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明日への第一歩 和で始まり和で終わる ライオンズらしく羊ヶ丘らしく 

２５期最大のイベントであるＣＮ２５周年記念例会を終え、第２６期の幕

が静かに開けました。前会長の照沼司ライオンに比べると、たそがれ時期を

感じる老ライオンです。  

前会長のようにパワフルに皆様の先に立って力強く旗は振れませんが、私

なりに緩やかに風を受けるが如く先を目指したいものと思っています。 

現在、羊ヶ丘ライオンズクラブで一番の問題点は会員の増強です。質の良

いクラブ員が多く集まれば、多くのクラブから賞賛を得た今回のチャーター

ナイト記念例会のような企画を数多く行うことが可能です。 

第２６期の増員目標は５名と設定していますが、私自身にも３名の新入会

員の加入目標を課しました。何とか頑張って自身に対して満足のいく結果が

得られるように努力してまいります。残る２名の会員増強については、皆様

の力を借りて達成したくご協力をお願い致します。 
さて、話が前後になりますが、私は今期の会長スローガンを 

『明日への第一歩 和で始まり和で終わる ライオンズらしく羊ヶ丘らしく』 

としました。 

「和」と言う言葉を聞くとき、皆さんは日本史の授業で耳にした聖徳太子

の１７条の憲法「和をもって尊しとなす」を思い浮かべたことでしょう。 

私たちの日常の活動の基盤として、如何に「和」の精神が芽吹き根付くか

重要な要素となります。 

年齢や入会年次にこだわらず、全ての会員の心にある「和」の精神を結び

付け、大きな力を発揮できる組織を作り上げて行こうと思います。 

東日本大震災から間もなく１年半になろうとしています。震災後「絆」と

言う言葉が全国を駆け巡りました。「絆」の根底にある心は「和」です。そ

の思いを大切にし、羊ヶ丘ライオンズクラブとしての歴史と伝統を守り抜く

ために一年間の会長職を全うしたいと思っています。 

このスローガンの実行にあたり、冒頭に申し述べた会員の増強はもとよ

り、次の重点アクティビティに力を注いで参ります。 

・ 第１６回札幌羊ヶ丘ＬＣ旗争奪少年軟式野球大会の開催 

・ 羊ヶ丘の森（拓北緑地）の整備 

・ 交通安全運動 

・ 盲導犬育成支援（ミーナの募金） 

・ 献血活動の支援 

全てが今期中に完了するものではなく、地道に粘り強く活動していかなけ

ればならないものばかりです。 

連綿と続く我クラブの精神「羊ヶ丘らしく」を汚すことのなく精進して行

こうと思っています。皆様の温かいご支援とご指導をお願い申し上げます。 

２ 

会長 Ｌ山崎 光彦 
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２度目の幹事職を担うことになる夏がやって参りました。昨年度はテール

