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未来をひらく希望の奉仕 

記事の見出し 

 

 今期の会長就任にあたり、抱負を述べる前にお礼を言わせて頂きま

す。第２２期会長L古屋を始めとする執行部の皆様に一年間の活躍に感

謝いたしたいと思います。事故もなく、無事にライオンズ事業及びアク

ティビティを終了されたことは執行部が抜群の指導力を発揮された賜

物と言えます。ご苦労様でした。 

私は、平成１０年１１月に当クラブに入会し、今年で１０年になりま

す。この歳月を考えるとき、様々なことが頭をよぎります。先輩ライオ

ンの何人かは退会しておりますし、今から5年前にはエクステンション

により仲間を送り出しもしました。今では、すっかり古株の部類に入っ

てしまいました。 

そして、いよいよ会長の重責を担うことになりました。自分に務まる

かどうか、不安ではありますが、先ずは進んでみようとの思いでおりま

す。 

「未来をひらく希望の奉仕」。 

 

悩んだ挙句に考え付いた私のスローガンです。今期ガバナーのスロー

ガン「奉仕の心で！！『未来を開く』」と酷似しています。偶然とは言

え思いは同じと、意を強くしました。新しい時代を切りひらく奉仕こそ

が、私たちの使命と感じております。 

この一年間、会長として実践して行くための指針を次の3点にまとめ

ました。 

１． 退会の防止 

２． 継続クアクティビティの実施 

３． 無理・無駄の排除 

1番目は何と言っても、退会者を少なくすることです。ライオンズクラ

ブの所属している意義を感じられるクラブにすることが重要と考えま

す。奉仕することが自分自身の喜びと感じられる活動を模索したいと思

います。 

２つ目は、継続アクティビティを、さらに推進することです。青少年

育成活動・交通安全活動・緑を守る植樹活動を今期も行い、当たり前と

思われることを、何のてらいもなく黙々と続けることに意義を見出そう

と思っております。 

最後は、無理・無駄を排除することです。従来の慣習に流され、それ

に従っている間に多くの無駄が発生している場合があります。また、奇

をてらった事業をすることから無理が生じる場面もあります。会員から

の貴重な会費で運営されている団体であることを考え、費用の支出を少

しでも抑えて行きたいと思います。このことは、私たちはもとより、キャ

ビネットに対しても同様であり、場合によっては「吼えるライオン」で

あっても良いのではと思うのです。 

皆様のご協力を切に願うものです。一年間よろしくお願い申し上げま

す。 

先ずは進もう 

会長 髙栁 司 
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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。 
 

