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次期役員選挙例会            2010.4.13 

開会挨拶は会長Ｌ髙栁 

未来をひらく希望の奉仕 

 今期もあと３ヶ月を切り、いよいよ次期第２４期の役員を決定する季節

が巡ってきました。季節を逆回転させる雪が舞い、冷たい風が吹く４月１

３日、次期役員選挙例会が開催されました。 
残念なことですが、今回も例会の集まりは低調でした。退会者が相次

ぎ、用意されたテーブルは３卓で、それにすら空席が見られました。 
当日のメインテーマである役員選出については、指名者がそのまま選出

され、次期の活動を担うことになりました。当クラブに限らず、全国的に

ライオンズ活動が低調になり、参加者が減少するなかでの出発に期待が寄

せられるものです。 主な新役員は次の通りです。 
会長：Ｌ井上 定幸  幹事：Ｌ照沼 司  会計：Ｌ山崎 光彦 
ライオンテーマー：Ｌ田中 るり子 
テールツイスター：Ｌ倉松 勝次 

 
次いで、活動報告が行われるはずが飛び入りで「コンサドーレ札幌」の

広報の林さん現われ、スポンサー募集の要請が行われます。何でも、札幌

ドームの住所が羊ヶ丘1番地であることから、地名の繋がりで当クラブに

要請に来られた由。どこも営業活動には苦心されている実態が窺えまし

た。ご提供戴いた招待券は直ぐに無くなりました。試合観戦と同じく、こ

ちらの支援も身を乗り出しましょう。 本題の報告の冒頭が、退会者の発

表となったのが残念なことです。報告する幹事のＬ井上の顔も曇りがちに

なります。ここで歯止めをかけなければ、連鎖が止まらない懸念がありま

す。皆様の奮起とご協力をお願いします。 
1ヶ月振りに開催された例会ですので、報告事項が数多くありました

が、その中で、衝撃的だったのは、「ポルフィリン症」の難病指定を目指

す署名活動協力のお願いでした。 
以前にテレビ放送されて、かすかな記憶はありましたが、太陽に光が死

に結びつく病気です。それが、難病の指定すらされていないことに改めて

驚きました。太陽はすべての恵みの基との概念で暮らしてきた私達には、

それが死に至らせるとは、考えも及ばないことです。積極的に協力し、行

政を揺り動かす必要を感じました。 
次には、春に向けた取組みが幾つか報告されました。拓北緑地での

「羊ヶ丘ＬＣの森」の除草、「ラブアース・クリーンアップ in北海道

2010」についてです。いずれも屋外でのアクティビティであり、爽やかな

風を浴びながら存分に陽の光に浸れる喜びを享受しての活動にいそしみた

いと思っております。 
第２３期もあと僅かです。皆様のご協力をお願いします。 
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ウイ・サーブＬ桑原 

食事タイムＬ北瀬・Ｌ照沼・Ｌ上西 

お味は？Ｌ菅原・Ｌ桑原・Ｌ倉松 

今後の会長予定者Ｌ田中・Ｌ照沼 

次期役員を発表するＬ菅原 コンサドーレ札幌の営業 林さん 



 今年も２月９日に、「札幌雪まつり献血呼びかけ」に参加しました。今

年の雪まつりは、実行委員会の発表によると、会場を訪れた観客は過去

高の２４３万３０００人に達したそうです。この人数の中には、当クラブ

の参加人員１５名も含まれているものと思われます。 
私たちが会場で感じた限りでは、例年より幾分少なめかな、との感

触でしたが、天候が安定していて曜日を問わず会場に出かけた人が多

かったとの分析です。 
それよりも、各クラブごとの参加人数が減少傾向にあることが気が

かりです。１０名以上の参加クラブは当クラブを含めても１２ＬＣ，

在札全クラブの３分の１にも足りません。景気悪化による退会者の減

少が、これらの活動の停滞を招いていることが如実に感じられます。 
一方で、呼びかけに応じる献血者の数も年々減ってきているような

気がします。ここにも、少子高齢化の波が押し寄せてきていて、雪ま

つり会場を訪れる方の高齢化が目立ってきています。献血可能年齢を

超えた方が次々とティッシュを受け取って行きます。 
そんな中にあって、当クラブでは

参加者の半数以上が献血に協力しまし

た。参加された方々の意識の高いこと

に敬意を表したいと思います。病気・

怪我で輸血が必要になったとき、頼り

になるのはストックしてある血液で

す。血液不足を起こさないように、地

道な活動を継続するべきでしょう。ま

だまだ、現段階では血液を工業的に創

り出す事はできないのですから。 
こうして参加した皆さんは、呼びか

けのアクティビティ終了後どうしたの

でしょうか。折角訪れた雪まつり会場

ですから、大型の雪像をゆっくり鑑賞

して帰るのかと思いきや、早々と会場

を後にします。次の仕事に向かうので

す。当然ですよね。世の中景気が悪い

ですから、雪像を見てる暇はありませ

んよ。私も、次の商談へ向かいます。 
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腹が減っては・・先ずは例会で食事 寒さにめげず準備、準備 今年も美声が響くＬ田中 

