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記念例会舞台・雛壇がない 会長Ｌ照沼の挨拶 渡部副市長の来賓挨拶 

地区ガバナーＬ庵原の挨拶 北海道盲導犬協会和田所長の挨拶 祝賀会の司会はＬ堀岡 

名演座頭市・アカシヤＬＣ Ｌ高橋 

てだこＬＣ会長Ｌ波平の挨拶 

会場を埋めた参加者 カラオケ披露てだこＬＣ Ｌ仲村 副地区ガバナーＬ渡辺の挨拶 

浦添てだこＬＣの皆さんと記念撮影 



４月２０日、チャーターナイト２５周年記念例会が札幌パークホテルで行われた。今まで５年ごとの周年式

典は、認証状伝達式が行われた６月１２日を基準として行われてきた。ところが、この時季はライオンズクラ

ブの年度末と重なり何かとあわただしい、他クラブも各種の行事があるため出席依頼も遠慮がちになってしま

う。ならばとばかり、開催日の変更を画策し期日選定を始めた。 

適当に決める訳にもいかないから、由来を考える必要がある。実行委員で鳩首会議を行い、一息入れようと

事務局の壁に貼ってある認証状に目をやった。英文のデザイン文字で何が書いてあるか判然とはしないが、最

後の方に１３Ｔｈ ｄａｙ ｏｆ Ａｐｒｉｌと書いてある。おそらくこの日が認証日、当然ながら１９８７年とあ

る。これを以って４月に決定した。 

実行委員会は早々と前年７月頃には立ち上がっていたのだが、実際に活動を始めたのは年が明けてから。大

枠の大枠程度しか決まっていないから、為すべきことの多さに呆然とするばかり。決まっていたのは、仰々し

い記念式典にはしない、心から我々の２５周年を祝ってくれる仲間で行いたいとの意向のみ。これは実行委員

長L竹中の熱き想いでもある。  

参加者の数が心配であったが、当日は１００名を超す出席者が会場に溢れた。実行委員一同盛況を予感でき

るとあって胸をなでおろした。 

定刻６時。幹事Ｌ山崎の司会により、記念例会が始まる。普段の例会で幹事報告をするのと勝手が違うため

か、緊張している様子が声からも伝わってくる。あくまでも例会であるから、出席者の紹介はない。プログラ

ムに挟みこまれた出席者名簿で代えるとしている。この部分が参加者にとっては最も好評だったようだ。 

会長Ｌ照沼は、挨拶のなかで記念例会のテーマである「２５年の人と人との絆に感謝をこめて」に触れ、当

クラブの歴史を築いてきた先輩ライオンの活躍に謝意を捧げると共に、この例会への出席者に絆の確かさをア

ピールしてた。 

また、東日本大震災の被災者支援については、当クラブの総意として札幌市に避難している被災者に対し札

幌市を通じて２５０万円の寄付を行った事を報告した。 

最初の来賓挨拶に立った札幌市の渡部副市長は、会長挨拶にもあった被災者支援に対し感謝を述べると共

に、札幌市の「さぽーとほっと基金」への理解を求めていた。 

次いで挨拶を行った地区ガバナーＬ庵原は、少年軟式野球大会の意義あることに触れ、長く続けられること

を希望していた。本人が始球式に参加したこともサラリと語った辺りはＰＲもしっかりと感じたものである。 

他クラブの周年行事でも、報告の目玉となるのが「アクティビティ等報告」である。アクティビティ委員長

Ｌ上西は、この５年間の主な活動を報告する。当初の予定稿の通り話すと優に４０分を超えると言うので、削

りに削った結果何とか持ち時間の１０分に収めた様子。それでも時間を割いたのは震災寄付と青少年育成及び

献血だった。 

休憩をはさみ、記念祝賀会に移る。司会はＬ堀岡、和服姿があでやかである。このところ、こうした会の司

会を一手に引き受けている。 

実行委員長Ｌ竹中の歓迎の挨拶に続き、お祝いの言葉を頂戴する。友好クラブの浦添てだこＬＣ会長Ｌ波平

から、２年後にＣＮ３０周年を迎える話があり、返礼訪問が話題にのぼる。 

祝賀会で最大の呼び物となったのは期せずして、アカシヤＬＣのＬ高橋と当クラブＬ千葉が演ずる活劇「座

頭市」であった。会場からは万雷の拍手とおひねりが飛び交う。中には１万円札さえ混じっていた。 

少ない実行予算の中、ギャラ不要のアトラクションとして企画したものだったが結果として大成功となっ

た。両ライオンに感謝の意を表したい。 

ビンゴゲーム大会で、会場が盛り上がったところで空白の時間が生じた。当初のリハーサルでは時間が足り

なくなる懸念すらあった程なのに。テーブルの上には、まだデザートが来ていない。 

プログラムには全く載っていないカラオケセットが舞台に登場した。予めホテルが用意したものか、Ｌ堀岡

が機転を利かしたのか判然とはしないが。期せずしてカラオケ大会に会場が変貌を遂げたのは大成功であっ

た。 

また会う日までの合唱の後、第一副地区ガバナーＬ渡辺のライオンズロアーがあって、全ての日程が無事終

了した。最後まで気が抜けなかった実行委員の皆さん、お疲れ様でした。 

この例会は、１００％出席例会を目指したものであった。一月以上も前からクラブメンバーには出席を促し

た。その甲斐あって遂に達成することができた。快挙と言える。 

主催者側が評価を下す性格のものでないことは承知しているが、概ね成功したと言ってよいのではなかろう

か。次は３０周年に向けて歩を進めることになる。また新しい形の周年行事を模索して欲しいと願っている。 

２５年の歴史に感謝し、新しい未来へ創造の前進 
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２５年の人と人との絆に感謝をこめて 
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 今年も献血呼びかけのアクティビティが巡ってきた。２月１０日、２月第

