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第 13 回札幌羊ヶ丘ライオンズクラブ旗争奪 

      少年軟式野球大会       2009.9.5 ～ 23   

未来をひらく希望の奉仕 

ライオンズの誓い L武藤健史 

 今年も子供たち野球大会が巡ってきました。大会の正式な名称

は「第○○回札幌羊ヶ丘ライオンズクラブ旗争奪少年軟式野球大

会」と言います。優に、この頁の一行では収まらない長い名前で

す。そして○○には１３の文字が入ります。 

９月５日の開会式を皮切りに２３日まで約３週間、休日を利用

して大会が行われました。札幌市内のチームはともかく、小樽・

余市・仁木・古平の後志地区や遠くは旭川から遠征してくる子供

たちは大変なことだったろうと思います。 

開会式の朝、８時３０分の集合です。札幌の北の外れ、茨戸の

太陽グループ少年野球場まで、眠い目をこすりながら出かけまし

た。既に全チームが集合しています。多くのライオン達も。早々

に来ていたような顔をして、その輪の中に収まります。ここは、

“ぼくらの甲子園”と言うのだそうです。憧れの球場なんです

ね。 

ガバナーＬ伊藤信賢の到着を待って、開会式が始まりました。

挨拶・選手宣誓に続いて始球式です。ピッチャーは伊藤ガバ

ナー、打者はＬ橋本泰明。柔軟なフォームから放たれたストレー

トは本塁前でショートバウンド、打者も見事な空振り。予め決

まっている演出に会場全体から拍手の嵐で、無事終了となりまし

た。 

子供たちは、その後試合をすると言うのに大人の私達は早々に

引き上げます。申し訳ない気持ちですが、居ても邪魔ですしね。 
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ガバナーL伊藤信賢の見事な始球式 会長L髙栁司あいさつ オッと危ない、優勝盾返還 

選手宣誓。元気に力強く 

ガバナーL伊藤信賢あいさつ 

昨年優勝チームの入場行進 

はまなす協会長として挨拶L上西 出席者全員で記念撮影 



未来をひらく希望の奉仕 未来をひらく希望の奉仕 

閉会式は９月２３日、秋の大連休最終日に行われました。場所も

「つどーむ」で華やいだ雰囲気が感じられます。屋内球場で行われ

るには勿体ない程の晴天でした。 

優勝の栄冠は伏古ワンパクボーズが、第８回大会に次いで２回目

の獲得となりました。表彰式での晴れがましい笑顔が印象的です。

敗退した木の花ブラックジャガーズの悔し涙には共感するものがあ

ります。捲土重来を期して来年は頑張って欲しいと思います。 

会場外では、献血車ひまわり号による献血が行われ、選手の父母

の方・監督、コーチに協力して頂きました。勿論ライオンズクラブ

の面々も献血します。その成果が８１名、３２，４００ｍｌとなり

ました。その中には、筆者の４００ｍｌも含まれています。また、

開会式に続き古切手等を各チームの父母会から贈呈頂きました。昨

年同様、３０万枚に迫る大量です。乗用車に積んで運ぶとき前輪が

浮き上がる程の重みでした。このことに関しては、後日談がありま

すが、別稿を参照願います。試合観戦のお客様には、薬物防止キャ

ンペーンのパンフレットを配布し呼びかけを行いました。この夏は

芸能界に広がる薬物汚染が報道され、話題になりましたが「ダメ・

ゼッタイ」の運動は続けていきたいものです。 

表彰式は、第一副地区ガバナーＬ山口富雄を迎え盛大に行われま

した。とにかく、この大会の特徴は誇れる姿

を体感させること。従って受け取る賞状・賞

品の多いこと、優勝チームなど全員何がしか

の賞品を抱えて退場行進していきます。嬉し

そうな顔ばかりです。さっき負けたチームが

見せた涙は何処へ行ったと、立ち直りの早い

ことに驚いています。 

今年も無事、怪我人がでることもなく野球

大会が終りました。子供たちの野球シーズン

も終わりに近づいて、来年の構想が練られて

いることでしょう。負けたときの涙の方が人

生にとって、教えてくれることの方が大きい

ような気がします。それでも、勝ったときの

快感に優るものはありません。最後の１勝を

目指し、汗まみれ・泥まみれになって来年も

その次の年も頑張って行こうではありません

か。今も少年だと思いたいオジサン達の偽ら

ざる感想なのです。 
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ガバナー杯、立派ですね～ 熱戦につぐ熱戦 献血に協力、有難うございます 

悔し涙の先に明日がある 

優勝杯贈呈、坊主頭が爽やか 

 

