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記事の見出し 

 この７月は、奇しくも洞爺湖サミットが開催され、北

海道が世界から注目される好機となっています。折しも

地球温暖化が叫ばれ、自然環境に配慮した施策を組み込

もうと模索しております。幸いにも私たちが暮らす北海道は、ま

だまだ豊かな自然が残されております。この優れた自然を各国首

脳に存分に堪能してもらい、山川湖沼の恵みを後世に残す討議が

なされることを期待しております。 
  
私たち札幌羊ヶ丘ライオンズクラブは、自然の豊かさ・恵みを

改めて認識する機会ともなった２００８年７月に第２２期を迎え

ます。多くの先輩が築いてきた礎のうえに今の私たちが居ること

を忘れてはなりません。新たな一歩を踏み出そうとする今、伝統

の重みと革新の心を持って進みたいと思っております。 
 
私は皆様のご指名のもと、今期２００８～２００９年度の会長

と言う重責を担うことになりました。就任にあたり、ライオンズ

クラブの本義に戻ったとき、やはり基本精神とも言える『奉仕の

心』を充実させることが要と感じます。 
そのため、会長スローガンを“大きな輪で魅力ある『ウイサー

ブ』としました。全会員の力を結集して、大きな輪を造り、その

輪が波紋の広がりをも持って魅力あるアクティビティを目指して

行きたいと考えております。 
 
大きな目標を達成するために必要なこと、それは意外にも私た

ちの身近な処にあります。日々の暮らしのなか、仕事のなか、日

常の挨拶、ことば、時間の遣い方。小さなことの積み重ねが大き

な成果をもたらすことになります。 
普段の活動では、「凡事徹底を貫こう！！」を合言葉にしたい

と思います。「凡事」とは、「ありきたり、当たり前のこと」で

あり、普通のこと・何でもないことを、淡々と当たり前にやり抜

こうと言うことです。 
凡事を重ねた成果が、１年後に実ることを願っております。皆

様のご協力のもと、一年間微力を尽くして参りますので、宜しく

お願い致します。 
 
 
<凡事徹底とは> 
イエローハットの創業者鍵山秀三郎氏の造語でありますが、些細な事の積み

重ねが大きな成果を得る元になると言っておられます。含蓄に富んだ至言と言

えます。 

  凡事徹底を貫こう 

会長 古屋 孝三 
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大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 



 

 大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 
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 図らずも羊ヶ丘ＬＣの第２２期の幹事としてクラブ運営の一翼

を担うことになりました。 

 １０年少し前にすでにこの役割を終えている者が今更ながらと

戸惑いを覚えているのは私自身だけでなく、皆様も同じであろう

と思います・ 

 

 しかし１８期中頃に実施された当クラブ最大のアクティビティ

となったエクステンションにより、会員数の負の変化が必然的に

起こり、今度は「濁りのない新生羊ヶ丘」を合言葉に新しいクラ

ブ造りへと舵をきったのが３年前でありました。 

 爾来、クラブ運営の第一義を会員増強に絞り込み、結果多くの

新しい仲間の入会により３年を待たずにして、その時の在籍を凌

ぐ数に至りました。まさに羊ヶ丘の底力を知らしめる結果となっ

た訳であります。 

 

 お蔭様で２０周年の記念行事もつつがなく終えることができ、

私たちの結束力を内外に広めることもできました。 

 次はクラブの基礎造りを達成するには、どのようなスタッフで

施行するべきかの問題でありました。当時、５年以上の在籍者数

が限られていた現実から三役経験者の再登板止む無しの結論とな

り、クラブ運営の基本を実践を通して理解してもらうべく、執行

部に３人の会長経験者を配置して古屋会長を支えながら基礎造り

年次の第２章を実施することになった次第であります。 

 

 時代は急速に変化し進んでいます。昔をひきずる程に執行部は

愚かではありません。会員の方々と勉強会を含めコミュニケー

ションをとる機会をできるだけ準備して、会長方針にもある『大

きな輪』になることを体感できれば素晴らしいことと考えていま

す。 

 最後に最近読んだ本のフレーズを引用させていただき結びとし

ます。 

 『過去と他人は変えられないが、自分と未来は変えられる』 

       平野雅之著 “ゼロ災運動が会社を変えた”より 

 