一例会を東京ドームホテル（旧後楽園ホテル）で行い、その後雪まつり会場

で献血の呼びかけを行うものである。残念ながら、この処出席者が固定化さ

れている。この辺りから、手を付けていく必要がありそうだ。 

例会を兼ねた昼食会を行い、雪まつり会場へと移動する。会場には雪も

舞い、寒さを一層感じる。何日か前に暖気で崩れた雪像で怪我をした観光

客が居たとのことだが、信じられない思いだ。真冬の札幌、気温さえまま

ならない。 

会場では、早速タスキをして献血の呼びかけを始める。手には大量の

ティッシュペーパー。今日の大通公園、寒さもきつく、観光客も両手をポ

ケットに入れて足早に通り過ぎていく。これじゃ献血どころか、ティッ

シュさえ受け取ってもらえない。先ずは懸命の訴えを行う。 

献血適齢期と思われる若い人は、ティッシュを受け取ってくれない。耳

にはイヤホンをしている。なるほどと納得し、以後は正面から渡すように

心がける。ポツポツと受け取る人が出始めるが、献血車の前に向かう人は

少ない。さて、どうするか。 

やみくもに手渡すことをやめる。狙うは若いカップル、女性の方に声を

かける。献血に興味あるかを尋ねる。大半は興味なさげだ。最も簡単にで

きるボランティアであると告げると、意外にも話を聞いてくれる。そのう

ちの何組かは確実に献血してくれる。男性に対しては女性の方が説得す

る。日本男児よ女に主導権を与えてどうする、と思うが世情を反映してい

ると納得する次第。 

とても献血できそうもない女性がティッシュを受け取る。家に帰って息

子さん・娘さんにと言って託す。話さないことは分かっているのだが。 

約１時間で当クラブの割り当て時間が終了する。お祭りだから、やはり

天候に左右されるのは致し方ない。後の報告によると、当日の献血量は４

１，８００ｍｌとのこと。もう少し熱心に勧誘すれば献血量が伸びたかも

しれない。 

献血を待つ間、手持ち無沙汰にしている協力者に目にいった。待ち時間

を少なくすることも大事であるが、限られたスタッフと設備で行うのだか

ら理解はできる。それでも、その間に読める啓蒙資料を配布するとか、献

血に関するビデオ上映でもする工夫があっても良さそうな気がする。日赤

にも是非検討して貰いたいと思っている。 

終了間際になり、再び雪が強く降ってくる。今年は例年になく雪が多

く、空知地方は観測史上１位の積雪量と聞いている。そんな事を考えてい

ると、思った以上に寒さが身に沁みてくる。 

寒気のなか、体はすっかり冷え切っていた。帰り際の大通公園で会長が

振る舞ってくれた甘酒の温かった事。ありがとう。感謝します。 

４ 

雪まつり献血呼びかけ           2012.2.10  

東京ドームホテルでの例会 呼びかけアナウウンスＬ堀岡 雪の中懸命の呼びかけ 

会長寒そうだね 

御大はゆっくり監督 

何故か良く似合うＬ髙栁 

参加者全員の記念撮影 
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 ● 新東名高速道路 

 新東名高速道路が４月１４日

静岡県内で開通した。我々北海

道人は利用機会が少ないが、つ

いでがあれば走行したい。カー

ブも坂道もゆるやかで、直線路

に近い。そこに落とし穴がある

のでは。 

 関越自動車道で４月２９日に発生した高速バス事

故の原因は運転手の「居眠り」。名神高速や東名高

速はカーブがやや多い。これはクロソイド曲線を使

