
特記事項 会員数

昭和26年 1951年 ６月１１日　設立総会 正会員27

昭和27年 1952年 第７回ＪＣＩ世界会議に日本ＪＣ代表として出席／第１回北海道ブロック会議（４ＪＣ） 正会員35

昭和28年 1953年 第１回日本ＪＣ会員大会に参加 正会員39

昭和29年 1954年 国際親善のための児童図画展を開催 正会員44

昭和30年 1955年 第１回道南ＪＣ野球大会を札幌拓銀グラウンドで開催 正会員50

昭和31年 1956年 創立５周年記念パーティ 正会員48

昭和32年 1957年 早慶戦に孤児、母子寮児童約６０名を招待 正会員51

昭和33年 1958年 僻地教育助成運動を開始 正会員55

昭和34年 1959年 ニコニコ金の徴収始まる 正会員65

昭和35年 1960年 例会、委員会毎に担当／ＪＣゴング開始 正会員70

昭和36年 1961年 創立１０周年記念式典／陸上自衛隊一日入隊の新企画／全国じゃがいも選手権大会開催（輪厚コース） 正会員75　 卒業1

昭和37年 1962年 全国大会で優秀ローカル賞受賞／僻地教育助成運動５カ年連続 正会員80　 卒業4

昭和38年 1963年 札幌企業パンフレット作成に着手／広報誌ＪＣニュース創刊 正会員106 特別会員12 新入会員42 卒業会員10

昭和39年 1964年 第１３回北海道地区全員大会主管 正会員110 特別会員24 新入会員19 卒業会員8

昭和40年 1965年 沖縄、札幌ＪＣ児童交換 正会員118 特別会員31 新入会員19 卒業会員9

昭和41年 1966年 創立１５周年記念式典／沖縄ＪＣと姉妹ＪＣ締結 正会員143

昭和42年 1967年 ソウルコンファレンスで「優秀ローカルＪＣ賞」受賞／広島の全国大会で「国際交流優秀賞」受賞 正会員174 特別会員41 新入会員49

昭和43年 1968年 第１７回全国会員大会を主管／ポートランドＪＣと姉妹ＪＣ締結 正会員181 特別会員43 新入会員24

昭和44年 1969年 社会開発委員会設置／ＣＤ計画スタート 正会員173 特別会員48 新入会員30

昭和45年 1970年 北方領土視察への参加／札幌オリンピックへの協力表明 正会員193 特別会員54 新入会員30

昭和46年 1971年 創立２０周年記念式典／常任理事制敷く／第１回洋上セミナー実施 正会員198 特別会員66 新入会員29

昭和47年 1972年 道内児童のオリンピック招待 正会員211 特別会員75 新入会員26 卒業会員15

昭和48年 1973年 社団法人認可／国鉄高架推進の提言 正会員251 特別会員86 新入会員62 卒業会員14

昭和49年 1974年 東大邱ＪＣと姉妹ＪＣ締結／アジアコンファレンス誘致活動 正会員282 特別会員101 新入会員54 卒業会員18

昭和50年 1975年 ＪＣＩ札幌コンファレンス主管／ダバオＪＣと姉妹ＪＣ締結 正会員296 特別会員116 新入会員48 卒業会員19

昭和51年 1976年 アートパーク構想の提唱／創立２５周年記念式典 正会員309 特別会員138 新入会員48 卒業会員23

昭和52年 1977年 ＪＣデー統一行事にて地域エゴの問題に取り組む 正会員341 特別会員158 新入会員71 卒業会員21

昭和53年 1978年 １９８０年度全国大会札幌に決定／北方圏フェスティバル開催 正会員346 特別会員185 新入会員48 卒業会員28

昭和54年 1979年 全国大会ＰＲ準備／第１回アカデミーセミナー開催 正会員375 特別会員204 新入会員63 卒業会員22

昭和55年 1980年 第２９回全国大会主管 正会員376 特別会員226 新入会員45 卒業会員25

昭和56年 1981年 創立３０周年記念式典／記念事業「１４０万人の大合唱」 正会員367 特別会員259 新入会員55 卒業会員34

昭和57年 1982年 ヘルシンキＪＣと姉妹ＪＣ締結／青少年問題シンポジウム開催 正会員361 特別会員293 新入会員87 卒業会員42

昭和58年 1983年 １００％例会実施／中曽根首相来札、オープン委員会にて講演／ふれあい神輿祭の実施 正会員374 特別会員330 新入会員70 卒業会員35

昭和59年 1984年 各区教育サミット実施／三世代ゲートボール大会開催 正会員370 特別会員363 新入会員59 卒業会員55

昭和60年 1985年 青年塾の実施／親子で歩こうサーモンロードの実施 正会員367 特別会員408 新入会員87 卒業会員37

昭和61年 1986年 創立３５周年記念事業／「世界の冒険祭ｉｎ Ｓａｐｐｏｒｏ」「国際交流キャンプ」の実施 正会員407 特別会員444 新入会員53 卒業会員42

