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クリスマス家族会       2008.12.9 

ライオンズの誓い Ｌ田中るり子 

今年のサンタは会長Ｌ古屋孝三 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

この笑顔 値千金 

ライオンズの誓い L武藤健史 

実行委員長 Ｌ井上 定幸 

 

クリスマスとは言ってもまだ２週間以上もあり、さらに雪の影さえ

見えない１２月９日わが羊ヶ丘ライオンズクラブはクリスマス家族会

を敢行した。時期が早かろうが、道路が乾いていようが決めたこと

は、そのまま実行するのが羊ヶ丘スピリットである。 

実行委員長の大役を、仰せつかると言うより押し付けられて約

１ヶ月。何にもできない実行委員長が走り始めた。先ずは実行委員

の人選。会員名簿を便りに手当たり次第電話をかける。それでも、

おっかなそうな人は意識的に外している。何とか総勢１０名の実行

委員が決まった。私を含め全員が入会２年以内の若い（会員歴だけ

は）メンバーで構成されている。 

１１月１１日の第一例会終了後、実行委員の顔合わせを行い、おおよ

その分担を決める。あとは、各委員の裁量に期待する。何もできな

い実行委員長が余計な事を始めるとロクな結果にならない。 

ただ、考えたのは出席される皆様の胃袋を満足させることだけ。

これだけは会場のパークホテルと何度も打ち合わせを重ねた。評

価は如何だったであろうか。「合格」と言って欲しい。 

さて当日。１２月第一例会の方は、始まるや否や終了と言った感

で、クリスマス家族会に入る。 

大きなプレゼントの袋を背負ったサンタクロースが、トナカイに先導

されて入場する。サンタクロースは会長L古屋、トナカイは実行委員

L櫻岡である。 

会場を一周したあと、舞台で子供たちへのプレゼント、名前を呼

ばれた子供たちが我先へと殺到する。プレゼントを受け取った満足

そうな笑顔。 

次いで、今回の目玉企画であるヤング・ジャズコンサートへ移る。

このメンバーの一員に私の息子が居る。実行委員長特権で呼び集

めたものだが、当日までリハーサルを見ることもなく一抹の不安

があったけれど、何とか乗り切ってくれたようだ。音楽の分からな

舞台はクリスマス一色 

プレゼントに殺到する子供たち 

様になってる トナカイＬ櫻岡 
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プレゼントにご満悦 



会場は満員・大盛況 

Ｌ漆原ご一家 いつまでも仲良く 

 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』 

君は名優 

い私ではあるが、会場の様子に安堵することができた。 

ここで、ご当人には内緒にしていたがL漆原（旧姓川上）を檀上に

呼びあげ、ご夫君共々ご結婚を祝し花束の贈呈を行う。お二人と

も、最初から最後まで笑顔の連続、あまつさえ帰りには手をつない

で退場。新婚さんって、いいもんだね～。どうぞ、末永くおしあわせ

に。 

幸せのおすそ分けで余韻に浸り談笑も一段落する中、大ビンゴ大

会が始まる。ＬＬ小貫が花束贈呈に続き、アシスタントを務める。進行

はＬ日向、汗ダクになりながらの大奮闘。次々と出来上がっていくビ

ンゴを手際良くさばく。かなり熟練を積んでいる様子がうかがえる。 

家族会も終宴に近づいた頃、恒例のオークションが始まる。セリに

かけられる品物は、L菅原の尽力により格安でご提供いただいたク

リスマスの花、及びL関がこの日のために１ヶ月も前から手作りして

いた注連飾りである。提供者が驚く程の価格が付けられて、どんど

ん競り落とされて行く。司会を担当するＬ山崎の手腕が光るととも

に、軽妙に価格を吊り上げて行く手馴れた参加者もいて、用意して

いた商品の全てが落札された。さらには、余ったビンゴの景品まで

もがオークション対象となり、山のようにあった品々が全て綺麗に

捌けてしまった。 

 最後は実行委員Ｌ佐藤の閉会挨拶で、予定されたプログラムの全

てを終える。何もしない実行委員長だったけれど、重責から解放さ

れホッとしている。総合司会を担当してくれたＬ照沼はじめ実行委

員の皆様には改めて感謝の言葉を述べさせて頂く。『ごくろうさま

でした。ありがとうございました。』 

また、ご参加いただいた皆様からの 

笑顔が何よりの励ましとなりました。 

 

