
Ｖｏｌ.６７ 

２０１１．４．２０ 

ライオンズクラブ国際協会３３１－A地区 

第２Ｒ・第２Ｚ 

札幌羊ヶ丘ライオンズクラブ 



今、私たちができること  

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕

 ３月１１日午後２時４６分、東北地方を大地震が襲った。東日本大震災と名付け

られたこの地震は、マグニチュード９．０で過去に日本が被災した地震で 大級、

世界でも第４位の規模と言う。時をおかずに発生した１５ｍを超す津波は東北地

方に大きな被害を及ぼしたことは、各種報道に見る通りである。 

この災害による死者は１４，００１人、行方不明者は１３，６６０人（４月１９

日現在、警察庁まとめ）と途方もない数を記録している。 

国難とも呼ばれる今度の災害に対し、国内はもとより全世界から救援の手が差

し伸べられている。全世界の人々の温かい絆を感じざるを得ない。 

さて、我々ライオンズクラブは国際協会レベル、３３１－A地区で早速支援活動

を開始した。LCIFは災害救援活動に６億円を拠出することを決定している。３３

１－A地区に於いても、会員一人当たり３，０００円以上の義援金協力をすること

とした。また、物資支援についても、粉ミルク・飲料水の緊急依頼があり即座に対

応したところである。 

一方で羊ヶ丘ライオンズクラブとして、また各個人としてどのような支援がで

きるのであろうか。個人的には所属する業界団体・企業に於いて独自の支援活動を

しているところもあろう。街頭の支援金募金に協力された方も数多くいるに違い

ない。さらには自ら支援ボランティアに赴いているかもしれない。 

単一クラブとしての羊ヶ丘ライオンズクラブが出来得る支援は限られているか

もしれないが、悲惨な状況に置かれた被災者の心情を思うとき、行動を起こすべき

と考えるのである。 

災害が発生したときは、同情とともに多くの救援が行われるのが常であるが、時

が過ぎるにつれ人々の記憶が薄れていくのも常態と言えよう。 

震災発生後、理事会・例会・執行部会議を通して決議したことは、息の長い支援

をしていこうと言うことである。 

家族を亡くしたり、住む家を流失した方々、生活の糧を得る手段であった船を

失った漁業者、耕作を断念せざるを得ない農家等々、これから何年にも亘る辛酸を

考えるとき、期間を限定しない手助けをしていかなければならない。 

多くの会員は物理的な制約から、現地に赴いての長期間の支援は無理と思われ

る。そうすると、結果的には金銭による支援と言うことになる。直後は、あれも足

りない、これも不足との事態であろうが、落ち着くにつれ「物より金」的な状況に

なってくるのは間違いのないことであろう。 

金銭支援の具体的な方法や配布先は、今後煮詰められてくるであろうが常に被

災者の気持ちを考えた支援となるようにして行きたい。 

また、東北地方の産業復興にも目を向けて行きたい。我々の日常の暮らしの中

で、東北産品を選んで購入するとか、時期が落ち着いた頃に福島や岩手の温泉へ足

を向けるのも被災者へ、無形の支援となる事と思われる。 

「がんばろう日本」を標語倒れとならないように実践していきたい。 
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第２４期会長 Ｌ井上 定幸 