ツイスターとして皆様の絶大なるご協力をいただいた事を厚く感謝申し上げ

ます。今期は幹事として、当クラブの運営に携わることとなりました。一年

間宜しくお願い申し上げます。昨年度は、２５周年の各種記念事業を滞りな

く終了することができました。これもクラブ員各位のご協力の賜物と感謝し

ております。 

さて、今期の当クラブは従前とは異なる会の運営が求められています。と

言うのも、３３１－Ａ地区の渡辺ガバナーからの要請によりキャビネット役

員としてゾーンチェアパーソン及びＹＣＥゾーン委員の２名を輩出すること

になりました。 

ゾーンチェアパーソンには金木義昭ライオンを、ＹＣＥゾーン委員には井

上定幸ライオンを指名し快諾いただきました。 

お二人にはクラブ内のアクティビティ参加の他にキャビネット運営の一翼

を担って戴くことになります。当クラブとしても全面的にバックアップして

いく事を決議していますので、業務に邁進されるよう切にお願いいたしま

す。 

当然のことながら、キャビネット役員を出しているクラブは、それなりの

対応が求められます。日常の活動全てが他クラブの範となることを念頭にお

くべきです。 

今期会長スローガンの後段にある「ライオンズらしく 羊ヶ丘らしく」

は、これらの意味も含まれていると理解すべきです。 

近年、世界的な傾向としてライオンズクラブの会員減少が顕著となってい

ます。一時に比べると減少率はちいさくなっていますが、傾向は変わってい

ません。理由としてあげられるのは、先進国に於ける人口動態の変化（日本

を始めとする少子高齢化）及び経済の停滞です。 

よく言われる外的要因よりも、私たちの活動そのものを今一度検証すべき

ではないでしょうか。所属している私たち自身が充分にライオンズライフが

楽しめているか。ボランティア団体の意義を理解しているか。もう一度振り

返ってみるべきではないでしょうか。 

クラブ員相互の理解を深め、例会への出席が楽しくなるような運営も心が

けていきたいと思っています。決して「仲良しクラブ」になることを推奨す

る訳ではありません。ただ、クラブ員が一同に会して近況を語り合ったり、

情報を交換したりするうちに連帯感が醸成されます。 

オリンピックではありませんが、「参加すること」。そこから発生するも

のを大切にしていきたいと思います。 

これからの一年間、皆様には無理なお願いをする場面もあるかもしれませ

んが、精一杯汗を流す覚悟でおります。ご協力のほどお願い申し上げます。 

幹事就任挨拶  

幹事 Ｌ上西 武紀 
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 7月２４日、札幌グランドホテルで地区ガバナー公式訪問が行わ

れた。参加する我々も出航例会で新しい年度に入ったのは認識した

が、矢継ぎ早に新年度行事が行われると、いささかの戸惑いがある。 

今期は忙しくなりそうだ、との実感を覚える。それを如実に感じた

のは、今期キャビネット役員の一角をなすＬ金木義昭とＬ井上定幸で

なかろうか。 

当日は公式訪問が午後６時から開催されるのに、キャビネット役員

と言う事で３時間も前に会場のグランドホテルに入っていた。リハー

サルを行うとの触れ込みであった。 

当の二人に聞いてみると、当番クラブの札幌大通ＬＣが全て準備を

済ませており、殆んどする事がなかったとのこと。準備は無駄になる

ほど入念に行うのが良い。仕上げは上々であった。 

そのような訳で、今年檀上で紹介を受けたのは、当クラブからは会

長Ｌ山崎光彦を含め３名となった。さらに、Ｌ金木義昭は地区ガバ

ナーの紹介の大役が回ってきている。演台で、淡々とガバナーのプロ

フィールを述べる様子からは何らのてらいも感じられない。堂々とし

たものだ。 

次いで、地区ガバナーＬ渡辺修の運営方針が発表される。 

ガバナースローガンはＬｏｖｅ＆Ｈａｒｍｏｎｙ「愛と調和」であ

る。会長Ｌ山崎光彦が示した会長スローガンにも通じるところがあ

る。この辺りからして、当クラブが今期ガバナーに期待を寄せる要素

となっているのかも知れない。 

 懇親会に移ると、ガバナーは参加者の各テーブルを回る。そして記念

撮影の中心に収まる。次から次と拍手に迎えられる。昨年あたりとは様

相が違っている。５０代と言う若さに期待を寄せる雰囲気が見てとれ

る。当のガバナーはテーブルの間を次から次

とすり抜けるのは、大きな体には負担になっ

たかも知れないが。 

  当クラブからキャビネット役員を出すの

は１０年振りくらいのことであるらしい。

役員を輩出したからには、それ相応の責任

が生じる。今期はキャビネットと共にある

ことを個々が感じ活動していきたい。 

 やはり「ライオンズらしく 羊ヶ丘らし

く」なのである。 

会場風景 

３３１－Ａ地区 地区ガバナー公式訪問      2012.7.24    

Ｌ金木によるガバナー紹介 国歌斉唱・Ｌ髙栁、Ｌ上西 

Ｌ上西＆Ｌ橋本・何を想う 

Ｚ委員Ｌ井上（左から二人目） 

会長Ｌ山崎（右から二人目） 
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第２６期出航例会                2012.7.10   

