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少年軟式野球大会       2008.9.7 ～ 23 

選手父母も熱心に観戦 

始球式 第一副会長 L髙栁 司 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

開会式に参加したライオンの面々 

ライオンズの誓い L武藤健史 

 今年も、はまなすの少年野球大会が始まりました。 

正式名称は「第○○回さっぽろ羊ヶ丘ライオンズ旗争奪少年軟式

野球大会」です。 

○○の処に回数が入ります。今年は１２が入りました。原稿を書い

ていても語句の順序を間違えそうになる長い名前です。 

開会式は９月７日、次の日曜日の１４日と試合が続き、最終日の２３

日は準決勝、決勝が行われました。昨年は開会式・閉会式ともに、つ

どーむで行われたのですが、今年は開会式が太陽球場で、閉会式

はつどーむと会場が変更になりました。 

開会式は、今にも雨が降りそうな天候の中でしたが何とか無事に

行うことができました。選手入場・優勝旗の返還と順調にプログラ

ムが進行し、始球式は第一副会長L髙柳が行います。大きく振りか

ぶって、キャッチャーの構える所へ投げたはずが、打者の背中をか

すめる危険球、ただの一球で退場止むなしは当然のことと思われ

ます。 

来年も始球式の投手です。その時こそ華麗（加齢）なるフォーム

から投げおろす剛速球に期待することにしたいと思っております。 

秋分の日の２３日、試合は９時から始まる予定ですが、その前に

続々と選手・父母、運営のお手伝いの方々が会場に集まってきま

す。会場の入口前には、今年も日赤の献血車が横付けされ、献血の

お願いをしています。結果は、昨年の実績を上回るとのことだった

とのことです。 

報告事項が主となる例会を終え、試合を観戦します。準決勝・決

勝となると、子供たちの野球とは言え、その腕前に眼を見張るもの

があります。間違いなく、彼等・彼女等の中から甲子園児、あるいは

プロ選手が輩出されます。 

圧巻は決勝戦でした。３対３で迎えた８回表、１死２・３塁から始まる

促進ルールです。北京オリンピックで負けた星野監督が猛烈に抗議

したタイブレーク制と同じものです。何年も前から、少年野球では採

用されていたのです。私たちは、その頑迷さが勝てなかった原因と

選手宣誓 山鼻アカシアーズ  

飯田大輝君 

熱戦・セーフ or アウト 

会場外では献血に協力 
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審判も応援 L志和 賢一 



みやび 原 大輔様のご挨拶 

準優勝 木の花ブラックジャガーズ 

 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』 

成績発表 幹事 L橋本 泰明 

思っていました。 

そのルールの下で、２アウトになってから、スクイズを敢行し３塁と２

塁の走者が生還しました。この２点が決勝点となり札苗スターズが

優勝しました。 

プロ野球でも、滅多にお目にかかれない最高の場面でした。多分、

優勝した彼等にとっても忘れられないシーンとなったことでしょう。 

決勝戦を終え、表彰式が開始されます。優勝した札苗スターズを

先頭に全参加チームの入場行進から始まります。栄誉を満面に表わ

した優勝チーム、それを讃えながらも悔しさを秘めた顔。それでも

数々の表彰を受けるときは、本当に嬉しそうな顔ばかりでした。この

顔を見たくて、毎年参加しているのかも知れません。 

今年の閉会式では、父母の皆様から贈られた古切手、使用済みプ

リペイドカードを贈呈したサポートハウス「みやび」運営者の原大輔

さんが来訪され、お礼を述べて行かれました。大ヒットした「秋冬」も

２０年以上前とあって彼を知る人は、あまり多くは居ないようでし

た。それでも、私たちオジサン・オバサン世代にとっては間近に見る

ことだけでも感激でした。ましてや、「みやび」を運営していること

など全く知らなかったのです。 

こうして、今年の少年野球大会が終わりました。来年の大会では、

さらに逞しくなる選手達と新たに加わるチビスケ共のおぼつかない

足取りを想像しています。また新たな楽しみを提供してくれる予感

がしています。 

奇しくも、この原稿を書いている時にソフトバンク王貞治監督の引

退のニュースが飛び込んできました。巨人・大鵬・卵焼き世代の私た

ちとしては寂しい限りです。ＯＮの時代は完全に終焉したのでしょう

か。そうは思いたくありません。 

次代の王貞治が、長嶋茂雄が、はまなす野球の子供達から生まれ

ることを期待して稿を終えます。 
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決勝点 ２ランスクイズ 仲間の健闘を讃えて 優勝 札苗スターズ 

優勝旗授与 元会長 L菅原 崇 



暑中家族会            2008.8.10 

 

昼食に大満足の参加者一同 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

 

札幌グリーンLCからのお客様 L能中 

小樽水族館に集まった参加者 

暑中家族会 

（石原裕次郎記念館～屋形船～青塚食堂～ 

               小樽水族館/鰊御殿巡り） 

 

                     ＬＬ 武藤 有美 

 

