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退任のご挨拶 

未来をひらく希望の奉仕 

ライオンズの誓い L武藤健史 

 私が会長に就任してから一年、目まぐるしく日々が過ぎて行きま

した。戦後日本の殆んどの期間を与党として、政治を担っていた自

民党政権が民主党に取って代わられ、期待をされた鳩山総理が僅か

8ヶ月で辞任と言う予想だにしない一年でした。 

残念ながら、私にとってのこの一年は悔いの残るものとなりまし

た。会長就任にあたって掲げた 初の指針である「退会防止」が達

成に至らないばかりか、１０名の退会者を出す結果となってしまい

ました。十分に責任を感じております。 

また、新入会員についても、５名入会と目標を掲げ明言したにも

拘わらず、１名の入会も果たせず会員の皆様に改めてお詫び申し上

げます。 

私自身も、自らの不注意による怪我のため、ライオンズ活動を1ヶ

月ほど中断せざるを得ない時期もあり皆様にはご迷惑をおかけしま

した。 

会の活動に関しては、当初の予定を達成することができました。

このことは、幹事L井上定幸を始めとする執行部の活躍と皆様方のご

協力によるものと感謝いたします。 

退会者が相次いだこともありますが、総じてアクティビティ・例

会の参加者が少なく低調であったことは会長として率直に反省いた

します。会の活動を活発化させる源泉はやはり、会員数の増加にあ

ることを感じ入っております。 

この一年間、乗り切ったとの感は自分ながらも抱いてはおりませ

んが、会員の皆様のご協力には感謝しております。今後は一人の会

員として、次期執行部の一助となるように努めていく考えでおりま

す。 

後になりますが、会員の皆様、ご家族のご健勝とご繁栄を祈り

一年間の感謝の言葉とさせていただきます。 

ありがとうございました。 
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会長   髙栁 司 
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 羊ヶ丘ライオンズクラブの執行部を担当させていただくようになっ

て3年目、遂に幹事の職責を担うことになってしまいました。まさか自

分が皆様方を前にして、伝統ある当クラブの運営に関わるとは考えて

もいないことでした。 

皆様のサポート員として充分な働きができたか、反省と自問の繰り

返しの一年でした。 

幹事役を退くにあたり、 近感じた事柄を述べる勝手をお許し下さ

い。 

世界的にみて、ライオンズクラブ活動は低落化の傾向にあります。

世界的な不況がその第一原因であることは紛れも無い事実ですが、活

動に新鮮味が薄れてきていることもその一つと言えるのではないで

しょうか。 

できるだけ新しい試みをと、軟弱になりかけている脳味噌を叱咤し

てはみたものの結局は例年と変わらぬ活動に終始してしまいました。 

ライオンズの誓いの 終節である『社会奉仕に精進する』の言葉が

重く感じられた一年とも言えます。他クラブの活動報告を見聞して、

ユニークと思われる奉仕活動に感心したり、資金を拠出するだけのア

クティビティに疑問を感じたりと、私自身の思考そのものが右往左往

の繰り返しでした。 

会員の減少は実に憂うべき事態となりました。収縮した経済情勢の

影響を受けて、経営的な事情から止む無く退会された方、一方でクラ

ブの運営と個人の思いに一致点が見出せなかった方がおりました。 

何れにしても、退会を思いとどまるように幾度となくコンタクトを

取りましたが、意が叶わなかったことは残念でなりません。幹事とし

て力が及ばなかったことを率直に反省いたします。 

退会された会員の在籍期間をみますと、今期の退会者の半数が入会3

年未満となっています。クラブの活動のあり方と入会動機のミスマッ

チが退会に繋がっていることも疑いの無い事実です。このことは、当

クラブに限らず他でも同様と聞きます。 

数は力、どこかで聞いたような言葉ですが、それが実態となる状況

はあります。しかし、会員数を増やすことばかりが至上命題でしょう

か。ライオンズ活動の何たるかを理解し、社会奉仕の理念に共感する

人に会員になっていただく。決して安いとは言えない会費の負担能力

も資質のひとつとなるでしょう。 

せっかく入会して頂くのですから、次は充分な活動を担っていける

かどうかが重要な要素となります。活動を始めたからには、少々のこ

とでは放棄しない決意が必要ではないでしょうか。 

数合わせの組織運営から脱却し、筋の通ったライオンズクラブを再

構築する体制を作り上げる必要があります。 

大量の退会者を出してしまった運営責任者として、皆様にお詫びを

申し上げると共に、このことを糧として次代の展望に寄与できればと

考えております。 

一年間のご協力ありがとうございました。 

 