 なお、エクステンションについては２０周年記念誌を熟読する

と理解できると思います。 
 

 基礎づくりの継承を 

幹事 橋本 泰明 
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 今期はライオンテーマーとして、例会の席上で皆様とお会いす

ることになります。昨年は出席委員長として、その前は会長とし

て三期連続で登壇させて頂く栄誉を一心に感じております。 

また、ライオンテーマーとしては二度目の職責を担うこととな

ります。前回は第６期の頃ですから、会員の大半の方はそのこと

を知りませんし、私自身も以前テーマーだったことすら忘れてお

りました。 

就任にあたり改めてライオンズ必携を見返しますと、このよう

な説明でした。「クラブ役員の一人。クラブ諸備品の整備、保

管、会場設営などの職責がある。」どこにも、例会の司会とは記

述されておりません。念のため、英和辞典でTamerの項を引いて

みると、ならし手・調教者とあり、Lion Tamer とは、ライオン

使いのことを言うことが分りました。 

ライオンズクラブ在籍２０年にして初めて合点が行くととも

に、例会の席では会員を意のままに操れる、内心ほくそ笑んでお

ります。しかしながら、例会に集う皆様は腹をすかしたライオン

と同じ、気を抜くと身の危険を感じるのが Lion Tamerでありま

す。 

例会が楽しく、会員の皆様が「今日の例会に参加してよかっ

た、次の例会はいつ」と感じられるように企画・運営していきた

いと思っております。 

誰かが言っておりました、「１年は長いようで長い」まさにそ

の通りと感じますし、この長丁場を乗り切り、別のご指摘にもあ

りました「マンネリに堕することなく」精魂を傾ける所存でおり

ます。 

皆様方のご協力が頼りです。「札幌羊ヶ丘ライオンズクラブ」

発展のために。  

 

 大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

 沢山の花が咲き乱れる春が終わり、短い夏がやって来

ました。 

 特に今年は洞爺湖サミットが開かれ世界各国より多く

の首脳が集まり、今期の古屋孝三ライオンの活動方針の中にもあ

る自然環境などが多く話し合われたのではないでしょうか。 

 私自身、２回目の会計職としての奉公ですが、会長・幹事・

テーマー・テールツイスターと素晴らしい役員の元で会員皆様の

大切なお金を預かりますので、明快な処理をし、そして常に楽し

くウィサーブを心掛けて行きますので、この一年間皆様方の絶大

なご協力をお願い致します。 

 （***会費早目の振込にご協力を***） 

常に楽しくウイサーブ 

会計 菅原 崇 例会参加の喜びを分かち合おう 

ライオンテーマー 

上西 武紀 
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 大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