第一副地区ガバナーL山口富雄を囲んで 



 

暑中家族会              2009.8.23 

例会だってしましたよ 

未来をひらく希望の奉仕 

 我がクラブ夏の恒例行事、暑中家族会が８月２３日に行われました。

今年の夏は天候不順で、実行委員が一番気にかけたのは当日の空模様で

した。晴天とは言えないながらも、何とか持ちこたえられることを願

い、集合場所の札幌パークホテルを出発しました。 

 参加者は２８名、それでも大型バスを借り切っての大げさな陣容で

す。期待が膨らみます。 

今回の目的地は温泉にも入らないのに登別です。登別にある伊達時代

村で江戸の雰囲気を味わい、途中の白老で虹鱒釣りを楽しもうと言う趣

向です。 

本来であれば、実行委員が下見をして入念なる準備の後の実施になる

ところ、生来のズボラな性格の実行委員（敢えて名を秘す）は机上のプ

ランのみで実行に移そうとしたのでした。全て運を天に任せる、無謀な

試みに賭けて一行を乗せたバスは発車するのです。 

幸いにも何事もなく第一の目的地、白老の山本養鱒場に到着します。

この釣堀に進入する道路は舗装もなく、極端に狭い道。そこはベテラン

運転手の華麗なる技により難なく切り抜けます。 

ここで待望の釣りを始めることになりますが、「魚は食べるもので

あって釣るものにあらず」との信念を抱

く御仁もあり、それなりに手間取りま

す。始めるにあたって、釣り堀の女将さ

んは「意外と釣れないもんだよ」と言っ

ておりましたが、釣りこそ命、次にライ

オンズのL橋本と釣り弟子L櫻岡の指導宜

しきを得て、釣れること釣れること。釣

り上げた瞬間に大喜びした子供たちの笑

顔が印象的です。大物の大半は子供たち

の成果でした。ここでも、素直な心と一

発屋の欲の差が出るのかもしれません。 

全員が釣り上げる最高の釣果を携え、別

室で昼食兼例会となります。食事を待つ

間の話題は、やはり釣り上げた魚のこ

と。それが、刺身となりフライとなり塩

焼きとして参加者の腹の内に無事収まり

ました。当初の予定に反して大漁だった

ため、食卓に上がったものの、食べきれ

ず土産として希望者に配布しました。当
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二人で一つのシートベルト 

ここが第一目的地 

誕生記念ライオンＬ桑原金二 

テールツイスターL照沼 

期待を胸に、出発 

ここが伊達時代村、門構えは立派です 



さて、釣れるかな ご夫婦協力して釣り上げ 

未来をひらく希望の奉仕 
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晴天にサングラスがお似合いＬ田中