 

筋の通ったライオンズ活動を 

幹事  井上 定幸 
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   昨年のライオンテーマーに引き続き、会計として一年間の任務を

何とか無事に終えることができました。皆様方のご協力のお蔭と感謝

しております。 

この第２３期は、会計としての手腕を嫌が上にも要求された一年で

した。当初は家族会員を含めると４０名を超える構成でしたから、運

営について資金的な問題を考える事なく淡々と進むものと考えており

ました。 

ところが、毎月のように退会者が発生し、まさに「火の車」状態に

立ち入ってしまいました。結果として、今年に入ってからは月２回開

催予定の例会を１回に変更せざるを得ない等、財政的に困窮した状況

でした。このことに関しては、執行部の一員としてお詫び申し上げま

す。 

さらには、周年行事に向けた積立金の確保等の問題もあり、赤字会

社の経理部長の心境でした。皆様方の善意のドネーションさえ、運営

費の一部に消費せざるを得ない事態にまで至ってしまった事を申し訳

なく思っております。 

来期の会計担当には、このような苦労を味わうことなきように、会

員増強に真剣に取り組んで行こうと考えています。 

何はともあれ、皆様方からの浄財を管理する重責から解放されて、

ホッと一息との心境まで辿りつきました。 

一年間のご協力を感謝いたします。ありがとうございました。 
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 ＰＲ情報・ＩＴ委員長として も相応しくない担当でしたが、年４

回のキャビネット諮問会議に出席させていただき少しはライオンズマ

ンになれたと思っています。 

第２Ｒの１Ｚ・２Ｚの合計１６クラブによる討議に参加し、各クラ

ブとも現在の有り様に様々な考え方があり、またアクティビティに対

し積極的に行動しておりました。 

時には気後れするようなこともありましたが、このような会議の席

では、他クラブに負けることなく羊ヶ丘ＬＣとして、立場と主張を発

言して参りました。 

活動期間中の残念なことと言えば、例会・アクティビティで撮影し

た写真の多くがピンボケとなってしまい会報等の編集に支障を与えて

しまったことです。反省とともに腕を上げるように努めます。 

第５６回年次大会では、７個のガバナーズアワードを受賞しまし

た。その中にホームページ優秀賞が入っております。これはＬ井上定

幸の功績です。会員の皆様Ｌ井上定幸に多大なる賞賛の拍手をお送り

ください。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

一年間の感謝を込めて 

会計  上西 武紀 

羊ヶ丘の主張に胸はって 

 

PR情報・IT委員長 

    山崎 光彦 
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今までライオンズクラブの役職を経験したことのない私が、ライオ

ンテーマー就任にあたり、 初にしたことは前任者のＬ上西武紀にレ

クチャーをお願いすることでした。入会してから４年以上経過してい

ましたが、恥ずかしいことにライオンテーマーの役割については詳し

くは知らなかったのです。 

それでも回を重ねるにつれ、たどたどしさが漸く取れたように思っ

ています。まだまだ馴れたという域には到達しませんが、例会で戸惑

うことが少なくなりました。 

早くも一年が経過し、クラブには大した貢献もできませんでした

が、各メンバーのご協力でここまで来ることができました。 

振り返ってみますと、クラブを維持していくには様々なことが必要

であることが分りました。今まで漫然と例会に参加していたことにつ

いて反省しています。見える部分より見えない部分の重要さと大変さ

を痛感いたしました。 

引き受けるときの不安が今では、本当に良い経験をさせて頂いたと

の感謝の気持ちに変わりました。これからも別の形でクラブに対しお

手伝いをしようと思っています。 

本当に有難うございました。 
 
 

