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記事の見出し 

  ちょうど一年前、北海道は全世界から注目される洞爺湖サミッ

トに湧きかえっていました。そして一年後、その時は及びもつか

なかった世界的な金融恐慌のなかに私達はいます。身近な企業の破綻

を目の当たりにし、職を失った人々が巷にあふれ、如何にして日々の

暮らしを維持するかに思いを巡らすさまは、世界に冠たる経済大国を

自負してきた日本の姿からは想像もできないことでした。サミットを

主導した日米の首脳は既に交代し、経済の建て直しに躍起になってい

ます。 

 

私が会長に就任した時には、想定もできなかった社会情勢の変化で

した。このことは、各国のライオンズクラブ活動にも大きな影をもた

らし、年々その会員が減少しています。そのような中にあって、我が

羊ヶ丘ライオンズクラブは会員数をほぼ維持することができました。

奇しくも第５５回３３１―Ａ地区年次大会で、退会防止優秀賞として

ガバナーアワードを獲得する結果となったことに素直に喜びたいと思

います。 

 

さて、私は会長就任にあたり、スローガンを“大きな輪で魅力ある

『ウィ・サーブ』としました。その成果は皆様方のご協力を得て結実

しつつあります。 

然しながら、提唱者である私自身が社業の都合により、少年軟式野

球大会や変化鏡贈呈等の当クラブ要のアクティビティに参加できな

かった事は痛恨の極みであると共に、皆様方に心からお詫び申し上げ

なければならない事態と感じております。 

それでも、この一年間会長として職責をつつがなく過ごすことがで

きたのは、幹事L橋本泰明を始めとする執行部の並々ならぬ活躍と会員

皆様のご協力の賜物と感謝いたします。 

 

よく会長職は、港から海原に漕ぎ出す船に例えられて、その舵取り

の巧みさを期待される節があるようです。しかし、船はその大小を問

わず船頭の力だけでは進むことはままならず、乗組員相互の力により

障害を乗り越え華麗な航跡を描き得るのではないでしょうか。まさに

今期はその典型でした。毎月の例会準備、アクティビティの計画にと

事務局で打合せや会議を進める執行部の姿を何度も見てきました。そ

の鮮やかさには舌をまき、練り上げられた企画は絶賛に値しました。

このことが、大きな輪となり、魅力ある『ウィ・サーブ』を生んだ源

泉になったと信じています。 

 

皆様の協力だけを頼りにして歩んだ一年間でした。本当にありがと

うございました。 

また、会員皆様そしてご家族の益々の繁栄とご健康を祈念して締め

くくりとさせて頂きます。 

 

  ご協力ありがとうございました 

会長 古屋 孝三 
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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 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。 

 後に 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。 
 

 第２２期を終えるにあたって 

幹事 橋本 泰明 

  
 

 昨年７月、我が羊ヶ丘第２２期古屋丸の船出から早いもので間

もなく１年を迎えようとしている。過ぎてしまえば1年、何と短い期間

との感慨が自分自身の中に去来する。 

 短かったと感じた期間の中に反芻すべき事柄の多くがあったのでは

なかろうか。 

思い起こせば１２年前、我がクラブＣＮ１０周年と言う大きな節目

の時であった。クラブの要と言われている幹事を無理やり押しつけら

れ、諸事情から断ることが叶わず、ありもしない男気を持ち合わせる

こととして無我夢中でやり抜いた記憶がある。その時の1年と較べる

と、何と今期は穏やかな気分でその役割を果たすことが出来たのであ

ろう。 

 “一度経験済みのこと”などでは説明のつかない不思議な気持ちで

ある。前回は、クラブ運営の要たるべく自分自身の考え得る、ありと

あらゆる行動パターンをシュミレーションし、 良を凌駕する 善の

ものを探し出して実践していくことを自身に課していた。今にして思

えば、肩肘張って戦場に赴く武将に自分をなぞらえていたのかも知れ

ない。さらに智略をも兼ね備えてなどと策を巡らすものだから、益々

混迷の極みにはまって行ってしまう。 

 