テーマーＬ上西の司会で開始 プロジェクター使用は常態に 

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕

３ 

震災の犠牲者を悼み黙祷 

会長Ｌ井上のあいさつ 

ライオンズの誓いはＬ岩本 

次期役員選挙例会            2011.4.12 

候補者を発表する指名委員長Ｌ橋本 

最後はロアー一声 

４月１２日、札幌パークホテルに於いて次期役員選挙例会が開催されま

した。 

本来であれば、次期役員を指名委員長が発表する日程に沿った例会にな

るはずでした。３月１１日に発生した東日本大震災から１カ月、多くの犠

牲者をしのび黙祷から例会を始めました。 

被災地域が広かったこと、犠牲者の大半が津波により命を失ったことに

より、その数が増えました。例会が開かれた１２日の午後３時現在で死者

１３，２２８人、行方不明者１４，５２９人となっています。未曾有の大

災害と一言で表現するには余りに大きな数と言えます。留萌市の人口を上

回る死者・行方不明者の数なのです。 

おそらく、この日付３月１１日は３・１１として、長く私たちの記憶に

とどまることと思われます。 

例会の冒頭、会長Ｌ井上は震災が発生して１カ月が経過し、被災者を痛

み華美な催しを慎むあまり自粛ムードが蔓延して経済活動が停滞してい

ることに言及しました。 

本当の応援は、事業を再開した東北地域の商品を少しでも買うことや、

これからの花見シーズンに向けて東北の地酒を飲むことを推奨しており

ました。 

本来のテーマである次期役員の選挙は、指名された方以外に立候補者は

なく、そのまま拍手を持って選任されました。 

第２４期も余すところ３ヶ月を切りました。次期役員に選任された方達

の活躍に期待します。選任者は以下の通りです。 

会     長：Ｌ照沼  司  副テールツイスター：Ｌ堀岡 咲枝 

第一副 会 長：Ｌ山崎 光彦  会 員 委 員 長  ：Ｌ金木 義昭 

幹    事：Ｌ山崎 光彦  会員副委員長 ：Ｌ橋本 泰明 

副 幹  事：Ｌ井上 定幸  理事（一年） ：Ｌ髙栁  司 

会    計：Ｌ菅原  崇  理事（一年） ：Ｌ二村 哲史 

副 会  計：Ｌ照沼  司  理事（二年） ：Ｌ岩本 敏美 

ライオンテーマ：Ｌ倉松 勝次  理事（二年） ：Ｌ堀岡 咲枝 

副ライオンテーマ：Ｌ岩本 敏美  会 計  監 査 ：Ｌ横井 篤子 

テールツイスタ：Ｌ上西 武紀  会 計  監 査 ：Ｌ志和 賢一 

特筆すべきは、今年度の新入会員であるＬ岩本、Ｌ堀岡が快く役員

の一角を担っていただけたことです。少しずつ当クラブも新陳代謝が

計られてきていることを感じます。 

次代を拓く先駆けとしてのお二方に大いなる期待を寄せるもので

す。 



もうすぐ春ですねウキウキ例会        2011.3.22   

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 

 雪解けを期待し、春の訪れを渇望する３月２２日、当クラブ例会場で

「もうすぐ春ですね、ウキウキ例会」が行われました。例年ならば、蕾

すら見えない梅の香りを嗅ぎながら一杯と言った例会なのですが、今

年は東北地方を襲った大震災の被災者のことを考え、酒肴をたしなむ

気にもなれませんでした。 

例会のテーマを変え、参加者による自由討論の場に変更しました。当

日のライオンテーマから、討論の仕切り役を急遽指名されたＬ菅原の

軽妙なリードで、出席者の日頃の思いが次々に出されました。 

話題の中心は、どうしても今回の震災のことです。３３１－Ａ地区か

ら要請された義援金に対する取り組みや、３３２－Ｄ地区（福島）から

粉ミルクの調達依頼に対応した話などが披瀝されました。 

取引先や親戚・知人に被災した方が居た場合の安否についても話題

となりましたが、幸いにも当クラブ関係者には該当がないと言うこと

で全員が安堵しました。 

そうすると、次は我々がどのように支援できるかと言うことになり

ます。今すぐにでもボランティアとして出向きたいメンバーもいたよ

うですが、賛同は得られなかったようです。組織だった動きもないまま

単独で入る弊害の方を指摘されました。 

やはり、ライオンズはライオンズらしい支援のあり方があるような

気がします。先ずは迅速な義援金の支出と言うことに落ち着きそうで

す。 

話題がどうしても震災に偏りがちですが、当日の例会はクラブ例会

場と早々に決まっていた関係で食事はＬ橋本の手配により豪華な「う

な重」となりました。この部分に関しては、まさに「ウキウキ例会」そ

のものでありました。食通を自任する各メンバーの、ウナギ談義が始ま

ります。一番の産地は何処であるか、札幌の美味い店は。東京と関西で

は、ウナギの割き方が違う等々、次から次へと話が尽きません。 

当日欠席していた会員へと矛先が及び、例会出席は食事で釣るのは

どうかと言う提案まで飛び出す始末。「出席なくして奉仕なし」とは言

え、そこでの食事が味がよく楽しいものならば、例会の出席率も向上し

新会員増強のインパクトになるかも知れない。 

「ウキウキ例会」転じて「ウナギ例会」になってしまった感のこの日

の例会でありましたが、話題自体もウナギの如く、のたうちまわってお

りました。 
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例会開始前の緊張 会長Ｌ井上の挨拶 幹事報告Ｌ照沼 

