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新春のご挨拶 

 
   第 23 期会長 髙栁 司   

未来をひらく希望の奉仕 

ライオンズの誓い L武藤健史 

 新年あけましておめでとうございます。札幌羊ヶ丘ライオンズクラブ

の皆様におかれましては健やかなお正月を迎えられたことと存じます。

今年の札幌の新年は穏やかに明けたようです。 

この気候のように、何事もなく６月まで大過なく月日が流れることを

願うのは不遜でしょうか。 

さて、昨年7月に会長に就任して早6ヶ月が過ぎてしまいました。皆様

方のご協力のもと継続アクティビティである、羊ヶ丘ライオンズクラブ

旗争奪軟式少年野球大会、変化鏡贈呈、交通安全呼びかけを無事終了

することができました。 

当の私はと言うと、この大切な期間中に私自身の不注意から右肩を

怪我してしまい、少年野球大会の開会式に於いてギブス姿のまま挨拶

をせざるを得ない仕儀となってしまいました。改めて皆様にご迷惑を

おかけしたことをお詫び申し上げます。 

年が明け、反省を糧として内部の充実をと考えて会員増強に本格的

に取り掛かろうとしている矢先に、由々しきことではありますが１２月末

現在で退会者が5名の多きを数えてしまいました。非常に残念なことと

思います。 

退会者の増加は全国的な傾向ではありますが、歯止めをかけなけれ

ば組織の活力が失われて行きます。退会の理由をお尋ねしますと、不況

の影響による経済的な理由が圧倒的なものとなっております。止むを

得ない事情であるとは言え、何か手助けとなるようなことが出来な

かったか煩悶しながら過ごした年末年始でもありました。 

その一方で、例会やアクティビティへの参加者をみますと毎回ほぼ

同じメンバーが顔を揃えています。例会等への出席率を高めることが

課題と言えます。 

そのためには、単なる顔合わせに終らせることなく楽しい例会運営

を心がけることも必要なことと考えています。執行部一丸となってアイ

デアをひねり出そうとしています。 

昨年はチェンジの年と言われ、国内では政権も交代しました。今年は

我羊ヶ丘ライオンズクラブも変革を目指し先に進めるようにしたいもの

です。 

皆様の絶大なるご協力をお願い致します。 
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ガバナー杯、L伊藤信賢の挨拶 会長L髙栁・初発参L北瀬 いつもの笑顔で知事高橋はるみ 

札幌市長上田文雄の挨拶 

新春美人L横井、テレ気味L古屋 

在札４３ライオンズクラブ合同新年交礼会   2010.1.4 

L上西、L石黒、L金木は恒例出席 

剣舞の披露もありました 

 新年の１月４日、札幌パークホテルで在札４３ライオンズクラ

ブによる新年交礼会が開催されました。当番クラブは札幌かもが

わライオンズクラブです。昨年までの交礼会に比べ、会場が広く

感じられました。ここにも、会員減少の波が押し寄せているとの

感を深くしました。 
ガバナーＬ藤信賢は挨拶で、世界同時不況に触れライオン

ズクラブの構成員の減少を防ぐ手だての第一は退会者の防止

であると強調されました。 

当クラブも昨年は退会者が相次ぎ、退会防止・会員増強に向け

た取組みを練っている段階ですが、妙案が浮かんでこない現状に

あります。 
それでも年が改まっての初めての集まりです。あちらこちらで

「明けましておめでとうございます。本年も宜しく」の挨拶が聞

こえてきます。 
圧倒的な拍手のなか高橋はるみ北海道知事の挨拶があり、上田

文雄札幌市長が続きます。１月が誕生日の高橋知事には、毎年花

束の贈呈がありましたが、今年は上田市長にもお揃いでライオン

のぬいぐるみが手渡されました。贈呈の際には、一瞬怪訝な顔を

された市長ではありましたが、大喜びの態で受け取られました。

来年からは、毎年お二人に不公平なく贈りましょう。 
今年の新年交礼会は、今までと違った形で行われました。従来

は、開催費用を各クラブの在籍人数割としていたものを、実参加

登録人数による負担に変更となったことです。形式的な集まりか

ら、より実践的な内容に変化する兆しと捉えて評価すべき点と思

います。 
この種のキャビネットが主催する行事・集まりには、私達のク

ラブ内で常に論議されてきました。一番の懸念材料は費用の問題

でしょう。退会者の退会理由では、所属企業の経費節減をあげる

割合が高くなっています。在籍会員でも、経費負担を少なくした

いと考えている人は少なくないと思われます。 
無駄を省き、活動を活性化させる一つの提言の形として、今年

の新年交礼会を考えてみては如何でしょうか。 
 



 