「メリークリスマス！！！」 
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ヤングジャズコンサート 北大ジャズ研バンド おめでとう Ｌ漆原 

Ｌ日向Ｌ山崎によるオークション 



新入会員入会式            2008.11.25 

幹事報告に聞き入る参加者 

開会挨拶 会長Ｌ古屋孝三 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

晴れてライオンズマンに 

Ｌ相原健一 ともに楽しく 

 私たちの新しい仲間となる二人の新入会員を迎えての入会式が、

11月２５日札幌パークホテルで行われました。いつもの例会場から部

屋を移した、その名もめでたい「高砂」です。 
今回入会された方は、いずれも会長Ｌ古屋孝三がスポンサーであ

り、当日は会長挨拶から始まってスポンサーの挨拶まで大忙しの２時

間だったようです。 
新会員紹介のあとに続く、ライオンズバッジとキャップの贈呈では緊

張感と気恥ずかしさが同居する２人の顔が印象的です。かく言う私も

入会式では全く同様の経験をした覚えがあります。 
このあと、新入会員の挨拶があり長老Ｌ竹中の歓迎の言葉へと続き

ます。前会長Ｌ金木のウイサーブ発声のあとは、いつもの例会のパター

ンへと移っていきます。 
最後の締めはテールツイスターＬ志和によるテールツイスタータイ

ム。面白可笑しくドネーションのメッセージを読み上げる様は新会員に

とって肩の力を抜くことができる格好のパフォーマンスと映ったことで

しょう。 
ここで、晴れてライオンとなられた二人のプロフィールを紹介します。 
砂田英次さんは、昭和３５年生まれの４８歳。まさに働き盛りと言われ

る年齢です。仕事は警備業で「タウン警備株式会社」を経営されてお

ります。古屋会長と同じ業界です。おそらく会長Ｌ古屋の猛烈な勧誘に

抗しきれなかったものと思われます。趣味の報告はありませんが、追い

追い付き合いを深めるなかで明かになるものと思われます。 
相原健一さんは、昭和３７年生まれの４６歳。今回入会の二人は年

齢的にも、ほぼ同年ですので同期生としての絆も深められることでしょ

う。株式会社フェニックス相原カレンダーを経営されております。一年中

で最も忙しいと思われるこの時期に入会下さったことを感謝いたしま

す。 
最初のうちは、見るもの聞くこと新しいものばかりで驚きと戸惑いと緊

張の連続と思います。それでも１年も経たずに順応できます。ボランティ

ア活動の中から得るものも少なくありません。志を同じくする仲間として

行動を共にしていきたいものです。 
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Ｌ砂田英次 活躍を期待します 