 平成２０年８月１０日、今年も暑中家族会の時期がやってきました。

私達は２年ぶりの参加という事もあり、親子共々とても楽しみにし

ていた行事の一つでした。運よく晴天に恵まれ、貸切バスに参加者

を乗り合わせながら小樽まで出発です。 

 手稲駅を最後に全員が集まった所で、早速ゲームが始まりまし

た。バス後方ではおじさん軍団が出来上がりつつ…ゲーム進行兼

司会者さん達のトークが、これまたオヤジギャク連発。それに反応し

ゲラゲラ笑う皆さん、すでにバスの中から、とても良い雰囲気かつ

おじさんパワーで盛り上がっていました。 

 小樽へ到着してからの最初の目的地は石原裕次郎記念館です。

昭和の大スターという事は皆さんご承知の通り。楽しみにされてい

た方も多かったことと思われます。子ども達にしたら、この人、誰？

の世界で、あまり興味はなさそうでした。途中、車を題材とした映画

が上映されていて、実際に使用されていた車の展示を見た子ども

達は、『車！同じ車！』と喜んでいる様子は伺えました。私の感想は

と言うと、この記念館が創立されてから、話題になったものの有料

ということで、見に行った事がありませんでした。団体割引にて展

示を拝見できたことに少しラッキーと思う程度でした。 

 次は屋形船での遊覧です。初めて乗られた方が多かっ

たのではないでしょうか？前日の悪天候にて海は少々

にごっていましたが、時代劇の影響なのか？何か江戸を。

日本を。と情緒的なものが感じられました。賑やかなチョ

ウチンがぶら下がっており、お祭り＆家＆船合体バージョ

ンの形に娘は変わった船だね。と話していました。意外

だった事は思っていた以上にスピードが出ており、スピー
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大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

鰊御殿への上りで一服 

ドレースに出場したら面白いかも。と

思いました。 

 さあ、待ちに待った青塚食堂での

ニシン定食！この頃にはお昼もま

わり、皆さんお腹ぺこぺこです。店

頭前では今まで見た事もない位の

大きなニシンが焼かれており、『でっ

かい！』の一言に生つばゴックンで

した。海の幸いっぱいの刺身盛りや焼き物、メインのニシンは言うま

でもなく‘でかくてうまい！’最後にはメロンまでご馳走になり、どれ

もこれも本当に美味しい物をいただき、とても幸せな気分になりま

した。ここが一番良かったです。今後はこちらのリピーターになるこ

とでしょう。 

 食事が終わった所で、鰊御殿見学組、小樽水族館組、食堂でそのま

まお昼寝組と分かれ、私達は水族館へ。炎天の中、現地までの上り坂

歩行がきつく感じられましたが、子ども達は今すぐにでも見たい。の

気持ちでフットワークが軽く先に行ってしまいました。到着後は自由

行動です。 

北瀬ファミリーも参加されており、すでに娘同士仲良くなっていた二

人が、じっくり一つ一つの水槽の中や様々な形をしたさかな達を真

剣に見ている姿が印象に残りました。幼稚園児の息子はつりぼりが

楽しかったようです。ペンギンショーが時間の都合で見れなかった事

が残念でした。 

 こうして今年の暑中家族会はトラブルなく無事終了となりました

が、毎日お仕事で忙しいお父さん達は良い家族サービスができたこ

とと思われます。また、普段固そうに見えるおじさん軍団での素の姿

もチラホラ拝見でき、皆それぞれにリラックスムードで親睦を深めら

れていた事。おじさんパワーでもまだまだ力漲っている事。色々な

面々を拝見でき、小樽観光内容も良かったですし、とても楽しい夏の

思い出となりました。来年もぜひ参加したいです！ 
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 鰊御殿より望む祝津港 

でっかい鰊を食べた青塚食道 

最後はこうなる 

鰊御殿遠望 



暴力追放総決起集会         2008.8.5 

総決起集会会場 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 
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集会に参加した当クラブ員 