 テールツイスターの大任を仰せつかり、早一年となりました。先輩の

ご期待に充分にお応えできず、私の力不足を実感させれられました。 
ライオンズ必携を何度か読み返し、「テールツイスターとは、運営

の在り方とは」を確認しながらの挑戦でした。ライオンズクラブで任

命される役職はすべてが未体験ゾーンです。余裕など全くありませ

ん。おかげで沢山の失敗と仲良くなれました。 

それは、失敗の都度、先輩の皆様方に温かい激励と指導を頂き、多

くのことを学び、それが私の人間形成に貢献してくれたことと感じ

入っています。 

常日頃より及び腰で控えて居る私に、自身をもってアドバイスを頂

いた先輩の一言「色々な役職を速くやった方がいいよ！後になって解

るよ！」を実感させて頂きました。 

お蔭さまで羊ヶ丘ライオンズクラブにお客様であった私から、クラ

ブに貢献したいと言う前向きな心を養うこともできました。 

先輩の皆様！これからもお元気で変わらずの激励をお願い致しま

す。 

後になりますが、いつもながら事務局で大活躍されております見

角さんに心からの御礼を申し上げて私の挨拶とします。 

 

見えない部分の重要さを認識 

ライオンテーマー 

    北瀬 將人 

テールツイスター 

    照沼 司 

未体験ゾーンに果敢に挑戦 
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実行委員長L井上の挨拶 

LL相原も交え大抽選会 

頑張った実行委員の面々 

 第２３期も大詰めとなりました。例会も、このＣＮ２３周年記念例会＆レ

ディスナイトを含め、あと２回限りです。実行委員の面々は４月頃から準備

を始めていました。 

例会の部分は、予定に従い順調に進んでいきます。幹事報告では、ゴール

デンライオンＬ桑原金二が個人表彰として紹介されました。ゴールデンライ

オンとは、８０歳以上で、今年度の地区年次大会に登録された方です。いつ

までも、お元気で私達の前に変わることなく姿をお見せ下さい。 

在籍２０年になるＬ橋本泰明、Ｌ上西武紀も優秀会員として表彰されまし

た。普段の言動からも経験の重みが感じられますよね。 

記念祝賀会は実行委員長Ｌ井上定幸の開宴の言葉から始まります。クラブ

内の各種イベントの実行委員長の役目は、これが 後と申しておりました。

その通りになるのでしょうか？。 

Ｌ橋本泰明による、乾杯（ウイ・サーブではなく本当に『乾杯』）の音頭

により祝宴となりました。レディースナイトですから、家族会員やライオン

レディも出席しており、いつもよりは雰囲気が華やかです。各メンバーから

も奥様達に対するねぎらいの様子が見てとれます。 

祝宴では、恒例のビンゴゲームがありません。何でも、緊縮予算で行うた

めに今年は廃止したとのことです。納得しますね。それに代わるものとし

て、ジャズコンサートが開かれました。北大JAZZ研OBを中心としたSky Sea 

Quintetによる演奏です。 

会場の盛り上がりは 高潮に達しました。遂には「おひねり」まで飛び出

す始末。年配者からは、若い頃の気持ちがよみがえってきた。数少ない若い

会員からは、聞き覚えのある曲が演奏されたので楽しかったとの評判でし

た。多分に実行委員長の趣味が反映されたものと思われますが、総じて評判

が良かったようです。 

L山崎光彦から提供されたファイターズ観戦チッケト等、貰い物ばかりを

商品とした大くじびき大会も彩りを添え、終宴となりました。少ない予算で

豪華に見せる好例となったのではないでしょうか。 

再び例会に戻り、その中での楽しみはテールツイスタータイムです。来期

のテールツイスターL倉松勝次がミサを取り仕切る牧師然とした感じで発表

していきます。 

その甲斐あってか、集まったドネーションの総額は２２万円を超える素晴

らしい成果でした。執行部の感謝の気持ちが、その表情を見ても充分に伝

わってきました。 

「また会う日まで」合唱により、祝いの宴は終了しました。次は２４期、

そしてクオーターの節目となる２５周年と控えています。私達のクラブがい

つまでも終りなき絆で結ばれていることを念じています。 

実行委員の皆様、この度は本当にご苦労さまでした。 

Sky Sea Quintetのジャズ演奏 

会長L髙栁による開会ゴング 前会長L古屋のライオンズの誓い 



来賓高橋はるみ北海道知事の挨拶 
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懇親会でのビッグバンド演奏 

