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２０１２年の年明け、最初の活動は新年交礼会である。会場の札幌

パークホテルには続々と各クラブからライオンが参集してくる。すぐ

に、そこかしこで新年の挨拶が始まる。 

昨年は余りに暗い話題が多すぎた。今年こそ明るい飛躍の年にしたい

との思いを誰もが抱いている。交わす言葉に、その様子が漂っている。 

この新年交礼会も開会に先立って、昨年３月１１日に発生した東日本

大震災の犠牲者の冥福を祈る黙祷から始まった。あの忌まわしい時から

既に１０か月を経過しようとしている今、一向に復興が進まない忌々し

さだけが募る。 

毎年行われている新年交礼会ではあるが、年々その参加者が少なく

なってきているのが如実に分かる。会場のテーブルの数が異様と思える

ほど少ない。数年前までは、写真撮影のためステージに近づくのが容易

ではなかった。今回は、全くその苦労がいらない。各クラブとも会員数

が減少している証左であろう。 

とは言え、定まったプログラムに従い進行は行われる。庵原ガバナー

の年頭挨拶では「ファーストビリーバー賞」を受賞したことが報告され

た。この賞は、着任後最初の４カ月に会員増強で優れた成績を収めた地

区ガバナーに授与されるとのことである。ＯＳＥＡＬフォーラム国際会

長晩餐会の席上で授与されたとのこと。今日の出席者の状況から、にわ

かには信じがたい話ではある。 

来賓席には、毎年出席されている高橋はるみ北海道知事の姿が見えな

い。隣に座る上田文雄札幌市長も、間が持たないと言った感じ。当然の

ことながら、恒例の知事に対する花束贈呈もない。花束を抱えてニッコ

リする「はるみスマイル」が見られなかったのは残念。 

上田市長は、挨拶の中で当クラブが札幌市の「さぽーとほっと基金」

に震災被災者支援のために２５０万円を寄付した事を紹介してくれた。

我々の善意が集まったライオンに周知された絶好の機会となった。出席

した我々はローアの一発でもしたい気持ちであったが、来賓挨拶の中で

は顰蹙を買うと思い自制した。 

アトラクションでは、Ｊｏｙ Ｄなる４人組コーラスグループの楽曲

が披露された。グループ名から言って、最近はやりの歌ばかりだろうと

思っていた処が、何と懐かしい曲が次々と流れてくる。すっかりオジサ

ン・オバサン達は青春の１ページをめくる思いにつつまれた。 

こうして、今年もまた齢を重ねることになった事を実感した新年の一

日であった。そして、我がクラブも結成２５周年となる。 

開会前の会場 

２０１２年在札３７ＬＣ合同新年交礼会      2012.1.4     

会場に集まったライオン達 何となく寂しそうな上田市長 

当クラブ出席者 

コーラスグループＪｏｙ Ｄ 

上田札幌市長の挨拶 

ガバナーＬ庵原の年頭挨拶 
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クリスマス家族会               2011.12.16   