 今期は、“なすがまま”に身を委ね順風満帆であることのみを願い

つつ、時には“漂流もまた良し”の心境で幹事の役職を担うこととし

た。 

 その思いが多くの方々に通じたのか１年の任期を終える今、清々し

い気持ちで次期の執行部に運営を託すことができる。 

このことは、全会員が古屋丸の航行に荒波や逆風などを一切送るこ

となく達観した心境でエールを送り続けてくれた結果なのかも知れな

い。 

 何はともあれ執行部の一翼を担ってきた者として間もなく無事帰港

できることが嬉しく心より安堵している。この原稿を皆様が目にする

頃は、満ち足りた気持ちで今度は自分の趣味のための舵取りに没頭し

ていることだろう。 

 

 今さらながら、仲間の居ることの心強さ、崇高さを知ることができ

た。この高揚した気分を何時までも持続させていきたい。 

 末筆ながら、改めて会員の皆様の全面的協力に心より感謝申し上げ

筆を置きたい。 

 



  この一年、ライオンテーマーとして例会のお手伝いをしてきまし

た。何とか皆様方が「今日の例会は楽しかった」と思って頂けるように

意を尽くしてきた積りでおります。楽しいだけの例会では、単なる異業

種交流の飲み会に終わってしまいますので、一ひねりを入れて、ライオ

ンズクラブ活動の意義を感じて貰える方法を模索しておりました。    

まさに思うは易く行なうは難しの連続でした。当日のテーマに沿った話

題があるのか、進行に間違いはないか、予定時刻に始められ、許容時間

内に終了するか等々。以前に経験したとは言え、遥か遥か昔のことです

から、戸惑うことの方が多かった気がします。 

 例会の運営にあたっては、執行部の皆さんの全面的に協力を仰ぎまし

た。例会前に幾度となく打合せを行い、時にはリハーサルまでして臨ん

だこともあります。評価は皆様がなさることですが、１回でも思い出と

なる例会があれば、これに優る幸せはありません。 

こうして、一年を振り返ることが出来るのも会員の皆様方の協力が

あったればこそと思っております。テーマーとしての役目は次期の方に

担って頂きますが、執行部には留まることとなりました。改めて協力を

仰ぐこととなります。 

ありがとうございました。 
 

 大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

  北海道サミットと共にスタートした２２期L古屋船長の傍で、４

０数名のクルーと一緒に帰港することが出来たことに対して喜びを

感じているところです。一番金銭感覚のない私が、入会して２回目

の会計と、何か人生の逆を歩んできたように思われてなりません。 

 クラブに関わりを持つこと、職場で地域社会で、誰もみな他人と関

わりながら生きている。人間である以上、なかには気の合わない人、

苦手な人もいて。時にはそうした人と共に作業をしたり、気乗りしな

い行事や、付き合いの場に出なければならないこともある。それは少

なからず憂鬱で、面倒なことも度々、しかし、どんなに煩わしくて

も、他人との関わりは避けることが出来ない。それが嫌で仕方が無い

のというのでは毎日が苦痛になるばかりである。どうせ避けられない

のなら、それをむしろ楽しみに変えるよう、心の切り替えができない

ものか、多くの人と出会い、人間関係を結んでさまざまに関わりあい

つつ日々を送る。これこそ生きている証だと積極的に受け止め、関

わっていこう。そうすれば、鬱陶しいと思っていたのが案外そうでも

なかったり、意外と面白いことに気付いたりするなど、新たな何かが

見えてくるにちがいない。一度きりしかない人生、この日、この時

で、嫌だ、厄介だ、自ら心を暗くしていては、あまりに勿体ない。 

 終わりに会員の皆さん、見角さん、一年間本当に有難うございまし

た。 

 