全員参加のクラブ運営を 

幹事 井上 定幸 

  
 再入会して３年目、よもやと思う反面、ある程度は覚悟していた方が

良いかも知れないと思っていた幹事の役目が回ってきた。 

どうせ役職を担わなければならないのなら、余り責任を負わなくとも

過ごせるものが良いと思っていたのが実情である。そう言った意味で

は、前期のＰＲ・情報委員長は仕事での特性も活かせ、自分としては痛

痒を感じることのない職務だったと言える。 

尤も自分の思いと他人の評価は別物であるから、果たしてクラブへ貢

献していたかどうかは甚だ疑問ではあるが。 

今回、幹事に就任するにあたり心がけた事が一つある。「自分は実行

者では無い」と言うことである。ライオンズクラブの組織論や役員必携

から読み取れる処では、クラブ運営の要諦を為している職務が幹事であ

る。企画立案や連絡・報告は当然の職務と考えるが、それらの内容を吟

味検討し、実践するのはクラブ会員そのものであろう。全員参加が基本

であり、幹事は黒衣でなくてはならない。 

今期会長のL髙栁は、重点目標に退会防止と新入会員の増強を掲げて

いる。 

この２点は、今期キャビネットの方針とも合致し、国際協会も同様の

危惧を抱いている。新入会員の獲得は思うに任せない部分もあるが、退

会者が出ることは出来得るだけ防ぎたいと考えている。 

傾向をみていると、退会される会員は例会への出席回数が減ってきて

いる。理由は数々あろうが、出席自体が楽しいと思える例会にすること

も一つの方策であろう。 

ライオンズクラブについて「大人の幼稚園」と揶揄する人も居る。そ

れは、それで結構ではなかろうか。 

普段ビジネスの現場にいてストレスにさらされ、回復傾向にあるとは

言え、１００年に一度の不況と騒がれれば会社経営に心を砕いているの

が実情である。ライオンズの仲間と会えた時こそが、心休まる瞬間であ

れば「大人の幼稚園」の面目躍如と言えるだろう。その中から同志とで

も呼べる邂逅があれば、至福と言わざるを得ない。 

先ずは例会への出席率を挙げよう。会員相互が連絡しあい参加を促そ

う。折角出席した例会が詰まらないものでは、また足が遠のく。楽しい

例会になるように心がけよう。 

ライオンズクラブへの帰属意識を高め、ボランティアの意義を語り合

うにも一人では如何ともしがたい。仲間と語り合おう。 

例会が宴会と化しても時と場合によっては良しとする度量を持ちた

い。 

このような意識が一年間続くことを自分自身に課している。会員皆様

のご協力を仰ぐ次第である。 



今期のライオンテーマーを拝命いたしました北瀬でございます。札幌

羊ヶ丘ライオンズクラブに入会させて頂いてから早や４年が経過致しま

したが、今まではクラブに対する貢献も殆んどなかったように思われま

す。 

そんな私がこの度、このような大役を仰せつかり、身の引き締まる思

いでおります。この重要な役を受けるにあたり、経験のあるライオンに

心構えと役職の内容を改めて伺いました。答えは意外にも、「思うよう

に、自分らしさを出して」と言われました。今までの例会や理事会から

得ている印象では、手続きやら決まりごとが多くあって、路線から外れ

ることが許されない集まりだと思っておりました。 

この一言で私の気持ちは重圧から解き放されて、軽くなりました。自

分のできることを、考えられる範囲で実行していこうとの思いが芽生え

てきました。 

判らないことは、率直に皆様にお聞きします。そのうえで、少しずつ

経験を重ねていければと願っています。 

楽しい例会を目指して頑張っていきたいと思っていますので、各ライ

オンの力強いご協力・ご支援をよろしくお願い致します。 
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  昨年に引き続き執行部の一員として活動させて頂くことになりまし

た。我羊ヶ丘ライオンズクラブに入会して２０年、その間多くの役職を

経験させて頂きました。それでも、会計は初めてのことです。職場でも、

家庭でも、ましてやライオンズクラブでは金銭に関することは傍観する

のみで、たまに文句を言っては溜飲を下げているばかりでした。 

最も会計に縁遠いところに居る私が、業務として会計に携わることが

できるのか実に不安でした。 

実務に関しては、その大部分を事務局が担当してくれますので、杞憂

の一つが取り払われたと安心しました。そうすると、自分が為すべきこ

とは予算執行に対する金銭面でのチェックのみとなります。 

このことが、どの組織でも会計として嫌われる最大の要因です。皆様

からお預かりした大事な大事なお金を有効に遣わせて頂くことに心が

けることと致します。 

我クラブは、あと２年で結成２５周年を迎えます。所謂Quarterに向け

て、今は出費を抑え財布の充実を図るべき時期です。華美に走ることな

く、それでいて活動を鈍らせない難しい局面を担うことになります。そ

のためには一にも二にも会員の皆様のご協力が必要となります。どう

ぞ、よろしくお願い致します。 

Quarterに向けて 

会計 上西 武紀 

楽しい例会を目指して 

ライオンテーマー 

北瀬 將人 
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  ＰＲ情報・ＩＴ委員長と言う自分にとって最も相応しくない担当に