第２６期の出足は早いようだ。先期の興奮も醒めやらぬまま、７月１

０日には第２６期の出航例会が開催された。新会長には、前幹事のＬ

山崎光彦が就任した。幹事の経験に裏打ちされた手堅い運営が全会員

から期待されている。 

会長スローガンは、クラブ員相互の融和を誘う 

『明日への第一歩 和で始まり和で終わる ライオンズらしく 

羊ヶ丘らしく』 

としている。 

「和」を基本に据えたスローガンは、他のクラブを見渡しても多く

はない。クラブ員個々の心情を見透かしたＬ山崎ならではのスローガ

ンと言える。 

会長挨拶では、そのスローガンの主旨を説明した。内容については

当会報冒頭の就任挨拶に詳述しているので参照されたい。 

会長Ｌ山崎自身が掲げたテーマの第１項を、今期最初の例会で実践

した。新入会員の発表である。彼と同じく保険代理店を営む大國秀夫

氏で４１歳の働き盛りである。 

会長挨拶の後に、急遽設定された新入会員入会式を行いＬ大國秀夫

を大歓迎で迎え入れた。彼の入会により、当クラブの平均年齢が少し

は下がったかも知れない。 

また、出航例会で入会式が行われるのは、昨年に続き２度目である。

出来得れば、これを恒例としたいものである。 

今期のスタートは、さらに新しい粧いで幕を開けた。ライオンテー

マーにＬ岩本敏美、テールツイスターにＬ堀岡咲枝が就任し、例会の

顔となる。 

始まるまでは不安を口にしていた二人ではあったが、Ｌ岩本にあっ

ては堂に入った司会振りを発揮した。議題ごとの時間配分を詳細に把

握しており、終了時刻は寸刻の狂いもない。正確を期する技に長けて

いるのは、まさに職業柄と言わざるを得ない。 

一方のＬ堀岡は、最初から最後まで笑みを絶やさず、会場を盛り上

げていく。２５周年の記念祝賀会の司会を見ているメンバーにとって

は不安を抱きようがない。おそらくドネーションも最初の目論見を大

幅に上回る事、間違いなしと思える。 

全てが新しい成果の発表を見た今期の出航例会であった。新生

「羊ヶ丘」としての息吹と共にメンバー相互の連帯が感じられた。 

 この思いはいつまでも大切にしたいものである。 

テーマーデビュー・Ｌ岩本 会長挨拶Ｌ山崎 幹事報告Ｌ上西 

入会挨拶Ｌ大國 

歓迎の挨拶Ｌ橋本 

第２６期会長スローガン 

笑顔で引っ張るＬ堀岡 
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 ８月２日～３日にかけて、被災地の野球少年を招待して

青少年野球大会が開催されました。趣旨は次のようなもの

です。 

 東日本大震災の被災を受けた岩手・宮城の少年野球チー

ムを６チーム招待し北海道の少年野球チームとの交流会・

交歓会を開催し、北海道と被災地の少年たちの友情や絆を

強め、次世代を担う青少年の育成に寄与する。 

 地区ガバナーＬ渡辺修の今期最初の大きなイベントと

なります。招待する野球チームは既に決まっていたようで

すが、迎え撃つ北海道のチームが決まらず、当クラブへ参

加チームの要請がきました。 

幹事Ｌ上西武紀が率いる「はまなす少年軟式野球協会」が

快く受け入れて頂き、２チームを推薦してくれました。 

 晴天のもと、子供たちは元気にプレーを続けます。交流

試合とは言え、真剣そのものでした。父母の方々の応援に熱

が入るのもいつもの光景です。 

 優勝を目指す大会ではないのですが、勝敗の行方は気に

なります。幸いにして、当クラブ推薦チームは共に勝利し

ました。 

 昼食は、初日は北海道名物ジンギスカン、二日目はカ

レーライスでした。昼食を終えた後、どのチームも整列し

て食事を提供してくれた地元の方達に「ごちそうさまでし

た」の挨拶しています。久しぶりに清々しい気持ちを味わ

いました。こうした彼等が居る限り、我が国の将来は大丈

夫、我々大人の方が学ぶべき点が多くあると感じました。 

 一点、気になる事がありました。主催者側の参加人数が

極端に少なかったことです。殆んどがガバナーを始めとす

る地区役員ばかりだったことです。周知期間が不足してい

たとは思いますが、折角の企画が身内だけのものに終わっ

た気がして残念でした。 

がんばれ東北 

青少年野球大会   2012.8.2 ～ 3  YCEｿﾞｰﾝ委員 L井上 定幸   

北海道チーム 東北チーム 

推薦チーム・中南イーグルス 

始球式・ガバナーＬ渡辺 

推薦チーム・発東ヤンキーズ 
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 ycezone ＠ twitter        yce ゾーン委員 L 井上 定幸      

 ● ＹＣＥゾーン委員って 

 今期はキャビネット役員の末席を汚すことになっ

た。当初は我が羊ヶ丘ＬＣから、ゾーンチェアパー

ソンとゾーン委員を出すように要請され、自分は

ゾーン委員と言う話だった。 

 ４月下旬の（実はこんな前から準備が開始され

る）次期役員会議で、ゾーン委員の前にＹＣＥなる

文字が付いていることを知る。何だ、これは。 

 ゾーン委員は何となく分かる。ゾーンチェアパー

ソンの子分だろうと思っていた。 

 今期からキャビネットに地区ＹＥ委員がなくな

り、その役目をゾーン委員が兼任することになった

とのこと。 

 さてＹＥとは。Youth Exchangeの略で青少年交流

のを意味する。その間に入れられた“Ｃ”は？。 

 「シーは しあわせ」で はなか った。Camp の

“Ｃ”。欧米では青少年交流にはキャンプが不可欠

とのことで、正式名称はYouth Camp Exchangeとな

るらしい。 

 と言う事で、第２Ｒ第２ＺのＹＥ事業も自分が担

当することを改めた知った。 

 一年間宜しくお願いします。 

 