他を圧倒するテーマーＬ橋本 

交通安全を力説Ｌ髙栁 

入会感想を述べるＬ堀岡 

出席率の発表Ｌ志和 



本日のテーマーはＬ菅原 会長Ｌ井上による開会ゴング 

いま始める、ここから始める、やさしい奉仕
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円卓を囲む例会風景 

Ｌ横井のライオンズの誓い 

幹事報告Ｌ照沼 

指名委員長Ｌ橋本 

出席率発表Ｌ髙栁 

２月２２日、次期役員指名例会が札幌パークホテルで行われました。前会

までは、幾つかのテーブルに分かれて着席するパーティ形式をとっていま

したが、今回からは全員が大きなテーブルを囲む円卓会議形式で行われま

した。 

初めての試みでしたが、参加者一同の顔がよく見え、親近感をより一層感

じることができたように思います。 

当日の例会は、本来であればライオンテーマーのＬ橋本が仕切る予定で

したが役員指名委員長として大事な役目があり、テーマーをＬ菅原が交替

しました。 

テーマーを任されたＬ菅原、何ら臆するところなく臨時の任務をこなし

ていきます。さすがベテランは違うと感じさせる一面であるとともに、当ク

ラブ人材の豊富さに自信を深めました。 

役員指名は既に何度かの指名委員会を経て決定した名簿を提示しまし

た。会則本来の手続きに従えば、この後立候補を募り選挙を行うという流れ

になります。指名委員長のＬ橋本によれば、今まで指名された会員以外から

立候補者が出たことはないとのことです。今回も同様と思われます。 

さて、指名された顔ぶれを見ますと現執行部の面々が担務を変わったよ

うな布陣となっています。当クラブに限らず会員が減少していく流れを止

め、会員増強に舵をきるためには手慣れた役員による複数年運営が欠かせ

なくなくなってきています。 

現会長のＬ井上、現幹事のＬ照沼、現会計のＬ山崎。彼等3名には今後２

年間のクラブ運営が託されることになりそうです。チーム力を発揮してメ

ンバーの牽引役を果たして欲しいものです。次期会計に指名されたＬ菅原

は、既に何度も会計職を経験しているエキスパート。大船に乗った気持ちで

業務を託せます。 

ライオンテーマーには、今期テールツイスターだったＬ倉松。テールツイ

スターの経験を活かし洒脱な例会運営がなされるものと期待しています。

テールツイスターには、Ｌ上西が指名されました。随時、代役を依頼されな

がらも、例会運営を見事にこなした手腕はメンバー全員から一目おかれた

存在になっております。ドネーションの集金能力にも磨きがかかりそうで

す。 

また、テーマー・テールの副としてＬ岩本、Ｌ堀岡が指名されています。

今期入会のフレッシュな視点で第２６期の例会が盛り上がる様子が見てと

れます。 

来期は結成２５周年の記念すべき年となります。新しい執行部体制で飛

躍を目指して行きたいと思います。皆様のご協力も併せてお願いします。 

次期役員指名例会               201 １.2.22 



いま始める、ここから始める、やさしい奉仕
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 会長は快調      会長 L 井上 定幸      

 ● 滝桜 

 福島県三春町の樹齢千

年と言われる「三春滝

桜」が今年も咲いた。地

震の被害は無かったよう

だが、被災地にも近く、

復興の象徴となるような

気がする。自然は、時に

は私たちを完膚無きまで

に叩きのめすが、希望

だってもたらす。いつの

日にか眺めに行きたいものだ。 

 

● 想定外 

 今回の震災で聞かれる言葉に「想定外」がある。

記者会見の場で多く使われ、「私のせいじゃありま

せんよ」と言ってるように聞こえる。設備の設計を

するとき、常に経済性が問われる。その経済性との

兼ね合いの中に災害耐力が置かれる。ありとあらゆ

る処に経済性を優先した結果が今回の激甚被害を生

んだ源と感じたのは私だけではないはず。 

 

