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禁酒･禁煙例会（3 月第 1 例会）    2009.3.10 

久しぶりＬ菊池・Ｌ武藤 

Ｌ田中のライオンズの誓い 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

Ｌ上西による開会 

ライオンズの誓い L武藤健史 

２月を過ぎてから大雪や嵐に見舞われた今年も、結果的には暖冬で終

わりそうです。３月の第一例会は趣向を変えて、禁酒・禁煙例会となり

ました。場所は、クラブ会議室です。 

禁酒はともかく、ヘビースモーカーの多い我クラブメンバーのこと２

時間の例会、本当にタバコなしで過ごせるのだろうかとの疑念が湧きま

した。 

途中の口さみしさを紛らわせるためでしょうか、例会前に食事が提供

されました。極上のうな丼弁当です。鰻はもちろん国産、選定にあたっ

ては幹事が並々ならぬ苦労をしたとのことです。 食事も終わり食器類

が片付けられたテーブルには、お茶と資料以外は何もなし。実に殺風

景、本当に会議のような雰囲気。違和感を覚えるのは私だけではないで

しょう。 

議題は盛り沢山でした。配られた資料の厚みは４７ページもありま

す。時間内に終わるのでしょうか。けむりの禁断症状が出る会員からの

不満が爆発する予感で不安が募ります。 

定時に例会が始まりました。残念ながら、会長は未だ現れません。会

長代行としてL菅原が、開会宣言と挨拶を行います。仕切役のテーマーL

上西は、淡々と議事進行していきます。それに呼応して、L橋本の幹事報

告も簡潔そのものです。実に息のあったコンビネーションです。 

これらの報告の中で、新入会員の紹介がありました。先に忘年例会で

ゲストとして訪問された佐藤さん、雪まつり献血呼びかけ例会のゲスト

の杉村さんが正式に会員として承認されました。ともに仲間としての活

動が期待されます。また、５月２３日に沖縄てだこライオンズクラブの

ＣＮ２５周年式典があります。参加者を募っておりますので、多くの申

し込みをお願い致します。 

１時間程度で主な議題を終了し、テールツイスタータイムに入りま

す。Ｌ志和の軽妙なドネーションの読み上げに会場は笑いの渦に引き込

まれます。所々に意味不明な部分があるのがアクセントになっていま

す。 

予定時間を少し超過して、初の禁酒・禁煙例会が終了しました。参加

者からの評判は上々でした。空気の綺麗なのが、その評価のポイントの

様でした。タバコを吸う方も実は、そのケムリに晒されているのは好ま

しく思っていないのですね。できれば、今後も続けていきたいもので

す。東京までの機内にいると思えば我慢できない時間ではないでしょ

う。 

会長代行Ｌ菅原の開会宣言 

灰皿のないテーブル 

新入会員の紹介Ｌ石黒 
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締めはこの人でＬ志和の赤たすき 



さすが手馴れたもの Ｌ志和 

次期役員の指名 Ｌ金木 

 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』 

グリーンＬＣ 観音さんの挨拶 

 次期役員指名例会が２月２４日、札幌パークホテルで行われました。第

２２期がスタートして約８ヶ月、そんな時期になったのですね。指名委員

長Ｌ金木の奔走のもと、第２３期の役員が指名されました。最終的には４

月の役員選挙例会で決定しますが、例年通りであれば指名された方々によ

り、次の役員が構成されます。指名された次期役員の皆さん、ご活躍を期

待いたします。 

当日は、札幌グリーンライオンズクラブからお客様がお越し頂きまし

た。会長のＬ岡田忠恭と観音有妙（Kanno Yumi）さんです。観音さんはグ

リーンＬＣではＬ能中由美子として活動されております。 

３月１８日に札幌市教育文化会館で開催される札幌グリーンライオンズ

クラブ・プレ１５周年記念チャリティコンサートへのお誘いです。このコ

ンサートの収益金は全て北海道盲導犬協会等に寄付されるとのことです。 

当クラブとしても主旨に協賛し、３月３日の理事会で協力することを決

定し４０枚のチケット購入の申し込みをしたところです。 

この日の例会ゲストを迎えた所為か、大きな盛り上がりとなりました。

美味しい料理と銘柄を集めた酒に、舌先も滑らかになったようです。テー

ルツイスタータイムの熱気には、お客様も圧倒されていました。月に２度

しかない例会です。たまにしか顔を合わせないメンバーとの交流はこれ位

が丁度良いのです。 

 