例年であれば札幌パークホテルで催されるクリスマス家族会が、今年は

ホテルオークラ札幌での開催となった。当初は単純に会場が変更になるだ

けと軽く考えていたのが、実はそうでなかったことが徐々に分かってき

た。 

ホテル側と打ち合わせを行う都度、勝手の違うことに戸惑いを感じざる

を得ない。結果として早め早めに準備を行わざるを得なくなり、開催日の

１２月１６日を迎えることになる。 

当日は、この冬一番の寒さ。それにも拘わらず、参加者が集合し定刻に

始まる。当クラブも日本の世情を反映して、少子高齢化の波が止まらない。

家族会と言いながらも参加してくれた子供は4人。あとは、「むかしばなし」

が大好きな方々ばかり。若者の入会が奇しくも期待される一幕となった。 

家族会に先立ち、１２月第1例会が行われる。先を急かせる様子が会場か

ら感じられる。会長挨拶からライオンズの誓いまで一気に進み、幹事報告

で先日１２月１２日に行われた「さぽーとほっと基金」贈呈に関する市長

感謝状の披露が幹事Ｌ山崎から行われる。今年度最大のアクティビティで

あるだけに、幹事の説明にも熱がこもる。 

いよいよクリスマス家族会の開始である。総合司会はＬ堀岡。昨年まで

のむくつけき親爺連の司会と違って華がある。プレゼントを配るサンタク

ロースの足取りも軽く、食事の味も一層引き立つようだ。プレゼントを

貰った子供たちはサンタと一緒にクリスマスケーキにロウソクを灯す。嬉

しががこぼれんばかり。 

恒例の羊ヶ丘大ビンゴ大会が始まり、会場内が騒然となる。誰が最初に

ビンゴを出すか、興味津々のひととき。いち早くリーチを出した金木夫人

が、実はビンゴとなったのは終盤近くであったり、最初のビンゴが最後に

会場に姿を現した参加者だったと言う今年最後の運比べともなっていた。 

次いで行われたオークションでは、福を呼び込む注連縄をご提供下さっ

たＬ関が体調芳しくなく不参加だったことが悔やまれる。改めて謝意を表

したい。 

その注連縄と花のオークションも全てが高額で落札され、私たちの活動

費が充実されたことを報告しておきたい。 

再び例会に戻り、今度はテールツイスタータイムで盛り上がる。Ｌ上西

のメッセージ読み上げが何処まで正しく伝えているか不明なまま笑の渦

に包まれる。多分に勧進帳の部分もあったろうと思われる。 

閉会ゴングとともに、多くの土産を抱えた参加者が夜の街に散ってい

く。 

「メリークリスマス」そして来年こそは良い歳でありますように。 

会長Ｌ照沼の挨拶 感謝状を広する幹事Ｌ山崎 挨拶する実行委員長Ｌ菅原 

サンタからの嬉しいプレゼント 

サンタと孫のキャンドル点灯 

Ｌ山崎・Ｌ堀岡のオークション進行

全員でまた会う日まで 
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 道内は美しい紅葉が見頃となる１０月、我が「札幌羊が丘ライオズク

ラブ」の有志のメンバー4人（Ｌ菅原・Ｌ上西・Ｌ山崎・私照沼）は沖縄

旅行に発ちました。 

 姉妹クラブである地元「浦添てだこライオンズクラブとの交流を兼ね

た、沖縄離島めぐり、海山の旨い物めぐりのゴージャスな癒し旅です。 

 これまで幾度も行った沖縄ですが、この度は格別な期待と楽しみで胸

が膨らんでいました。それはライオンズクラブ入会して初めて経験する

姉妹クラブとの交流と 何といっても男4人の気まま旅！だからです。 

 

＞初日、私達は朝6時半にスタートしＬ山崎の高級車で各御宅を回りなが

ら一路千歳空港へ向かいました、まずまずのお天気です。 

 羽田までの機中は立ち席が出来るような大変混み具合でした、なぜか

見慣れた顔が「あ！高柳会長」。ここで高柳先輩に会うとは、ススキノ

で出会うのは珍しくは無いのでしょうが、同じ機内で合うとは！！！つ

くづく縁の深さを実感、ちなみに高柳先輩は福岡へお仕事でした。 

 その他先輩3人は椅子に座るとあっと言う間に就寝です。静かです（感

心）。夜に向けて体力を備えているのでしょう～。それにしても「よく

寝るな～」 

 ついに石垣島に到着です。空は晴れ、太陽はカッカッカ燃えている

「さあ～楽しむぞ！！！」 

 ４人はタクシーに乗り込み、石垣島を一望する山の頂きまで直行。 

山道にはハイビスカスが満開で群生し、山々は夏本番とばかり緑が溢

れ、山頂からは青い海がどこまでも遠く広がり、島々を見下ろす最高の

眺めです。 

 Ｌ上西に言われ、遠く地平線をよく見ると地球は円いと実感です。そ

の美しさに、男同士で来てしまった事につくづく後悔した事でしょう。 

美しい島めぐりを終えホテルへ、Ｌ山崎がリザーブした高級リゾートホ

テルです。 

 ロビーも部屋もオーシャンビューです。 

 温泉に直行すると、サウナからも露天風呂からもやはり青い海が一面

に広がるオーシャンビューの世界です。やがて夕日が海も風呂も茜色に

変え、静かに一日が過ぎて行きました。 

その夜の宴会は石垣牛のフルコース、文句なしの美味しさ！ 

 

＞二日目、本日は離島めぐり、それにしてもＬ菅原のアロハシャツの姿

は超かっこよく、品の良い大金持ちといった感じで、３人の私達はその

付き人かボディ―ガードかといった感じです。 

沖縄旅行記「ライオンの素敵な面々     会長 Ｌ照沼 司    
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 さぁ～出発、朝スタートで午後帰宅の日程です、石垣のフェリーターミ

