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折り返し点を過ぎて  

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕

 昨年の７月に第２４期会長に就任してから早いもので約半年が過ぎ

ました。長いと思われた任期も既にその折り返し点を過ぎ、そろそろ来

期の役員改選について検討する時期になってきました。 

この６か月間は、内外ともに情勢が目まぐるしく変わっていきまし

た。そのスピードの速さに圧倒されそうです。 

沖縄普天間の問題に端を発しての首相交代、その間の尖閣諸島にお

ける中国船衝突事件、間隙を縫ってのロシア大統領の国後島訪問。そし

て今はエジプトをはじめとする中東産油国の民衆デモが政権を倒すと

言った事態になっています。 

そして、遂に我が国のＧＤＰは中国に抜かれ世界第２位の座を中国

に明け渡すことになりました。私たちの世代は、日本の高度成長を担っ

てきたとの自負があるだけに悲嘆に暮れています。景気の停滞は２０

年に及び閉塞感が漂う状況は改善していません。 

当クラブに於ける活動も、少なからずこの影響を受ける結果となり

ました。会員数の減少から活動を縮小せざるを得ない状況となり、継続

アクティビティである小学校への変化鏡贈呈を今期は断念の決断をし

ました。 

会員の減少は当クラブに限ったことではなく、全世界的にライオン

ズクラブ活動が縮小傾向にあるとの報告を受けています。 

そのような中で、ここでも中国の台頭は目覚ましくクラブ数・会員数

ともに圧倒的に増えています。いささか複雑な気持を抱くのは私だけ

でしょうか。 

それでも喜ばしいことに、今期は現在２名の新会員を迎えることが

できました。新しい仲間が増えることにより、別の視点が開け活動にも

広がりが出ると確信しています。 

 この仲間との輪を大切にし、ライオンズクラブの原点である「社会

奉仕に精進」の実践をたゆまず進めていきたいと思っております。 

例会やアクティビティの参加者の顔ぶれが固定化している問題につ

いても真摯に考える必要があります。 

これから６月までの期間は例会が通常通り月２回開催されます。以

前から言われていることですが、執行部からの報告だけに終始するの

でなく、出席された方々の真剣な思いを聞く場にも発展させることが

できたらとの思いもあります。 

残り少なくなった会長の任期ではありますが、全力を傾けて皆様のお役

に立ちたいと考えております。どうぞよろしくお願い致します。 
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第２４期会長 Ｌ井上 定幸 