人との関わりを大切に 

会計 菅原 崇 

楽しい例会でしたか？ 

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』 

 ＰＲ・ＩＴ委員長として一年間皆様のお手伝いをさせて頂きました。

年間を通して、常に不安ばかりが嵩じておりました。ホームページは、

どれ程一般の方に見て貰えただろうか。コンテンツを充実させる方法は

無かったのだろうか。会報の反応は。ＥＣＨＯ誌には投稿したけれど、

掲載されるのか。 

常に締切に追われる一年だったような気がします。例会報告を出来る

だけ早くホームページにアップし、自分で言い出したことながら会報の

発行回数を増やしたことによる原稿執筆の重圧。不安と反省と悔恨。ど

う考えても前向きにはなれませんでした。 

それでも、淡々とこなせた背景には皆様の大いなる協力がありまし

た。ありがとうございました。 

サミットの厳重な警備から始まった今期でしたが、その議長となった

総理が代わり、後任者も足元が揺らいでいる状況です。世の中は１００

年来の不景気とか。せめて、ライオンズの中で活動しているときくらい

は、浮世の憂さから離れていたい。そんな気持ちを込めてパソコンに向

かっていた一年でした。思いは通じたでしょうか。 

これからも、自分のできる範囲でライオンズ活動に関わって行きたい

と思います。お世話になった方々への恩返しのとなるように。どうぞ、

宜しくお願い致します。 

 

マイペースの人生を歩んでいる自分に「テールツイスター」は無理

だとお断りしましたが私のスポンサーの命令に従いました。 

とりあえず前任のＬ田中を見習ってと思いやってはみましたが、キ

ヤラの違う人真似は無理と気付き、如何しようと悩んでいるうちに反

省の暇もなくもう終わり。戸惑いながら始めた「テールツイスター」

でしたが、例会で一番楽しんでいたのは私自身かもしれません。皆様

には、ご迷惑をおかけしました。 

この５月には、沖縄・浦添てだこライオンズクラブの２５周年誕生

例会に出席させて頂き、沖縄戦没者の追悼ができて長年の重い胸の痞

えを取ることが出来ました。 

先の戦争で、実際の戦闘の地となったのは沖縄だけでした。被爆地

となった広島・長崎とは違った意味で凄惨な地獄をみたであろうこと

が、いつまでも心に刻み込まれておりました。 

ご親切に慰霊の地を始めとして観光地の隅々まで、自家用車で案内

をして下さいました浦添てだこライオンズクラブの皆様には謹んで御

礼を申し上げます。 

 
 

 自分が一番楽しんでいた一年 

テールツイスター 

志和 賢一 

PR情報・IT委員長 

井上 定幸 

 長きライオンズ活動を 
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寒梅例会             2009.3.24 