ナルは想像以上に立派でした、高速艇に乗り込み、一路離島へと。 

 島に上陸、ちょっと不思議、時間が止まった気がします、都会の喧騒か

ら遠く離れたからでしょうか。面白い事に西表では西表ヤマネコが交通事

故にあって死亡すると、人身事故より大々的なニュースとなり、加害者は

今でも肩身の狭い思いをしているようです。 

 とりあえず人より猫が大切にされて暮らしている島でした。 

又、他の島では電気もなく蝋燭で暮らす住人生活ぶりをあれこれと見た

り、はしゃいだり楽しい、楽しい島めぐりでした。 

 石垣島の最後の夜は島一番の有名店「―――――」に繰り出しです。あ

とはＣＵＴ。 

 

＞三日目、 沖縄本島。「あつ～い。あつ～い真夏だ」Ｌ上西の扇子が高

速となる。空港に浦添てだこライオンズの会長と会計の御出迎え！一路昼

食会場へ、お忙しい中にも拘わらず、多数のメンバーが参加され、先輩達

と久しぶりの対面に喜び合っておりました。 

 皆様と交流を深め、さあ～解散と思いきや、その夜迄もセッテングの気

配り。お言葉に甘え、ご招待を受けました。それは浦添商店会の役員をさ

れているＬ中村のお誘いで、地元商店会主催する夏祭りへの参加です、夜

もホテルまでお迎え、（ちなみに本日のホテルもかなりハイグレードな大

人のホテルでした）。 

 お祭り会場に到着して見れば、想像よりかなり大きな規模のお祭りでし

た、人人ひとで、肩越しにようやく前の景色が見えるような混み具合、子

供からご年配の方々でにぎわっております、提灯や山車やのぼりが路上狭

しと用意され、祭りの始まりを今か今かと待ち焦がれているエネルギーが

伝わって、久しぶりドキドキを味わいました。 

 札幌から来られたライオンズクラブの皆様、さぁ～どうぞと案内された

場所は、祭り会場の中心にある、やぐらで組まれた来賓席です、市長や議

員さんその他来賓のお歴々と席を共にし、お祭りの高見の見物です、おま

けに地元料理のお弁当、大樽で用意された泡盛は飲み放題、どのお顔も笑

顔、笑顔で感無量の接待を受けました、 

 いよいよ祭りの始まりです、待ちかねた太鼓やその他の鳴りものにあわ

せて、気勢や歓声が元気よく一気に盛り上がります。隣の話声が聞こえま

せん、私達も泡盛で盛り上がっています、 

 子供達、ご婦人達、男たちが次々登場、〆の演武では地元の浦添てだこ

ライオンズのメンバーの精悍な空手、気迫の籠った演技に感動です、最後

の市民総出で行う大綱引きを迎えるタイミングに上西ライオンから、祭り

は後始末が大変なんだよ、これ以上甘えて気を遣わしてはいけない、潮時

だよの声がかかり、名残惜しかったのですが、退散です、やぐらから降り

ると、昼食をご一緒にした浦添てだこライオンズのメンバーが顔を揃えて

二次会のご案内と待っておりました、なんと手厚い事か！沖縄県人の人情

の厚さと、ライオンズマンとしての真摯なもてなしに感動いたしました、

真心には真心でお応えするのがライオンズの礼儀であり、人の道である事

を実感した次第です。 良い体験いたしました。 

＞翌日の午後、沖縄空港を後にしようとした時、混雑している搭乗口に、

浦添てだこライオンズメンバーの一人が手にいっぱいお土産を抱え見送り

に来ておりました、沖縄庶民の銘菓、地元では評判のおいしさのサーアン

ダギーです、家に帰り一口食べてびっくりこんな旨いサーアンダギーは始

めて！ 

 浦添てだこライオンズの皆様の真心と心温まるおもてなしに絆の大切さ

を実感いたしました。  
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 今年は冬が早い予感がする。１１月５日と言えば