中間決算報告例会            2010.1.26 

たたみ敷きの部屋に椅子とテーブル、心と身体にはこれ最高 
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 当クラブ単独で行う新年初めての例会が、１月２６日にススキノ

東寿司で行われました。先ずは、遅ればせながら新年の挨拶。それ

にしても当日は寒かった。気象庁のこの冬の長期予想では、暖冬で

雪も少ないと言っていた筈。高い高いスーパーコンピュータを駆使

して、こんなに外れる予想を出しているから、事業仕分でヤリ玉に

上がるのも無理からぬ話ではないのでしょうか。（とは言え、スー

パーコンピュタが悪い訳ではないのです） 
兎にも角にも、新年例会とあって討議・報告事項は早々に済ま

せ、お食事タイムとなりました。 
この日は、Ｌ照沼がゲストをお招きして下さいました。行政書

士の廣橋真子（ひろはし ちかこ）さんです。次にお会いする時は

入会式でと言う具合になると嬉しいですね。 
さらに、おめでたい報告がありました。Ｌ高橋が昨年末結婚さ

れたとのことです。食事中の何気ない会話の中から、幹事が聞きつ

け無理に登壇させ報告させた次第です。末永くお幸せに。次の家族

会は奥様同伴が義務付けられます

よ。 
美味しい食事に楽しいお酒そして、

おめでたい話題の次となれば当然の

ことながら二次会へと流れは決まっ

ております。 
寒さに震えながら歩くこと約１０

分。通い慣れたる「ラウンジガデ

ス」。Ｌ倉松をはじめ美しいお姐さ

ん達のお出迎えを受けて、いつもの

カラオケパーティが始まります。 
飲んで歌って騒いで、今年の羊ヶ丘ライ

オンズクラブは例年通りの幕開けとな

りました。 

どちらを向いても明るい話が聞こえて

こない今日この頃、今夜だけは今夜だ

けはと笑顔に囲まれたひとときでした。 

 

3 

ゲスト廣橋真子さん  

顔まで震え結婚を報告するL高橋 

テールツイスターL照沼 

みんな笑顔の第二宴会場ラウンジガデス 



会場はこんな雰囲気でした 会長L髙栁の挨拶 
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お揃いの服装の小さなお客様 

