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ライオンズデー交通安全アクティビティ    2010.10.8  

中央署塩入統括官からの挨拶 

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕

１０月８日はライオンズデーとされています。１９１７年１０月８日

から３日間、テキサス州ダラス市で国際協会の第１回大会が開かれたこ

とを記念して、数々の記念事業を行う日と定められています。 

私たち札幌羊ヶ丘ライオンズクラブは、この日を交通安全アクティビ

ティとして、毎年札幌ススキノ交差点で交通安全の啓発活動を行ってい

ます。 

この２年ほど、夜間の交通安全呼びかけを行いましたが、今年は元に

戻しての昼間の交通安全啓発活動としました。 

さて、そのライオンズデーの当日、午前１１時頃から参加メンバーが

ススキノ交番前に集合しはじめます。今年は、はまなす少年軟式野球協

会父母会の皆様にも応援をお願いしました。当日参集したクラブ員の方

が少ないことが、いささか不満といえば不満が残っていますが。 

会長L井上定幸の主旨説明と開会のあいさつのあと、札幌中央警察署の

交通課塩入統括官から北海道の交通事故の現状について説明をいただき

ました。 

その後、実行委員のＬ髙栁から啓発活動についての注意点の説明があ

りました。決して車道に出ないこと、交通安全運動をしていて交通事故

に遭っていたら、皮肉ではすまされませ

ん。翌日のニュースネタにされてしまい

ます。 

北海道の交通事故による死者は、東京都

に次いで現在２位だそうです。毎年、交

通事故死者数では、ほぼ同じ順位となっ

ています。これから、北海道は積雪期を

迎え冬型事故が多発します。 

一頃、交通戦争と言われ年間の死者数が

一万人を超えた時期もありました。それ

に比べると半減したとは言え、未だに５

千人前後の方々が交通事故により命を落

としております。  

また、今年は２００１年から減少傾向に

あった交通事故死者数が増加に転じる様

相を示しています。ハンドルを握った

ら、交通ルールを守り安全な速度で走行

することを心がけ、交通加害者にも被害

者にもならない心構えが必要だと思いま

す。  
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ＡＣＴの開始。会長Ｌ井上の挨拶 

お巡りさんも手伝ってくれました 

交差点で交通安全呼びかけ 

テールツイスターL照沼 

交通安全ＡＣＴはこの人Ｌ髙栁 

はまなす協会の父母会を交えアピール 



啓発グッズの配布 市民の関心もひきました 

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕
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札幌名物ベロタクシーにも呼びかけ

交通警察官も協力 

お昼前には終了 

例会（昼食）場のＲＯＢＡＴＡ魚一心 

食事前の例会 

昼の札幌ススキノ、それ程の人通りは無かろうと思っていたのが、予想

に反し絶え間ない人の流れが続きます。用意した啓発グッズ（ポケット

ティッシュ３００個）が３０分足らずで底をつきました。 

昼食は、ロビンソンからラフィラと名前を変えたファッションビルの７

階ROBATA魚一心で頂きました。もちろん例会を兼ねてです。 

本日のアクティビティの報告と札幌はまなす少年軟式野球協会の父母会

の皆様への感謝の気持ちを表しての食事会です。お酒は出なかったけれ

ど、美味しい食事に参加された皆様の笑顔がはじけておりました。 

 

以下に、北海道の今年の交通事故状況と、全国の交通事故死者数を載せ

ました。この数字の裏側に、何倍もの悲しみがあることを読み取って交通

安全に邁進して行こうではありませんか。 

 

 表１．全道の交通事故発生状況 平成２２年１０月１４日現在 

 

 

 
 

 

 

 

 

  表２．都道府県別交通死者数 平成２２年１０月１４日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表３．全国の交通死者数   平成２２年１０月１３日現在 

 