何故か一番目立つ会長Ｌ髙栁 

手馴れたもの幹事Ｌ井上のﾃｨｯｼｭ配り 

雪まつり献血呼びかけ           2010.2.9 

最後はニッコリ 全員で記念撮影 



札幌パイオニアライオンズクラブＣＮ２５     2010.3.11 

札幌わかばライオンズクラブＣＮ５       2010.3.15 

ﾊﾟｲｵﾆｱCN25:雛壇の来賓お歴々 

未来をひらく希望の奉仕 
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ﾊﾟｲｵﾆｱCN25:参加したＬ山崎Ｌ髙栁 

わかばCN5：挨拶する当クラブ会長 

わかばCN5：お祝いの鏡割り 

 今年度は各クラブで周年行事が相次いで行われました。到底全てに参

加することができないので、日頃結びつきの深いクラブに絞っての参加

と言うことになります。 

３月は、パイオニアＬＣとわかばＬＣのチャーターナイト式典があり

クラブ役員が分担して出席してきました。 

３月１１日には、札幌パイオニアＬＣの２５周年チャーターナイトが

あり、当クラブＣＮ２５のお手本としての智恵を借りるべく出席してき

ました。当クラブからの出席者は会長Ｌ髙栁、会長Ｌ井上、副会計Ｌ山

崎の３名です。 

会場では雛壇が用意され、来賓が壇上に並び後方には日章旗とＬＣ旗

が並ぶ新年交礼会等で見かけるライオンズ形式とも呼ばれるパターンで

した。式典会場と祝賀会場は分けずに同じ会場で行われます。厳粛な中

にも簡素化された形態が盛り込まれ、参考になりました。記念事業の発

表では少年野球チームの子供達を札幌ドームのファイターズ公式戦に招

待した様子が画面に映しだされ、当クラブの２５周年でも企画できれば

と夢想もしました。味わい深い式典だったのの感を得ました。 

その４日後には、当クラブからエクステンションした札幌わかばＬＣ

の５周年式典があり、会長Ｌ髙栁とエクステンションに際し多大の労を

いとわれたＬ竹中が出席しました。 こちらは、札幌後楽園ホテル地下

２階の宴会場を借り切っての豪壮なチャーターナイト記念式典です。も

ちろん、式典と祝賀会場は別に設けると言う念の入れようです。まさ

に、５周年・これからも頑張るとの意気込みを感じることが出来る運営

でした。 

その場の雰囲気に圧倒されてか、挨拶する我クラブ会長Ｌ髙栁の挨拶

の声もこころなしか震えていたようです。 

この二つのチャーターナイト記念式典、私達に問いかけるものは何

か。２５年の安定期を迎えたパイオニアＬＣと５周年の躍動をアピール

するわかばＬＣ。奉仕団体として、単に仲間内だけに披露するだけに留

まって良いのでしょうか。ライオンズクラブ活動が転換期にきていると

叫ばれてから久しいが、今だに解決策が見出されていないようです。私

達のＣＮ２５は、何をするべきなのか、或いは何をなさざるべきなの

か。色々と考えが行きつ戻りつする二つの記念式典でした。 

両クラブの更なる活躍に期待するとともに、間近に控えた己が２５周

年に不安が先立ちます。それでも、先ずは歩を進めることにしましょ

う。 

わかばCN5：会長Ｌ美馬の挨拶 

ﾊﾟｲｵﾆｱCN25:ガバナーＬ伊藤の挨拶 ﾊﾟｲｵﾆｱLC25:会長L真田の挨拶 



幹事の感じ     幹事 L 井上 定幸      

 ● 今度は中国で大地震 

 先号でハイチの大地震

について書いたが、今度

は中国で４月１４日に、

青海省玉樹県で大地震が

発生した。標高３５００

ｍと言うから、まるで富

士山頂である。 

そのため、救助隊にも高

山病にやられる者が続出

し、うち１名が死亡した

と聞く。中国政府は外国の救援隊受け入れに消極的

と言う。 

 一方で大量の医薬品を用意するために資金面での

支援を要請しているらしい。先に発表されたＧＤＰ

伸び率１１．９％の経済大国に成長したのだから、

この程度の費用は自前で出せない筈はあるまいに。 

 地震発生地は、チベット族自治州のため、実態を

知られるのを恐れている様子。 

 救援活動の報道画像で政府高官の被災地激励の様

子や、チベット仏教僧侶が救援に協力する姿が目立

つが多少は割り引いて眺めた方が賢明と言うもの。 

 