 昨年度は会計とPR・IT副委員長をさせて頂き、今期はPR・IT委

員長と副幹事に就任することになりました。本来職務と副の付く

職務が常について廻るようです。さらには、財務委員長という恐

ろしく大仰な仕事も仰せつかりました。本当に大丈夫なのでしょ

うか。不安ばかりがよぎります。 

 主たる業務はPRと言うことですので、広報を担当することにな

ります。昨年度は更新がままならなかったホームページについて

も、出来るだけ頻繁な更新を心掛け、いつ見ても同じ状態からの

解消を目指したいと思っております。会報についても、発行回数

を増やし、当クラブの活動状況がつぶさに分かる状態に持ってい

けたらと考えております。 

 意気込みは、元旦の計にも似て「あれも、これも」となりがち

ですが、一年後には積み残しの無いように発進して行きます。 

 会報やホームページを充実させるには、如何に多くの原稿が集

まるかにかかっております。皆様のご協力をお願い致します。ま

た、面白い情報がありましたらお寄せください。 

 今期からテールツイスターの要職（と思っておりま

す）を担うことになりました。入会してから１年有余、

思ってもいないことです。ライオンズクラブにも、上り

坂・下り坂、そして「まさか」があることを知りました。 

 前期までは、新入会員の特権のつもりで例会では、飲んで

（ウーロン茶を）騒いで二次会になるとカラオケを堪能してライ

オンズ・スピリットに浸っておりました。 

 ある日、スポンサーのL上西から、「お前の着物姿には、赤い

タスキが似合うよな～」と言われ、何のことか分らぬままに「そ

うですか」と答えたのが了解の返事と受け取られ、第２２期の役

員名簿に載せられておりました。まさに、青天のへきれきであり

ます。 

 着物にタスキのイメージであれば、堀部安兵衛にでもなった積

りで一気呵成に攻め立てようと思っております。楽しく笑える例

会の一翼を担うことができるのであれば、返り討ちにならずにす

みます。 

 入会してから、二人の先輩テールツイスターの活躍を拝見させ

ていただきました。あのように軽妙な進行ができるのか、全く自

信がありませんが、精一杯務めさせていただきます。今後一年間

宜しくお願い致します。 

 楽しい例会の手助けを 

テールツイスター 

志和 賢一 

PR情報・IT委員長 

井上 定幸 

 ＰＲの元は原稿から 
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出航例会     2008.7.8 