国歌斉唱 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

バラに埋もれた梅 発見できますか 

ライオンズの誓い L武藤健史 

今年も暖冬で東京では桜の開花宣言が出ました。私たちの郷土、北海

道はようやく雪が消えても、まだまだ厚いコートに身を包まなければな

らない季節。そんな冬とも春とも言えない３月２３日、寒梅例会が開催

されました。札幌では、本州と異なり桜が咲き梅が咲く。そうは言いな

がら一日でも早く花を愛でたい気持ちの強いライオンの仲間が続々と会

場のパークホテルに集まってきました。 

会場は普段と違い天井の高い宴会場エメラルドで、心なしか気持ちが

開放的になります。寒梅（観梅）例会ですから、会場のどこかに梅の花

があるはず。そう思って探すと各テーブルの中央にありました。梅の枝

が。周りをバラに守られて何となく遠慮がちに、つぼみをつけていま

す。 

まだまだ梅見には早かったのですね。桜と違い自己主張をしない健気

さが良いですね。 

３月も下旬になると一年間の予定もほぼ消化し、次年度への準備が始

まる時期になります。例会のテーマを決めるのにも苦労していると執行

部から聞きました。 

例会に先立ち、５月に行われる３３１ーＡ地区年次大会でのクラブ紹

介に使う記念写真の撮影です。大所帯であるかの如くに撮影しなければ

ならず、構図を決めるまで一苦労でした。どのような紹介になるのか、

今から楽しみです。確認するには年次大会に参加しなければいけません

が、今年は札幌を離れての開催になるだけに参加者がど

の程度になるか心配です。 

例会の前半は、その蕾さえ定かではない梅の枝を眺めな

がら幹事の報告を聞きます。報告でも、次期役員選挙に

向けたものや、年次大会に関するもの等が大半で、今期

も終盤に差しかかっている印象を強くしました。 

後半は、Ｌ髙栁が企画するカラオケ熱唱例会となりまし

た。声じまん、腕じまんが競い合う大舞台を期待してお

りましたが、時間の関係で壇上に上がったのはＬ竹中、

Ｌ高橋、Ｌ村上の３名でした。 
散会に際しては、テーブルに置かれた寒梅を出席者有志

に企画者Ｌ高柳の独断により贈呈いたしました。この梅

の花が見事に咲き、今度は各家庭の食卓に馥郁たる香り

を放つことを期待しております。 

談笑中のＬ佐藤＆Ｌ菊池 

挨拶ではなくカラオケ Ｌ竹中 

久々の出席 Ｌ千葉ライオンズの誓い 
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ガバナーアワード 

 大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

チャターナイト２２＆レディースナイト  2009.6.9 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

ビンゴの司会 Ｌ照沼＆Ｌ相原 

 ６月９日、次期会長となるＬ髙栁を実行委員長として第２２回チャターナイト

＆レディースナイト例会が行われました。開会時刻は午後６時、既にその前に

多くの会員が会場に奥様同伴で入ってきております。６月ともなれば、この時刻

でもまだまだ日が高く、陽光がホテル芝生に映える様は気持ちを高揚させてく

れます。 

 定刻通りに、先ず例会が始まりました。メインは祝賀会なのですが、一応例

会と銘打っている以上、やるべき事をしきたりに従って進めるのが、ライオンズ

クラブの特徴とも言えるでしょう。 

 この中では、数々の受賞発表がありました。特筆すべきは、「ＭＪＦ２０名以上

献金クラブへの感謝状」です。結成２０年を記念してクラブ内で献金を募り、第

２１期に成果を得ることができました。ガバナーアワード受賞発表もありました

が、何故か「使用済切手」「使用済テレカ」「書き損じハガキ」の収集活動に対

する受賞はありません。後日、明確な理由の開示をキャビネットに要求していく

必要が迫られます。 

 また、５月に開催された沖縄・浦添てだこＬＣ２５周年誕生例会の報告がＬ菅

原より「ウイサーブ」に先立ってありました。詳しい内容は、次号に掲載させてい

ただきます。 

 いよいよ、記念祝賀会の始まりです。当日用意したプログラムの順序は、既に

大幅に変更されています。一番慌てたのは司会のＬ櫻岡ではないでしょうか。

大きな身体を畳み込むようにして、進行表を訂正していました。 

 宴が始まり、口の動きが滑らかになるとともに各会員が出席されているＬＬ

の許へ挨拶に向かいます。如何に、ご亭主がライオンズ活動に邁進しているか

を本人に代わって熱弁をふるいます。まさにレディースナイトの真骨頂です。 

 プログラムでは余興と一言で書いてありますが、その実態は「ビンゴゲーム」

でありました。最初の方のボタンは出席されたＬＬが押します。その際に、進行

のＬ照沼からご亭主に質問が発せられ、正解を奥様に訊くと言う趣向です。何

組かは、全く正答が得られず「崖っぷち」と判断されておりました。さて、帰宅し

てからどのように弁明したのか。こちらの方が気になります。 

 いつもは途中で終了となるビンゴゲームですが、今回ばかりは進行が早

かったため、全員が「ビンゴ」となるまで行われました。最後のビンゴ受賞者、お

疲れ様でした。 

 今年のチャーターナイトも無事に終了しました。これから、また一年新たな気

持ちでライオンズ活動にいそしむ事としましょう。それでは、次のＣＮまで。 
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まだ外が明るい中、開会 Ｌ上西 開会ゴング 会長Ｌ古屋孝三 ＭＪＦ２０名以上感謝状受賞 