北海道では寒気を感じて当然なのだが、それでもこ

の日の雨は様子が違う。大降りと言う訳でもないの

に、上空から寒さを次々に運んでくる。 

そんな冷たい雨の中、当クラブの「羊ヶ丘の森を見

よう例会」が開催されたのである。札幌を離れるこ

と１５キロ。石狩市・当別町に隣接する篠路町の拓

北緑地に当クラブのライオン９名が集った。参加者

が少ない事でさらに寒さが身に沁みる。 

 アクティビティとして行うのであれば、参加者全

員で下草を刈ったり、場合によっては枝打ちもする

のだろうが、今回は既にそれらが行われた様子を眺

めに行くのが趣旨である。 

 クラブ植樹地の看板は塗装が一部剥がれサビも

浮いていた。２年ほど前に補修したはずだが、寒風

と積雪の過酷さを改めて知る事となる。雑草が刈り取られた部分は見通

しも良くなりスッキリとした装いとなっている。手入れがされていない

隣地とはその差が際立っている。 

これらの植樹は、クラブ結成１５周年を記念して植えられたもので、既

に１０年程度経過しているのだが思った程には成長していない。石狩湾

から吹き込む寒風がその成長を妨げているであろうことが察せられる。

大きな森となるには、まだまだ年月を要する。次世代へと続く活動として

位置づけなくてはならない。 

記念撮影をして、早々に例会場であり昼食の会場となる「ガトーキング

ダムサッポロ」へと向かう。ここには、温泉・プール・エステ等様々な施

設があるのだが、それらには目もくれず地下の中華バイキングで例会を

行う。さほど運動した訳でもないのに皆さん次から次と皿を漁る。特に会

長Ｌ照沼の盛り付けは特大級。持病の悪化に気をつけないと大変なこと

になるのでは。テーブルは既に中華の甘酸っぱい香りで一杯。これらを目

の前にすると、全ての議題が「意義な～し」と言うことで決議される。  

今年度の植樹例会はこのようにして終わった。次年度は陽気の良い季

節に鎌やスコップを持って雑草取りをし、自分たちで木々を慈しむ実感

を味わいたいと思う。その時には家族連ともどもピクニック感覚で行う

ことを考えてみたい。すぐ近くにパークゴルフ場もある。疲れたら温泉で

一汗流してもよい。楽しいアクティビティを目指そう。  

看板はこんなにも無残に 

羊ヶ丘の森を見よう例会             2011.11.5   

綺麗になった植樹地 隣地は雑草だらけ 

ローアもひそやかに 

ガトーキングダムでの例会 

雨の中、記念撮影 
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ゾーンチェアパーソン訪問例会         2011.10.25 

