 弘之
L 髙野信太郎
L 沖中 忠國
L 濱中 和大
L 三澤 利晃
L 中村 隆治

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
札幌 LC
札幌 LC
札幌 LC
札幌赤レンガ LC
札幌赤レンガ LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC
札幌フロンティア LC

回数
口数
名前
18-20
3 L 加藤 敏和
6
1 L 船橋 利実
5
1 L 下川原慎吾
4
1 L 中川 卓美
2
1 L 佐藤 英二
浩
2
1 L 杉村
2
1 L 鷲田 良二
2
1 L 尾上 貴洋
2
1 L 原田 昌和
2
1 L 東原 和年
2
1 L 近藤 正男
1
1 L 笠田 正美
1
1 L 菊地 幸広
1
1 L 星野覚一朗
仁
1
1 L 道上
1
1 L 武田 勝行
1
1 L 西國 宏治
1
1 L 宮下 敬敏
1
1 L 齊田 博文
1
1 L 島津 靖喜
1
1 L 鈴木 直幸
1
1 L 鶴嶋 浩二
1
1 L 浅野 盛光
理
1
1 L 米地
進
8
1 L 津村
4
1 L 奥山 竜也
26-28
3 L 金子 雅行
20
1 L 小玉 享幸
20
1 L 松田 真一
18
1 L 中野 正敬
17
1 L 服部 昌平
17
1 L 山内 雅憲
薫
12
1 L 榊田
7
1 L 石川 由男
7
1 L 坂野 敏彦
6
1 L 河瀬 茂樹
孝
5
1 L 下倉
5
1 L 原田 和夫
進
5
1 L 北村
4
1 L 小野寺眞悟
4
1 L 熊谷 敬子
4
1 L 設楽 幸子
4
1 L 諏訪 昇三
進
4
1 L 大笹
3
1 L 美田 法賢
基
3
1 L 蠣﨑
端
3
1 L 田嶋
3
1 L 徳川 真智
3
1 L 菊地 慎一
2
1 L 上戸 陽一
2
1 L 髙橋 和央
学
2
1 L 大橋
2
1 L 加茂 貴幸
2
1 L 今井 伸孝
2
1 L 佐藤 栄二

所属クラブ
回数
口数
名前
所属クラブ
回数
口数
札幌フロンティア LC
2
1 L 伝福 孝弘 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 近藤 祐二 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 花松
良 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 秋穂 尚志 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 五十嵐伸治 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 常川 裕矢 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 岩本 秀一 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 山田
靖 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 直井 保廣 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 吉田 憲司 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 齋藤 文誉 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 福井 勝則 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 澄川 靖之 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 仲田
亮 札幌パイオニア LC
2
1
札幌フロンティア LC
1
1 L 吉原 稿浩 札幌パイオニア LC
2
1
札幌清田 LC
31-32
2 L 鈴木 耕治 札幌パイオニア LC
2
1
札幌清田 LC
10-11
2 L 長谷部 健 札幌パイオニア LC
2
1
札幌清田 LC
6-8
3 L 綱渕 孝志 札幌パイオニア LC
2
1
札幌清田 LC
5
1 L 荒谷 紀之 札幌パイオニア LC
2
1
札幌清田 LC
2
1 L 林田 智光 札幌パイオニア LC
2
1
札幌清田 LC
1
1 L 小原 圭宏 札幌パイオニア LC
1
1
札幌中島 LC
123-146 24 L 佐藤 悠平 札幌パイオニア LC
1
1
札幌中島 LC
24-28
5 L 原田 信寿 札幌パイオニア LC
1
1
札幌中島 LC
22-26
5 L 髙橋 理奈 札幌パイオニア LC
1
1
札幌中島 LC
19
1 L 大津 知佳 札幌パイオニア LC
1
1
札幌中島 LC
15
1 L 一宮
剛 札幌パイオニア LC
1
1
札幌中島 LC
10-15
6 L 中村 貴裕 札幌パイオニア LC
1
1
札幌中島 LC
14
1 L 高田 穣需 札幌パイオニア LC
1
1
札幌中島 LC
11
1 L 櫻木 輝秀 札幌パイオニア LC
1
1
札幌中島 LC
9-10
2 L 武部 孝彦 札幌わかば LC
3
1
札幌中島 LC
3
1 L 木戸 善幸 札幌東 LC
6-7
2
札幌中島 LC
1-2
2 L 庵原 史章 札幌東 LC
6-7
2
札幌あさひ LC
7
1 L 清水 克也 札幌東 LC
1-2
2
札幌もいわ LC
2
1 L 後藤田栄貴 札幌西 LC
7
1
札幌まるやま LC
6
1 L 塩崎 康男 札幌西 LC
6
1
札幌まるやま LC
1
1 L 荒川 治通 札幌西 LC
3
1
札幌大通 LC
28
1 L 南部かおり 札幌西 LC
1
1
札幌大通 LC
12
1 L 前山
忠 札幌新星 LC
21-23
3
札幌すすきの LC
5
1 L 髙橋 智春 札幌新星 LC
5
1
札幌北の杜 LC
329-333
5 L関
義孝 札幌新星 LC
3
1
札幌北の杜 LC
5
1 L 髙村 佳延 札幌新星 LC
1
1
札幌アカシヤ LC
7
1 L 東川 久志 札幌新星 LC
1
1
札幌時計台 LC
41
1 L 渡辺
修 美唄 LC
56
1
札幌時計台 LC
9
1 L蒲
正尚 岩見沢グリーン LC
2
1
札幌パイオニア LC
77-106 30 L 松浦 淳一 岩見沢はまなす LC
11-15
5
札幌パイオニア LC
6-14
9 L 渡辺美智留 岩見沢はまなす LC
2
1
札幌パイオニア LC
12
1 L 佐藤 清和 岩見沢はまなす LC
2
1
札幌パイオニア LC
10-11
2 L 新保 秀宜 岩見沢中央 LC
1
1
札幌パイオニア LC
4-7
4 L 沼田 哲男 芦別 LC
4
1
札幌パイオニア LC
5
1 L 柳瀬 弘道 芦別 LC
2
1
札幌パイオニア LC
4
1 L 竹内 義和 石狩 LC
1
1
札幌パイオニア LC
4
1 L 毛利 照美 石狩 LC
1
1
札幌パイオニア LC
2-3
2 L 宮脇 寛海 恵庭 LC
25
1
札幌パイオニア LC
3
1 L 水上 勝義 恵庭 LC
2
1
札幌パイオニア LC
2
1
氏名の並び順は、クラブ毎に回数の多い順です。
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