  前年比 

件数 １３，８３２ －１，２３７ 

死者       １５７     ＋１ 

傷者 １６，９３８ －１，４６７ 

No. 都道府県名 死者累計 

１ 東京都 １６６ 

２ 北海道 １５７ 

３ 茨城県 １５５ 

４ 愛知県 １４９ 

５ 埼玉県 １５８ 

増減 

＋９ 

＋１ 

－８ 

－１９ 

－２ 

死者数 増減 

３，６０２ －１０ 



第 14 回札幌羊ヶ丘ライオンズクラブ旗争奪 

      少年軟式野球大会開会式       2010.9.19   

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕

ライオンズの誓い L武藤健史 

                 ＰＲ情報委員長 横井 篤子 

 

 今年も私たち札幌羊ヶ丘ライオンズクラブの秋恒例アクティビティ

が開催されました。 

子供たちが楽しみにしている少年軟式野球大会です。今年で１４回を

数え、継続アクトとしての位置づけが確立されてきています。 

９月１９日、前夜からの土砂降りの雨で、開催できるのか不安でした

が、開会式の頃には薄日も差し始め、先ずは一安心と胸を撫で下ろしま

した。 

参加チームは昨年と同じ２２で、札幌はもとより、小樽・余市・仁木・

古平・恵庭・砂川と道央圏を網羅する大きな大会へと成長しました。 

開会式には、地区ガバナーＬ山口富雄が来賓として列席され、子供た

ちへ激励の言葉をかけられました。全チームの入場行進は、甲子園を

堂々と進むような力強い雰囲気が伝わってきました。夢で終ることな

く、未来へ向って一歩また一歩近づき、わが手に引き寄せて欲しいと

思っています。 

次いで、開会式のハイライトガバナーによる始球式がはじまりまし

た。投手はＬ山口富雄、打者は当クラブのＬ竹中志郎、札幌ドームを彷

彿とさせるアナウンスの後、華麗なフォームから剛速球が打者の胸元

をめがけて・・・・のはずでした。 

満場万雷の拍手とともに、セレモニーは終了し、選手退場のあとは、グ

ラウンド整備を行い直ぐに試合が始まります。 

個人的な感想ですが、野球のことは余り分らない私でも、この試合前

の子供たちが一生懸命準備にいそしむ姿が好きです。イジメや育児放

棄等、子供を取り巻く社会的環境は私たちの世代には考えも及ばない

程に悪化しているようです。 

でも、ここに集まっている子供たちを見る限り無縁のことのように

感じます。スポーツを通じて体を鍛え、優しい心を育むことのお手伝い

を出来ることに喜びたいと思います。 

今日の開会式でも、札幌はまなす少年軟式野球協会の父母会の皆様か

ら、２０万枚もの使用済切手、書き損じハガキ、プリペイドカードの寄

贈をいただきました。奉仕活動の一助にさせていただきたく存じます。 
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会場の太陽球場 優勝旗と行進。昨年優勝チーム 勢揃いした参加チーム 

ガバナーも応援 

会長Ｌ井上の挨拶 

はまなす協会長Ｌ上西の挨拶 

始球式のガバナーＬ山口 



雛壇に並ぶ役員 ガバナーＬ山口の挨拶 

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕
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会場全景 