 今年の春は遅く、まだ桜の花も随所に残っています。そんな風変わりな春

の日の５月１６日、ニトリ文化ホールで３３１－Ａ地区の第５６回年次大会

が開催されました。 

ニトリ文化ホールとは？、旧札幌厚生年金会館大ホールのことです。今で

は、札幌芸術文化の館（略称札幌芸文館）と名前が変わっています。札幌市

が国から買い取ったためです。そこで、大ホールをネーミングライツにかけ

ました。ところが、不況下でサッパリ応募がなく、今年の２月札幌の家具量

販店ニトリが年額２０００万円、６年契約で１億２０００万円で取得し、ニ

トリ文化ホールとなりました。（薀蓄はここまで） 

当クラブからの参加者は会長L髙栁司、次期３役L井上定幸、L照沼司、L山

崎光彦、ゴールデンライオン表彰L桑原金二の５名です。その他に、署名だけ

して帰った会員が何名か居たと聞き及んでいます。 

次期３役はそれぞれ、担当の分化会で討議を行い、その後式典及び懇親会

に参加しました。今年の式典では、あの大ホールに空席が目立ちました。以

前はこんな寂しい状態ではなく立見も出るほどだったと記憶しています。会

員数の減少がこんな風景にも影を落としているのでしょうか。 

そればかりではない気がします。記念式典自体に新鮮味が欠け、会員の参

加意識が低下しているのではないでしょうか。多分、去年と一緒。参加する

程でもないと。討議・投票にしても提案者の通りに決まっていく。 

役員・来賓の挨拶が止め処も無く続く。お決まりの役員紹介は、その意義

が伝わってこない。いくらでも合理化・簡素化できるはずと思えるのだが。 

と、言った不満を内に溜め込んで参加した式典が進んでいきます。意外な

ことに、アワードの発表では当クラブが７個も獲得しました。本当に「こん

なに貰っていいの」と言うのが率直な感想でした。獲得してもしなくても、

選考基準には疑問を感じます。 

来年度からは少し、あり方を考え直した方が良いのでは、と思ってしまい

ました。実際には、裏方となって準備する方々の苦労は計り知れないものが

あるのも事実ですが。 

懇親会、皆さん楽しそうでした。ガバナーを始めキャビネット役員は、一

年間やり遂げたとの感慨が表情に溢れていました。この一年間はライオンズ

活動にとって追い風となった部分は皆無と言えるでしょう。ご苦労様の一言

では済まないかも知れませんが、感謝の意を捧げます。 

当クラブ出席者のなかでも、懇親会の席ではバンケッターのお給仕を受

け、終始笑顔の絶えない方がおりました。きっと、来年も出席されると思い

ます。 

様々な思いが交錯した年次大会ではありましたが、次に期待しましょう。 

 

