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２０１３年巳年の始めを祝い、在札の３８ライオンズクラブが合同

で行う新年交礼会が１月４日札幌パークホテルで行われた。 

今年は曜日の並びが都合よく当日の４日を休むと９連休とあって、

欠席した会員も多かったようだ。用意されたテーブルにも空席が見受

けられた。 

当番クラブ（札幌トラストＬＣ）の会長Ｌ池田謙一の開会挨拶の

後、地区ガバナーＬ渡辺修の年頭挨拶に続き、来賓の高橋はるみ北海

道知事・上田文雄札幌市長の挨拶が行われた。昨年の来賓、横路孝弘

前衆議院議長は来ていなかったのか、登壇することはなかった。 

ガバナー挨拶では昨年末の衆院選挙に触れ、自民党が政権復帰し景

気浮揚に期待する事業者の思いが披露された。この場に参加する全員

が感じることであろうと思われる。  

高橋はるみ北海道知事は、昨年６月に北海道新幹線の着工が認可さ

れた事を伝え北海道再開発の象徴的な事業になることを強調した。然

しながら、全線開業は２０３５年度（平成４７年度）、実に２３年後

である。果たして開通列車に乗れるのは誰と誰か。 

上田文雄札幌市長は、市内の除排雪に対する苦情が市民から多く寄

せられていることに触れ、鋭意努力している旨を伝えた。今冬の雪

は、除雪が間に合わないほど次々と押し寄せる。札幌の中央区内の方

が他区より捗っていないようだ。これは、違法駐車の多さにも原因が

あるような気がする。我々も、文句ばかりではなく協力するところは

しようではないか。 

次いで、恒例の鏡開きが行われる。木槌を手にした知事のヘアース

タイルが昨年までと違っているのに気が付いた。若い知事がさらに若

く女学生のように見える。 

前ガバナーのＬ庵原宏章のウイサーブに寄り宴会が開始される。実

態は既にアチコチのテーブルで栓が抜かれ２杯目３杯目となっている

輩が多い。 

今年の新年交礼会はアトラクションもなく、粛々と進行している感

があった。年々規模が縮小されていると感じたのは筆者だけではない

だろう。 

馬鹿騒ぎをするだけが能ではないのは充分分かるが、新年くらいは

期待を込めて派手にいってもよかったのではないかと感じたが、諸兄

は如何に？ 

 ここで、「ライオンズらしく」と言ったら叱責を受けるのであろうか。 

開会挨拶・トラストＬＣ池田会長 

２０１３年在札３８ＬＣ合同新年交礼会       2013.1.4    

年頭挨拶・地区ガバナーＬ渡辺修 来賓挨拶・高橋はるみ北海道知事 

当クラブ出席者・その1 

良い歳に・鏡割り 

来賓挨拶・上田文雄札幌市長 

当クラブ出席者・その2 
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クリスマス家族会                2012.12.18 