緊張気味にライオンズバッジを受ける新会員 Ｌ砂田 Ｌ相原 



会議室は例会場に名称変更 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

ゾーン委員 Ｌ太田治彦 

 当初の予定ではゲストスピーチ例会となっていたものを、ゾーンチェア

パーソン訪問例会に切り替えての１１月第一例会が当クラブ会議室で行わ

れた。 

もともと、例会にも使えるように設備を整えた会議室だった。今回の例会

に向けて少しだけ手直しをしている。その たるものは演壇に万国旗を配し

たものだった。 

ところが、その中にある国旗で国名が分かるのは日本の日の丸と、ＥＵの

１２連星旗のみ。星条旗もユニオンジャックもない。おそらく一般的な旗は需要

が多く、在庫払底しているためと思われる。いつの日か例会で、この国名当

てクイズを開催してみたい。もちろん全問正解はこの私だ。 

さて、その新装した例会場にゾーンチェアパーソンＬ前川忠男とゾーン委

員Ｌ太田治彦を迎える。今回ばかりは、幹事Ｌ橋本の気の入れ方が違うよう

だ。普段の会議テーブルを白布で覆い、豪華 (?) な食事を取り寄せ万全の

準備で臨む。 

Ｌ前川・Ｌ太田の挨拶を中心とした議事が進行していき、Ｌ竹中のウイサー

ブにより懇談タイムが始まる。懇談と言うよりは、いつもの雑談タイムの趣き。

話題として取り上げられたのは、やはり会員増加に関する事が中心となる。

特に家族会員の扱いについては、見かけ上の増員に過ぎないのではない

か等の意見が出される。一方でＣＳＦとＬＣＩＦの違いに言及する質問が寄せ

られたが、納得のいく回答が得られたかどうか疑わしい部分が残った。 

何れの問題も、やはりクラブ内で議論を踏まえ、しかるべき機関に伝える

スタンスが必要であろう。ライオンズクラブは上意下達の組織ではない筈な

のだから。 

和やかな雰囲気に少しだけの緊張感を加え例会が進んでいく。焼酎に関

する薀蓄が語られ、それをツマミにどんどん酒が掃けていく。 

テールツイスタータイムの中では、Ｌ川上が結婚したとの報告を受ける。

誰 も が 仰 天。今 日 か ら は Ｌ 漆 原（う る し は ら）と な る と の こ と。

Conguraturation!.。日を改めて祝賀会をしなければならないかも。 

堅苦しい話も、めでたい話もあって、予定時刻通りに例会が終了する。ＺＣ

Ｐ・ゾーン委員からは、他にはないユニークな例会で楽しかったとの評価を

受ける。 

我々の活動と気概を知って戴くまたと無い機会になったことに満足してい

る。 
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ライオンズの誓いL山崎光彦 ゾーンチェパーソン Ｌ前川忠男 

交通安全ＡＣＴ報告 Ｌ髙栁司 

テールツイスターL志和 危険注意 

結婚を報告Ｌ漆原(旧姓川上） 

ZCP 訪問例会            2008.11.11 



ライオンズディー交通安全 ACT        2008.10.8 

交通安全といえば Ｌ髙栁司 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 
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今や全国区 ススキノ交番 

参加したメンバー 

Ｌ佐藤 Ｌ照沼 Ｌ櫻岡 

懸命に呼びかけ Ｌ田中るり子 

 毎年１０月８日はライオンズ・デーとされている。何故、この日が

そのように言われているのか。以下に来歴を記述する。 

ライオンズクラブ国際協会の最初の国際大会は1917年10月8日から3日
間テキサス州ダラス市で開かれた。 

この第1回大会を記念して毎年10月8日をライオンズ・デーとし、活発な記
念事業を行っている。 

ライオンズ・デーは、1962年の日本の各地区年次大会および1965年の東
洋東南アジア大会でその実施が決議された。さらに、1970年7月マッカロー
国際会長は就任あいさつの中で初めてこれを世界ライオンズ奉仕デー
（World lions Service day）として実施することを訴えた。 

と言うことで、そのライオンズ・デーである１０月８日、例年通り交

通安全の呼びかけを行うアクティビティが実施された。場所もスス

キノ交差点、ところが実施する時刻が違った。 

いつもは日中に行われるのに、今年に限って夜の６時から開始と

なっている。その理由は「酒気帯び及び酒酔い運転の根絶」とあ

る。昼間にこのような取り組みをしても効果が無いのは当然の話、

やはり酔いどれ天使が出没する黄昏のススキノがぴったりと言う

訳だ。 

この時期、夕方６時を過ぎると街は暗闇の中に浮かび上がる。交

通安全の呼びかけを忘れネオンの鮮やかさに見惚れている。俺の

住むサッポロはこんなに綺麗な町なのだと、柄にもなく愛郷心が

湧きあがってくる。 

中央警察署・交通課長の主旨説明のあと、ネオン街に消える市民

の皆様に「飲酒運転追放」を呼びかける。酒酔い運転による悲惨な

事故報道が多いことも影響してか、呼びかけには快く応じてくれ

る。 

特にこれから年末の繁忙期を迎えるとともに、交通事故も増加し

ていく。雪道でのスリップにより思いがけない惨禍を招くこともあ

る。「飲んだら乗らない」ことは最低のルール。「スピードダウンと

シートベルト」これらも交通事故を防ぐ手だてとして実践して行き

たい。 

 

ススキノボーイとＬ川上由美子 

ススキノの夜景 綺麗！ 



札幌小学校変化鏡贈呈          2008.10.2 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 
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開校135年の札幌小学校 集合した全校児童 檀上に並ぶ参加者 