6 

出席したL山崎、L桑原、L井上 年次大会 会場の様子 伊藤ガバナーによる挨拶 

懇親会に参加した会員 

伊藤ガバナーを交えて 



豊平川河川敷清掃             2010.5.8 

はまなすの少年達ゴミ収集スタート 

未来をひらく希望の奉仕 
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いざ！ L倉松 

次は試合 

集めたゴミと参加者 

 札幌市内でも山あいの住宅地では、雪がまだ残っている５月８日、

札幌はまなす軟式少年野球チームの試合始めに合わせ清掃ボランティ

ア活動をしました。 
札幌の豊平川河川敷、２２条橋近辺です。雪解け水の量が多く、ゴ

ウゴウと流れる水の音には、春の勢いが感じられます。つい先日まで

は、この近辺も雪に覆われていたと言います。 
今回のアクティビティは、ふるさと清掃運動会（王貞治実行委員

長、毎日新聞社協力）に参加する形をとりました。王貞治実行委員長

から激励電報も届き、翌日の毎日新聞にはその様子が報道されまし

た。 
雪が解け、その下から冬の間に捨てられたゴミが散乱しているので

は、との思いで用意万端清掃を始めました。ん、ゴミは。ゴミは何処

へ行った。綺麗なものだ、遊歩道は吸殻さえも落ちていません。俺の

部屋の方が余程ヒドイ。 
ゴミを探すこと約一時間。必死で集めたゴミがビニール袋で２０個

程度。久しぶりに戸外で歩くことの気持ち良さを感じました。この河

川敷は市民が野球やサッカーを楽しんだり、散策路として利用してい

ます。安全な空間であることが要求されます。小さなガラス瓶の欠け

らから大きな怪我を引き起こさないように、緑豊かな公園として使っ

ていきたいものです。 
それにしても、ゴミ拾いに参加した子供たちは元気でした。これか

ら、野球の試合があると言うのにビニール袋を手に駆け回っていま

す。フィールディングの練習でもしている積りでしょうか、右に左に

前に後ろに。疲れを知らないと言うのは素晴らしいことです。おそら

く今晩一晩寝ると、明日はまた今日と同じように飛び回るのでしょ

う。 
私は、この元気のおす

そ分けに与かるために参

加したのかもしれませ

ん。彼ら、彼女らと同じ

ように明日から飛び回る

ことにしましょう。そし

て、少しだけのライオン

ズ活動も。 

会長L髙栁の挨拶 

凛々しい表情 破顔一笑Ｌ山崎 
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真剣な表情次期会計Ｌ山崎 

 色々なことがあった第２３期も、あと今月を残すのみとなりまし

た。６月４日には、「は～るばる来たぜ～函館エー」とばかりに函館

で開催された３３１複合地区の年次大会へ行ってきました。函館駅の

界隈はすっかり変わっていて、とても近代的になっていました。磯の

香りが消えてしまったのが、少し残念な気さえします。当然のことな

がら、青函連絡船の桟橋など、面影すらありません。 

でも、この駅もやがて新幹線が通るようになると寂れていくのかと

感傷が更に深まります。年次大会の会場となったロワジールホテルも

新しくできたもので、あのゴチャゴチャした函館駅近辺の様子が一変

していました。 

年次大会はと言えば、こちらも例年と同じと言った様子です。札幌

を遠く離れるためか、在札クラブからの参加者は少ないように感じま

した。 

大会とは関係なく面白いことに気がつきました。大会誌に前総理鳩

山由紀夫氏の祝辞が載っておりました。辞任表明が６月２日ですか

ら、差し替えが間に合わなかったのは当然でしょうが、この祝辞が３

３１－A地区年次大会のものと全く同じ。３３１－Aを複合に替えただ

け。もう少しの工夫があっても良かったのでは。 

この調子では日本全国のライオンズクラブ大会誌に全く同じ祝辞が

載っているのでしょう。 

と言うわけで、年次大会に出席し当面の義務だけは果たしてきまし

た。 

 

複合地区年次大会に先立つ約１０日前の５月２５日、第２４期の準

備理事委員長会が開催されました。 

ここでは、来期の会長スローガンと運営事業計画及び委員会組織表

が発表されました。 

新執行部、各委員会の委員長の挨拶と次年度の抱負が述べられ、い

よいよ新しい体制によるスタートが切られるとの実感を強くしまし

た。 

来年の今頃は、どのような総括記事を書くのでしょうか。成果を強

調した力強い文章になっていると念じたいものです。 

一年、一年を大事にした活動を続けて行きたいものです。 

 

８ 

複合大会参加Ｌ照沼 代議員Ｌ井上 次期会長Ｌ井上＆次期幹事Ｌ照沼 

Ｌ橋本＆Ｌ上西 まじめに討議 

懇親会の様子 
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９ 

幹事の感じ     幹事 L 井上 定幸      

● 今期 後の・・・ 

 クラブ役員の皆様、一年間お疲れ様でした。特に

髙栁会長、前半の身体を張っての奮闘。サイボーグ

姿いつまでも忘れません。 

 今期 後のヨタ話です。拡大版で掲載します。紙

面を提供くださったＰＲ委員長のＬ山崎に感謝いた

します。 

 

● ガバナーズアワード 

 チャーターナイト

の席で披露されたガ

バナーズアワード。

今期は当クラブ７個

の受賞となりまし

た。昨期、受賞し損

ねて抗議したプリカ

収集部門では、 優

秀賞の受賞となりま

した。ご協力いただいた「はまなす少年軟式野球協

会」の父母会の皆様、有難うございました。 

 