● テクニカルパワー 

 原子力発電所の放射能放出が止まらない。汚染水

の処理もままならない。結果的にアメリカやフラン

スの技術力を頼ることになった。原発内部を観察す

るために、アメリカの軍事用ロボットの助けを借り

る。汚染水の処理にはフランスのアレバ社の除去技

術に頼らざるを得ない。 

 技術立国と言っていながら、危機管理に対応した

技術は開発してこなかった。出番がないと勝手に思

い込んだ結果ではないか。この部分にも平和ボケが

あったのかも知れない。 

 

● 絆創膏 

 福島第一原発の事故処理報道を見て感じた。炉心

溶融になっているのを、燃料棒損傷と言う。冷却の

ため放水すれば、当然外に洩れだすのに、対策は洩

れ始めてから。排水プールを空にするために、今度

は汚染水を海に流す。シルトフェンスとやらで、海

にカーテンを垂らす。 

 全て現象が発生してから泥縄的に対策を講じる。

遊んで帰ってきたガキの怪我に絆創膏を貼って、ま

た送り出すようなもの。すり傷を作ってベソかいて

帰ってくるのがオチ。先を見通すことが何故できな

いのか。救援物資の中に特大の絆創膏をコンテナ満

タンにして送ってやるか。 

● 地区年次大会部会長 

 何処かで決まったらしい

のだが、よく覚えていな

い。５月に行われる地区大

会の登録・受付部会長とい

うことになっているらし

い。また６月に行われる複

合の年次大会では、記念誌

部会の副部会長だそうだ。    

 初めての経験で何をどうしてよいか、さっぱり分から

ない。手さぐり状態で準備している。この二つの年次大

会が成功した暁には、陰ながら私の苦労があったことを

分かって欲しい。（陰の声：全部キャビネット事務員に

任せていたと聞いた） 

 

● 野球談議 ①スコアボード 

 今年のプロ野球は、すった

もんだの挙句にセ・パ両リー

グそろって４月１２日に開幕

した。今年から、ボールカウ

ントの順序が変更される。今

までのＳＢＯ方式（２ストラ

イク３ボールのようにコー

ル）から、ＢＳＯ（３ボール

２ストライク）になる。国際標準に合わせるためだと言

う。プロ野球中継でも、ＢＳＯ方式の表示になってい

る。このスコアボードはマツダスタジアムのもの。札幌

ドームはまだ改修されていない。改修の費用が１０００

万円もかかるんだって。表示変更より、電光盤に「優

勝」の文字を早く見たいものだ。 

 

● 野球談議 ②斎藤祐樹 

 斎藤祐樹と言えば、駒大苫

小牧の３連覇を阻んだ憎たら

しい選手であった。爽やかな

顔で、我らが田中将大をねじ

伏せ、道民にとっては天敵の

ごとき男であった。 

 それが、日本ハムに入団す

るや、期待の星のように感じ

させる。ファン心理とはい

え、もう少し節操があっても

いいんじゃないかね。でも、

初登板、初勝利は良かった。

マー君との再勝負を早く見た

くなった。彼に傾倒していく自分を情けなく思ってい

る。 



会長は快調      会長 L 井上 定幸      

 ● 地下歩行空間 

 札幌駅から大通まで

の地下歩行空間が３月

１２日開通した。これ

で、寒風ふきすさぶ真

冬でも雪に降られるこ

となく往来できる。 

 開通した前日に東日

本大震災が発生し、各種のイベントは全て中止。知

らぬ間に地下道ができあがっていた感じとなってし

まった。 

 今は、震災の募金活動の拠点として毎日のように

義援金募金が行われている。黙ってその前を通過す

るのは気がひけて、千円札を入れて満足してしまっ

た。被災者のことを思うと不足だったかなとも思

う。 

 

● ぎえんきん 

 義援金を意味する漢字が二つあることに気づく。

以下はウイキペディアからの引用である。 

「義捐」（ぎえん）は明治時代につくられた和製漢語で

ある。「義」は、正しい行い、もしくは公共のために力

を尽くすことを意味し、「捐」は、すてる、すてさるの

意である。すなわち「義捐金」は、正しい行いのため、

公共のためにすてる金を意味する。戦後の国語改革で

「捐」が当用漢字に採用されなかったため、「義えん

金」と混ぜ書き表記する。一部で「義援金」という表記

が見られるが、これは新聞協会による独自の基準で定め

た代用表記である。夏目漱石の「吾輩は猫である」に、

「義捐を取られる」と口にする苦沙弥先生を、猫が「変

なことを言うものだ」と笑っている場面がある。 

 正しいのは義捐金と表記する方だ。ライオンズク

ラブからの要請文書で「義捐金」となっているのは

このような経緯による。 

 