 例年は金曜日に行っているクリスマス家族会を今年は通常の例会日

である第２火曜の１２月１８日に行った。 

 年々子供の参加が少なくなり休前日でなくても支障がなかろうとの

決断である、当クラブも少子高齢化の波に襲われていることを物語っ

ている。 

その分、大人である我々の期待は大きい。ビンゴの賞品は何か、

オークションでは何を競り落とそうか。実行委員長のL千葉への期待

が深まっていく。 

当日は朝から１２月にしては珍しい程の量の雪が降り積もった。奇

しくもホワイトクリスマスを演出してくれた。 

次々と会場のパークホテルに会員が同伴者を伴い集まってくる。ホ

テルの前庭の雪がイルミネーションに映える。 

前半部の１２月例会が始まり、いくつかの報告事項が発表される。

所要時間は１５分程度か、クリスマス会の導入部としての位置づけで

ある。 

そのクリスマス会はサンタクロースの登場で幕を開ける。参加した

子供たちにプレゼントを渡す。受け取る子供たちに笑顔がはじける。 

オークションが始まる。Ｌ関俔子が製作出品した正月用の注連飾り

が競り落とされていく。実に見事な作品である。歳の市で買い求める

ものとは趣がまったく異なる。今回は体調不良で参加が叶わなかった

が、会員総意で御礼申し上げる。 

次は、恒例の大ビンゴ大会。進行はＬ二村、今や当クラブの顔と

なった。にもかかわらず、会場には静寂が漂う。参加者が発する言葉

尻を捉えてはファインを課していく。恐怖に駆られて沈黙の輪が広が

る。運営費に寄与すること大であったと思われる。 

アトラクションにはピエロが登場し会場を盛り上げる。しばしの時

間、彼らの妙技に酔いしれる。彼の作るバルーンアートを手にした人

たちは皆童心に戻っていた。 

例会に戻った際も盛り上がりは続く。Ｌ堀岡が引っ張るテールツイ

スタータイム、ドネーションの合間にもファインをタイミング良く

ファインを要求する。手際に磨きがかかってきたと言わざるを得な

い。 

今年のクリスマス会も無事終了した。出席した方々は両の手に余る

ほどの景品やみやげを抱えている。２０１２年の例会はこれを以って

最終となる。輝ける２０１３年巳年に期待しよう。 

参加者でにぎわう会場 会長挨拶・Ｌ山崎 実行委員長挨拶・Ｌ千葉 

サンタからのプレゼント 

ピエロのパフォーマンス 

ファインも徴収・Ｌ堀岡 

実行委員全員によるロアー 
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１１月の第一例会は新入会員歓迎ライガーとする予定であったが、

予定を変更し第二例会のゲストスピーチ例会をパークホテルに於いて

前倒しで行うこととなった。 

そのゲストであるが、札幌で「平成改進亭」を主宰する落語家の桂

枝光さんである。 

当日の１１月１３日、会場に早めに着かれたらしく早々に奥様と共

に席についておられた。何年か前にもゲストとしてお越し頂いている

が、初めて目にするメンバーも多かったと思われる。 

落語家と言えば寄席であるが、札幌には常設の寄席が無い。最近で

はテレビで落語を見ることも少なくなった。日本の伝統芸でありなが

ら、意外と目に触れる機会が少ないのである。最近は落語以外に活躍

の場を移してしている噺家が多いことも遠因かもしれない。 

札幌にも、実は寄席があったとの話を枝光さんが話してくれた。札

幌に住んでいながらそんな歴史的背景があったことすら知らなかった

自分が情けなかった。 

明治時代、狸小路やススキノなどに寄席があり、「市川亭」「開進

亭」「金沢亭」等々があり人気が高かったと聞きます。その中から

「改進亭」を選ばれたとのこと。名前の由来さえ教示されなければな

かった事に益々痛み入った。 

さて、ゲストスピーチ、会場には会員の他にＬＬの姿も見える。期

待の程がうかがえる。話の内容は多岐にわたる。業界の内輪話、話芸

としての落語について、さらに北海道の各地の事情等々。ドサンコの

我々でさえ知らない話が随所に登場する。 

北海道に来るにあたって、また来てからも一生懸命勉強したとの

事。漫然と道内観光をする我々とは意気込みが違う。プロの凄さを垣

間見た。 

それにしては、出席者の笑いが遠慮がちである。聴衆の方が固く

なってどうする。もっと腹の底から笑っても罰が当たるまい。 

伝統的な話芸としての落語。聴く方にも、それなりの知識が要求さ

れる。歴史的な背景や地理的な要素を知らなければ話の中身が分から

ない。情景すら思い浮かべる事ができない。近頃のお笑いとは一線を

画していると感じられる。 

 皆さん是非とも、「平成改進亭」に行って高座の雰囲気を味わお

うではないか。今回は乏しいギャラにもかかわらず落語の素晴らしさ

を伝えてくれた枝光さんに感謝して。 

お久しぶり・Ｌ志和 

ゲストスピーチ例会              2012.11.13     

ゲスト・桂枝光ご夫妻 大勢の参加？・会場風景 

お渡ししたのはギャラ？ 

お礼を述べるＬ橋本 

スピーチに熱がこもる枝光さん 

快調だねＬ堀岡 
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暴力追放総起集会＆啓発パレード         2012.10.19   