昭和62年 1987年 サマーページェント、エアポートフェスティバルの実施／北海道・米国リーダーシッププログラム（ＨＵＬＰ） 正会員460 特別会員523 新入会員71 卒業会員51

昭和63年 1988年 子供議会の実施／交響詩「札幌」の提唱 正会員445 特別会員580 新入会員45 卒業会員55

平成元年 1989年 全国身体障害者スポーツ大会後夜祭の開催／札幌国際塾開催 正会員452 特別会員 新入会員69 卒業会員61

平成２年 1990年 ビジョン’９０策定会議／ＪＣＩ世界会議誘致立候補 正会員462 特別会員 新入会員88 卒業会員58

平成３年 1991年 創立４０周年記念式典、ブルーアース宣言／ブルーアースコンサート実施 正会員457 特別会員 新入会員79 卒業会員56

平成４年 1992年 交響詩「札幌」完成／地球市民会議’９２開催 正会員454 特別会員 新入会員47 卒業会員52

平成５年 1993年 東大邱ＪＣと姉妹ＪＣ締結２０周年／定款改正 正会員449 特別会員 新入会員52 卒業会員57

平成６年 1994年 Ｊリーグ誘致署名運動／地球市民フェスティバル、ジュニアグローバルトレーニングスクール実施 正会員397 特別会員 新入会員46 卒業会員44

平成７年 1995年 ＪＣＩ２０００年世界会議国内ビット権獲得／企業家育成フォーラム開催 正会員374 特別会員 新入会員43 卒業会員57

平成８年 1996年 「ゆうあいピック北海道大会」後夜祭開催／「コンサドーレ札幌」発足／札幌ＪＣホームページ開設 正会員353 特別会員 新入会員63 卒業会員33

平成９年 1997年 まちづくり作文コンクール実施／高齢者、身障者介護体験の実施 正会員351 特別会員 新入会員54 卒業会員38

平成１０年 1998年 ＪＣＩ２０００年世界会議開催決定／「白色度シンポジウム」開催／世界会議マニラ大会にて環境改善賞受賞 正会員319 特別会員 新入会員50 卒業会員49

平成１１年 1999年 情報循環システム会議の開始／デュッセルドルフＪＣと姉妹ＪＣ締結 正会員292 特別会員 新入会員41 卒業会員34

平成１２年 2000年 第５５回ＪＣＩ世界会議札幌大会開催 正会員291 特別会員 新入会員45 卒業会員40

平成１３年 2001年 創立５０周年記念式典 正会員263 特別会員 新入会員43 卒業会員33

平成１４年 2002年 「日本経済再生の戦略」フォーラム開催 正会員239 特別会員 新入会員36 卒業会員32

平成１５年 2003年 「２００３ビジネスフォンファレンス」開催 正会員219 特別会員 新入会員32 卒業会員27

平成１６年 2004年 ＪＣ会館についての報告書作成／ＦＭラジオ放送 ＪＣパワーステーションの実施 正会員208 特別会員 新入会員30 卒業会員37

平成１７年 2005年 「１００万人のキャンドルナイト」運動のへの参画／「アダプトプログラム」の実施 正会員203 特別会員 新入会員45 卒業会員31

平成１８年 2006年 「札幌グランドデザイン提言書」作成／創立５５周年記念事業「目指せ！ＷＩＮＴＥＲ ＳＰＯＲＴＳＣＩＴＹ ＳＡＰＰＯＲＯ」開催 正会員195 特別会員 新入会員31 卒業会員26

平成１９年 2007年 若者の若者による若者のためのアートフェスタ開催／ウェルカム！ロマンティックパーク「光の森」開催 正会員186 特別会員 新入会員26 卒業会員32

平成２０年 2008年 「まちづくりフェスタ２００８」開催 正会員174 特別会員 新入会員34 卒業会員20

平成２１年 2009年 「経営資質向上例会・セミナー」開催／「ブルーアースフェスタ」開催 正会員146 特別会員 新入会員20 卒業会員17

平成２２年 2010年 「札幌オーガニックフェスタ２０１０」開催／「地域ホームステイ」の実施 正会員135 特別会員 新入会員22 卒業会員21

平成２３年 2011年 「６０周年記念式典・記念事業開催」／「東日本大震災被災救助活動」実施／世界会議ブリュッセル大会にて最優秀地域開発賞 正会員154 特別会員 新入会員50 卒業会員17

平成２４年 2012年 「第２５回国際アカデミーｉｎ札幌」開催 正会員166 特別会員 新入会員43 卒業会員21

平成２５年 2013年 東大邱ＪＣとの姉妹ＪＣ締結４０周年交流事業／「地域の絆絵本」制作　 正会員162 特別会員 新入会員32 卒業会員25

平成２６年 2014年 「サッポロスマイルアワード」開催／「わんぱく相撲札幌場所」開催 正会員172 特別会員 新入会員48 卒業会員18

平成２６年 2015年 ダライ・ラマ法王14世を招いての例会開催／日本ＪＣ全国大会主管立候補決定 正会員201 特別会員 新入会員62 卒業会員30
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