なり、正直戸惑っております。自分ができること、一体何があるのだろう

かと自問しながら引き受けました。ＰＲ委員長としての重要な役目と思

われるカメラによる例会の撮影も考える以上に難しいことです。何しろ

中学校の修学旅行で触った時以来ですから。 

更にＩＴとなると全くの素人。何のことを言っているのか、皆目不明で

す。この分野については、前任者の幹事Ｌ井上が専門ですので全てお任せ

することで容赦してもらうこととします。 

私の立場としては、当クラブ内のＰＲの手伝いをさせて頂くとともに、

上部組織についても我クラブの立場と主張を発信し続けることにあると

思っております。 

キャビネットが主催する会議には、時間の許す限り出席し「羊ヶ丘」の

立ち位置をＰＲして行くことを使命としたいと思っています。 

一年間、ご協力の程よろしくお願い致します。 

２１期生で入会させて頂き、おかげさまで足掛け２年目を迎えまし

た。その間、出席委員長を経験し「ウイサーブ、出席なくして奉仕なし」

とのスローガンの大切さを少し肌で学んだ思いがします。 

私のスポンサーはL村上です。我が家の件でお世話になり村上さんの

お役に立てればとの思いで入会しました。それからは、スポンサーに

ご迷惑をおかけしないよう、少しでもお力になれるように私なりに務

めてきたのが今日です。 

したがって行事に参加する私の動機は世間的なお付き合いであり、表

面的なものでした。今、反省しています。 

仕事を優先し、「自分の為に野球をする」と言った身勝手な競争の

時勢に於いて、私はお人柄の良い会員皆様との交流を重ねる内に、お

かげさまでライオンズに流れる豊な精神に少し触れることが出来まし

た。 

毀誉褒貶する社会に流されずライオンズクラブは長い歴史と伝統を

堅持し、今も社会にグッドスタンディングしています。それは奉仕活

動を通し、自分を高めていくことを目的とした、勇気ある紳士淑女の

陣列が健在であり、心の豊かさを基調とする稀有な精神が継承されて

いる事を少なからず実感させて頂きました。 

及ばずとは言え、入会当初に諸先輩が道を示して頂いた「ライオン

ズならば実社会にあってグッドスタンディングを目指せ！語らずとも

ライオンのその人格は滲み出るもの」との言葉を目標に、テールツイ

スターの大任に挑戦させて頂きます。全く自信はありません！。先輩

そして後輩の皆様、何卒応援をよろしくお願い申し上げます。 

髙栁会長を中心に会員皆様のよき人間交流が豊に栄え、我羊ヶ丘ライオ

ンズが発展することを願い、私の抱負といたします。 

心の豊かさを基調に 

テールツイスター 

照沼 司 

PR情報・IT委員長 

山崎 光彦 

羊ヶ丘の立場と主張を 
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アズー（AZUL) な沖縄紀行           L 金木 義昭 

未来をひらく希望の奉仕 

ライオンズの誓い L武藤健史 

「青い海と白い砂浜」、そして、「輝く太陽」。私の思い抱く沖縄の 

イメージである。といっても、そんな沖縄を経験したことがないのも 

事実である。過去の沖縄旅行といえば、３月初めの早春の頃であった

からだ。しかも、「基地視察」であったこともあり、記憶に残ってい

る風景は、米軍機の離着陸と目の前に連なる鉄条網の連鎖でしかなか 

った。 

 というわけで、ひそかにイメージする沖縄にあこがれていたところ

幸いにも友好ＬＣである「浦添てだこＬＣ２５周年記念誕生例会」へ

の訪問団としての参加のお誘いが来たのである。 

 表向きは、もちろん友好クラブへの公式訪問であるが、イメージす

るアズー（AZUL）な沖縄を体感するチャンス到来というわけで、程な

く訪問団７名の１員として、２泊３日の沖縄行きを決めたのである。 

 さて、仕事を離れての旅行の気楽さを感じたのは、まず、会議のた

めのそれなりの「書類」等を持参する必要がなく、かつ、「ノートＰ

Ｃ」も不要で、いつもの旅行鞄がやけに大きくゆとりをもって感じら

れた程、さらに、何よりも引率役のライオンが、全旅程を念入りに管

理していただけるとのことで、私はその他御一行様で何ら考えなくて

よかったからだ。 

 札幌から沖縄への直行フライトがなくなったこともあり、５月２２

日（金）に早朝の札幌を出発しても初日のホテル「パームロイヤル」

にたどり着くころには、すでに、午後３時を経過していた。 

 その夜の宴会会場である「首里天楼」での待ち時間までを沖縄一の

繁華街である国際通りの散策で過ごすことになった。開放的な店舗が

立ち並ぶ南国らしいおおらかな雰囲気に満ちていた国際通は、想像し

ていた沖縄の陽気なイメージそのものだった。 

 翌５月２３日（土）、訪問団は、にわか旅行団に変身し、予約の貸

切ジャンボタクシーを利用して、沖縄観光ツアーへと繰り出したので

ある。 

 まず、「宜野湾」と「普天間基地」を展望する高台に上がり、今回

の旅行で初めて、沖縄の海と対面した。期待した南国の抜けるような

「青い海」の一望には至らなかった。沖縄ではすでに梅雨がはじまっ

ており、うす曇のどんよりした空模様であったためである。 

 さらに沖縄本島を北上し、「沖縄美ら海水族館」を訪れた。半島の

先端部に位置する高台にある水族館の入り口から見下ろす眼下の海は

確かに日本海とは異なる南国の暖かさを感じさせる青い海のように見
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えた。 