変化鏡の除幕式 

感謝状を受ける幹事Ｌ橋本泰明 

児童代表がお礼の言葉 

贈呈式後の例会 

今年の変化鏡贈呈校は、札幌小学校と聞く。今年で開校１３５年に

なる札幌市内でも有数の歴史を誇る学校である。北海道に開拓の

鍬が入った頃に創設されたと言うから驚きである。もっとも当時は

まだ札幌ではなく元村と呼ばれた地域らしい。札幌も市勢の拡張

に伴う人口動態の変化から、小学校も統廃合が進み開校当時の名

前を残す学校が少なくなってきた。 

かく言う私が卒業した小学校・中学校ともに既にない。小学校の

跡は裁判所になっている。 

そのような歴史を有する学校に、今回初めて訪問させてもらっ

た。周りをマンションや住宅が取り囲んでいる。地域から察するに周

辺は玉ねぎ畑だったろうと思われるが、全くその痕跡が見当たら

ない。近くにある石造りの倉庫がその面影を残すのみである。その

倉庫も今では洒落たレストランになっている。 

さらに驚くのは全校児童が３３３名と言う少なさ。全校の児童が集

まった体育館に隙間が多く見える。私の小学校では、全校で２０００

人位はいた筈だ。そのような学校が半径２Ｋｍ以内に３~４校あった

と記憶している。少子化の現実を目の当たりにした思いでいる。  

当日の贈呈式では、参加したライオン全員が檀上に並ぶことと

なった。初めてのことに、参加者一同に戸惑い顔が見える。 

幹事Ｌ橋本がクラブを代表して挨拶を述べ、贈呈式のハイライト

除幕式が行われる。この瞬間の驚きの顔、喜びの笑顔が印象に残

る。後方から走り寄ってくる子供もいる。 

今回の札幌小学校で、贈呈校は５９校になった。当クラブ創設以

来の伝統となった変化鏡、両袖に書かれる交通安全標語の形式も

変わらない。この標語に込められた願いが、健やかに育つ子供たち

の成長を見守る。 

大人になって卒業した小学校を訪れて、このおかしな鏡を眺めた

とき変わった帽子を被ったオジサン・オバサン達が来ていたことを

思い出して欲しい。そして、自分たちは多くの人達の愛情により成

人にしてもらったことを。 

 



と、のたわまっている時なので

しょうか。 
今号の報告では、クリスマス家

族会が主たるものとなりました。

実行委員長に指名され、慌てふた

めいている間に他の実行委員に丸

投げして乗り切ってしまいまし

た。今一度お礼を述べさせて頂き

ます。その他にＺＣＰの公式訪問

があり、新会員の入会式や恒例と

なっているアクティビティがあ

り、前号をお届けした後も会報編

集のことが頭から離れませんでし

た。それなのに、制作にかかった

のは１２月も１０日を過ぎてか

ら。 
今年も暖冬のようです。この調

 ようやく皆様のお手許に、今期

第３号の会報を届けることができ

ました。 
間もなく今年も暮れようとする

この時期に、仕事を失くし住まい

からも追い立てられる人々が居る

ことに愕然としております。遥か

太平洋を挟んだアメリカから端を

発した金融危機が、あっと言う間

に世界を飲み込みました。真面目

に働く者が犠牲にさらされる日本

は先進国と言えるのだろうかとの

単純な疑問が湧いてきます。 
一椀の米と、一夜のねぐらを欠

くことがあると言う現実、私達も

真剣に考えてみたいと思います。

未曽有 (みぞうゆう) の危機だ等

PR 委員長のつぶやき        L 井上 定幸 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 
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子では、クリスマスも正月も雪

を見ることなく過ぎそうな気配

です。自然も経済も異様な姿が

常態化してしまうのでしょう

か。心配の種が尽きそうにあり

ません。 
このところ、私の住まいの近

くでカラスが異常発生していま

す。ときには、空全体をカラス

が覆うこともあります。ヒッチ

コックの「鳥」の恐怖が現実に

なるのでしょうか。不安にから

れ、長年この地で暮らしている

と思われる方に尋ねました。答

えは、「今がカラスの繁殖期、

嫁さん探しに飛び回ってるだ

け」とのことでした。 