パレード出発前の当クラブ員 

白バイ隊も出動 

パレード参加：L橋本L上西L髙栁 

 今年も暴力追放総決起集会が開催されました。会場は例年と同

じ中島公園です。 
昨年と同じ炎天下の集会となりました。同日の夕刻からは、３３１Ａ

地区のガバナー公式訪問が予定されており、体力的には厳しいア

クティビティとなりました。 
先ずは、集会場での開会挨拶、参加者の紹介が続きます。参加者

は、ライオンズクラブのほか、市内の金融機関、ホテル、建設業界、

交通関係業界それに各地域の暴力追放運動推進協議会などです。

今年で２２回目と聞きますから、私たちのクラブが結成された年か

らこの集会が続けられていることになります。 
逆説的に言えば２２年を経過しても、暴力追放が成し得ていない

ことになります。今年のスローガンは、「不当要求排除」とのことで

した。脅しに屈しない毅然たる姿こそが、暴力と対峙する唯一の方

法との感を強くしました。 
また、覚醒剤や大麻が暴力団の資金源として一般市民や青少年

を蝕んでいる事実が報告されました。特に北海道では、大麻が自生

している地域が意外にも多く、その根絶に向けても継続的な活動

が必要と感じました。スローガンばかりではなく、自生大麻を見つけ

出す方法や通報先についての啓蒙を積極的にすることも大切なこ

とと思っております。 
流れる汗を拭いつつ、約９０分の集会を終え大通りまでパレードを

行いました。北海道警察の白バイ隊を先頭にカラーガード隊が続

き、１５００人を超える参加者が暴力追放の小旗や幟を持っての行進

でした。 

特に日本でも有数の歓楽街ススキノでは、この街を暴力団の聖地

とさせないために、ひときわ高く幟を掲げて行進を行い、沿道の市

民からも声援を受けることができました。 
昨年に続く参加でしたが、暴力追放と声高に叫ぶだけの集会で

はなく、市民相互のつながりが暴力団を根絶できる砦となるよう

な運動が展開できないかと自問した集会、パレードでもありました。 
 

パレードを先導：カラーガード隊 

熱心(?)に耳を傾ける参加者 



ガバナー公式訪問          2008.8.5 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 
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紹介を受ける宮脇ガバナー 挨拶する宮脇ガバナー 会長L古谷孝三も壇上に 

出席者：L横井、L金木、L山崎 

出席者：L山崎、L橋本、L倉松 

出席者：L石黒、L照沼、L上西 

出席者：L北瀬、L髙栁 

 ８月５日、暴力追放総決起集会と街頭パレードに参加したあと、ガ

バナー公式訪問にも参加しました。 
今期の地区ガバナーＬ宮脇 寛海（みやわき ひろみ）は、恵庭

市で整形外科を開院されているお医者さんです。スローガンは「地

球のため 人のため 未来のために」です。シンボルマークは絶滅

が危惧されている「しまふくろう」です。今期会長が経営されている

会社のシンボルマークと同じになっていることも奇縁と言えるで

しょう。 
公式訪問の挨拶の印象は今までのガバナーとは異なるものでし

た。ここ数年のガバナーは能弁・多弁であり率直に自分の考えを披

瀝されている印象が強くありました。 
一方で宮脇ガバナーは、どちらかと言えば訥弁であり、思いのた

けを表現できないもどかしさが感じられました。 
しかしながら、ゆっくりと話すその主張から、この一年間でライオ

ンズとして成さねばならないことの意気込みは十分に伝わってき

ました。 
今、全世界的な問題となっている地球温暖化について、我々が

できること。視力保護に対する取り組み、そして次の世代を担う若

者たちの健やかな育成。 
どれ一つを取っても、簡単には達成するのに困難な課題ばかりで

ありますが、着実に歩を進めることにより、実現に向かうものと考

えております。 
この日は、公式訪問当日でもあり、暴力追放の集会やパレードに

は参加していないと勝手に思っておりました。その実、集会にも参

加しパレードでも行進したと聞き、見た目とは異

なり元気な方と改めて感じました。さすがはお医

者さん。 
ならば、この一年、私たちも元気に協同して活動

を広げて行こうではありませんか。 
 



たり、強い強いと言われていたアメ

リカの金融機関が次々に破綻。経済

震撼としては、今世紀最大かも知れ

ません。 
国内では２年続けて政権放棄が起

き、格差社会の仕掛け人と言われた

人は、新政権発足の翌日に引退を表

明する。 
今号では、暑中家族会の原稿をＬ

武藤健史の奥さま有美さんより戴き

ました。事務局にお二人揃ってお見

えになった際に、執筆依頼を申し上

げたところ快くお引受けくださいま

した。感謝・感謝です。家族会では

写真撮影を専門にしておりましたの

で、印象を書くのに窮しておりまし

た。まさに天の助け。 
第２２期も発足して、３か月が過

 今期第２号となる会報５５号を発

行することができました。 
７月は新しい体制造りのため、ど

うしても内向きな活動が主体となっ

ていました。８月から９月にかけて

は、活動が本格化する時期です。何

といっても、暑中家族会と羊ヶ丘ラ

イオンズ旗をめぐる少年野球の二つ

がその焦眉となります。準備に奔走

された皆様ご苦労様でした。事故が

なく終了することができ、ホッとし

ています。 
我クラブも８月、９月と忙しく過

ぎましたが、世の中は騒然としてい

ました。北京オリンピックで世界中

が興奮のルツボにいたと思えば、汚

染米の問題が出たり、本来は食器に

使われるメラミンが牛乳に入ってい

PR 委員長のつぶやき        L 井上 定幸 
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ぎました。四分の一が終わったこ

とになります。次のイベントは変

化鏡贈呈でしょうか。こうして日

常の活動を続けていくうちに、一

年の締めくくりの月が巡ってくる

のでしょう。夕方の日が落ちるの

も早くなり、朝晩は涼しさと言う

より寒ささえ感じるようになりま

した。会員の皆様、健康にはご留

意ください。若いと思っているの

は自分だけかもしれませんよ。 
今日、豊平川にかかる水穂大橋

で羽根を休めているカモメを見ま

した。海のエサが少なくなり溯上

してくる鮭を狙っているのかと思

いましたが。あるいは、ただの気

まぐれかも。 
 