新役員の面々 

開会ゴング 会長L古屋孝三 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

 いつもとは違う例会場 

札幌第一ホテル 

ライオンズの誓い L武藤健史 

 洞爺湖サミットが開催されていて道内には日本全国から２

１，０００人もの警察官が配備されていると言う。そのような

最中、第２２期の出航例会が開催されました。 

 サミットでの要人宿泊のため、札幌パークホテルは使用でき

ず会場を札幌第一ホテルに移しての新体制での船出となりまし

た。 

 いかにも慣れた様子で司会を行う、テールツイスターL上西武

紀の開会を告げる一声で始まった例会は、今期最初の例会と言

うこともあり緊張した雰囲気が漂います。 

 初めての開会ゴングを鳴らす会長L古屋孝三の右手が少し震え

て見えたのは、緊張のせいでしょうか、それとも・・・・。 

 挨拶のなかで、当期スローガン“大きな輪で魅力ある『ウイ

サーブ』”が披露され、会員同士の連帯を強め魅力あるアク

ティビティを目指す心構えを強く訴えておりました。 

また、実践の方法として「凡事徹底」を言われました。当た

り前の事を淡々とこなす、それが大きな実を結ぶということで

す。このことは、何も私たちの活動だけを指すものでなく、日

常の企業運営においても役立つものと言えます。 

その後、新役員から今後一年に亘る決意が表明され、列席し

た会員たちから賛同と激励の拍手が飛び交いました。 

圧巻は、テールツイスターのL志和賢一の登場でしょう。和服

姿の男性を見ることが少なくなった昨今、紅のタスキが袈裟に

も見え芝居でお馴染みの河内山宗俊を彷彿させます。 

副テールツイスターのL山田稔を引き込む様は、まさに歌舞伎

そのものです。 

一連の出航例会セレモニーが終わり、ほ

とばしる思いを二次会のアウルに移した

面々の活躍は次の機会に報告することとし

ます。 
 

会場セッティングの様子 

会場外ではこんな風景 

例会後の二次会 
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贈呈された感謝状 

本日の食事は鰻のかば焼き 

 大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

決算報告例会     2008.7.22 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

札幌市より感謝状贈呈される 

 会場を、いつものパークホテルに戻して７月第２例会（決算

報告例会）が行われました。新しくなった執行部での２回目例

会とあって、出航例会のような緊張感はみられませんでした。

例会議事は淡々と進みます。 

 主要議題である決算報告も、前年度会計L井上定幸の報告に続

き、前会計監査L中井繁の監査報告を以って承認されました。剰

余金はトータルで１２０万円弱とのことですので、今期の事業

運営は幾分かの余裕をもって行えそうです。 

 協議及び報告事項に先立って、札幌円山動物園に寄贈したゴ

ミ箱について感謝状の授受が行われました。札幌市から環境局

理事の新目和久様が会長あてに感謝状を授与されました。前期

の活動であるため、宛名は前会長L金木義昭となっております。

私たちライオンズクラブから寄贈したゴミ箱が動物園内の環境

改善に役立ち、来園者も旭山動物園を凌ぐことを願っておりま

す。 

 報告では、今年度の暑中家族会の計画が実行委員長L髙栁司か

ら説明がありました。今回は小樽に行きます。裕次郎記念館を

見て、屋形船で小樽港内を一周し水族館と鰊御殿の二コースに

分かれての観光です。如何に札幌の隣町とは言え、これだけの

行程となると、時間的にも体力的にも過酷なものがあります。

参加者は覚悟のうえで準備願います。 

 その他に、各種の行事予定が発表されました。手始めは「ガ

バナー公式訪問」ですが、当日は暴力追放総決起集会と日程が

重なっております（８月５日）。 

 夏から秋に向けてのアクティビティが始まります。ウイサー

ブの心意気を発揮しましょう。 

 なお、今例会後の二次会については報告がありませんでし

た。取材洩れでしたら、参加された方からのご一報をお願いい

たします。 

6 

開会ゴング 会長 L古屋孝三 ライオンズの誓い L武藤健史 会計監査報告 L中井繁 



チャーター・ナイト２１周年  2008.6.10 

家族会員の紹介 

会長 L金木義昭の挨拶 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

ビンゴゲームで盛り上げ 

札幌グリーンLCからのお客様 L能中 

今日も名調子 テールL田中るり子 

 L川上由美子によるオープニング MJF$１０００基金協力者の紹介 

 ６月１０日札幌パークホテル１F「エミナ」でチャーターナイト

２１周年記念＆レディースナイトが開催されました。会場となる

「エミナ」はパークホテル改装前は喫茶ルームだったところで、

今は宴会場となっています。 

 恒例通りの開会ゴング・ライオンズの誓い・会長挨拶と続き、

MJF（CSFⅡ指定）＄1000協力者５名の表彰が行われました。これ

で第２０期から第２１期にかけて通算２１名になりました。前会

長L上西武紀の悲願でもありましたCSFⅡ２１名以上の達成が成さ

れた瞬間でもありました。 

 続いてガバナーズアワードの発表があり、個人表彰も含め８個

の受賞をみることとなりました。最優秀賞は、使用済みプリカ収

集活動でありました。これは、私たちと言うより、「はまなす軟

式少年野球協会」の父兄の協力の賜物であり、改めて感謝の言葉

を贈らせて頂きます。 

 型にはまった堅苦しいセレモニーが終了し、記念祝賀会＆レ

ディースナイトが始まりました。ここからは、司会が実行委員長

のL橋本泰明に変わります。普段の彼からは想像もつかない人が変

わったような はしゃぎぶりです。まあ、お祝いですからね。 

 家族会員６名の紹介があり、余興のビンゴゲームでは、はまな

す少年野球協会の堀江副会長による洒脱な進行により大いに場を

盛り上げて頂きました。 

 札幌グリーンライオンズクラブからの客様・L能中由美子による

シャンソンが披露されました。素晴らしい歌声に会場からは称賛

の拍手が鳴りやみません。それもそのはず、実は、観音有妙（か

んの ゆみ）さんと名乗るれっきとしたプロ歌手なのです。普段は

「ジョージの城」で活動されているとのことです。 

 思いがけないディナーショーとなり、参加者の顔がほころぶ

中、レディースナイトにふさわしく参加した女性には花束が配ら

れます。そして、宴の締めくくりは、『また会う日まで』の合唱

です。参加者全員が手に手をつないで、大きな輪を作り終宴を迎

えました。 

 次のチャーターナイトで、またお目にかかりましょう。 
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円山動物園清掃アクティビティ 2008.6.1 
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図や写真の説明を記入します。 