１０月２５日、当クラブ例会場に於いて「ゾーンチェアパーソン訪問

例会」が開催された。ゾーンチェアパーソンは、私たちにも馴染みの深

い、わかばライオンズクラブのＬ後藤、そしてゾーン委員は同じくＬ藤

井である。会場へ入場される時の拍手が旧友を迎える如く最大級のもの

であった。席に着かれる前に互いに笑顔で頷きあう。 

今日の例会の主旨をライオンテーマーＬ橋本が説明し、さらに禁酒禁

煙例会であることを告げる。訪問頂いたお二人共に酒をたしなまない事

を熟慮したうえでの判断である。また、食事はウナギである。今日は秋

の土用の丑の日であるそうな。何も土用の丑は夏に限ったものでなく、

春夏秋冬すべてにあると言う。このことを聞き、雑学にさらに磨きがか

かった。 

ゾーンチェアパーソンＬ後藤の挨拶で、今期ガバナーのＬ庵原と高校

時代に同級であり、互いに呼び捨ての仲であることを聞く。昔から双方

に数々のエピソードがあるらしい事が話の様子から見てとれる。ゾーン

チェアパーソン就任に関しても、直接依頼があったとのことだ。 

懇談に入ってからは、今期ガバナーの活動方針の説明を熱心に聞いた

（ふり？）後、エクステンションしてからの話題となる。当然と言えば

当然のことと思われる。 

わかばＬＣが夕張で行っていた少年サッカーが今年から浦河で開催さ

れることになった経過等に話題が及ぶ。札幌から車で行っても３時間余

り、列車は1時間に1本程度、特急もない。何故、こんな処でとの率直な

疑問が湧く。準備も含めれば当然の事ながら前日から現地に入らなけれ

ばならないだろう。考えるだけで手間暇のかかるアクティビティである

ことがよく分かる。浦河町の要請に応えたとのことだが、率直にその英

断に敬意を表したい。 

次いで、当クラブ２５周年のこと。６月に行うのではなく、４月に変

更した経緯、記念式典でなく記念例会とすること等に話題が移ってい

く。今回も２０周年と同形式とし、大仰な式典にはしないことを説明

し、大いに共感を得た。 

また、我がクラブが自前の例会場を持ち、そこで例会が行われること

に驚かれるとともに運営の見事さに感心されていた。まさに我が意を得

たりと言った感慨である。どのクラブに於いても会員数が減少していく

現実を見据えなければならない。会員増強を標榜しても、それがままな

らない場合の備えも必要となる。その意味で自前の例会場があることが

強みとなってくる。最終的には両クラブの懇親会となった感があった

が。それはそれでよしとなった今日の例会ではあった。 

ゾーンチェアパーソンＬ後藤入場 藤井ゾーン委員、後藤ＺＣＰ 主旨説明するＬ橋本 

会長Ｌ照沼の挨拶 

ゾーンチェアパーソンＬ後藤の挨拶

ゾーン委員Ｌ藤井の挨拶 

全員でウイ・サーブ 
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せっかく遠いアメリカまで来たのにニューヨークだけの観光では詰まらない。ならば