● 金閣寺 

 地震報道で、僧侶が救助

活動をしたり祈りを捧げて

いる映像を見て、三島由紀

夫の「金閣寺」を読みたく

なった。 

 寺僧が自分が修行する金

閣寺に放火する心情を描い

た作品である。学生の時に

読んだ時もよく判らなかっ

たが、今回もやはり理解の

域を越えていた。 

 ただ、新かな遣いになっ

ていて読みやすくはなっていた。が、三島作品は旧

かな遣いの方がよく似合う気がする。 

 そう言えば、我が国の宰相にも、同じ名前を持つ

方がいる。こちらもよく判らない。 

 

● 気候変動 

 ４月になってから雪が降ったりして、花見時期が

心配になってくる。なんでも北極振動の影響である

と言う。北極の気圧が高くなると、偏西風が弱ま

り、寒気が南下する。今年はどうもその傾向と言

う。異常気象はエルニーニョばかりではないらし

い。気温も景気も少しは上昇して欲しい。 

未来をひらく希望の奉仕 
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● アイスランド火山噴火  

 今度は火山噴火。アイスランド南部のエイヤフィヤッ

トラヨークトル氷河にある火山が４月１４日に噴火し

た。中国では地震、欧州では火山噴火、地球が己の存在

を見せ付けるように活動が活発化している。 

 ヨーロッパの各空港は閉鎖が相次ぎ、旅客が取り残さ

れる事態が発生している。成田では、日本観光で金を遣

い果たした外国人がロビーで夜を明かしている。 

 こんなとき、格安航空券で旅行をしている人は、どう

なるのだろうか。空港閉鎖が解除されても、優先搭乗で

きるのは通常チケット保有者だろうから、更に帰国が遅

れることになる。 

 こう言ったことを考えると、安けりゃいいってもので

もないのかもしれない。 

 

● ｉＰａｄ 

 アップル社の携帯端末が米国で発売され、売れ行き絶

好調と言う。そのあおりで日本発売が予定より１ヶ月遅

れるとことになってしまった。電子書籍としての用途に

期待が集まっている。重たい単行本を持ち歩かなくても

済む利点や、本棚が狭くなり買い足さなくても良い点は

評価できる。でも、○○全集が並んでいる本棚を眺め、

悦に入る楽しみが削がれるのも、何故か悔しい。 

 ｉＰａｄの商標は富士通の米国子会社が持っていた。

これを発売を前にして

アップルが買い取った

由。富士通は社長交替の

ゴタゴタ等、本業以外で

の話題性が絶えない。ど

うも日本勢は 近元気が

ない。富士通に限らず。

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。 



は、経済的に弱い部分を狙い打ちに

している感があります。 

 新年度で許せぬことが一つ。来年

のアナログ放送終了と家電エコポイ

ントで薄型テレビの売上が至上 高

と言われています。 

 肝心のテレビ番組が４月の改編

で、どこもバラエティとつまらぬク

イズ番組ばかり。不況下でスポン

サーが集まらず制作費が少なくなっ

ていることが原因だろうが、もう少

しテレビ局も頭を使うべきではない

だろうか。 

 もっともらしく政府批判をする前

に自分達が批判にさらされないよう

すべきと思うのだが。 

 怒ったり笑ったりしている間に、

私の役目もあと２ヶ月。次は今期の

終号となります。乞うご期待？。 

 今期第４号となる会報をお届けし

ます。今回は変則判の６ページ立て

です。昨年中に多くのアクティビ

ティが終了し、紙面を構成するだけ

の記事が集まりませんでした。ご勘

弁頂きたく思います。 

 ４月になって、新年度が始まりま

した。厳しい就職戦線を勝ち抜いた

フレッシュマンが街に溢れていま

す。但し、各種調査によると彼らの

大半が安定志向だとか。 

 全員が安定を望んだら、日本の競

争力は益々低下していくばかり。激

浪に向う少数派になって欲しいと願

うのは私だけでしょうか。 

 ４月は世界的に自然災害のニュー

スに翻弄されました。それでも、

ヨーロッパの空港閉鎖も終息に向い

そうです。このところの地震災害

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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