３月１８日のチャリティコンサートに行ってきました。会場には宮脇ガ

バナーを始めとする地区役員が来賓として出席され、他クラブの見知った

顔も数多く観覧にきておりました。オープニングは男声合唱団ススキーノ

の合唱でした。次いで、観音有妙さんのソロが始まります。透き通る声が

印象的でした。 
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開会宣言と挨拶 会長Ｌ古屋 お客様グリーンＬＣ会長Ｌ岡田 

会場を埋めるクラブメンバー 

次期役員指名例会（2月第2例会）  2009.2.24 

幹事報告 幹事Ｌ橋本 

アンコールに応える観音さん ススキーノによる合唱 



雪祭り献血呼びかけ例会（2 月第 1 例会）     2009.2.9 

笑顔と美声で呼びかけ Ｌ漆原 

開会挨拶 幹事Ｌ橋本 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

ススキノ会場の協賛滑り台 

 昨日までの冬の嵐が過ぎ去った２月９日、今年も雪まつり献血呼びか

けのアクティビティが行われました。呼びかけに先立ち札幌後楽園ホテ

ルで昼食を兼ねた例会を行いました。好きなものを注文して構わないと

の事前連絡が行き渡っていたのか、参加者は２０人を越えました。普段

は食べることのない豪華な食事に皆さんご満悦の様子です。 

例会に先立ち、特別ゲストの紹介がありました。衆議院議員の杉村太

蔵さんです。入会含みの当クラブ訪問です（３月１０日の例会で入会が

承認されました）。国会審議が急迫しているとのことで、挨拶のみでし

たが今後は親しい仲間として席を同じくする機会が増えそうです。 

献血の呼びかけ会場では、メンバーが声を嗄らして呼びかけを行い、

一方では啓発のティッシュペーパー配りを行います。街頭では受け取る

ことの方が圧倒的に多いティッシュ配りですが、意外にテクニックが必

要であると感じたものです。 

献血は呼びかけばかりではなく実際に献血をしたクラブ員もおりま

す。学生時代からの献血マニアＬ井上をはじめとして多くのメンバーが

協力をしました。なかでもＬ上西は３０回目の献血になるとのことで、

特別に記念品を頂いたそうです。また

Ｌ山崎は社員も動員して協力していた

だきました。ありがとうございます。 

当日は平日にも関わらず４時間で

35,200ℓの献血があったとの報告を受け

ております。このところ、慢性的に輸

血用血液が不足しているようです。特

に冬場は不足します。外出する回数が

減り献血する機会も減るからでしょ

う。一方で必要な血液量は冬になると

増えるとのことです。身近な奉仕活動

として、健康な方は積極的に献血をさ

れることを推奨します。体重50Ｋｇ以

上であれば男女ともに400ml献血できま

す。献血による身体の影響は殆んどあ

りません。血の気の多いメンバー諸

君、血を抜こうではありませんか。献

血後には血液検査結果が送られてきま

す。健康チェックにもなりますよ。 
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お客様 杉村太蔵さんの挨拶 寒さに笑顔も震える Ｌ照沼 