何処へ行こうか。日本と違ってアメリカを横断するだけで時差が３時間もある馬鹿でか

い国、行けるところは限られている。やはり首都ワシントンに行くことに決めた。 

どうせ現地ではチケットを買うのもまごつくだろうと予めアムトラックのチケットとホテ

ルの予約を日本でしておいた。用意は万端、ホワイトハウスではオバマ大統領に会え

るかも知れないなどと思い、コネチカットの息子の家を出る。 

２．さあ～ワシントンＤＣ 

すっかり慣れた感じのグランドセントラル駅からアムトラックが出発するペンステー

ション駅へタクシーで向かう。降ろされた所で回りを見渡すと、マディソンスクエアガー

デンと書いてある。畜生！、あのタクシーめ日本人のオッサンとなめやがって、とんで

もない所へ連れてきやがったと怒り心頭。 

同行した二男は意外にも落ち着いて、「こっちだ」と促す。何とペンステーションとマ

ディソンスクエアは同じ建物だと言う。 

初めて東京へ行った時、日本橋三越の前で地下鉄の駅を訊ねた古い記憶が甦っ

た。そのときも、三越を指さして「ここだ」と言われ、東京の人間は嘘をつくと思ったも

のだった。 

ともかく、改札にたどり着き乗車する段になると荷物の検査がある。何とも臆病な国

なんだね。アメリカ高速鉄道の象徴のようなイメージでいたアムトラックだが、車内は

日本の特急列車の方が綺麗だ。外装だって新幹線の方がずっとスマートだし、汚れ

が少ない。 

約２時間半でワシントンＤＣに着く。到着したユニオン駅、さすがアメリカの首都駅。

やはり馬鹿でかく、駅舎上部にはローマ時代のような彫刻が配置されている。外から

眺めるとまるで要塞。アメリカ人の感覚は我々には及びもつかない。 

ホテルに到着し、荷物を置き早速市内観光にでかける。ホテルからワシントンモ

ニュメントが見える。歩いても行けそうだと３人で歩き出す。３０分程で国会議事堂が

見渡せる所まで到着する。広大な庭は全面芝生張りで、丘の上に建つ国会議事堂は

壮麗な感じがする。きっと中では、民主主義を代表する高尚な議論が闘わされている

のだろうと想像する。 

ビル群が周囲を取り囲む日本の国会議事堂とは全く異なる。チマチマとした政局に

明け暮れる日本とはスケールの大きさで先ず負けていると感じてしまった。 

さて、ワシントンモニュメントは、ずっと先。歩いて行くには覚悟がいる。考えてみれ

ばこの塔はワシントンで一番高い建物。何処からでも見える筈だ。 

歩きを諦め、リンカーン記念館へタクシーで行く。途中右手にホワイトハウスが見え

る。リンカーン記念館の建物はパルテノン神殿を思わせる列柱で囲まれている。ゆっ

くりと階段を上ると、そこに巨大なリンカーンが座って国会議事堂を眺めている。威厳

があると言うより少し恐ろしいような形相で見つめている。 

このリンカーン像の前に、マーチン・ルーサー・キング牧師の有名な演説「I have a 

dream」を銘板にして埋め込んである。この演説が行われたのは、リンカーンが奴隷解

放演説を行ってから１００年後の１９６３年だった。ニュース映画が熱狂的に伝えてい

たことを思い出した。  

まさにこの場所こそが、その演説が行われた所と思うと身震いがしてくる。今まさに

歴史を感じる場所に俺は居るのだと。 

ニューヨークは喧騒と雑踏の街、それがアメリカだと思わせるものあったが、ここワ

シントンは静寂な中に歴史が色づいていると妙に感傷的になったりもした。 

突然、ジェット機の轟音が響く。それもひっきりなしだ。現実に引き戻されて考えて

みると、ここはアメリカ合衆国の首都。世界各地、そして全米から飛行機が飛んでくる

空港だって３つもある。そしてペンタゴン（アメリカ国防総省）もあり、国防の要の都市

わア～！ワシントン  初めてのアメリカ旅行            Ｌ井上 定幸 

全米日系米国人記念碑前で 

国会議事堂をバックに 

ユニオン駅、広かった 

巨大なリンカーン像 
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なのだ。観光客のざわめきで飛行機の騒音が聞こえなかっただけ。 