用して、適度な緊張を強いる形状となっている。   

 そのことが「居眠り防止」に役立つと言われてい

たのだが。直線が続く道路で眠くなるのは、北海道

の直線道路を常時走行する我々は体験済みなのに。 

 

● 雪の回廊 

 毎年ゴールデンウイークを

前に、知床横断道路の除雪が

終了し雪の回廊が現れる。今

年は大雪のため、壁の高さは

６ｍを超えた模様。いつか、

回廊ウオーキングに挑戦した

いと思っている。 

 この雪の回廊は知床以外に

も、青森の八甲田。富山・長

野の県境にある立山黒部アル

ペンルートが有名。 

 

● 東京観光 

 今年は東京観光が熱い。一

番の呼び物は、５月２２日に

オープンする東京スカイツ

リー。日本の高度成長と共に

あった東京タワーに郷愁を抱

くオヤジ世代も、世の流れを

感じるのに上ってみるべき。 

 お台場の「ダイバーシティ

東京プラザ」には実物大ガン

ダムが出現する。これは息子

世代がターゲットか。「ダイ

バーシティ」のネーミングが

気になる。何処が多様性？。 

 渋谷では、「ひかりえ」がオープンした。ここも

盛況とのこと。今なぜ、何で再び東京なのか。北海

道にも、もっと「ひかりを」。頼むぜ、はるみちゃ

ん。 

● ＬＣＣ  

 この春就職した息子が、

ＬＣＣ（格安航空会社）ピー

チで帰省した。評価を聞い

たところ、普通の航空会社

と変わらないと言っていた。 

 ＡＮＡやＪＡＬの半分以下の運賃で乗れるなら、旅行の仕方

も変わる。赤字にあえぐ地方空港の活性化にもなる。６月に

行われる第９５回釜山国際大会だって、東京と変わらない旅

費で行けるかも知れない。 

 

● くれよんしんちゃん＆森伊蔵 

 テレビアニメ「くれよんしんちゃん」のキャラ

クター無断使用に関する訴訟で中国の裁判所

が発行元の双葉社の著作権を認めた。提訴か

ら８年を要した。今までの中国からは、考えられ

ないことだ。少しは文化度が

向上したのか。 

 一方で芋焼酎「森伊蔵」等の３銘柄が無

断で中国に商標登録されていた。蔵元

は、異議申し立てを行ったが中国商標局

は却下した。 

 やっぱり、本質は変わっていないと思っ

た。ところが、この商標申請を行ったのが

福岡県大牟田市の会社だと言う。中国企業が全て悪くて、

日本企業は善良という訳でもない。小狡い奴は国を問わな

いと言う証拠。 

 

● 新エネルギー 

 ５月５日、日本で全ての原

子力発電所が停止する。北電

の泊原発３号機が定期検査に

入るためだ。北電の説明によ

ると、この停止により夏場は

３．１％の電力が不足すると。

本当だろうか。 

 太陽光に始まり、新エネルギーに移行する構想が目白押

しになっている。アメリカでは、シェールガスの採掘で億万

長者が出現がしているとか。 

 北海道には森町に唯一の地熱発電所がある。北海道は何

処でも温泉が出る。もっと有効活用すべきでは。登別や定山

渓に発電所があっても構わない。国立公園だから規制があ

るとか言ってる場合じゃないと思う。 

 既に温泉地は観光地としての魅力が半減している。頭を

切り替えるべき。他にも間伐材を燃やして小規模火力発電

をする策も。議論ばかりじゃ進まないよ全く。 
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ナイヤガラの景観 