当クラブ員の力強いローア 

懇談中の参加メンバー 

ウイサーブ 

参加者全員また会う日まで 

８月３日、３３１－Ａ地区のトップを切り第２Ｒ第１Ｚ・第２Ｚ１６

クラブ合同のガバナー公式訪問が札幌パークホテルで開催されました。 

会場に鳴り響く拍手が地区ガバナーＬ山口富雄をお迎えし、開会宣

言・ゴングが行われ、出席役員の紹介のあと各クラブ会長が紹介され

ローアの一声が鳴り響きます。当クラブは恒例により、会長Ｌ井上の「ウ

イ・サーブ」発声に続き、力強いローアで会場を沸かせます。 

就任挨拶で山口ガバナーは 、最初に国際会長シッドＬ・スクラッグス

Ⅲの国際会長テーマ「希望の光」を灯台の灯りに例えて説明され、次い

で自身のガバナースローガン「希望に満ちた夢への挑戦」を参加したラ

イオンに穏やかながらも力のこもった説明をなされました。これからの

１年は期せずして「希望」がメインテーマとなる感を深くしました。全

世界的にも、先進国では経済の停滞が久しく、地球環境の破壊が懸念される

中、先を切り拓くための唯一の指針に「希望」があるのはまさに象徴的なこ

とだと思われます。 

式典の後、懇親会に移り会場の雰囲気は一変しました。舞台から雛壇

が取り払われ、挨拶に立つ各役員の緊張がほぐれた様子がうかがえま

す。 

元国際理事Ｌ松原の祝杯も挨拶は簡素で、いつもの姿を知る参加メン

バーからは意外性に驚く笑いが洩れました。 

会食の間は、テーブルを回り親交を深めるガバナーの姿があります。

「絆を大切に」との基本方針に沿う姿をそこに見ることができました。 

アトラクションでは、札幌を中心に活躍するビリー・

キングの力強い歌声が会場を圧倒します。個人的に

は、このサプライズだけで充分に満足感を味わい熱唱

を堪能しました。グランドホテルのディナーショーで

は￥16,000もするのだから。 

まだまだ聴いていたいビリ・ーキングではありました

が、予定された時間が経過したのか舞台を降りた後、

「また会う日まで」の合唱がはじまりました。参加者

全員が手をつなぎ、絆を確かめ希望を胸にの思いが籠っているように感

じたい一瞬ではありました。 

第２副地区ガバナーＬ渡部のローアに続き、実行委員長Ｌ三浦の閉会

挨拶で全日程を終了しました。 

これからの１年間、実りを感じられる活動をと考えるのは私だけでは

ないでしょう。 

ガバナー公式訪問            2010.8.３ 



 

暴力追放総決起集会           2010.10.19 

出席したクラブ三役 

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕

例年は真夏の暑い盛りに行われる暴力追放総決起

集会ですが、今年は１０月１９日に開催されまし

た。如何に北海道は涼しいとはいえ８月の炎天下の

集会・パレードは身体にこたえます。そう言った意

味で、今年の集会設定は良かったのではないでしょ

うか。  

改めて知ったことですが、この集会は今年で第２４回です。奇しくも

我が羊ヶ丘ライオンズクラブと同じ星霜を重ねてきたことになりま

す。何となく理解が深まった錯覚におちいりました。 

午後２時から始まった集会では、北海道知事・札幌市長・道警本部長

の来賓挨拶がありました。尤も道警本部長を除いては、代理でしたが。 

暴力団の最近の傾向として、従来の粗暴型から変質し、実態を隠して

の資金獲得を行っているとのことです。企業向けの各種補助金を狙っ

たり、生活保護者を食い物にしたりと市民生活に結び付いた分野にま

で浸食してきております。 

「薬物犯罪」「賭博」「やみ金融」も相変わらず彼等の資金源となっ

ています。これらの魔の手は、身近なところから忍び寄ります。 

暴力追放のために 

① 暴力団を利用しない！ 

② 暴力団を恐れない！ 

③ 暴力団に金を出さない！   姿勢が大切とのことでした。 

この集会には、当クラブから会長Ｌ井上、幹事Ｌ照沼、会計Ｌ山崎の

３名が出席しました。 

集会のあと、会場の中島公園から大通公

園４丁目までパレードを行いました。当日

は暑くもなく、さりとて寒風に晒されるこ

ともなく散歩と思えば快適でした。メタボ

が気になる当クラブの参加者にとっても余

剰カロリーを減らす効果があったかも知れ

ません。 

当日はスペシャルゲストとして日本ハム

ファイターズからＢ☆Ｂも参加していまし

た。クライマックスシリーズに参加できな

かった悔しさをこの集会に参加すること

で、来期の活力としていたのでしょうか。 
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多くの団体が参加 