 何よりも明るく輝く沖縄の海を感じたのは、「マンタ」や「ジンベイザメ」が悠然と泳ぐ巨大水槽の

底から仰ぎ見た時の海面から差し込む太陽の光で輝く紺碧のパノラマの海が目前に迫ってきたときだっ 

た。 

 にわか旅行団のよいところは、スケジュールがあって無いこと。昼食後に急遽、タクシーの運転手さ

んに頼み込んで泡盛の醸造所を見学することになり、「山川酒造」を訪れることになった。主力の商品

は、クース（古酒）だそうで、「珊瑚礁」ブランドで出荷しているという。沖縄の青い海と珊瑚礁、先

ほどの水族館で見た沖縄美の海のイメージそのものが泡盛になったようで、これなら陽気に酔えそうに

思えてくる。 

 気楽な旅もこれくらいで、訪問団本来の役割である友好クラブ浦添てだこＬＣ２５周年記念誕生例会

への参列のため、当日の宿泊ホテルでもある「ラグナーガーデンホテル」へ少し早めのチェックインを

した。 

 南国といえども日暮れとともに幾分暑さも和らいでくる。その頃、ホテルに「かりゆし」を着た紳士

達が三々五々と集う様は、とても３３１ーＡ地区では目にすることの無い「式典風景」ではないだろう

か。かといって、これが何の違和感もないところが沖縄らしいところである。むしろ、かりゆしを着て

いない者達こそが、その場に不釣合いなのを感じるのである。 

 記念誕生例会と称してはいても、所詮は式典であることには違いなく、第一部（例会）、第二部（懇

親会）のいずれも、進行と内容は、概ね普通の通りである。沖縄らしさといえば、地ビールの「オリオ

ンビール」で乾杯し、地酒の泡盛に限られることぐらいであったことだろうか。 

 予定では、最終日の５月２４日（日）も気ままな旅行団となるはずが、浦添てだこＬＣメンバーの申

し出により「沖縄県平和記念公園」と「ひめゆりの塔」をご案内していいただくことになった。 

 好天とまでは申せなかったが、雨にはあたらない日々が続いたが、最終日は、さすがに時より霧雨模

様の天候となってしまった。 

 平和公園の先に、米軍との沖縄戦で、断崖から投身したという海が見渡せる所がある。そこは、青い

海も白い砂浜も、そして輝く太陽もない。海面から垂直に切り立つ岩肌、どす黒い鉛色をした海が闇の

入り口のように不気味に横たわっているだけだった。私の沖縄のイメージとはまったく異なる一面が、

目の前に存在していたのだった。時よりの霧雨の中、入館した平和記念資料館は、明るくおおらかな南

国沖縄のその裏に、暗く悲惨な過去が存在したことを、あらためて思い知らされるモニュメントであっ

た。 

 「陽」と「陰」、沖縄とはこれらを混在させながら存在する「ジャパン」であることを心に刻みなが

ら、また、陽気で人懐っこい浦添てだこＬＣメンバーの皆さんの見送りを受けながら、札幌羊ケ丘ＬＣ

訪問団は、無事に役目を終えて、那覇空港を後にした。 

 アズー（AZUL）とは、ポルトガル語で「ブルー」もしくは「紺碧」を意味するのだそうだ。私にとっ

ての沖縄とは、紺碧な海に囲まれた「美ら海」な島だと思い込んでいたし、むしろ、そう思いこませよ

うとしていたのかも知れない。しかし、「沖縄美ら海」には、もうひとつの影の対があったのだ。今回

の浦添てだこＬＣへの訪問を通して、それらを受け止めたうえで、沖縄は再び私にとって、アズー（AZU

L）な沖縄、沖縄美ら海としてのイメージを深めることができた紀行となったようだ。 
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出航例会              2009.7.14 