楽しい晩餐のひととき 

サンタからのプレゼント 

ビンゴは出たかな 

こんな大きなケーキも出ました 

クリスマス家族会             2009.12.4 

 今年もクリスマス家族会がやってまいりました。師走に入っての初めて

の金曜日、まだ雪景色は見えず会場の飾りつけが、クリスマスの雰囲気を

盛り上げます。 

常日頃、ライオンズクラブの行事に狩り出され、休日も家族と過ごすこ

とが出来ない私達にとって一年の感謝とお詫びを家族に捧げる感謝の

催しです。 

実行委員の面々は当日、準備に大忙し。午後６時からの開始なのに既に

３時間前から会場に入り綿密な打合せをしております。 

時々、ピアノとバイオリンの音が聞こえます。これは何か期待できそう。

クリスマスコンサートが行われるのかも。 

午後６時丁度、例会が始まります。我がクラブの行事は大体、例会を兼

ねているのです。会長挨拶に続き、国歌斉唱・ライオンズの誓い・幹事報告

と型どおりの進行です。これらをほぼ１０分程度で終了し、クリスマス家族

会へと移っていきます。 

クリスマス家族会の司会進行は、L照沼・L漆原が担当します。息の合った

軽妙な司会が会場を明るくしてくれます。食事タイムの最中に、クリスマ

スプレゼントを背負ったサンタクロースとトナカイが現れ、子供たち一人一

人に配っていきます。サンタクロースは髙栁会長、トナカイは井上幹事で

す。 

ピアノとバイオリンのクリスマスコンサートが始まりました。曲目はクラ

シックです。馴染のない曲が多かったせいか、筆者には素晴らしさが伝わ

りませんでしたが静かなクリスマスを楽しむ気分に浸ることができまし

た。 

ここまでくれば、あとは例年の通り、ビンゴ大会が始まり、お花とL関が

丹精込めて作られたクリスマスリースやしめ縄のオークションです。今年

はLL竹中が作られたポーチも出品されています。 

会場には笑顔の輪ができます。子供たちは早速プレゼントを開け始めま

す。ビンゴゲームでは番号が読み上げられる度に、歓声と落胆の溜息が

洩れます。オークションに至っては、場の熱気に飲まれ思わぬ高値まで飛

び出す始末。今年一年のライオンズ活動を締めくくるには格好の混乱と

言えます。 

今年も色々なことがありました。予測できなかったことの方が多かった

かも知れません。来年もまた、健やかで楽しい年となるよう、充実した活

動を続けて行けたならと思い、「また会う日まで」を聞いておりました。 



変化鏡贈呈（札幌市立山鼻南小学校）     2009.12.1 

贈呈校 山鼻南小学校 
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全校児童 

姿を現した変化鏡 

正面玄関に設置された変化鏡 

 初雪も降り、日陰では融けずに残った雪が凍りついたままの寒さが残

る１２月１日、当クラブの継続アクティビティである変化鏡贈呈式が札幌市

立山鼻南小学校で行われました。 

 今年は１校のみの贈呈です。山鼻南小学校は藻岩山の麓、石山通（国道

２３０号線）と福住桑園通に挟まれ三角形の頂点に位置するような場所に

あります。 

札幌の中央区にありながら、自然がまだまだ残されている地域です

が、幹線道路に囲まれているため、子供たちの通学には事故に遭わぬよ

うに充分に気をつけなければなりません。 

そのような気持で緊張しながら、子供たちへの安全を念じつつ学校へ

向けて車を駆っていきました。グラウンドも広々とした、ゆとりのある校舎

です。学校案内によれば全校で１２クラスとか、私が小学生の頃はその３倍

はありましたから隔世の感がします。 

子供たちが勢揃いした体育館を見渡しますと、床が広々としています。

毎年、市内の小学校へお伺いして同じ感想を抱きます。少子化、そして自

分の年齢を考えますと高齢化を如実に見ることができます。 

また、都心部での学校統合の話は珍しくなくなりました。はるか以前の

ことでは、廃校になるのは山間部であることが常識でした。少なくなる子

供たちが豊で安全に暮らせるようにすることが大人の責任との感を改め

て強くしました。 

色々な思いが交錯するなか、贈呈式が始まりました。式では、校長先生

から本日の変化鏡贈呈の主旨が説明され、会長L髙柳司による挨拶があ

り除幕とプログラムは進んで行きます。 

鏡の両袖には安全標語が記されており、子供たちが鏡に映る奇妙な姿

に感心する度に脳内に刻み込まれる仕掛けとなっています。 

この山鼻南小学校の変化鏡には 

“ちょっと待て!!急ぐ心に、赤信号” 

“気をつけて 止まって横見 安全に” と書き記されております。 

私達、車を運転する者たちも、小さな子供たちを事故に遭わせぬよう

に優しい心遣いで日々の安全に気をつけていきたいものです。 

これから北海道は冬の厳しい寒さを迎えます。路面はツルツルのアイス

バーンに、吹雪の時は前方視界がふさがれてしまいます。何年も雪道の

運転には慣れているからなどと過信せず常に初心者の気持ちで運転し

ましょう。 

変化鏡の除幕 

参加したライオンの面々 会長L髙栁の挨拶 



幹事の感じ     幹事 L 井上 定幸      

 ● ツルツル道路 

 冬道の渋滞を避けるため、事務局へ行くのも地下

鉄を使うことが多い。地下鉄を降りてからの道路が

全くもって歩きにくい。歩道の除雪は不十分、段差

は２０Cm以上、そしてツルツル。 

 札幌市も地下鉄に乗ることを奨励するのなら、降

りた後をどうするのか、もう少し考えた方が良いの

では。頼みますよ上田市長。 

 

● 交通安全 

 新年の挨拶回りで苫小牧東インターを降り、国道

に向かう道でパトカーの追跡を受け、反則キップを

切られた。速度違反をしている意識はなかったが、

高速道路の延長の気分で運転していたようだ。 

 漸く手に入れたゴールド免許が次ぎの更新では元

のブルーに。 

 隔日して、今度は息子が信号無視でパトカーのお

世話に。２度あることは３度のたとえにならぬよう

に家族で気を引き締めることを決意。それにしても

反則金が痛い。豪遊できたろうに。 

 