成果をお孫さんに披露 

師匠と弟子、Ｌ橋本Ｌ櫻岡 

本日一番の大物 

行きも帰りも兎に角ビールＬ村上 

日の夕飯が再び虹鱒だった家庭も多かったことと思われます。 

心配していた天候も、ここでは快晴で暑いくらいの陽気でした。ズボラ

実行委員は胸をなでおろした次第です。 

もちろん、クラブ行事ですから例会もキチンとやりました。但し１０分

間だけです。何事も形を整えることが大切なのです。次の目的地、伊達時

代村へ出発です。 

白老からバスに乗ること僅か３０分、まさに隣町ですから直ぐに伊達時

代村に到着します。日曜日と言うのに何故か閑散としています。広い駐車

場も空きスペースの方が多いのです。場内も、それほど混んでいません。

と言うよりも私達の他には人通りが見当たらないのです。 

もともとこの伊達時代村は日光江戸村の系列として、１９９２年にオー

プンしました。各地に出現したテーマパークの一つです。オープン当初

は、年間７０万人の入場客があったものの、最近は客の入りが悪いようで

す。まさに、その様を実感いたしました。 

パンフレットに見るように、江戸時代を彷彿させる豪壮な屋敷群もある

のですが、やはり感動を伴うものにはなっていないようです。改めてテー

マパーク事業の難しさを知ることになってしまいました。 

時代村から帰路につく予定だった

ものが、参加者の要望により急遽

また白老に戻ることになりまし

た。近年ブランド化がすすむ白老

牛を土産に買って行きたいと言う

のです。急な申し出に実行委員は

大慌て、店の名前も知らないし、

まして場所など分かるはずがな

い。バスの運転者が知っていると

いうので、全幅の信頼をおき着い

た店が「牛の里」レストランも併

営しています。ここで、目当ての牛肉を買い込みます。小さな売店に少人

数とは言え、２０名を超える人間が一度に入るものだから、店は大混乱。

大変な騒ぎになりました。皆さん希望する品物を買って外に出たときは、

お店の棚はスカスカ状態です。やはりライオンは牛より強いんですね。 

そんな訳で、ワイワイガヤと節操のない家族会バス旅行は無事出発地点

の札幌パークホテルに戻ることができました。多少、強行軍と思われる部

分もありましたが、参加頂いた方に満足感を届けることができたかなと勝

手に思っております。 

次に皆様と顔をあわせるのは１２月のクリスマス家族会です。その時ま

で、ごきげんよう。 



ゾーンチェアパ－ソン訪問例会        2009.9.8 

ライオンズの誓い、Ｌ菊池 

未来をひらく希望の奉仕 
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ＺＣＰＬ宮崎幸一挨拶 

盛り上げの張本人Ｌ照沼 

いつまでも元気でね 

 ９月第１例会が久し振りにパークホテルで開催されました。９月８

日、ゾーンチェアパーソンの訪問例会です。私たちの行っている例会

が、ゾーンチェアパーソンにはどのような印象をもたれるのか、興味深

いものがあります。 

自分たちのことは、常日頃当然視して行っているだけに意外と判らな

いことが多いものです。例会の進め方、議題の選定・報告事項の周知方

法等々、別の視点から観察されるとどうなのか。会長・幹事ともに幾分

緊張の面持ちでゾーンチェアパーソン・ゾーン委員をお迎えしました。 

例会はL菊池のユニークなライオンズの誓いから始まります。殆んど日

本国内に居ることが少なくなったL菊池ですが、フィリピンへの出国を一

日延ばしての例会出席でした。 次いでL橋本によるゾーンチェアパーソ

ンL宮崎幸一・ゾーン委員L野澤強のご紹介です。お二人の錚々たる経歴

を聞き、ライオンズクラブ活動の幅の広さに参加者一同感嘆の声しきり

でした。 

お二人のご挨拶に続き、予定を変更してのウイサーサーブ・食事で

す。飲んで食べての気楽な雰囲気で、訪問例会を盛り上げようと言う趣

向です（実際は、登壇された方々の話が、すこぶる長く参加者一同腹を

すかしていたのです）。 

思惑通り、和やかな場となり、頃合いを見計らって協議事項や幹事報

告に入ります。この頃になれば、壇上での発表者も舌の動きが滑らかに

なり、会場内に笑顔が湧き始めます。 

本月誕生ライオンの紹介では、当クラブの高齢化を象徴するかの如く

６０歳を超える方々ばかりが紹介されます。ここでも、新会員の増強が

急務であることを実感いたします。 

他クラブには無さそうな、特別イベントとも呼べるようなテールツイ

スタータイムが始まります。ドネーションの数とともにユーモア溢れる

メッセージ、そして読み上げるL照沼の進行が小気味よい。それにしても

ゾーン委員の名前を読み間違える愛嬌が度々あった事に対しては、筆者

からもL野崎（失礼、L野澤だった）にお詫び申し上げたい。 

と、まあこんな調子で例会は進み、お開きとなったのでした。帰り際

にご訪問頂いたL宮崎・L野澤から「とても楽しい例会でした。参加して

良かったです」の感想を述べられた時は主催した執行部として、まさに

「有り難き幸せ」と感じたものでした。 

１０月を過ぎる頃になるとアクティビティも一段落し、活動は例会が

中心となります。楽しい例会となるように企画を充実し、会員の連帯を

強めていきたいものです。 

ゾーン委員Ｌ野澤強挨拶 

会長あいさつ、L髙栁 お客様紹介Ｌ橋本 



幹事の感じ     幹事 L 井上 定幸      

 ● 特別賞 

 第１回の諮問委員会で、昨年度のガバナーズア

ワードで当クラブの使用済切手等の収集活動に於い

て受賞から洩れている理由は、との質問を行った。 

 そのことに関し、９月２９日に急にキャビネット

から連絡があり、前地区ガバナーが事務局に来られ

るとの話。事の次第は単なる集計ミスとのこと。改

めて特別賞を贈呈しますと言われ、受賞の栄誉に浴

した。以下にその内容を記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別に賞が欲しくて質問した訳でもないのに、大袈

裟なことになってしまった。わざわざご足労をおか

けした宮脇前ガバナー、ゴメンナサイ。 

 