開会挨拶 会長Ｌ古屋 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ！ Ｌ金木 

 今年始めての例会とあって、会場となる当クラブ会議室には定刻前から

続々と会員が詰めかけました。そこここで、新年の挨拶が交わされていま

す。1月も末近くになったとは言え、今年始めて顔を合わせるメンバーも

多いようです。 

今回の例会テーマは、２２期が開始して半年が経過したので中間決算例

会です。今までは、ともすれば報告が遅れがちになっていました。昨年度

から会計をシステム化したのと、事務局員の正確な事務処理の効果が相

まって締切後３日もあれば決算書類が作成できるようになっております。

また、書類の記載洩れもなく証憑も整備されているので、会計監査が非常

にスムーズであるとのお褒めの言葉も頂戴しました。 

会計の執行状況もほぼ予算通りになされていて、出席者全員一致による

承認が行われました。特に例会費は、本日の例会のようにクラブ会議室を

使うことにより大幅の節減がされておりました。今後は更にその効果がで

てくるものと予想されます。 

テーマ報告のあとは、今年最初の例会とあって参加者による新年の抱負

が述べられました。その中でＬ山崎が言われたことに興味をそそられまし

た。 

昨年来の「レジ袋有料化」の流れを受けて、彼の会社での商品取り扱い

が激減したと言うものです。このことについては、興味深い本が出版され

ています。幻冬者から出ている「偽善エコロジー」と言う本です。著者は

武田邦彦という環境学者です。その中で、レジ袋は石油の不必要な成分を

活用した優れものとの記述が冒頭に出てきます。社会の潮流となっている

エコですが、眼に見える些細なことをヤリ玉に挙げ本質的なことが隠蔽さ

れているような恐ろしさを感じます。全てのことには二面性があります。

未曾有の金融危機と言われる今だからこそ、正しくものを見る眼を養う必

要を感じます。 

と、言いながらも「ワ

イワイ・ガヤガヤ」の

新年会を兼ねた例会は

お開きとなりました。

有志の方々は吹雪の中

をススキノを目指して

今年も勇猛果敢に去っ

ていくのでした。 
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ライオンズの誓い L石黒 幹事報告 幹事Ｌ橋本 

抱負を述べる Ｌ鏡 

不況に負けずススキノへ Ｌ倉松 

今年も盛り上げ Ｌ志和 

中間決算報告例会（1 月第 2 例会）       2009.1.27 

エコは何かを訴える Ｌ山崎 



2009 年在札 43 ライオンズクラブ合同新年交礼会        2009.1.4 

開会を待つ当クラブ面々 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 
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新年交例会風景 

高橋はるみ知事には誕生日の花束

「ライオンズ」で鑑割り 

クラブ席に戻り一安心古屋会長 

１月４日、今年始めの行事である在札４３ライオンズクラブによる合

同新年交礼会が札幌わかばＬＣの当番で１０００人を超える出席者によ

り札幌パークホテルで行われました。 
来賓には高橋はるみ北海道知事・上田文雄札幌市長を迎え、挨拶のな

かでお二人がともに、今年９月に開催される「ねんりんピック北海道・

札幌２００９」に触れ、この大会の成功を道内経済の活性化の源となる

ようにとの提案がなされました。昨年の北海道洞爺湖サミットに続く大

きなイベントとなります。 
停滞が続く北海道経済ですが、イベント頼みの一発屋的な発想から脱

却できる日は来るのでしょうか。あれ程大騒ぎした洞爺湖サミットさ

え、今では記憶の彼方となっています。 
継続的な経済の成長を願うのは道民全てが同じ思いでおります。日本

の食糧基地としての姿を今一度見つめ直し、一次産業の活性化と地産地

消に邁進する必要を感じています。 
来賓挨拶・ガバナー挨拶に続いて、出席役員の紹介（これが長かっ

た、そろそろ方式を見直す必要があるかも）がありWe serve !は元国際

理事Ｌ松原文彌が珍しくも短いスピーチの発声で食事と歓談が始まりま

した。宴会の席には札幌獅子舞保存会による獅子舞が披露され、頭を噛

んでもらって今年の福を願う姿が各テーブルで見られました。 

今年の会場風景で感じたことがあります。例年に比べて会場が広いの

です。ホテルも会場もいつもの年と変わらないのですが、どうもテーブ

ルの数が少ないようです。それで、通路が広く取れ、思いのほか会場が

大きく見えたのではないでしょうか。さらに、その少なくなったテーブ

ルでさえ、空席が目立ちました。中には全く参列者がなくグラスと空の

皿だけが載っているテーブルが幾つかありました。 

ガバナー挨拶にもあった通り、年々ライオンズクラブのメンバーが減

少していることを如実に物語る風景ではないでしょうか。私たちを含

め、会員増強が焦眉の課題であることを感じた一日でもありました。 
ここで一言。皆さん新年のこのような集まりを新年交礼会と呼んでお

りますが、このような言い方は北海道独特のようです。東京や大阪に

行っても先ず通じません。私も東京在勤中は意味が分かってもらえず、

これも北海道弁だべかと困惑したものです。通常は賀詞交換会と言いま

す。年の初めに本州方面に出張した際に確かめてみては如何でしょう

か。 
（兵庫県姫路地方や香川県では北海道と同じく新年交礼会と言うそう

です。念のため） 

上田文雄札幌市長の来賓挨拶 

宮脇ガバナーの挨拶 



新入会員歓迎ライガー (12 月第 2 例会）          2008.12.19 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 
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会場となったアウル 会長Ｌ古屋の挨拶 We Serve！ はＬ小貫夫妻 