ＬＬ照沼の慎重なボタン捌き 

花束贈呈を受けるＬＬ桑原 



その後の西岡公園 桜は、時計塔は 

健在だった桜 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

西岡水源地 

  皆さんは札幌西岡公園に当羊ヶ丘ライオンズクラブが、桜の植樹と

時計塔を寄贈したことを知っていますか。桜の植樹は、１９９０年１

０月に苗木５０本を植樹しています。今から２０年近くも前ですか

ら、会員の殆んどの方はご存知ないかも知れません。 

 その桜を、先日見に行ってきました。５０本全部が残っているわけ

ではありませんでしたが、すくすくと育っていました。桜の季節には

花見客で賑わったことと思います。 

 一方、時計塔は植樹の翌年寄贈されました。今も健在で公園のシン

ボル的存在になっています。時計塔の正面には「湖よ永遠たれ」の文

字が刻まれています。 

 何故、公園に設置した時計に「湖よ・・」なのでしょうか。実は西

岡公園は西岡水源地とも言われ、かつては札幌市の上水道として利用

されていました。戦前、月寒に駐屯していた、陸軍歩兵第２５連帯に

より１９０９年に建設された水源地でした。１９７１年に南区に白川

浄水場が建設されて、その役目を終えています。 

 １９７７年に、水源地とその周辺は札幌市が管理する西岡公園と

なっています。明治時代に建設された取水塔は国の有形文化財に登録

されています。 

 皆さんも是非一度行かれることをお勧めします。概略の道順は左の

地図を参照して下さい。ここに至る道

筋を示す水源地通りがありますが、札

幌がこれ程までに発展する以前の幹線

道路でした。この道を辿って行くと地

元の人でもないと確実に住宅街に迷い

込みます。羊が丘展望台を目指して、

あとは案内標識に沿って行くのが無難

と言えます。 

 水源地を一周すると約２０分程度で

す。さらに、足を伸ばして公園も一周

すると２０分余分に見て下さい。途中

に木道がありますが、絶対に下りない

で下さい。貴重な植物の群生地です。

自然保護にも努めましょう。当然です

がゴミは持ち帰りましょう。 
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寄贈した時計塔 

文化財の取水塔 



弘前公園の桜紀行          井上 定幸 

 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 

 このところ、毎年の如く暖冬と言われていま

す。特別なことではなく、温暖化の進行で冬が短

くなっているのではないでしょうか。 
４月の末に、青森県に林業関係の仕事で行って

きました。できれば弘前の桜も見たいものだと

思ったのですが、既に盛りは過ぎているだろうと

諦めていました。ところが、あろうことか、４月

の２６日に雪が降ったのです。それも、道路が

真っ白になる程。 
この雪が幸いして、桜が散るのを遅らせてくれ

ていたとのことでした。まさに天の助け。一日、

真面目に仕事をして翌日、期待とともに青森市か

ら弘前に向かいました。弘前市内に入る頃から道

の両側は桜並木です。ますます、気持ちが高ぶっ

てきます。 
雪で桜を諦めた人が多かったのか、駐車場も難

なく入口に近い処を確保できました。さて、桜の

名所と言われる弘前城に一歩足を踏み入れて、もうビックリ。こんなに沢

山の桜を見たことがない。 
前は桜、後ろも、右だって左も、さらに見上げると上も、見下ろす堀の

周辺も桜、桜、さくら。圧倒的な量に声も出ない。早速パンフレットを開

き、その由来を調べる。 
以下はその抜粋です。 
 

桜は、正徳5年（1715年）に、津軽藩士が京都から25本の苗木を持ち込み、城内に

植えたのが始まりと伝えられています。 
明治になって、荒れ果てた城内を見かねた旧藩士・菊池循衛が、明治15年（1882年）

にソメイヨシノ（吉野桜）1,000本を植栽しました。その後も市民の寄付などが続き、

大正に入るとそれらが一斉に咲き揃い、見事な風景を展開しました。 
昭和30年（1955年）、それまで観光バスが下乗橋を渡り、本丸まで乗り入れていまし

たが、当時の公園管理事務所長・工藤長政氏により、園内の入り口に馬車止めが設置

されました。観光関係業者からは猛反対されましたが、桜の樹には、自然環境が一番

大切だという、この時の英断が、今日の弘前公園のたぐいまれな自然を育んだといえ

ましょう。 
  

特にその美しさに見惚れたのは、桜の花を通して眺める岩木山の秀麗

さ。やはり日本の山は桜が似合います。今度は紅葉も見てその対比を感じ

たいと思います。 
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次期役員選挙例会＆新入会員入会式  2009.4.14 