道警カラーガード隊 

女性白バイ隊 やさしそう 

盲導犬も参加 

主催者役員 

パレードで行進する参加者 



いま始める、ここから始める、やさしい奉仕いま始める、ここから始める、やさしい奉仕

 今期のゾーンチェアパーソン訪問例会は嬉しいことが重なりまし

た。２年ぶりの新入会員入会式を兼ねて行うことになりました。 

例会の始まる前に、新入会員オリエンテーションが行われました。こ

れ程タイトに行うことも例外中の例外です。新年度も３か月目ともな

れば、恒例の行事が順次入ってきて、スケジュール消化に動き回る日々

が続きます。オリエンテーションと入会式を別の日程とすることが適

わずに同日に行うこととなってしまいました。 

オリエンテーションではスポンサーＬ古屋孝三より、新入会員の紹

介が行われ、指導力育成・会則付則委員長のＬ橋本泰明からオリエン

テーションの主旨説明が行われました。次いで、新入会員の岩本敏美さ

んから挨拶を頂きました。新入会員のプロフィールは文末をご参照く

ださい。 

パークホテル内の同じ会場で、今度はゾーンチェアパーソン訪問例

会が始まります。既にオリエンテーションで大半のメンバーが着席し

ているので、そのままの態勢でお迎えすることができました。 

いつもの通りに例会は進行し、ゾーンチェアパーソン、ゾーン委員の

紹介を終え、二人の挨拶が終わった頃から徐々に例会が盛り上がりを

見せ、新入会員の入会式の頃には最高潮に達しました。 

ゾーンチェアパーソン訪問例会で入会式ができることに素直に喜び

たいと思います。昨年は一人の入会者も迎えることができず、実に２年

振りの入会式と言うことになりました。訪問した例会で、入会式が行わ

れることはゾーンチェアパーソン・ゾーン委員も知らなかったことで、

驚きと感嘆で印象深いものがあったとの後日談を頂きました。 

 

新入会員のご紹介 

氏名：岩本 敏美（いわもと としみ）昭和29年5月26日生（56歳） 

自宅：〒063-0051 札幌市西区宮の沢1条5丁目11-10 

勤務：岩本敏美税理士事務所 所長 税理士 

   〒060-0012 札幌市中央区北12条西23丁目5番地 

         SDC北12条ビル5F 

   TTEL:（011）631-4588 FAX:（011）631-4471 

趣味：読書 

スポンサー：L古屋 孝三         
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新入会員オリエンテーション 新入会員Ｌ岩本敏美 会長Ｌ井上の挨拶 