 ６月１日、雨予想のなか、ラブアースク

リーンアップin北海道の協賛アクティビ

ティとして札幌円山動物園周辺のゴミ拾い

を行いました。本来の予定では、円山動物

園に寄贈したゴミ箱に拾ったゴミを入れよ

う！との思いでしたが、未だゴミ箱が完成

していないとのことで周辺清掃となったも

のです。 

 今回も札幌はまなす少年軟式野球協会の

子供たち、父兄の皆様にお手伝いを頂くこ

とになりました。総勢で１００名を超す大

集団となりました。 

 動物園の周辺を３方向に分かれ、ゴミ拾

いを行いました。札幌市のなかでも緑豊か

なこの地域は、環境整備が行きとどいてお

り余りゴミは捨てられていないようでした。 

 昨年の豊平川河川敷に続き、２年続けてのゴミ探しアクティビ

ティとなりました。 

 幸いにも、心配していた雨に降られることもなく、暑さも気にな

らず、アクティビティと言うよりはレクレーションと呼んだ方が適

切な一日でした。 

 はまなす協会の子供たちは、昼食のあと自由に動物園内を見て回

り歓声を上げておりました。また、父兄の方々ともども日頃は難し

い顔をしているライオンズのメンバーも童心に返って園内の動物を

観察しておりました。 

 ライオンは、昨年札幌ノースLCから寄贈された「リッキー」が王

者の風格を漂わせておりましたが、すぐ裏手の本来では象が居るべ

き場所に、象が見当たりません。 

 象の花子は、６０歳の還暦を迎えた半年後の昨年１月に大往生し

たのです。今でも長い鼻を器用に使いリンゴを豪快に食べる様子が

目に浮かびます。チョッピリ淋しい思いをして動物園を後にしまし

た。 
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年次交歓ライガー 2008.6.24 

開会ゴング L橋本泰明 
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会長アワードの面々 

第54回331－A地区年次大会 

受賞アワード 

ACT皆出席 

L村上和功 L井上定幸 L竹中志郎 

L上西武紀 L髙栁司 

 ２１期のしめくくりとなる年次交歓ライガーが６月２４日行

われました。 

L金木義昭が飛び立ち例会と銘打って出発してから一年、無事

本日のK点着地例会を迎えることができました。残念なことに、

当の会長は所用で出席できませんでしたが、一年間の活動を参

加者全員で振り返ることができました。 

年度最後の例会ですので、通常の例会とは異なり数々のイベ

ントがありました。年間の活動に対し、会長から個人表彰が行

われました。延べ３２名の方々が栄誉を受けられました。ま

た、ライオンズキャップがアワードの分だけ重くなることで

しょう。 

次期会長から三役への功労賞が贈られ、一年間の活動に対す

る感謝の言葉があって新役員の挨拶が行われました。まさに豪

華メンバーです。５名の役員のうち、３名が会長経験者です。

その会長経験者を牽引していくのがL古屋孝三。おそらく最強の

布陣と言えるでしょう。会員を委縮させずに、伸び伸びと和や

かなクラブとなるような運営を期待しております。 

役員バッチの返還があり、そのバッチは新しい役員に引き継

がれました。故ケネディ大統領の言葉を引用すれば、Touch was 

passed であり、たいまつに代えてライオンズバッチが引き継が

れました。 

次期役員の皆様の大いなるリーダーシップのもと、私たち札

幌羊ヶ丘ライオンズクラブが、いつまでもいつまでも輝き続け

ることを確信しております。 

今期の役員の皆様、本当にお疲れ様でした。ありがとうござ

いました。 

 

年次交歓ライガーに出席できなかった、会長L金木義昭から

メッセージを託されておりますので、次ページにその全文を掲

載いたします。 

 

例会皆出席  

L井上定幸  L竹中志郎 



明日のために新たな一歩を     会長 L 金木 義昭 

 札幌羊が丘ライオンズクラブの「ライオン」の皆さ

んこんばんは。 

 道都札幌に夏の訪れを告げる「北海道神宮

祭」も終わり、日々、盛夏へ向かいつつある今日こ

の頃となりました。 

 本日ご参集の皆様方におかれましても、ますま

す、ご健勝のことと、思います 

 さて、本日は、早くも、当クラブの第２１期目の最

後の例会となります「交歓ライガー」の日を迎える

こととなりました。 

 