会長挨拶L髙栁 

未来をひらく希望の奉仕 

７月１４日、今期初めての例会が開催されました。昨年は洞爺湖サ

ミットの関係で、札幌市内には全国から警備のための警察官が溢れて

いました。その頃は、リーマンショックなど予想だにしていなかったの

ですから。一年の歳月の長さが身をもって感じられます。 

さて、私達羊ヶ丘ライオンズクラブも、陣容を一新しました。会長に

今期で１０年を迎えるL髙栁が登場します。幹事には、ＰＲ関係が長い

L井上がそして大ベテランL上西が会計として睨みを利かせる布陣と

なっています。大いなる成果を期待しましょう。 

例会は、会長スローガンの発表から始まります。配布資料には似たよ

うな文字が並んでいます。 

「未来」、「奉仕」、「開く」。 

ガバナースローガンは、『奉仕の心で!!「未来を開く」』。 

会長スローガンは、  『未来をひらく希望の奉仕』。   行を重

ねると、殆んど見分けがつきません。偶然の産物とは言え、よくもこれ

程似たものです。 

そのスローガンを発表する、会長L髙栁の様子が少しおかしいので

す。聞くと仕事中に機械に身体をぶつけ、肋骨にヒビが入ってしまった

とのこと。笑うとひびく、寝返りが打てない、咳やくしゃみは最悪。兎

に角、気をつけて悪化させないように。経験した人の話しによれば、２

週間程度で回復すると言いますから、次の例会では元気になっている

ことでしょう。 

今期初めての例会ですから、その後は役員・委員会の発表、例会計画・

予算案の説明等々、恒例の報告が続いていきます。この辺りは、淡々と

進むと言った印象でしょうか。既に理事会でも承認されている事項が

多いので出席した会員も理解済みの事柄なのでしょう。 

参加者が心待ちに

しているテールツイ

スタータイムでは、L

照沼がマイク不要の

蛮声(失礼)でドネー

ション報告をしま

す。新スター誕生の

瞬間です。一年間、楽

しい時間の演出をお

願い致します。 
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緊張の中、開会するL北瀬 

ウイサーブL橋本 

 

初めての幹事報告L井上 

テールツイスターL照沼 

ライオンズの誓いL倉松 



決算報告例会             2009.７．28 

決算報告 前会計L菅原 ライオンズの誓いL田中 

未来をひらく希望の奉仕 

７月２８日、決算報告例会が開催されました。出席者数か芳しくあり

ません。２０人前後だったでしょうか。気になるところです。 

会長L髙栁は、前回肋骨損傷で笑うに笑えない状態で登場しましたが、

当日はさらに上半身に大きな包帯を巻いて登場しました。参加者全員か

ら質問の矢が飛びます。会長答えて曰く、「伊夜日子神社のお祭りで、

神輿を担いでいて雨で濡れた路面で滑って転倒し、その際肩の骨にヒビ

が入った」。前回は肋骨、今度は肩。担当のお医者さんにも呆れられた

とか。 

可哀想とは言え本人の弁明を検証すべく、我が調査チームは最近その

祭りがあったかどうか調査しました。その結果、７月２７日が祭礼の日

と判明し、疑いは見事晴れたのでした。俄かには信用して貰えない会長、

幾ら近いからと言って、ススキノへの出没回数は減らした方が良いと思

いますが。 

会長の２回連続のお骨折り出席で場が和んだところで、開会となりま

した。今回は決算報告例会と言うことですので、前回に引き続き、ほぼ

決められた手順で進行していきます。決議事項のうち、最も重要な決算

報告が承認されると、あとは大部分が報告事項ですのでテーマは一気に

進みます。ウイサーブに続く食事タイムでは、「鰻」がでます。今年は

土用の丑の日が２回（７月１９日、７月３１日）あり、２回目の丑の日

に合わせて用意しました。味は当然のことながら美味で、皆さん満足し

たようです。 

テールツイスタータイムは、L照沼が家族サービスのため欠席となり

代わってL倉松が担当します。L倉松は、先日心臓バイパス手術を受けた

ばかりで予後が心配されましたが元気に再登場し、一同拍手で迎えまし

た。皆さん、健康に自信はあるとは言っても、大半の方が４０歳を越え

ております。病気には充分気をつけましょう（もちろん怪我にも）。例

会が病状の報告会になっては堪らないでしょう。 

 