● 保険のはなし 

 今回の震災で、保険はどのようになっているか不

安を覚えた人も多いはず。 

 火災保険では、地震・津波・噴火は補償されな

い。地震保険を付帯していた場合のみ補償される

が、 大でも火災保険の半分まで。大震災のとき

は、それすら支払われない場合がある。今度の震災

では半分の線は保持されたようだ。 

 自動車の車両保険は全く対象にならないと思った

方が良い。特約で付帯できるが、保険会社は現在、

引受を停止している。 

 自動車は地震・津波・噴火に遭って被災した場合

は保険金は支払われないと覚悟する必要がある。 

 放射能被害も支払対象から除かれている。 
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● 鶴丸  

 ４月からＪＡＬのロゴが以前の鶴丸

マークに変更になった。３月まで使用

してきたロゴはＡの文字が血に染

まった刀で両断され

るイメージだった。 

昔のマークを復活さ

せたことになる。我々には、鶴丸の方がスッ

キリくる。順次機体の塗装も変えていくようだ。第一番機は

釧路に飛んできたらしいが、見に行きたかった。 鶴丸と言

えば、昔その名前のデパートが苫小牧にあった。その後どう

なったのだろうか。 

 

● ジャンボの消えた日 

 ３月１日、ＪＡＬに所属する

ボーイング７４７通称ジャンボ

が全て退役した。既にＡＮＡは

退役させているので、日本の

航空会社からジャンボが消え

てしまった。図体がでかいだけ

に燃費も悪く、とにかく経済効

率が悪かったと言う。あの御巣鷹の尾根に突っ込んで５００

人の犠牲者をだしたのもジャンボだった。 

 それでも就航した当時は、あこがれの飛行機だった。２階

席に座ると何故か偉くなったような気分に浸れた。 

 

● ジャンボは残っている 

 日本の民間航空会社から

は撤退したジャンボ機だが、

政府専用機として活躍してい

る。この飛行機に乗れるの

は、天皇および皇族・国賓に

準ずる賓客・最高裁判所長官・

衆参議員議長・内閣総理大臣・

国務大臣と決められている。それ以外で搭乗した例では、２

月に発生したニュージーランド地震の日本救援隊が乗って

いる。この政府専用機、新千歳空港でいつも見ることがで

きる。航空自衛隊千歳基地に所属する自衛隊機であり、新千

歳空港に向かう道路の右側に格納庫がある。尾翼に日の丸

がついているので、すぐに分かる。 

 アメリカ大統領専用機エアーフォースワンとの違いは、自

家用車と公用車と思えばいい。大統領専用機は、大統領を

乗せて何処へでも行ける。個人的使用もＯＫ。日本国政府専

用機は公用でしか使えない。国内移動にも使わない。 

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。 
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 今期第４号の「羊ヶ丘」をお届け

します。今号の記事はどのような構

成にしようかと迷っているうちに、

１０００年に一度という大地震がお

きました。  

 昨年までは、現下の不景気を１０

０年に一度と言っていたのものが、

その１０倍の大きさと呼ぶのでしょ

うか。何れにしても、人間の営みな

ど簡単に吹き飛ばすのが自然災害の

本来の姿なのでしょう。 

 この第４号は、結果として震災関

連の記事が多くなってしまいまし

た。会長Ｌ井上によれば、書き足り

ないくらいと言っております。 

 菅政権は、この非常事態とも言え

る状況で今までとは違う指導力を発

揮してくれると期待していた国民も

多かったはずです。残念ながら今の

処、期待した通りには事が運んで

いないようです。平時の指導力の

集大成が、いざと言う時に試され

ます。今回の地震で、避難訓練を

地道にしていた集落や学校に被害

が少なかったことを思えば、まさ

に普段が大切と思い至ります。 

 今期も残す期間が少なくなりま

した。来期の役員の選出も終了

し、輝く第２５周年へと向かう準

備が整いつつあります。 

 新入会員が、クラブ運営に力を

貸してくれることは新しい風が吹

き渡るようで、清々しい気持ちに

なります。 

 岩本さん、堀岡さん持てる力を

発揮してください。会員の全てが

期待しています。もちろん、私も

です  