ライオンズの誓いＬ菅原 

ゾーンチェアパーソンＬ坂地 

ゾーンチェアパーソン訪問例会 ＆ 

             新入会員入会式    2010.9.14   

ゾーン委員Ｌ額村 

会員委員長Ｌ古屋の挨拶 



ひと月遅れの七夕の日、８月７日に暑中家族会が行われました。今年の

夏は冷夏の予想に反して暑い日々が続いています。暑中家族会と銘打って

いるとは言え、あまりに暑いのは困りものです。 

集合場所の札幌パークホテルを出発して間もなく、豊平川河川敷の

道路情報板の表示が３０℃を示しています。まだ、朝だと言うのに。 

今年の家族会の目的地は、ルスツリゾートです。実行委員長が計画

を練る前に会員に行ったことがあるか、それとなく聞いたところ大半

の方が眺めたことはあるが行ったことはないとの回答だったそうで

す。 

かく言う筆者も、洞爺方面には何度も行っていながら右手に遊戯施

設を眺めるだけ、２３０号線の単なる道しるべとの認識しかありませ

んでした。 

今まで行ったことがない所に行けるとなれば、人気が出るのは当然

のこと。参加者は予想を超えて２７名にもなりました。遊具あり、

プールあり、温泉つきとのことです。期待感が増さない訳はありませ

ん。 

目的地へ向かうバスの中、単なるレク

レーションとは違うことを意識するため

に８月の第２例会が行われました。 

 会長挨拶もあり、幹事報告もあって、

出席率の発表まで行われました。要した

時間は１０分程度でしたが。 

ルスツリゾートでは、当初心配された暑

さもなく、涼しさを感じるほどでした。

やはりスキー場と言うこともあり、高原

の爽やかな空気を感じることができま

す。 

場内は余りに広いこともあって、実行委

員の管理が及ばす自由行動と言うことに

なりました。但し、昼食時間には必ず集

合することとのきついお達しです。絶叫

マシンに乗る人、敢えてそれを避けてメ

リーゴーラウンドを楽しむ人まで様々で

す。 

暑中家族会               2010.8.7 

会長Ｌ井上の挨拶 

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕
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専用バス 立派 

相原ファミリー楽しそう 

今日はゆったりＬ倉松 

テールツイスターL照沼 

期待を胸に、出発 

ルスツリゾート入口で出席者全員の記念撮影 



七夕のお願い さて何を 大きな食卓でのバーベキュー 

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕
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お孫さんとともにＬ竹中 

孫孝行する幹事Ｌ照沼 

いつまでも仲良くＬ桑原夫妻 

Ｌ橋本Ｌ竹中 疲れがみえますね 

本日はお疲れ様 

 昼食は、遊戯施設を見下ろすバーベ

キューハウスで摂ります。長い長いテーブ

ルです。７～８ｍはありそうです。私たち

の団体が丁度収まりましたから。バーベ

キューハウスで食べるのですから、食事は

当然バーベキューです。次から次と肉が出

てきます。 

沢山で食べると美味しいのか、子供たちの

食欲は旺盛です。大人と変わらぬ量を食べています。実に羨ましい限り。 

ひとしきり楽しい食事で腹も満たされ、再びルスツ高原内を散策しま

す。散策と言うには、その広さ半端ではない。車で横目に見て通り過ぎ

るだけなら一瞬のものが、歩くとその広いこと。足の疲れを癒やすため

に時々乗り物に背を預けるような状態。 

食事を一緒にした人達も何処へ行ったのか全く見当たらない。多分、

各々が同じ思いでいるのだろう。 

半分は楽しみ、残りは迷いながらブラブラしていると、横合いからゴ

ルフカートのようなものがすり抜ける。何とそこに乗っているのはＬ橋

本、どのような場面でも最適な選択をする。さすがと関心せざるを得な

い。 

一方、高台から園内を眺めている男性がいます。今回の実行委員長Ｌ

山崎です。どうも参加者の安全を気遣って監視している様子です。彼に

対しても、さすがと言わざるを得ません。自分自身は楽しんだのでしょ

うか。 

そうこうするうちに帰りのバスの集合時刻。全員が乗車したのを確認

してルスツを後にします。 

遊園地で遊んだのは何年ぶりだろうか。子供たちが小さな頃だから十

数年以上前であることは確かな気がします。童心に返るところまでは行

けなかったようですが、存分に楽しむことはできました。 

日常の仕事の忙しさに加え、普段のライオンズ活動でも、休日もアクティ

ビティに参加したりと家庭人としては合格とは言えない当クラブのメン

バーではありますが、本日の家族会で少しは家庭サービスに意を払ったと

言えるでしょう。 

家族の支えがあってのライオンズ活動です。今後とも独りよがりのライ

オンズでなく、背中を見つめる家族がいることを念頭においての社会奉仕

活動に邁進しようと考えた一日でもありました。  
また本日参加できなかったメンバーの皆さん、次回は是非参加されるよ

うお願いいたします。 



第２４期活動報告 
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今期の７月から１０月までの活動報告は以下の通りです。（一部予定を含んでいます） 

 

７月 ６日（火）  理事会（クラブ会議室） 

   １３日（火）  ７月第一例会・出航例会（札幌パークホテル） 

   ２６日（月）  第一回キャビネット会議（札幌パークホテル）ＰＭ４：００～ 

            Ｌ井上 出席 

   ２７日（火）  ７月第二例会・決算報告例会（札幌パークホテル） 

  