第一日目の観光を終えホテルに戻る。ここで、海外と日本のホテル事情を料金面

から考えてみた。海外では１部屋幾らの料金設定。日本では１人幾らの設定となって

いる。旅館のように宿泊料金の中に食事代が含まれているのならともかく、ホテルで

は食事の提供は別料金となっているのだから部屋ごとの料金でも良いように感じるの

だが。 

兎に角、日本のホテル料金は高すぎる。アメリカを旅して改めて感じる。今回のよう

に家族旅行だとその差が際立ってくる。日本への旅行客が減少しているのは、震災や

円高の他にこうしたホテルの割高感もあるのではなかろうか。 

さて、ワシントン２日目。アーリントン国立墓地へ向かう。今でもアメリカ国民に人気

の高いＪ・Ｆ・ケネディの墓地がある。ダラスでケネディ大統領が狙撃された瞬間を捉

えた映像は、日本とアメリカで始めての衛星放送によるテレビ送信だった。まさに衝撃

の映像が我が家のピンボケテレビに映し出された瞬間だった。 

実際に行ってみると、あれ程の大統領だったのに意外に墓石も小さい。墓石の後ろ

で燃えている「永遠の炎」も好天の日中であれば燃えているのを見逃す程だ。観光客

は我々も含めて、ひきも切らない。順番待ちとなっている。ケネディの隣には、ジャク

リーン夫人の墓石もある。日本人の感覚では、再婚した女性が前夫の墓に入ることは

無さそうに思うのだが。これもアメリカなのだろう。 

無名戦士の墓の前では衛兵の交代を見る。交代の際に銃を点検して渡すのだが、

前と後ろをひっくり返しガチャガチャとやって無駄に時間をかけている。いざと言うとき

間に合うのかと思ったが、多分いざと言う時はこないのだろう。 

ここで、次の目的地までの地獄の行軍が始まる。ピュリッツアー賞を受賞した太平

洋戦争での激戦地・硫黄島に星条旗を立てた写真をそのブロンズにした記念碑を見

にいくことにした。 

アーリントンの前にはタクシーがいない。タクシーで訪れる観光客も少なくタクシーも

来ない。地図でみるとそれ程遠くない１５分くらいで着けるだろうと歩き始めた。行けど

も行けども目的地の案内板すら見えない。歩くこと１時間余り、家内は既に歩行困難

を呈している。やっとたどり着いたその地には、観光客は我々とアメリカの田舎と思し

き処から来たと思われる家族連れだけ。写真を３Ｄ化したものだから大したものではな

いのだろうと思っていたが、写真に収めるのが困難な程大きい。日本軍に勝利したこ

とを殊更に強調したかったのだろうと解釈した。 

また暫く歩いてタクシーに乗る。それが、ちっとも来ない。ようやく止めて乗り込んだ

ら、やたらに運転手が急がせる。どうも歩いているうちに高速道路に迷い込んだよう

だ。「ホワイト・ハウス」と言うと、運転手に伝わらない。ホワイトハウスの場所も分から

ないで運転手をやっているのかと腹を立てる。と、隣で息子が「ワイハウ」と言うのを聞

くやスーと動き出す。何でホワイトハウスがワイハウなんだ。 

オバマ大統領の住むホワイトハウスに着いた。警備がものものしく、彼の顔を見る

ことは叶わなかった（当然）。このホワイトハウス見て家内が曰く。「えっ、これ。本当。

隣の家みたい」、想像していたより小さなものだったようだ。今までスケールの大きな

ものばかり見てきたせいか、意外さを感じたのだろう。何しろ今日は疲れた。ホワイト

ハウスも正面から見ただけで、裏側の大統領が演説するバルコニーのある庭側の眺

めはパスすることにし、ホテルに戻る。 

まだまだ見たい処が数々あった。あの地獄の行軍が無ければとも思った。でも、楽

しかった。天気も良かったし、目的とするケネディ大統領の墓を見ることができ、歴史

の教科書に載っている多くのものを見ることができた。まさに大満足の２日間であっ

た。 

また、ユニオン駅からアムトラックでニューヨークへ戻る。さらに失敗は続く。車

内放送でニューヨークと言ったので、慌てて列車から降りる。検札に来ていた車掌

が怪訝な顔で我々を見ている。そう言えば降りる乗客が少ない。「ニューヨーク？」

と聞くとＮｅｘｔと言う。なんと降りた駅はは「ニューアーク」。一字違いだった。ドアが

閉まる寸前にもう一度飛び乗る。                                     To be continued 

アーリントン墓地 

ＪＦＫの永遠の炎 

硫黄島記念碑 

アムトラック 

ホワイトハウス前で 
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結成２５周年の記念アクティビティをどのような形で行うか、第２５

期が始まったときから熱い議論を重ねてきた。一方で東日本大震災の被

災地に対しライオンズクラブとして、どのような支援ができるか検討し

てきたところである。 

各種ボランティア団体が続々と被災地に入り、がれき撤去や被災者支

援を行っていることは報道に見る通りである。そこで、我々が独自に支

援できる方法はないかと模索したところ、被災地（特に福島県）から札

幌市に避難してきる方々が１８００人も居ることを知った。 

それらの多くの方は、市営住宅を始めとする公営住宅に入居し故郷を

離れた不便な生活を強いられている事を聞き及んだ。 

早速調査を開始したところ、札幌市の「さぽーとほっと基金（札幌市

市民まちづくり活動促進基金）」があることを知る。この基金では、札

幌市に避難してきている被災者に対する助成をしていることが分かった 

さらに、「みちのく会」と言う被災者団体が自立のための活動をして

いることも分かった。これらの基金・団体に金銭アクティビティで対応

しようとの決議が１１月２２日の意見交換例会で行われた。 

 決まれば実行は早い。札幌市に連絡し、１２月１２日に「さぽーと

ほっと基金」に結成２５周年に因み２５０

万円を寄付することを伝える。 

当日、札幌市庁舎１０階の市長応接室で贈

呈式を行い、感謝状を上田札幌市長から授

与される。 

 その際、５０万円を「みちのく会」に対

する指定寄付とし、被災者自身の自立支援

に振り向けてもらうように依頼する。 

贈呈式後の懇談では、上田市長が当クラブ

のチャーターメンバーであったこと、Ｌ竹

中とは旧知の間柄であったことから和やか

な話が進み、堅苦しい儀礼的な催しとなる

ことはなかった。 

当初緊張気味であった会長Ｌ照沼も、帰り

際には冗談も飛び出すなど打ち解けた雰囲

気の中での寄付金贈呈であった。 

一日でも早い復興を祈りながら、市庁舎を

辞した。 

さぽーとほっと基金贈呈式           2011.12.12     

贈呈式を前にして 寄付目録を贈呈する会長Ｌ照沼 感謝状を読み上げる上田札幌市長 

これが感謝状です 

全員で記念撮影 



２５年の歴史に感謝し、新しい未来へ創造の前進 

11 

 pr ＠ twitter         PR 情報委員長 L 井上 定幸      

 ● 大雪 

 この冬は、北海道

に限らず日本列島全

てで雪が多い。岩見

沢では積雪量の史上

最高を記録した。自

衛隊に除排雪の応援

を頼んだが、手続き

上のミスが重なり出動が１日遅れたと言う。日本全

国の役所は、みんな似たり寄ったり。どうしようも

ない。困るのはいつも住民。 

 前号でカメムシが大量発生する年は雪が多いと書

いた。奇しくもその通りとなってしまった。 

 