● よさこいソーラン 

 今年も活況のうちに終了したよさこいソーラン祭

り。大賞は夢想漣（ゆめそうらん）えさしチームだ

そうです。今年の祭りでは、お馴染みのロゴを見か

けなかったことに気付き

ましたか。 

 これは、組織委と、現在のロ

ゴの商標権を持っている長谷

川岳・元組織委専務理事の

契約が合意に達しなかったた

め。 現在のロゴは組織委が９

７年から無償で使ってきたが、

長谷川氏が昨年の総選挙に

立候補し、現在も自民党の支

部長を務めていることから、このまま無償貸与を続けると政

治家の寄付行為とみなされて公選法に触れるおそれが生じ

た。そこで同氏は有償で貸与する契約を結ぶことなどを提案

したという。 

 これに対し、組織委側は「ロゴは公共財として管理されるべ

きものだ。個人の私有財であってはならない」と権利譲渡を

求めた。 

 要するに金がからんでのこと。北海道を代表する

祭に成長したYOSAKOIも裏ではこんなことがありま

す。来年からは、一般公募して採用したロゴを使う

そうです。去年までのポスターを持っている方は大

切にした方がよさそうです。プレミアムがついて大

儲けのチャンスかも。 

未来をひらく希望の奉仕 

１０ 

● タマゾン  

 東京都と神奈川県の境を流れる多摩川。先日のテレビ

報道で、ここに熱帯魚が棲んでいることを知りました。

アマゾン河をもじってタマゾン川と言うのだそうです。   

 下水道整備により、水質浄化が計られ、綺麗な水に

なったのは良いけれど、家庭排水の温水化（風呂水・

シャワー・食洗機の排水）で水温が22℃を超え、熱帯河

川と同じになったことが原因と解説していました。 

 下水処理場に熱交換器を設置して、廃熱を回収すれば

冬場の暖房がタダ同然で得られるのに。 

 東京の冬は思いのほか寒いよ。 

 

● スマートフォン 

 ａｕから初めてスマートフォン

が発売されるとの情報を得て、カ

タログを取りに行った。 

 それを見て家人と、たまたま来

ていた娘が声を揃えて言う。電話

でしか携帯を使わないのに、何の

必要があるの。メールも打てない

くせに。一応ＩＴのプロを自認している自分としては

ショックが大きかった。留めの一言、「手旗信号もある

よ」 

 

● ワールドカップ 

 ４年に一度のサッカーワールドカップが南アフリカで

開催されている。６月１４日にカメルーン戦で日本チー

ムが勝利した途端に、国内の雰囲気が変わる。 

 ベスト４は大ホラと言っていた新聞が、その可能性を

分析しだした。岡田監督へ采配の期待がどんどん高ま

る。こんなに浮かれていいのだろうか。 

 それにしても、サッカー選手のいでたちは我慢がなら

ない。ファッションを通り越した異様な長髪、無作法に

延ばした髭、腕といわず足といわず彫りこんだ醜い刺

青。格好で判断するなと言われそうだが、あの姿を眺め

ると虫酸が走る。 

 それにしても、ネルソン・マン

デラという人は凄い人だ。アパル

トヘイトに抗して獄中２７年。彼

の辛酸に報いるためのサッカー祭

典としてのワールドカップは意義

あるものと信じている。開会式で

は、１３歳のひ孫が交通事故で死

亡したため、出席できなかったと

の報道があった。 

 この人には、いつまでも悲劇が

つきまとっているかのようだ。 



      

 ● 地区年次大会の裏側 

 ５月１６日の地

区年次大会で舞台

にあがる機会を得

た。 

 客席から観ると

華 や か な 舞 台 だ

が、裏側から覗く

と 全 て が ハ リ ボ

テ。華美なものほ

ど、心して対峙しないと、表面に惑わされる。思わ

ぬ処で得た教訓だった。 

 

● 札幌の花 

 豊平川河川敷清掃の

際に、ツツジの群生を

見つけた。 

 寒いと言われて居る

札幌ではあるが、５月

から１０月ころにかけ

ては数々の花をみるこ

とができる。 

 桜にはじまり、梅、コブシ、レンギョウ、ツツ

ジ、アカシヤ、こでまり、幾らでもある。散策路を

歩いて色とりどりの花を眺めていると、俺の春との

感を強くする。 

 