● 再びエコ 

 前号で軍艦にも

ハイブリッド化が

進むと伝えた。 

 我国では、「ウ

イ ン ド チ ャ レ ン

ジャー計画」なる

ものがスタートし

た。伸縮する巨大

な帆をコンピュー

タ で 制 御 し な が

ら、最適ルートを

探して航行すると

いう。追い風での

燃料削減効果は最

大 で ８ ９ ％ と 言

う。日本発の大航海時代がやってくるかも知れな

い。 

 

● 雪かき 

 このところの連続した大雪で雪かきを余儀なくさ

れた。この重労働から解放されたくて、移ったマン

ションなのに。除雪車の出動が間に合わないらし

く、自分の車が出れるように最低限の雪かきをしな

くてはならない。それでも、４０Cmも積もったら雪

かきと言うより、雪堀りだろうが。 
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● ハイチ大地震  

 ２０１０年１月１２日、ハイチ共和国をマグニチュー

ド７の大地震が襲った。ハイチはカリブ海西インド諸島

の国。北西にはキューバ。地震の悲惨な様子は全世界に

報道された。死者数が２０万人を超えると言う。テレビ

画面で見る瓦礫の山を見ると、建物の耐震性は全く無き

に等しい。我々もささやかながら、１月２６日の例会で

義援金を集め、キャビネットを通じ届けた。集まった金

額は１６，０００円。ご協力に感謝します。 

 

● 水墨画 

 このところ、家人が水墨画に凝っている。毎週月曜日

にお師匠さんの所へ通っている。最初の頃は、竹や梅な

どを描いていたが、このところ題材不足と見えてライオ

ン誌の表紙や記事内の写真を描写している。 

 そのせいか、ライオンズクラブの世界動向は私より詳

しい。読み終えたライオン誌は、あちこちの頁が抜け落

ち、画材に変わり果てている。 

 

● しつこくエコ 

 ホンダのハイブリッドカー、インサイトを購入した。

今まで乗っていた車の車検が切れ、世の中の流れに乗る

ことに抗すべきではないとの判断。 

 スピードメーターはデジタル表示。表示が見易く速度

違反で捉まる危険は少し回避できるか。 

 プリウスは米国で色々面倒なことが起きているようだ

が、インサイトにはその怖れはないのか。 

 雪道での低速走行ばかり、燃費効率の良さはちっとも

実感できない。春が待ち遠しい。 

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。 

 



 新年最初の大型経済ニュースが

日本航空の破綻とは、今年の干支

トラもしっぽを巻いて逃げ出すの

ではとも思ったりします。 

 そう言ったことを考えた訳でも

ないのですが、第２３期第３号の

発行が大幅に遅れてしまいまし

た。 

 大半のアクティビティは昨年中

に終了し、残りの半年は組織を充

実させる期間となります。 

 数を頼みとした組織の善悪は別

としても、「数は力」と言わざる

を得ない現状があります。退会防

止と会員増強に、今一度取り組ん

で行こうではありませんか。 

 皆様方のご協力をお願いいたし

ます。 

 みなさま、遅ればせながら「あ

けましておめでとうございます」

テレビや新聞の論評では、今年の

経済は良くて昨年並み。悪くなる

と思っていた方が良い、と悲観的

な報道ばかり。 

 儲かっているのは、ユニクロ・

ニトリ等デフレの尖兵ばかりとの

言い様。しかし、この私達にその

智恵があったろうかと自問自答し

ています。 

 政権交代はしましたが、国民の

期待通りの世の中に代わって行っ

ているのでしょうか。庶民とは関

係のないところで、億単位で金が

動いています。法律論を持ち出す

前に、倫理を強調できる政治を目

指してもらいたいものです。 

PR 委員長のつぶやき        L 山崎 光彦 
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会報 羊ヶ丘 Vol.61 札幌羊ヶ丘ライオンズクラブ 
    発行責任者 会       長 Ｌ髙栁 司 

     編集責任者 ＰＲ情報委員長 Ｌ山崎 光彦 

発行日 2010年1月31日 

〒064-0804 札幌市中央区南4条西13丁目2-25 

                  札幌グレースビル３F 

TEL:011-520-2227 FAX:011-520-2228 