● 豪華客船、地中海で座礁 

 イタリアの大型ク

ルーズ船「コスタ・コ

ンコルディア号」が座

礁し、大きく傾いた。

今のイタリアそのもの

を象徴しているような

画像が全世界に配信さ

れた。死者は１月１７

日現在で１１名。さらに増える見込みだと言う。 

 肝心の船長はさっさと船から逃げ出した。さすが

に、この事はイタリアでも非難の的となった。船長

は船と運命を共にすると言う伝説は、当の本人は自

覚していなかったようだ。 

 だけど国自体が座礁しつつある我が国で、この船

長を笑う資格のある政治家は何人いるかね。 

 

● Ｋｏｄａｋ 

 イーストマン・コダックが

倒産した。アメリカのフイル

ムメーカーと言うより世界の

「Ｋｏｄａｋ」だった。 

 カメラに興味を持った頃、

コダックのフイルムは手が出

ず、サクラフィルム（これも

今はない）ばかり使ってい

た。デジタルカメラを発明しながら、デジタルの波

に乗れなかったのが原因らしい。おそらく、自分の

発明品に自信を持てなかったのではないか。 

 コダックジャパンは別法人なので、フイルムも継

続販売している。でも、今更フイルムカメラを使う

こともないけど。 

● ダルビッシュ 

  日本ハムのダルビッシュがテ

キサス・レンジャースと６年契約

６０００万ドル（約４６億円）で

契約を結んだ。ドル建てでは松坂

の５２００万ドル（当時６２億

円）を超えたものの、円高のため

手取り額は大幅に少ない。  

 もっと貰っても良いのではと思

うが、この金額を稼ぐには我が家

では何世代かかるのか。３人づつ

子供がいたとして、各々が生涯給

３億円を稼ぐとすると、ひ孫の代

で達成できる。意外と時間がかか

らないものだ。 

 

● コンピュータソフトと将棋名人 

 コンピュータ将棋ソフト「ボンク

ラーズ」元名人の米永邦雄永世棋聖

が対局し、コンピュータの方が勝っ

た。過去データに基づく手しかさせ

ないコンピュータに比べ、瞬時の判

断力に勝る人間の方が強いと言わ

れていたが、電脳技術に軍配が上

がった。 

 それにしても「ボンクラ」に負けた

とあっては、永世名人も形無し。でも

チェスの世界では、とっくにコン

ピュータの方が強い事が実証されて

話題にすらならなくなっている。 

 

● ペレットストーブ 

 さぽーとほっと基金贈呈式で

札幌市役所を訪れた際、ロビー

にペレットストーブが展示して

あった。間伐材や木工場で出る

端材を加工したペレットを燃料と

する。震災後、エコな燃料として

脚光を浴びている。原理的には

石炭ストーブや薪ストーブと同

じ。輻射暖房であるため、柔らか

な感じの暖房を楽しむことができる。昔の石油ストーブと違

い部屋のインテリアとしても、悪くはない。まだまだ価格が

高い。ロビーの説明員に価格を聞いたら５０万と言う。売る

気で言っているのか疑問に思った程。それに燃料ペレットの

供給網がまだまだ。それでも次世代暖房の一つにはなる。 
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 みなさま新年あけましておめで

とうございます。２０１２年最初

の会報です。今号の特筆すべき

は、「さぽーとほっと基金」への

２５０万円寄付です。結果とし

て、随所に関係記事を掲載しまし

た。余りに書き過ぎとおしかりを

受けるかも知れませんが、当クラ

ブにとっては最大級のイベント

だったのです。 

 照沼会長からは、沖縄旅行の紀

行文を寄せていただきました。文

中、以後Ｃｕｔと書かれた部分が

ありましたが、そこが本題ではな

いかと想像をたくましくしており

ます。次号では、その部分の投稿

が頂けると期待しております。 

 今年は、いよいよ結成２５周年

の記念例会が催されます。実行委

員の方々は既に準備に入っておら

れると思いますが、皆様のご協力

も併せてお願い致します。 

 今年はヨーローッパの経済危機

で年が明けました。我が国を始

め、先進国と言われた国々は難題

を抱えながらの新年です。ライオ

ンズクラブも幾多の難題を抱えて

います。一つ一つ、解決して先に

進んで行こうと思います。キャベ

ツだって一皮一皮むけば、やがて

芯が見えてきます。その芯を探し

に行きましょう。 