<土用の丑の日由来> 

「丑の日」とは、昔の暦のかぞえ方であり、日付を十二支の順に当てはめ

ていった丑の日のことをいいます。の「土用」とは立春・立夏・立秋・立冬

の前の18日間のことをいい、本当は年に4回ありますが、最近では、特に立

秋の前の18日間、つまり夏の土用を指すようになりました。これには「土用

の丑の日」に「鰻（うなぎ）」を食べる習慣が全国的に定着していることが

関係しています。 

8 

一層痛々しい会長L髙栁 

今日の食事は鰻ですよ 

ピンチヒッター L倉松 

ほっと一息 L北瀬 

伊夜日子神社由来 祭は7月27日 



ガバナー公式訪問            2009.8.6 

ガバナーL伊藤信賢挨拶 

未来をひらく希望の奉仕 
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参加したL竹中・L横井・L村上 

壇上には誰もいない 宴会だ 

手馴れたもの L倉松 

 ライオンズクラブの年度が変わるこの次期、８月６日に札幌グラン

ドホテルで地区ガバナー公式訪問が行われました。今期の地区ガバ

ナーはL伊藤信賢（いとう のぶかた）で、札幌市内で弁護士をしてお

られます。 

当クラブからの出席者は２０名でした。一テーブルでは足りず、隣の

テーブルまで侵食しての参加です。 

プログラムは順調に進み、地区役員の紹介に移ります。これが長い、

如何にセレモニーとは言え何とかならないでしょうか。今改めて当日

のパンフレットを見返すと２７名、延々と役職名と名前の読み上げが

続く、それに合わせて機械的な拍手。ガバナーを紹介するなら、彼一人

の紹介に留めるべきであろう。登録料を支払って出席している各クラ

ブメンバーを見ていないことに紛れもありません。 

今回の公式訪問にはバンケッターの姿が見えませんでした。目の保

養ができず残念がっているオジサンライオンも居るでしょうが、一歩

前進ですね。余分な費用を省く手段として。昨今の会員減少の最大要因

は、経済的な事情によるものです。私達が拠出する会費が有効に使われ

てこそ、奉仕の心が芽生えます。 

何はともあれ、公式訪問行事は無事終了し、懇親会に移ります。ひな

壇に並んでいた地区役員と各クラブ会長もテーブルに戻り談笑してい

ます。あちらこちらでも名刺交換が始まっています。 

伊藤ガバナーはと言うと、自席での乾杯もそこそこに参加クラブを

巡っております。当クラブのテーブルにも立ち寄り、全員で記念写真に

納まりました。一年間、ガバナーを盛り立て、スローガンに従って活動

して行こうではありませんか。 

     奉仕の心で！！「未来を開く」 

クラブ新役員 L上西・L井上 

会長席のL髙栁(寝てるよ) ビールを前にして目が醒めた？ 



幹事の感じ     幹事 L 井上 定幸      

 ● トムラウシ 

 ７月１６日に、旅行会社アミューズトラベルの登

山ツアー客18人が遭難し、８人が凍死した。 

 私自身、若い頃に登った山である。報道等でツ

アーの甘さが指摘されているが、まさにその通りと

言える。旭岳から、トムラウシ山まで途中２泊の行

程は、中高年の寄せ集めパーティでは先ず無理。７

月の大雪山は雨が降ると、冬山と同じ。私も以前、

避難小屋で丸一日過ごしたことがある。 

 テレビで放映された、野営に使ったテントは、登

山道整備業者が従業員の宿泊に備えて山中に保管し

てあったものだと言う。偶然にも見つけ使用したよ

うだ。呆れてものが言えない。北海道の山は本州と

違い、山小屋は多くない。パーティ全員を収容する

テント持参は常識中の常識。 

 しかもこの山は７年前にも、同じ時期に２名の凍

死者を出している。情報収集は充分だったのか。 

 

● 日本百名山 

 作家・深田久弥 (1903－1971）の著書「日本百名

山」に記された山々。最近は、ここに書かれた山を

踏破するのが目的のような風潮がある。簡単に登れ

る山もあるけれど、北海道から選ばれている山はど

れも大変な山ばかり。難易度では★一つの羊蹄山

（蝦夷富士）でさえ、登ってみれば、ただただ険し

い山道の胸突き八丁が続く。 

 今回のトムラウシ遭難も、軽々しく１００の山を

瀆登ってしまえと考えたのなら、自然に対する冒 で

ある。我々が登っていた頃のトムラウシは、こんな

に有名な山ではなかった。 

 