国歌斉唱 

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 
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次期役員の面々 

ライオンズの誓い Ｌ山崎 

Ｌ杉村を紹介するＬ石黒 

歓迎ライガー 

４月になり年度変わりのこの時期、街の中もフレッシュな気分が漂い

ます。黄色い安全カバーの付いたランドセルを背負う新一年生。ブルー

の背広姿が未だシックリこない新入社員。前を見て颯爽と歩く姿は微

笑ましいものです。 
 巷では全てを新しく切り替えようとしている今、札幌もようやく長い

雪の暮らしから解放されました。当クラブも新しい息吹への準備が始

まったところです。 
 ４月１４日は、次期役員選挙例会と新入会員入会式を併せて行いまし

た。役員選挙と言っても既に２月の段階で指名されていますので、確認

を取るだけと言ったものです。新役員の皆様の活躍を期待します。出口

が見えてこない不景気、特に北海道は常に 初にその荒波をかぶり、

引いていくのは 後になると言われています。敢えてその波を跳ね返

す実行力で突き進んで頂きたいものです。全会員期待しております。  
そうして、新年度に相応しく我が羊ヶ丘ライオンズクラブにも、フレッ

シュマンを二人迎えることができました。 
会長Ｌ古屋孝三がスポンサーした佐藤邦彦さんとＬ石黒富司のスポ

ンサーによる杉村太蔵さんです。 
佐藤邦彦さんは、東洋印刷株式会社の札幌営業所長をしておられま

す。現在５３歳、まさに働き盛り、クラブ内での活躍が期待されます。 
杉村太蔵さんは、皆さんもご存知の衆議院議員です。まだ２９歳、当

選したときは全国で 年少の国会議員でした。もちろん、我がクラブに

於いても 年少です。当日は、国会開会中ということもあり出席は叶

いませんでした。若さとスマイルで、クラブ内にも新風を吹き込んで欲

しいものです。 
また、２８日は新入会員歓迎ライガーがアウルで開催されました。多

くの会員が参加し、その盛り上がりは例を見ないものでした。歌に踊り

に、そして旨い酒と料理。どうか、新入会員の皆様（と言っても当日は一

人だけ）、ライオンズクラブは呑んで食べて夜更かしする集団と思わな

いで下さい。世界で 大の会員数を誇る奉仕団体であることを忘れな

いで下さい。この日も、残念ながらＬ杉村太蔵の出席はありませんでし

た。早く、国会審議が一段落し我々の前にも顔を出してもらいたいもの

です。 
 

新入会員 Ｌ佐藤の紹介 



  