● 禁煙タクシー 

 札幌市内のタクシーが全車禁煙になってから久し

い。それでもタクシーに乗るとタバコの匂いがす

る。原因は運転手が客待ちの間、車外でタバコを

吸っていることにある。匂いが運転手の衣服に吸着

されて、それが車内に漂う。以後、できるだけ個人

タクシーに乗ることにした。 

 

● 道路工事 

 何故か、道路工事が多い。これから雪が降り春先

にはまた補修が必要なのに。民主党が政権を取り、

旧政権下の予算の見直しを進めているため、補助金

がでるうちに駆け込みで工事をしているものらし

い。それも景気対策の一環だろうが、如何にもさも

しい。 

 

● 八ッ場ダム 

 今政争となっている話題に触れるのではない。 

「八ッ場」と書いて何故、「ヤンバ」と読むか。日

本語の難しい点を改めて講釈する。遥か昔の国語の

授業で撥音便（はつおんびん）と言うことを習わな

かったでしょうか。 

未来をひらく希望の奉仕 
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豪華な特別賞 

 音便とは、単語の一部の音がもとの音とは異なった音

に変わる現象を言う。「ん」の音に変化する音が撥音

便。商売の席で使う「ここは『穏便』に」とは発音は同

じでも意味が全く違う。酒席の話題にどうぞ。 

 

● もう一度エコ 

 軍事の世界にもハイブリッド化が進む。米海軍のワス

プ級強襲揚陸艦マキンア

イランドが１０月２４

日、米サンディエゴで就

役した。低速航行では電

気モーターを使うと言

う。エコ技術では世界一

と豪語している日本だ

が、さらなる技術開発を

進めなければ生き残れないかも。（朝日新聞記事より） 

 

● 新型インフルエンザ 

 北海道は新型インフルエンザの感染者数が全国一だそ

うな（10/11現在1観測所あたり38.96）。最初の水際作

戦はどうなった。宇宙服のような防護服を着て、感染を

疑われる人を収容所送りにまでして。当時から知人の医

者も言っていた。潜伏期間のある疾病は侵入を防ぐこと

は出来ないと。一人の感染者も出さないなどと大言壮語

した挙句がこの有様。 

 あれだけの人員と検出機材に要した費用は如何ばかり

か。世界に発信したパフォーマンスだったのではない

か。モノ笑いの種にまでされて。 

 失業で住まいを失った人たち自身に年越しの住宅でも

建てさせれば職業訓練にもなり、喜ばれただろうに。 

 

● 日本ハムファイターズ 

 日ハムがクライマックスシリーズを制して日本シリー

ズ進出となった。楽天、野村監督を両軍選手が胴上げす

る光景は感激ものだった。 

 数日後、家人曰く。デパートでファイターズの歌が流

れていたけど、何かあったの？。世の中には、こう言う

人もいる。流れは一方向ではないと言うことだ。 

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。 

特別賞 

札幌羊ヶ丘ライオンズクラブ 

会長 古屋 孝三 殿 

貴クラブは２００８－２００９年度の使用済み切手

及びプリカ収集活動におきまして大変顕著な成績を

おさめられました 

その功績を讃えここに特別賞を贈呈致します 

今後とも更なる奉仕活動に励まれますことを期待致

します 

２００９年６月吉日 

ライオンズクラブ国際協会３３１－Ａ地区 

地区ガバナー 宮脇 寛海 

 



則っていると感じることにしま

しょう。元々ノーベル平和賞の受

賞者が平和に貢献したかどうかは

評価が別れているのだから。 

10月までの活動で、今号に掲載

できなかったものもありました。

単純に編集上の都合です。次回に

掲載をお約束します。 

仕上がった会報を眺めて会長L髙

栁の大いなる変遷が見てとれま

す。ZCP訪問例会や少年野球の開会

式では、サイボーグにも擬せられ

る勇ましい姿であったものが、閉

会式では極く普通の太ったオヤジ

にまで回復していました。あとは

リハビリに頑張って下さい。ご家

族に心配をかけた分、何事にも気

をつけた方が宜しいかと。 

 この前、第23期の第1号を発行し

たと思ったら、もう第２号を作成

しなければならない時期になりま

した。思うように先に進みませ

ん。一日延ばしにしているうち

に、10月も最終週になってしまい

ました。 

前号で少し触れた「Change」の

米国大統領がノーベル平和賞の受

賞が決まりました。色々考え方は

あるでしょうが、率直に喜びをと

もにしても良いと思います。賞金

の１０００万スエーデンクローナ

（約1億3000万円）は全額慈善事業

に寄付するそうです。ノーベル財

団を通じてボランティア資金とし

て有効活用できるなら、ライオン

ズクラブ員の私達もWe Serveに

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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