ナイヤガラに上る朝日 

ナイヤガラヒルトン 

わア～！ナイアガラ   初めてのアメリカ旅行            Ｌ井上 定幸 

ここはカナダ 

息子家族と共に乗船 

２０１１年９月１７日、ニューヨーク在住の息子が計画してくれたナイア

ガラ瀑布へ向かうことになった。息子家族も一緒で、総勢７人となる今度の

旅行最大のイベントである。 

映画等で見たことはあってもナマで見るのは当然初めて。息子たちも同様

と言う。コネチカットの自宅を出てＪＦＫ空港へ。旅行も１週間を過ぎると

手慣れた感じがするから不思議だ。そのＪＦＫからアメリカのＬＣＣである

ジェットブルーに搭乗する。座席間が狭いかと懸念したが割とゆったりして

いる。すぐに気が付いた。何のことは無い日本人と欧米人の体格差のなせる

わざだと。 

離陸して１時間足らずでバッファロー空港に着く。ここがナイヤガラのア

メリカ側入口にあたる。 

３．さぁ～ナイヤガラ 

車でカナダとの国境を通過する。税関がありパスポートチェックが行われ

る。多くの人間が車に乗っているため、Family?と聞かれる。当然と応える。

これらの会話は全て息子が行う。当方は呑気に外を眺めている。家人はパス

ポートにカナダのスタンプが押されたことに喜んでいる。 

国境から４０分程度でナイアガラ・フォールズに着く。車窓から垣間見え

る滝にワクワクしている。今夜宿泊するホテルに到着し、チェックインを済

ませ部屋に入る。 

何と４３階、しかもヒルトン。日本では絶対に泊まれない超高級ホテル。

息子に確認すると部屋単位の宿泊料金なので、それ程高くないから気にする

な言われる。料金システムの違いをここでも感じる。やはり、日本のホテル

料金は高い。 

早速、ナイヤガラ瀑布を見に出かける。兎に角デカイ。然も間近に見られ

る。水の音で、隣の家人の声すら聞き取れない程。こうなると、自分の悪い

癖が出て一人でドンドン先へ行ってしまう。何度も往復しては、滝を眺め悦

に入っている。「すげ～」それだけ。 

日が暮れると、滝がライトアップされる。これも幻想的な雰囲気である。

赤・青・緑に染まる滝を眺める。やっぱり「すげ～」。ナイアガラを展望で

きるレストランに入り、滝を眺めながらの夕食を摂る。普段は飲むことの少

ないビールを飲む、それもカナディアンビール。すこぶるうまい。酒飲みで

はないけれど、地元で飲む酒が美味いと言われる気持ちが分かったような気

分になる。 

翌日、豪快な風景に見入った昨夜の興奮からか夜明けとともに目が醒め

る。ナイヤガラの背後から昇る朝日が壮麗。滝の姿が朝日に照らされて、少

しづつ色が変わっていく。その様は見事と言うしかない。このとき思っ

た。”滝“と言う文字は余りに表現が軽すぎはしないか、”瀧”にしては落

差はあっても広がりに欠けるような気がする。やはり白布を広げたようなイ

メージを持つ瀑布が最適な表現と感じた。白布が暁に染められる。これも

美。 

ナイヤガラに来たからには瀧を間近に体感できる「霧の乙女号」に乗らな

ければ意味がない。船着き場へ行き、乗船券を買うと青色のビニール合羽を

渡される。しぶきから身を守るためだ。着てみるとゴミ袋を体に巻きつけた

ような感じである。乗船者全員が同じ格好だから、全く気にならない。地下

街でこれで歩くと間違いなくホームレスと思われる。 

船内から、各国の言葉が聞かれる。話す中身は不明でも、感嘆の言葉だけ

は世界共通、「ホワー」「ヒョー」「キャー」だ。観光船が桟橋を離れる。 
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最初のうちは、穏やかに川面を滑るように進む。船内アナウンスが