                                         

８月 ３日（火）  ガバナー公式訪問 事前役員会議（札幌パークホテル）ＰＭ３：３０～ 

            Ｌ井上，Ｌ横井 出席 

           ８月第一例会・ガバナー公式訪問（２Ｒ合同）（札幌パークホテル） 

    ７日（土）  ８月第二例会・暑中家族会（ルスツリゾート） 

    ９日（月）  第一回諮問委員会（札幌グランドホテル）ＰＭ４：００～ 

            Ｌ井上，Ｌ照沼，Ｌ古屋，Ｌ横井 出席 

   １０日（火）  理事会（クラブ会議室） 

  

                                            

９月 ６日（月）  リーダーシップ・セミナー（京王プラザホテル）ＰＭ３：３０～ 

            Ｌ照沼，Ｌ田中 出席 

    ７日（火）  理事会（クラブ会議室） 

   １３日（月）  地区献血推進セミナー（全日空ホテル）ＰＭ３：００～ 

            Ｌ照沼 出席 

  １４日（火）  ９月第一例会・ＺＣＰ訪問例会（札幌パークホテル） 

  １９日（日）  ９月第二例会・第１４回札幌羊ヶ丘ＬＣ旗争奪野球大会・開会式（太陽球場） 

  ２７日（月）  ＬＣＩＦセミナー（かでる２・７）ＰＭ１：３０～ 

            Ｌ井上，Ｌ照沼 出席 

 

                                               

１０月 ４日（月）  薬物乱用防止教育認定講師養成講座（ホテルユニオン）ＰＭ１：００～ 

            Ｌ井上，Ｌ照沼 出席 

    ５日（火）  理事会（クラブ会議室） 

    ８日（金）  １０月第一例会・１０・８ライオンズデー 

   １９日（火）  第２４回暴力追放総決起集会および街頭啓発パレード（中島公園～大通公園） 

            Ｌ井上，Ｌ照沼，Ｌ山崎 出席 

   ２５日（月）  第２回諮問委員会（ホテルオークラ）ＰＭ４：３０～ 

            Ｌ井上，Ｌ照沼，Ｌ横井 出席 

   ３１日（日）  １０月第二例会・第１４回札幌羊ヶ丘ＬＣ旗争奪野球大会・閉会式（つどーむ） 



会長は快調      会長 L 井上 定幸      

 ● チリ落盤事故 

 全世界がその救出劇を注目したチリの鉱山落盤事

故。３３人が奇跡の生還を果たした。大切なこと

は、先ず安全第一を心がけること。７００ｍの深部

採掘をするには、余りに拙劣な保安体制だった。 

 世界的に鉱物資源が枯渇していくなか、経済優先

で進めていくと同様の事故が発生する。 

 

● もしドラ 

 いま話題の本、もしドラを買っ

て読んでみた。新しいものにはす

ぐ飛びつくのが私の心情。正式な

本のタイトルは「もし高校野球の

女子マネージャーがドラッカーの

『マネジメント』を読んだら」と

言う。１００万部を突破するベス

トセラーである。読んでみてベストセラーになる訳

が分かった。先ず、顧客とはの分析から入る。当ク

ラブのマネジメントにも参考になる部分が随所にあ

る。一読を勧める。 

 

● 第１０艦隊 

 アメリカ軍の艦船、実働部隊を持たず戦闘行為も

行わない特殊組織。 

 現在は、電子戦やサイバー攻撃に対処する部隊と

して活動する。別名艦隊サイバーコマンドとも言

う。現代の戦争は、情報戦。敵のコンピュータに深

く入り込めばミサイルも核兵器も怖くない。あなた

の会社も第１０艦隊の標的の標的にされたらどうす

る。 

 