１０月１９日午後２時から公益財団法人北海道暴力追放センターと

札幌地区暴力追放センターの主催による、暴力追放総決起集会及び街

頭啓発パレードが開催された。 

今年で２６回を数える。当クラブの歴史と重なっている訳だが全く

そんな認識はなかった。意外と前から行っていると感心したものであ

る。また、それだけ暴力団問題は根が深いとも言えるのだろう。 

会場には、暴力団の絶滅を目指して各地区の暴力追放運動推進協議

会など１０００名の参加者があったとの発表である。ライオンズクラ

ブもその参加団体のひとつである。 

中島公園の会場を見渡すと、確かにそれ位の参加があったと思われ

る。公園が人で埋まっていた。 

市民生活を脅かす暴力団の絶滅を目指す宣言を読み上げた後、大通

公園までを啓発パレードとして行進した。 

それまで、延々と挨拶が続くのは、この手の集会ではつきもの、主

催者関に並ぶお歴々の人数を見て、最初から覚悟をしているのであ

る。 

先頭は北海道警察のカラーガード隊、このような綺麗なお姉さんた

ちなら敢えて職務質問を受けてみたい不遜な気持ちを抱く。次いで道

警音楽隊、北海学園札幌高等学校の吹奏楽部が続く。 

この学校、我々の高校時代は札商と言われた札幌商業高校のブラス

バンド部。当時は男子校だったが、男女共学となり参加した吹奏楽部

員も女性の方が圧倒的に多い。時代の流れを改めて感じる。 

中島公園から大通公園までがパレードのコースなのだが、徐々に隊

列が細くなっていく。パレードの直後から脱落者が出ている。歩き始

めてすぐに疲れる訳でもあるまい、積極的落伍と思い至る。 

かく言う当クラブ参加者もカロリー消費を実践したのはススキノ交

差点まで。ライオンズキャップを脱ぎ、「暴力追放」「不当要求」の

タスキを外し、消費したカロリーを補うべく某ケーキショップへと直

行する。 

「不当要求」には屈しない鉄の意志を持つ参加者の面々、何故か

「甘味追放」とは行かないようで、積極的に誘惑の罠にはまって行

く。 

市民の間に、暴力団と対峙する機運が継続されるのは、間違いなく

彼らにとっては脅威である。暴力団に対し毅然とした態度を取れる社

会感こそが彼らを根絶やしにする根源と考える。 

こんなに人がいる 暴力追放宣言の読み上げ 道警カラーガード隊 

ライオンズクラブのパレード 

当クラブからの参加者 

道警音楽隊 

北海学園札幌高校吹奏楽部 
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９月２３日、当クラブの青少年育成事業の根幹をなす少年野球大会

が札幌ツドームで行われた。今大会は１６回目となる。会場の都合で開

会式には出席せず、閉会式のみの参加となった。 

当日行われた準決勝・決勝戦は一点を追う攻防の連続となり、優勝の

栄冠を得たのは幌南ファイターズだった。投げる一球、打ち返す一打に

歓声があがる。 

２階席に陣取る父母会の応援団には、我が子の姿をビデオに撮るや

さしいお父さんたちの姿がある。おそらく生涯の記念として家庭内で

何度も見ることだろう。 

来賓として出席した渡辺修地区ガバナーも子供たちの真剣な姿を熱

心に観戦している。ガバナーに開会式出席を仰ぎ、始球式を行って頂く

事は叶わなかったが、優勝チームの最高殊勲選手にはガバナー自らの

手により、ガバナー賞の贈呈が行われた。 

受賞した選手の晴れがましい笑顔から優勝の喜びを味わうことがで

きる。 

会場外では、日赤の献血車「ひまわり号」による献血を受け付けてい

る。少年野球チームの指導者・父母会の方々に多大の協力を頂いた。青

少年育成への取り組みと献血への協力が当クラブのアクティビティ実

績を高めて頂いた。 

この少年野球大会の場での献血取り組みは、先の３３１－Ａ地区献

血セミナーで実績報告として取り上げたものである。ガバナーにもそ

の実態をつぶさに見て頂くこととなった。 

この少年野球大会は、単に勝敗を競うだけのものではない。勝者を讃

え、敗者の健闘に拍手をおくる人間性を育む場を提供している積りで

我々は催している。その証左となるのが、閉会式には全チームがもう一

度集うのである。試合で汗を流した同志の友情をそこで再び確かめ

あって欲しいと願っている。 

スポーツの高まりは非常に好ましいことであり、豊かな社会でなけ

れば実現できないことも間違いのない事実である。然しながら子供の

頃にこそ、勝敗にこだわらない純な心で楽しむ時間を作り上げて行っ

て欲しいと願っている。 

今年の選手の何名かは、卒業し来年はこの大会には参加しないのだ

ろう。小学校最後の一年でライオンズクラブのオジサンたちから数々

の賞品を貰ったことを忘れないで欲しい。どんなプレーにも一生懸命

だった自分に自信を持って。 

大会名を表示・本格的 

羊ヶ丘ＬＣ旗争奪少年軟式野球大会        2012.9.23   

父母会の応援 献血の呼びかけ 

ガバナー賞をてに記念撮影 

熱戦の開始 

来賓挨拶・ガバナーＬ渡辺修 

優勝チーム表彰 
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 ycezone ＠ twitter        yce ゾーン委員 L 井上 定幸      