「○△※？Falls,◇/%＃Mist､＠=＄！Canada<;」。「霧の乙女号によう

こそ、皆様ナイヤガラ瀑布を存分に楽しんで下さい。本船はこれからカ

ナダ滝へとご案内します」。と勝手に解釈する。 

対岸のアメリカ側には歩いて見物している人の姿が見える。そちら側

に歩いていける橋が架かっている。その橋の名が「レインボー・ブリッ

ジ」、同じ名前の橋を知っている。ネーミングとは誰でも同じような感

覚で行うことがこれで証明された。人の意識とは単純なものなのだ。 

少しずつ体に水滴がかかるようになってきた。大瀑布に近づいてきた

様子。途端に轟音とともに、しぶきが頭から降り注ぐ。「瀧に打たれた

ような」との表現があるが、まさに瀧に打たれている。見上げると、そ

こは水の壁。何処を眺めても水しか見えない。とんでもない高さと広

さ。遥か遠くまで来た甲斐があった。驚嘆のあまり声もでない。 

ズブ濡れになりながら船を降りる。乗った時とは別のコースを辿り出

口へ向かう、それが観光土産店を通らなければ出られない構造になって

いる。観光地は洋の東西を問わず同じものらしい。折角だから、カナダ

土産のメープルシロップを買う。これが、災難の元になるとも知らず

に。 

ナイアガラの周囲には、遊園地があり観覧車があった。上から瀑布を

眺めようと早速乗り込む。眼下には何故か恐竜公園も見える。感覚的に

は不釣り合いと思えるが、これがヤンキー魂と納得する。普通、観覧車

は１周で終わるはずが３周する。乗客数により加減するようだ。この大

らかさも日本にはないもの。 

これだけの景観を誇りながら、ナイアガラは世界遺産に登録されてい

ない。３大瀑布の他の二つ、イグアスの滝とヴィクトリアの滝は既に世

界遺産になっているのだから、世界遺産を名乗っても良さそうなのに。 

勝手に想像するに、瀑布の周囲はホテルが立ち並び、遊園地がありカ

ジノまである。ナイアガラを背にすると歓楽街そのもの。自然の趣きは

一切感じられない。また、これだけの水量だから当然水力発電にも利用

されている。近隣はもとより遠くＮＹまで送電している。世界遺産の傾

向として、近代的な建築物は除かれているようだ。 

様々な思いで帰路に着く。バッファロー空港で帰りの飛行機に搭乗し

ようとしたところ、手荷物検査で空港の警察官に荷物を開けさせられ、

ナイヤガラの土産物屋で買ったメープルシロップを没収された。テロ対

策のため、１００ＣＣを超える液体は機内に持ち込めないことを忘れて

いた。その警察官、ここで飲んでしまうなら構わないと言う。何もなく

て甘ったるいメープルシロップだけを飲めるか。いくら甘いもの好きの

俺でも。バカヤロメ。泣く泣く差しだした後、空港内の売店を覗くと全

く同じものが売られている。きっと、あの警察官は没収品をこの売店に

半額程度で横流しするつもりだ。一層悔しさが増してくる。 

幾多の失敗もあったが、楽しいアメリカ旅行であった。息子たちに

は、すっかり面倒をかけた。面倒をかけたことについ

て誇れる自分自身が嬉しい。子は親を越えて行くのだ

と改めて実感する。 

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

帰国して思った。英語力の貧弱なことに。戻った当初

は、英会話の必要性を痛烈に感じた。半年以上経過し

た今、英語がなくても暮らせる状況にまた安穏として

いる。次は息子達の力を借りず夫婦二人の旅行を楽し

みたいと思っている。 

レインボーブリッジを望む 

これぞ水の壁 

ビショ濡れ・末息子と 

遊園地もあるナイヤガラ 

孫と手をつなぐ至福のとき 
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 今期第３号の会報です。ＣＮ２５

記念例会を中心とした紙面構成でお

届けしました。 

 実行委員会が記念式典とせずに記

念例会とした意図が皆様に伝わった

ならば編集者として喜びに堪えませ

ん。 

 最近の世界情勢をマスコミ報道等

から眺めるとき、その動きの速いこ

とに驚かされます。あのミャンマー

の軍事政権でさえ民主化に舵を切っ

ています。相対的に私たちの国は後

退しているのではないでしょうか。 

 あの３．１１の悲劇から１４カ月

が過ぎようとしている今、何が進ん

だのでしょうか。当時は「復旧では

ない復興だ」と誰もが言っていた記

憶があります。 

 未だに復旧の目途さえ立ってい

ない状態です。原発問題も国民の

意識と違う処に進みそうな気配で

す。議論より行動。そこに向かい

たいと思います。 

 私事ながらＮＹ旅行記お読み頂

き有難うございました。１０日間

も居たのに、行きたい所がまだま

だありました。書き残した分も

数々あります。またいつか別の形

で掲載できたらと思っています。 

 ２５期もあと２か月。キャビ

ネットは勿論のこと、他クラブで

も次年度の準備段階のようです。  

 私たちも、もう少し頑張りま

しょうね。 