 本来であれば、年度最後の交歓ライガーに出

席して、多くの皆さんと苦楽を共にした喜びを分か

ち合うことができたのです 

が、止む終えない事由により、急濾、欠席せざるを

得ないこととなり、このメッセージを託すこととなり

ましたことをお詫びを申し上げます。         

 ところで、｛「伝統とは革新の連続である。」とい

う信念のもと日々努力をし、時代の流れを読みつ

つ常に前進しなければならない。｝とは、約１，３００

年の歴史を誇リ、現存する日本の企業としては最

も古いもののーつに数えられます「虎屋」店主が述

べております言葉でもあります。 

 まさに、伝統とは、昨日と同じように見えて、昨

日と同じように行うことではなく、明日のために新

たな変化の一歩を踏み出すことであると思いま

す。 

 当札幌羊ケ丘ライオンズクラブにおいても、「２１

年目」とは、２０年目から「新たな１歩」を歩み始める

ことに他なりません。 

 この２１年目というかけがえのない１年を、クラブ

員の皆さんと共に、クラブの様々な事業とともに歩

んでこられたことに対し、当該２１期目の運営を会

長職という役割をもって、担わせていただきました

ことに、心から「ありがとうございました。」と、述べさ

せていただきます。 

 そして、昨年の「７月第１例会」において、ジャンプ

台から札幌の空に飛び立ち、つねに向上できる、つ

ねに進歩できる、つねに新たな可能性を見つけら

れると本日まで、Ｌ村上和功幹事、Ｌ井上定幸会

計、そして、Ｌ川上由美子テーマ、Ｌ田中るリ子テー

ルの各５役ともども努力し、無事、着地点でありま

す「ｋ点着地」を果たすことができたものだと思って

おります。 

 このことは、ひとえに、Ｌ村上和功幹事、Ｌ井上定

幸会計、そして、Ｌ川上由美子テーマ、Ｌ田中るリ子

テールの各５役の支えと、励ましがあったからだと

思います。感謝に耐えません。 

 終わりに、冒頭も申し上げましたとおり、所用によ

リ出席できませんことは、残念でなりませんが、引

き続き始まります当クラブ２２期目を担いますＬ古

屋孝三会長以下の役員皆様方のもと、「時代の流

れを読みつつ常に前進する」札幌羊ケ丘ライオン

ズクラブでありますことを、本日出席のクラブ員と

共にご祈念申し上げさせていただきまして、書面と

はなりましたが例会のご

あいさつに代えさせてい

ただきます。 
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第22期役員の皆さん 最後のテールツイスタータイム 

L田中るり子 
閉会ゴング 次期会長 L古屋孝三 



アクティビティが押し寄せます。

「参加することに意義がある」の

は、オリンピックと同じです。是

非とも熱き協力をお願い致しま

す。 

 今回の会報は、折りたたみ式と

しました。新聞と同じ方式です。

製本された形式の会報にすると、

記事が集まるまで時間をおくこと

になります。会員の皆様のホット

な気持ちを伝えるには、発行間隔

が短い方がよいのでは、とPR委員

長の独断で決しました。 

 お蔭様で皆様のご協力により、

紙面を充実させることができまし

た。引き続きの寄稿をお願い致し

ます。 

 いよいよ第２２期がスタート致

しました。この７月は洞爺湖サ

ミット開催を受けて、日本中が落

ち着きのない状態となっていまし

た。お陰で各県警のパトカーを見

る機会があったり、新千歳空港で

は米国大統領専用機Airforce One 

が間近に眺められるとあってマニ

アが殺到していたようです。 

 そのサミットの熱気もあっとい

う間に消え失せ、次の興味は北京

オリンピックへと移った感があり

ます。「ガンバレ ニッポン」が北

京の空を揺るがすのでしょうか。 

 私たち札幌羊ヶ丘ライオンズク

ラブも新しい変化を受けての船出

です。８月からは、次から次へと

PR 委員長のつぶやき        L 井上 定幸 
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 どうか皆様、どのような情報

でも結構です。会報の記事にな

りそうなものをお寄せ下さい。

必要があれば取材に伺います。 

 例会記事ばかり書いている

と、どうしてもマンネリになり

ます。少しは新鮮味を出したい

と昼夜悩んでおります。 

 朗報をひとつ。事務局にエア

コンが入りました。涼しい環境

で、PR誌づくり、ホームページ

づくりができそうです。 

 それでは、次号で。・・・・

ホームページも見て下さい。

「羊ヶ丘ライオンズクラブ」で

検索すると、トップに出てきま

す。 