テーブルは溢れんばかりの料理 

出番を待つのかＬ志和・Ｌ田中 

新会員Ｌ砂田 当然の笑顔 

新会員Ｌ相原 照れてますね 

 年の瀬を迎え慌しい雰囲気の中の１２月１９日、今年最後の例会が忘

年会と新入会員歓迎ライガーを兼ねて行われました。会場は、どうせ二

次会に流れるのならと、最初から二次会を行うことができる「アウル」

と決まりました。 

型どおりの開会宣言があります。この日ために用意した携帯用のゴン

グを鳴らして、例会がスタートしました。お店のお姐さん達は別席で控

えているらしく、静かな空気のなか場違いな例会が進行していきます。

しかし、そのような状態は３０分とは持ちませんでした。会長挨拶は無

いも同然、幹事報告も配布した用紙に全部書いてあると省略。 

We Serve! の乾杯と同時に、テーブルは豪華な食事とアルコールが溢

れかえらんばかりの様相で並び始めます。歓談する暇もない程、飲み且

つ食べていきます。 

その食事の合間に改めて新入会員の紹介がありました。既に入会式を

終えていますので、Ｌの称号がつくＬ砂田とＬ相原です。幾分の緊張と

店内の喧騒のせいか、挨拶の言葉があまり聞き取れません。イインデス

ヨ。私達仲間一同大歓迎です。これから長きに亘りライオンズマンとし

て切磋琢磨していきましょう。 

ここで、幹事Ｌ橋本より「ライガー」の意味説明がありました。この

ような懇親の雰囲気のなかで、ライオンが酒を酌み交わし次第にトラ即

ちタイガーになるとのこと。本当でしょうか？。ならば、ライオンズク

ラブの古里アメリカでも酔っ払いのことをトラと言うんでしょうか。 

厳密な意味を詮索するより、酒を飲み、明日を語り、家庭奉仕に邁進

する心で仲間の和を広げることを当クラブのライガーと定義しましょ

う。 

また、今回は会長Ｌ古屋がお客様をお呼びしておりました。佐藤邦彦

さんと言い、東洋印刷株式会社で札幌営業所長をしていらっしゃいま

す。当然ながら新入会員期待です。 

 

 さてこの一年、順風に推移するかと思

われた経済が９月のリーマンブラザーズ

ショックで、うたかたと消えました。後

遺症はまだまだ続くと予想されていま

す。来年こそはと、期待しましょう。皆

様、よいお歳を。 

 

ゲストの佐藤さん 楽しんでね 



こそが日本人の美徳だったはずで

す。 
何となく違和感を覚える話が

近ありました。東京中央郵便局の建

替えに際し、解体工事が鳩山総務大

臣のクレームにより頓挫している件

です。 終的には外壁の一部を残し

て建替えるのでしょうが、その完成

予想図を見て「またか」の印象を受

けました。 

身近なところでは、札幌中央警察

署を考えてください。まさに木に竹

を接いだ何とも奇妙なデザインの建

物になっています。東京の玄関口に

丸ビルと同じようなグロテスクな建

築物が並び立つ姿を想像するとき、

世界に誇れる都市とは言えないと

 今期第４回となる会報をお届けし

ます。第２２期が始まってから既に折

り返し点を過ぎ、次期役員の指名も

無事終了しました。 
昨年秋口に突如として発生した感

のあるアメリカ発の金融危機により、

日本国中が震撼しています。この状

況は年度末を控え更に酷くなるとの

予測もあります。本当に突如の襲来

だったのでしょうか。イザナギ越えと

言われながら、庶民感覚を無視した

マネーゲームに日本の経済界が浸

かっていた結果とも言えます。余り

に古いと笑われるかも知れません

が、二宮金次郎の「柴刈り、縄ない、

弟を世話し」の刻苦奮励を思い起こ

す時なのではないでしょうか。勤勉

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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思いますが。 

文化的価値のあるものを保存

することには反対しませんが、町

並みの景観を考えるとき、もう少

し別の考えがあっても良かったよ

うな気がします。 
そのうち、札幌時計台も高層ビ

ルに外壁を取り付けたミッタクナ

イ格好のものが出来上がるかもし

れませんよ。 
 