 ● 読み聞かせ 

 Ｌ照沼から、お

孫さんが通う市立

緑が丘小学校で児

童たちに読み聞か

せを行った際の写

真を投稿頂いた。

熱心に聴く子供た

ちの様子と、いつ

になく真剣なＬ照

沼の微笑ましい一コマ。 

● 大鵬 

 北海道が生んだ昭和の大横綱大鵬が１月１９日亡

くなった。７２歳だった。

決して長命とは言えない。

「巨人・大鵬・卵焼き」は

高度成長期の強い日本の象

徴だった気がする。昭和と

言う時代がどんどん遠のき

寂しいことしきり。 

 強い日本は巡ってくるの

か。 

● Ｂ７８７ 

 以前に日本も生産に携

わったボーイング７８７の事を書いた。今度は世界

に誇ると言った日本製の電池から煙が出て飛行停止

になった。 

 あたかも日本製品に問

題があったかのような報

道がある。旅客機のよう

な高度システム機器は複

雑な要素が重なり合って

障害を起こす。単一原因

と言うのは少ない。 

 技術の世界は「魔女狩り」になってはいけない。 

● 引退２題 

 ゴジラ松井が引退した。満身創

痍で過去に自分にもどれなくなっ

たので決意を固めたと言う。 

 時を同じくしてコンサドーレの

中山も引退した。こちらは、在籍

中にどれだけの試合に出たか。契

約金が低いから許されるものでは

ない。プロは試合に出てナンボだ

ろう。両者の違いに嘆くのみ。松井にはヤンキース

で一日契約の話もある。男の花道にして欲しい。 

● 年明けうどん  

 我が家では、元旦の雑煮を食べる前

にうどんを食べる。 

 大晦日から、正月料理を食べ始め、

気が付くと除夜の鐘がなっている。 

 毎年の事なのだが「年越しそば」を

食いそびれてしまう。そこで、そばの代

わりにうどんとなる。この我が家の風

習が奇しくも本場讃岐で商機と考え、「年明けうどん」が商

品となった。１日から１５日までに食べると縁起が良いなどと

言っている。余計なお世話だ。縁起に関係なく我が家では

「年明けうどん」を食う。 

● 北アルプス 

 今年の正月も山岳遭難

事故が多発した。 

 北アルプスの大天井岳

では４人パーティが遭難

し２人は救助されたが残

りは不明。さらに明神岳で

も２人が不明のままだ。 

 この時季に山へ入るのは、昨今の中高年登山者や山ガー

ルではない。 

 大ベテランと言われる人達である。夏ならば、初心者ルー

トと言われる所で道を失う。 

 もう、冬山へは登ることもないだろうが、スキー場でさえ

吹雪に遭えば遭難する。 

● ノロウイルス 

 ノロウイルスが各地で猛威を

奮っている。特に老人介護施設で

集団発生したり、仕出し弁当からも

中毒患者が発生している。 

 ウイルスと言いながらもワクチン

はなく、かかってしまうと対症療法

での治療しかないらしい。 

 特に気をつけないといけないの

は、高齢者と幼児。 

 冬季に発生することが多い。まさに今が時期的なピーク

と言える。症状は下痢の他に嘔吐が伴う事が多い。吐瀉物

からも感染する。消毒薬（アルコール等）は効果がない。 

 予防法は、食事の前やトイレの後は石鹸で手を洗う。タオ

ル等の共用は止める。食品は加熱する。 

 嘔吐物等には素手で触らず、必ずビニール手袋を使用す

る。また、インフルエンザも北海道では流行中。 

 立ち向かうために大切なことは、普段からの規則正しい

食事と体力。 

 今年の冬、外は大雪、内はウイルス。試練だ。めげるな。 
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 ２０１３年の新年です。遅ればせながら「おめでとうございます」   

 今年こそ、今年こそとの期待を抱いて２０年もの年月が過ぎ去っていきまし

た。 

 新成人は、生まれた時から不況だったことになります。昔は良かったと言う必

要のない世代です。 

 却って新しい発想で社会を切り拓いてくれるのではないでしょうか。過去にこ

だわる私たちと是非一線を画して貰いたいと期待しています。 

 昨年暮れの総選挙で、自民党が圧勝し再び政権交代が起きました。 

 アベノミクスなるインフレターゲットを基調とした政策転換により、景気回復

期待だけで円安となり、低迷していた株価があっさりと１万円を超えました。好

事魔多しと言います。浮かれていてえらいことにならないように気をつけたいも

のです。 

 今期第２号で、新年の初めとなる会報をお届けします。本来であれば、会長・

幹事の年頭所感を掲載すべきでしょうが、各種行事報告で紙面が埋まってしまい

ました。別の機会に登場して頂くこととします。今年も会報「羊ヶ丘」を宜しく

お願いします。 