● はやぶさ 

 ニッポンの小惑星探査機「はやぶさ」が７年の長

旅を終えて帰ってきた。途中２度も行方不明にな

り、その都度技術陣が総力を挙げて帰還軌道に乗せ

た。日本の科学技術を誇って良い。 

 何処かの国のように、物まね技術に頼るのではな

い、自主技術の成果だ。帰還に重要なファクターと

なったイオンエンジン

を開発したＮＥＣは、

製品化し世界の宇宙開

発市場で売り込みを目

指すと言う。 

 また、昨年に事業仕

分けの発言が波紋を呼

んだ蓮舫行政刷新担当相も「偉業は国民全員が誇る

べきものだ。世界に向かって大きな発信をした」と

評価している。 

 １２月４日に開業する前線開業する東北新幹線の

新型車両の愛称も「はやぶさ」と言う。この名前は

技術の結晶を意味するものとなりつつある。 

未来をひらく希望の奉仕 

１０ 

● 船山馨  

 第５６回複合地区年次大会の大会誌

に五島軒のレトルトカレーが一緒に

入っていた。函館を代表する老舗レス

トラン。このレストラン創始にまつわ

る出来事を描いた

長編小説が「蘆火

野」。札幌生まれ

の小説家で、「石

狩平野」や「お登勢」で有名。 

 以前、五島軒のカレーを食べ

る、その事だけに函館まで行った

事がある。船山馨の生誕地を示す

碑が南大通８丁目にある。あまりに小さくて見逃しそう

だが、探してみては。 

 

● もう一度函館 

 函館観光と言えば、ガンガン寺と呼ば

れるハリストス正教会が有名。でもこの

教会のすぐ傍らに東本願寺函館別院があ

ることを知っている人は意外と少ない。 

 洋の東西の教えを説く

拠点が同地域にあること

は興味深い。 

 なお、東本願寺函館別院は鉄筋コンク

リートで造られた日本 初の寺院建築とし

て有名。大正１０年の函館大火でも類焼を

免れている。この寺院が防火壁となって、

ハリストス正教会も難を逃れた。阿弥陀様

がキリスト（ハリストスとは、キリストをギリシャ語読

みした発音）を救ったと言うお話し。 

 

● 工事現場 

 現在、当クラブ事務局が入居している

ビルで外装工事が行われている。私は工

事現場を眺めるのが好き。重機が行き交

い、掘り進めた穴から大量の土砂が汲み

上げらる姿、ミキサー車から流れる生コ

ンの動きなど、全く見飽きることがな

い。何かとヤリダマに上げられている大

規模ダム工事だって、ずっと観ていると

楽しい筈。 

 安全上の問題はあるだろうが、一般者の見学場所を

造ったら良い。有料でも出かけてくる人間はいるに違い

ない。札幌駅から大通までの地下通路の建設、できあが

れば、ただの地下街でしかないが、今ならきっと面白い

ものが見れると思う。 



総理大臣の在職が短いとは。 

 今期は各クラブで周年行事が多

くありました。私達の２５周年を

２年後に控え、運営のノウハウを

吸収しようと積極的に参加してき

ました。 

 豪華な行事もあれば、つつまし

く行われるものもありました。結

果的には、独自色を出さねば感動

が与えられないと当然の帰結を得

ることになりました。 

 来期は２５周年の準備を行う重

要な節目となります。会員増強と

と も に、退 会 防 止 を 成 し 遂 げ

「羊ヶ丘」の力を発揮したいと思

います。 

 一年間ありがとうございまし

た。 

 とうとう第２３期の 終号に

なってしまいました。この一年間

途絶えず発行できたことを喜んで

います。 

 今期 終号ですので、退任する

役員の挨拶を中心とした編集とな

りました。役員の皆様、ご苦労さ

までした。 

 と言ってはみても、会員数減少

の中、大半の方が職務を違えての

再任となります。さらに一年間の

ご活躍を期待致します。 

 この会報の編集を始めた頃は、

真夏の総選挙が行われ、民主党の

鳩山政権が誕生しました。一年を

経たずに、総理が交替し菅直人副

総理が総理の職に。 

 ライオンズの役員任期よりも、

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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