● 京都 

 末の息子の勤務地がよ

うやく決まった。 

 ４月から約５カ月間の

研修を終え、９月から京

都で働くことになった。  

 夏は暑く、冬は寒いと

言われている京都。我慢

できるのか。でも、平安京以来１２００年を超え

て、人が暮らしているのだから何とかなるだろう。 

 一方で家人は大喜び、京都観光ができるとあっ

て、既にガイドブックを買い求めた。 

 息子の住まいを、観光の拠点になりそうな地域で

物色している。うとまれるな、これじゃ。 

 

● 欠席裁判 

 竹島問題で大騒ぎしている。日本が国際司法裁判

所（ＩＣＪ)に提訴するとしている。でも、訴えら

れた方が同意しなければ裁判が始まらない。 

 国内では、相手が出廷しなくて

も裁判が進み、原告の主張通りの

判決となる。いわゆる欠席裁判。

こうはいかないものか。 

● イチロー  

 ７月２４日、イチローがニューヨークヤン

キースにトレードされた。 日本中が驚い

たが、大リーグではよくある話らしい。 

 優勝の望みがなくなったチームは高額

俸給の選手を放出し、年俸が安くて活躍し

そうな選手を獲得する。如何にもアメリカ

らしい。 

 その後の活躍をみて、胸をなでおろすフ

アンも多いことだろう。 

 でも、日本でみるＣＭのイチローの頭髪に随分と白髪が

増えた。きっと、人に言えない苦労があったのだろうな。 

 

● カーナビ 

 先日の被災地の子供達との少年

野球、会場へ行くべくカーナビに住

所をセットした。目的地へ着かない。  

 念のため、タブレットのGoogle map

で再入力し、それを頼りに向かうと

ビンゴ。 

 どうも誤差があるらしい。メーカーの説明によると衛星の

受信感度でそうなる、と分かったような分からないような

説明。 

 そう言えば先月末に、このメーカーはポータブルナビか

ら撤退すると言っていた。タブレットは同じメーカーなのに。 

 世界のＳ**ｙよ。俺たちの夢をこわすな。 

 

● 中国人の食事 

 ホテル勤めをしている甥から

聞いた話。 

 彼の処に中国人団体が食事

をしに来た。騒々しいのには慣

れているが、困ったことがあっ

た。 

 食べ終えた蟹のカラを床に

捨てる。テーブルの上は食べ散らかし放題。 

 マナーの悪さを知り合いの中国人に嘆いたところ、全く

違う答が返ってきた。 

 カラを床に捨てるのは、美味しかった証。テーブルを散ら

かすのも同様とのこと。 

 以後、そのホテルでは中国人ご一行様のときは、テーブ

ル下にカラを捨てるバケツを用意すると言う。 

 習慣を知らず悪く言うのは考えもの。顔つきは似ていて

も、我々とは全く違う。大声で話すのも、私は、やましい事は

言っていませんよ、とのアピールだとか。 

 隣国人同士、仲良くしようや。 
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 第２６期最初の会報です。今期

の活動目標等を感じとって頂けれ

ば、編集者としては満足です。 

 我が家近くの羊ヶ丘を散策して

の雑感を文章にしてみました。 

 北海道に一番似合う木は何かと

言ったら、ポプラだと思う。青空

に向かって枝を大きく伸ばし、

悠々としたその姿。北の大地は、

やはりポプラだ。 

 北海道大学の並木は皆が知って

いて有名だが、僕のお気に入りは

札幌ドームから羊ヶ丘展望台まで

のポプラ並木だ。一直線に数キロ

続く。日々、時間を作りながら３

～１０キロ近くを小走りで駆け巡

る。 

 木々が季節ごとに変化していく

のが見られ、すらっと聳え立つ、

その姿を見ているだけで清々しい

気持になる。   

 他にも牧歌的な風景はあろうと

思うが、ここが一番と思う。 

 空が夕焼けで茜色に輝くとき、

ポプラの葉も赤く染まり、風が吹

き抜けていく。風にも色を映しだ

したろうか。 