献血呼びかけは準備から 雪まつり会場の混雑 

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕

３ 

新会員Ｌ堀岡の見事なアナウウンス

Ｌ岩本も初めての呼びかけ 

雪像もライオンズ 

雪まつり献血呼びかけ           2011.2.11 

内外の観光客が札幌の大通に集う２月１１日、献血呼びかけを行いま

した。当クラブが休日に割り当てられるのは、おそらく初めてのことと

思われます。多くの人出を期待しての出動となりました。 

例会と言う名の昼食をそそくさと後楽園ホテルで済ませ、会場の大通

公園に向かいます。さすがに、休日。各丁目の雪像前は当然のこと、南

北の通路にも人が溢れています。 

多少の雪模様ではあるものの、風もなく気温はやや高め。呼びかけに

応じて多くの方からの献血があることを期待できる風景でした。 

さて、その呼びかけですが、なかなか効果が現れません。沿道の観客

はティッシュペーパーは受け取るものの、献血の列には並んでくれませ

ん。昨年までと異なり、ティッシュペーパーを二つ三つと要求する人が

増えたのも驚きです。風邪の時期だからと、善意に解釈することにしま

した。特に若くて元気の良さそうな人たちに、献血にためらいがあるよ

うです。多分、献血の経験がないためでしょう。今まで以上に献血の意

義を広報する必要があるように感じます。 

今回の呼びかけでは、新入会員のＬ岩本、Ｌ堀岡は初めての参加でし

た。ライオンズクラブ活動の一

端を感じて頂けたでしょうか。 

真剣に観客に呼びかけを続け

るＬ岩本、突如任されたアナウ

ンス嬢を見事にこなされたＬ堀

岡の真剣な姿が印象的でした。 

札幌は、雪まつりを境として

少しずつ春に向かいます。大通

公園の木々にも芽吹く準備をし

ている固い蕾が見られました。 

これこそが、雪国に住む私た

ちの元気の源かも知れません。

冷たい雪の下にこそ暖かい春の

感触が得られます。 

参加メンバーは、終了後世界

的イベントの雪まつり雪像鑑賞

でもして帰ると思いきや、振り

返ることもなく会場を後にしま

す。既に何十回となく見ていれ

ば、当然なのでしょう。 



中間決算報告例会＆新入会員入会式        2011.1.25   

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 

 １月２５日、今年初めてのパークホテルでの例会が開催されました。

テーマは中間決算報告例会でしたが、メインテーマは新しい会員の入

会式となりました。 

既に言い尽くされてはおりますが、日本国内はもとより世界的な規

模でライオンズクラブの会員が減少しています。 

年度が変わり、国際会長・ガバナーが交替しても目標に会員増強があ

げられます。私たちのクラブも例外ではなく、昨年度から続く退会者の

増加に頭を悩ませてきたところです。 

そのような中にあって、新入会員を迎えることが出来ることは喜び

以外の何物でもありません。今回入会されたＬ堀岡咲枝さんで今期２

人目の新入会員を迎えることになります。 

出席した会員全てが思いを共感できて、大いに盛り上がった例会と

なりました。歓迎の挨拶をする会長Ｌ井上を始め登壇する面々の顔が

上気しているのがよくわかります。 

堀岡ライオン、私たち「札幌羊ヶ丘ライオンズクラブ」へようこそ。

社会奉仕に精進する仲間としてともに歩んで行きたいと思います。 

なお、以下にＬ堀岡のプロフィールを記載いたします。 
 

                      新入会員ご紹介 

 
ふ り が な   ほりおか さきえ 

氏   名 堀岡 咲枝  

 
スポンサー    Ｌ照沼  司 

趣     味  読書・ゴルフ 

勤務先名称  アトリエテッラ（株） 

役  職  名  代表取締役 

業    種  建設業・宅建業 

勤務先住所  〒064-0801 
         札幌市中央区南１条 

         西２５丁目２－６ 

勤務先TEL  （011）633-2200 
勤務先FAX   （011）633-2233 
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ライオンテーマ急遽登板のＬ橋本 開会に先立つ国家斉唱 披露宴？ 

ツーショットに照れる会長Ｌ井上 

Ｌ堀岡の挨拶 

会員委員長Ｌ金木の歓迎挨拶 

スポンサーＬ照沼の挨拶 



山口ガバナーの挨拶 笑顔が固い上田市長 

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕
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素直に喜ぶはるみ知事 

知事を中心に鏡開き 

当クラブ参加者（一部） 

参加したＹＥ生 

会場を埋める参加者 

１月４日、在札４１ＬＣの合同新年交礼会が札幌パークホテルで開催

されました。札幌市内の全ライオンズクラブから会員が集まるとあっ

て、広いと思われる会場も満員の盛況でした。来賓の高橋はるみ北海道

知事と上田文雄札幌市長に年頭のご挨拶を頂き、新しき年のライオンズ

を祝いました。 

ガバナーＬ山口富雄は挨拶の中で、今期の基本方針を強調され「時代

に合った組織の再構築」が各クラブで討議され、成果が得られていると

述べていました。 

当クラブの問題として立ち返った時、討議はともかく成果については

未だの感があります。 

来賓挨拶のあと、恒例の高橋知事への花束贈呈に続き、今回は半年早

い誕生祝として上田市長へも花束の贈呈がありました。知事の満面の笑

顔に比べ、引きつった顔が苦笑いにも見える市長の戸惑っているように

も思え、お二人の違いを垣間見た瞬間でもありました。 

来賓・ガバナー等による鏡開き

のあと、アトラクションでは「レ

ラカムイ北海道」専属チアリー

ダーのチアリーディングが披露

されました。今となっては、運営

会社の経営不振により「レラカ

ムイ」の名称が無くなり、 後の

チアリーディングだったのかも

知れません。何故か得した気分

になったのは不遜でしょうか。 

会場の中央で見かけた和服姿の

若き男女数人、疑問を持ちながら会の進行を待っていると、ＹＥ来日生

との紹介がありました。その中の一人の飛び抜けて大きいこと。袴の裾

が足りず足首が見えている状態。もう少し配慮できなかったものかと余

計な心配までしてしまいました。 

特筆すべきことが一つ。この交礼会のプログラムですが、今まではか

なり上質な紙で見開きのものを使用していたのが、今回はＡ４版のペラ

と言われるもの。経費節減の跡が見られ、好印象をもつことができまし

た。 

ほろ酔い気分の新年交礼会、今年一年楽しく過ごせたら 高なのです

が。 

２０１１年在札４１ＬＣ合同新年交礼会         201 １.１.４ 



 