第２３期準備理事委員長会       2009.5.18 

   ５月１８日、札幌第一ホテルで第２３期の準備理事

委員長会が開催されました。いよいよＬ髙栁が率い

る第２３期が実質的なスタートを切ります。 

 会長スローガン、サブスローガンが発表され、役

員名簿とともに各委員会の組織表も公表されまし

た。会長スローガンは「未来をひらく希望の奉仕」、

サブスローガンは「夢」です。何れも、前進を標榜し、

新しい時代に向け突き進む気概を表現しています。 

 会議では出席した新執行部・新理事・新委員長に

よる熱心な討議が繰り広げられ、次期の活動も実り

あるものになることが予感されました。 

 ライオンズクラブ活動の要となる財政について

は、次期財務委員長のＬ菅原から説明があり、会員

増強と密接な関係にあることが強調されました。他

クラブの活動状況をみていますと、やはり会員が減

少しているクラブは活動状況にも翳りがみられてい

ます。充実した奉仕活動をすすめるためには、何に

も増して会員増強と退会防止により組織運営を強

固にする必要が痛感されました。 

 またクラブ活動における出席の重要性について

は、次期出席委員長のＬ櫻岡から説明がありました。

先ずは出席すること、そこから運営の方法・効果的

なアクティビティの発案が生まれることが力説され

ました。 

 会長・幹事からは、ともに第２５期の記念する年度に

向けて体制の充実を図ることが述べられました。ま

た、キャビネットとの関係にも触れ、是々非々の関係

で協力をする立場を確認しております。 

昨年秋からの私達にとっては、まさに災難とでも

言えるような突発的な不景気の嵐がアメリカ本土

から襲ってきました。それに抗すべく、会員全てが必

死の思いで社業に奮闘しております。他クラブから

は、キャビネット会費や国際会費が負担になりつつ

あるとの話も聞こえてきます。私達も言うべきこと

大きな輪で魅力ある 『ウイサーブ』 
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準備理事委員長会討議風景 来期に向けて、先ずは懇親 

 徳光前事務局員から引き継いで、この夏で丸2年目を

迎えます。当初は敬称にライオンを用いるその呼び方や

例会毎のライオンズローアの「ウオーッ」に少なからず驚

いたものでした。なんとか事務局員として業務を行うこ

とができたのは、クラブの執行部の方々をはじめ、羊ヶ丘

ＬＣの皆様の暖かいご指導・ご助言によるものと深く感謝

いたしております。 

 各種例会等、以前の会社員生活では経験し得ない楽し

く貴重な体験を通して、クラブ内容も少しずつ理解でき

るようになってきました。 

 今後とも皆様がお変

わりなくご活躍され、

羊ヶ丘ＬＣがより発展さ

れますように、このクラ

ブの事務局員として勤

めさせて頂けることを

心より嬉しく思っており

ます。どうぞこれからも

宜しくお願い致します。 

は言う、その立場を堅持して行きたいと思います。 

 会議の終了後は、隣の部屋で会食が行われました。つ

い先刻までの論壇風発した雰囲気とは打って変わって、

参加者全員が談笑に興じています。話題の中心となっ

たのは、直前に迫った沖縄・浦添てだこライオンズクラ

ブへのＣＮ２５周年訪問の件

です。何度かの交流があり

ますので、既に旧知の仲と

なったメンバーも居て、参

加する会員は期待感が一

杯の様子でした。みやげ話

を楽しみにしています。 

 

 

私が事務局員です。    見角 直美 



 そのような中で私達は、周りに

左右されることなくライオンズ活

動を続けることができました。こ

のことは偏に会員相互が、当たり

前のことを、当然と心得て実行し

てきたからに他ならないと思いま

す。古屋会長が就任にあたり言わ

れた「凡事徹底を貫こう」が実践

されたものと言えましょう。 

 一方で、ライオンズクラブ活動

全般を見渡したとき疑問に思うこ

とが多々見られました。３３１－

Ａ地区としての会議や複合地区の

集まりに参加する機会が多くあり

ましたが、「これで良いのか」と

思うことがしばしばでした。会員

数が減っているとは言え、各種会

合に参加するメンバーの数が極端

 早いもので、もう２２期が終了

します。今期 終号となる会報を

お届けします。この一年、多くの

ことがありました。洞爺湖サミッ

トの厳重な警備のなかで明けた第

２２期でした。サミット景気を当

て込んだ地元や観光業界も警備の

余りの凄さに人が寄り付かなく思

惑が外れた一面さえあったほどで

す。北京オリンピックでは開会式

の演出には、驚きを通り越して信

じがたい部分までありました。 

 やはり、一番の関心事は昨年の

９月からのリーマンショックと言

われる金融危機でしょう。よも

や、世界 大の自動車メーカーＧ

Ｍが破綻するなど考えも及びませ

んでした。 

PR 委員長のつぶやき        L 井上 定幸 
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に少ないのです。関心がないと

言うよりは、参加しても詰まら

ない集まりが多すぎるのではな

いでしょうか。 

 何か、会合があれば懇親会と

称して宴会が始まります。終

わってみればテーブルには、不

参加者のためにも用意された酒

と料理の山。この無駄を排除す

るだけでも、別のアクティビ

ティに振り向けることができる

のではと、根っからの貧乏人の

私は考えてしまうのです。 

 来期はＬ山崎にバトンタッチで

す。一年間ありがとうございま

した。 

 