● マニフェスト  

 ８月１８日、漸く衆議院選が公示された。政権が

変わるかも知れない大事な選挙。忘れずに投票しよ

う。 

 政権公約を記した書類がマニフェスト。各党のも

のを比較して判断しましょうと言われるが、一体何

処で手に入るのか。 

 公職選挙法により、配布できる場所は名簿届出政

党の、選挙事務所内、個人演説会場、街頭演説の場

所のみとなっている。これ、おかしくない？。 

 自分から出向かなければ一切手にいれることがで

きない。もう少し方法を考えるべきでは。 

 産業廃棄物を出した際に産廃業者が発行する廃棄

物伝票もマニフェストと言う。最後は産廃になるの

かな。因みに公示と言うのは国政選挙、告示と言う

のは自治体の選挙。でも補欠選挙は告示と言う。 

未来をひらく希望の奉仕 
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トムラウシ山 

● コンピュータ 

 たまたま図書館から借りて読んだ「デッドライン」世

界最初のコンピュータ開発に携わった日系２世の話。 

 ロスアラモス研究所で原爆開発を知り、標的となる日

本への投下を阻止しようとする。一気に読んでしまっ

た。コンピュータとは、当時高度な計算 (手回し計算機

で）をする女性のことだったというのは驚き。 

 

● エコって難だ。 

 このところ林業分野での問題提起が多い。国内産の木

材が使われなくなり、山が荒れ林業後継者が育たないと

言う。外材の圧倒的な安さに負けたためと言われる。実

態は。 

 今では外材の方が高いのが現実。それでも国産材が使

われない理由は。単純に品質の違い。表示の正確さ。外

材は太いから、幾らでも希望の寸法が取れる。国産材は

１０Cmと言っても、それより小さいのが普通。 

 そして、国産材が使われないから山は荒れる。間伐し

ても、間伐した木材はそのまま山に捨て置かれる。大量

の雨が降ると、その間伐材は土砂とともに押し流され鉄

砲水となる。間伐材の利用推進を林野庁は言っているが

補助金が圧倒的に少ない。建築材やチップ、燃料用ペ

レットとして使うにも、まとめる組織がないから非効率

のまま。 

 日本は結局のところ、個々の技術は優れていてもシス

テム的な連繋がなく海外勢に遅れをとる。エネルギー分

野も林業分野も同じ。それでも、若者よ森に入ろう。 

 

● π(円周率）計算 

 筑波大学計算科学研究センターで円周率の計算をし、2

兆5769億8037万桁まで算出した。何でこんなことを。

スーパーコンピュータの性能評価のためと言う。計算時

間は検証時間も含めて73時間36分。 

 2兆を超える桁数はどうやって数えたのだろうか。紙に

印刷したら何頁になるのか。 

 この桁数の円周率を使って、10円硬貨を作ったとした

ら、どれ程の設備が必要となって、製造原価は幾らにな

るのか。 

毎号このようなヨタ話を掲載していきます。会員の皆

様の投稿大歓迎です。是非、ご応募下さい。 

ﾄﾑﾗｳｼ＝DeadLine 

ではない。偶然の

一致 



タリと収めるのにはテクニックが必

要なんですね。 

沖縄の浦添てだこライオンズクラ

ブ誕生25周年例会については、L金木

から投稿いただきました。ありがと

うございました。 

色々ページの割り振りをしている

と、どうしても１ページ分、原稿が不

足することが判明しました。さて、ど

うするか。白紙のままで発行しても

わからないかな、と不遜なことも考

えました。 

幹事L井上に相談すると、「俺が書

く」との返事。そうして最終頁の“幹

事の感じ”が誕生しました。これから

も、続くことを祈っております。さら

に、できることなら次の幹事にその

まま引き継がれると良いですね。 

 第23期の第1号となる会報をお届

けします。何か、新鮮味をと考えまし

たが思い浮かびません。「Change」は

そう簡単には行かないものですね。

それを「We can」と言ってのける彼の

国の大統領は、やっぱりエライ。こち

らでは、どうでしょうか。「Change」

は実現するのでしょうか。 

こ の 会 報 に お い て、一 つ の

「Change」を試みました。今までの題

字「羊 ヶ 丘」か ら 横 文 字 の

「Hitsujigaoka」に変更しました。少

しは印象が違ってきたかなと思って

います。今までの題字は大先輩L竹中

の揮毫によるものとのことです。改

めて敬意を表します。 

初めてのPR委員長ですので、写真

撮影もさることながら編集には随分

苦労もしました。全てのページをピ

PR 委員長のつぶやき        L 山崎 光彦 

未来をひらく希望の奉仕 
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