クリスマス家族会             2010.12.3 

サンタクロースは誰だ 

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕

まだ雪の気配すら見えない１２月３日、当クラブのクリスマス家族

会がパークホテルで開催されました。この日のために実行委員会のメ

ンバーは度重なる打ち合わせを行い準備をしてきました。 

また、当日はクリスマス家族会とともに新入会員のＬ岩本敏美の歓

迎ライガーも同時に行われました。そのＬ岩本は何故かこのクリスマ

ス会の実行委員に選定されていたのです。入会と同時に様々な役目の

洗礼を受ける当クラブの習わしと思い、習慣に従われることを希望い

たします。 

参加者は６０名を超え、久々の盛り上がりを見せました。参加者が少

なかったらとの不安が杞憂に終わり、実行委員は胸をなでおろしてお

りました。 

第１部は通常の例会、第２部はクリスマス会、そして第３部は再び例

会に戻る例年通りのパターンです。例会の報告事項は残念ながら、誰も

聞いていません。特に、子供たちはサンタクロースが現れるのを心待ち

にしています。 

クリスマス会は、少し太めのサンタクロースとトナカイによる子供

たちへのプレゼントで始まります。サンタクロースに扮した会長Ｌ井

上・トナカイの幹事Ｌ照沼の二人は会場を一回りしたところで、汗だく

になっておりました。聞く耳は持たないようですが「メタボ」脱出を心

がけた方が良いですよ。 

食事をしながらのアトラクションでは、ピアノ演奏とノコギリを楽

器として使う珍しいミュージックソーでした。 

クリスマスソングでは子供たちは喜んでくれ、実行委員は安心の吐

息を洩らしていました。次いでマジックショーが行われ、ここでも中心

は子供たち。ステージ間近、というより檀上で見る手品に驚いたり、何

とかタネを探そうと必死の子もおりました。ショーマンと子供の駆け

引きの方が面白かったような気がします。 

ビンゴ大会に続き、恒例の花のオークションでは、Ｌ関の手作り注連

飾りも出品され、ドンドン値が吊り上っていきます。落札のタイミング

を計るＬ山崎の手腕は素晴らしいものです。何処でこんな技を磨いた

のでしょうか。クリスティーズあたりからお誘いがあるかも知れませ

んよ。 

後は「また会う日まで」の演奏に合わせ、全員が手をつなぎ大き

な大きな輪を作ります。今年の例会は、あと忘年例会を残すのみ。来

年こそ「平和で素晴らしい」年にしたいものです。 
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会場全景 

マジックショーに魅入る子供たち 

新会員Ｌ岩本ご夫妻 

これがミュージックソー 

何故か大喜びの会長夫人 

Ｌ山崎が仕切るオークション 



会長は快調      会長 L 井上 定幸      

 ● 本当にクジラが消える 

 南極海での調査捕鯨を打ち

切り、船団が帰港すると言

う。シーシェパードの妨害が

原因とのこと。またしても、

日本のだらしなさを露呈して

いる。暴力に屈する姿は昨年

の尖閣問題を彷彿させる。自衛隊でも海上保安庁で

も連れて行って捕鯨をすればいいのに、と思うのは

私だけだは無いはず。こんなベーコン食えなくなる

のか、でも５０００トンも在庫があると聞く。本当

の目的は在庫調整じゃないの。 

 

● シューカツ 

 我が息子、就職活動の真っ 中。来年４月の新社

会人を夢見ている。就職氷河期より、内定率が悪い

と言う。エントリーシートなるものを何十枚も書い

ている。我々の時とは隔世の感がある。面接に行く

たびに交通費をせしめ、それを生活費の足しにして

いた輩もいた。時代が変わってしまった今、的確な

アドバイスをしてやれないのが悔しい。 

 