● アシネトバクター 

 多剤耐性菌であるアシ

ネトバクター菌が東京の

帝京大学病院で院内感染

したことにより、新規入

院受け入れを中止する騒

ぎを起こした。 

感染症コンサルタントの

論文を読む限り、それ程心配はないそうだ。免疫力

の落ちた高齢者には害をなすこともあるが、感染力

は強くないらしい。昨年の新型インフルエンザ騒ぎ

のように、無理に騒ぎを大きくすると医療機関は

「重症患者は受け入れない」という萎縮医療にすす

み、最後に割をくうのは患者さんと言うことにな

る。基本は、外出先から帰ったら手洗いをすること

だと言う。世の中には、危険な細菌類が蔓延してい

る。 
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● 羽田国際線 

 １０月２１日に羽田空港に新国際線ターミナルが営業

開始する。２４時間空港で今までとは比べものにならぬ

くらい便利になるという。 

 国際線の増枠もいいが、国内線も拡充すべき。新千歳

ばかりでなく丘珠にも路線開設できないかね。北海道の

活性化に役立つと思うけど。 

 

● カキ祭り 

 １０月の３連休を利用して道

東へ行ってきた。目的は厚岸の

「カキ祭り」である。大きなカ

キが安く食べられると聞いて、

遠距離も雨降りも構わず出かけ

る。評判なだけにうまかった。 

でも、思っていたよりは食べら

れなかった。食欲は永遠ではないことが分かった。翌日

は摩周湖を目指す。雨と霧で空と湖の区別もつかない。

阿寒湖のみやげ店で、クマよけの鈴を買う。試してみた

いが、その前に命が危ないかも。 

 

● メガネ 

 眼鏡が合わなくなってきた。今まで、新聞を読むのに

眼鏡をつけたまま読めたものが、外さないと細かい文字

が読めない。老眼（認めたくない言葉だ）が進んできた

ためと思われる。これを機会に金ブチ眼鏡にしてみたい

が、家人が反対している。その筋の人間に間違われると

言うのだ。それに納得する自分が怖い。 

 

● スウドク 

 家人が数独にはまっている。縦横斜め、どれを足して

も合計が同じになるパズルだ。毎月、専用の雑誌を購入

しては、せっせと難問を解いている。パソコンで解ける

かプログラムを作成してみた。６マス程度のものでも大

げさなプログラムになる。しかも恐ろしく時間がかか

る。脳の劣化を防ぐためにも、自分の頭でやるべきだ。 

 

● タバコ増税 

 １０月からタバコが値上がりになった。私の周りの愛

煙家でこれを機に禁煙した人はいない。当クラブでも然

りである。かっては、私もヘビースモーカーだった。タ

バコの値上げ程度では動じない気持ちも分かる。 

 最終的には命かタバコかの選択しかないのかも知れ

ぬ。中には、命よりタバコと言う輩もいるかも。 

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。 



しました。中国は受賞を認めない

動きをし、ノルウエーを非難して

います。このところ、平和賞に関

しては常に政治の影がつきまとい

ます。 

 私たちのクラブに、今期初めて

の新入会員を迎えることができま

した。会員減少が続いていただけ

に久々のビッグニュースを伝える

ことができました。 

 このことがバネとなって会員増

強が進んでいくことを願っていま

す。 

 間もなく北海道は厳しい冬が訪

れます。重大交通事故が発生する

季節となります。会員の皆様、冬

道の運転には充分気をつけて、事

故のないようにお願いします。 

 今期第２号の「羊ヶ丘」をお届

けします。行事が目白押しで掲載

する内容も増えました。久しぶり

の１２ページ建てです。最後まで

お読みいただいたことに感謝いた

します。 

 毎年この季節はノーベル賞が話

題に上ります。今年は日本人が２

名受賞しました。北大の鈴木章名

誉教授と、米バデュー大の根岸英

一特別教授です。業績の詳しい内

容は全く分かりませんが、日本人

として嬉しく思います。 

 北大の先生が受賞したことは、

北海道に住む私たちにとって郷土

の誇りと思います。 

 平和賞は中国の民主活動家・劉

暁波（りゅうぎょうは）氏が受賞

PR 委員長がんばる         L 横井 篤子 
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