● パンダ 

 上野動物園に再び

パンダが来る。中国

からオス・メス２頭

をレンタルする。そ

のレンタル料２頭で

年間８０００万円。パンダ舎の改装費用が９０００

万円。この費用が高いか、安いか。経済効果は１０

０億とも２００億とも言われている。それでも、あ

なたは、パンダを見に行く？。俺は旭山動物園にい

くね。笹食って寝てるだけじゃないの。 

 

● 再びスマートフォン 

 ２００８年頃からスマート

フォン元年と言われて、今年も

元年だそうだ。さすがに気にな

りだして、カタログを見たり販

売店に聞いたりするが良くわか

らない。そもそも、携帯で僅か

２行程度のメールを打つのに１０分もかかる私に使

いこなせるか。息子が使っているのを横目でみなが

ら、逡巡することしきり。ＩＴ人間と自負している

自分ではあるが、あの小さな文字に辟易している。

こんなものが無かったときの方がワクワク感があっ

た。オヤジ度がどんどん上がっていく自分に不安を

感じる。 

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕
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● ＴＰＰ 

 天塩で酪農業を営んでいる学生時代の友人と卒業後、

初めて会った。彼が力説するに、菅政権が検討している

ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）が導入される

と、北海道の農業は壊滅すると北海道知事のようなこと

を言う。「お前ら、工業人は俺たちの成果を貪り、輸出

輸出と騒ぐが、国の基本は一次産業だ」と力説する。高

邁な理屈を並べたてる政治家より、よっぽど説得力が

あった。やっぱり現場にいる人間は違う。 

 

● カジノ 

 先日、就活で東京から戻る

息子を新千歳空港に迎えに

行った。一緒に中国人の一団

が降りてくる。それを眺め

て、こう思う。北海道を活性

化するには、新千歳空港にカ

ジノを作れば良いのではない

か。有り余る中国マネーをここで使わせ、北海道の土地

を買う余裕を無くさせればと夢想した。この点に関して

は、石原慎太郎東京都知事の考えとも一致する。日本人

は入場料を一万円くらいにすれば、赤鉛筆を耳に挟んだ

オジサンは入ってこないだろう。 

 それにしても、中国ではまともな水洗トイレは無いの

かね。彼等が入った後は小も大も流していない。ＧＤＰ

世界２位に値するにはマダマダと思ったね。 

 

● はやぶさ 

 昨年は小惑星「イトカワ」の砂を持ち帰った「はやぶ

さ」が話題になったが、今年は東京～青森を約３時間で

結ぶ東北新幹線の「はや

ぶさ」が話題になりそ

う。時速３００Ｋｍで走

るのに揺れが殆ど無いと

言う。但し、グランクラ

スと言う特等席は２万６

３６０円と飛行機より高

い。３月５日の一番列車

のチケットは数秒で売り切れと言うから凄い。 

 不景気だと言っても、価値観を見出したところにはき

ちんと金をつぎ込む。意外

と心配する必要はないか

も。要するに需要の掘り起

こし。これが出来ればね。 

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。 



での内紛は、またかとの感ですっ

かり慣れたような気がします。

「国民の暮らしが第一」は何処へ

いったのでしょうね。 

 アフリカの国々で、民衆が蜂起

して独裁政権を倒す動きが加速し

ています。あの、強権でならすリ

ビアでさえ、どうなるか分からな

い状況です。 

 私たちの国でも、デモであのよ

うな状態が現出するのでしょう

か。安保闘争のときの、国会議事

堂前の報道を思い出します。で

も、会員の中には、「それ、何の

こと」と言う方もいますね。 昭

和も遠くなりました。 

 後までお読みいただきありが

とうございます。 

 今期第３号の「羊ヶ丘」をお届

けします。本来の発行予定は１月

でしたが、ズルズルと延びてしま

い、１カ月も遅れてしまいまし

た。巻頭の会長挨拶のタイトルは

通常ならば、「新年のあいさつ」

となるべきでしたが、内容を変え

て頂きました。 

 この会報で前号に続き、新入会

員報告をすることが出来ました。 

実に喜ばしく、新会員にも喜んで

読んでもらえるかと思うとワクワ

クします。数少ない女性会員とし

て、ともに頑張っていきたいと思

います。これからもよろしくお願

い致します。 

 今年に入っても驚くばかりのこ

とが続きます。政権与党の民主党

PR 委員長がんばる         L 横井 篤子 

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕
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