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第５９回の地区年次大会が５月１９日、ニトリ文化ホール（旧札幌

厚生年金会館）で開催された。ほほ毎年出席しているが、その度ごと

に会場が広く感じられる。 

今年の大会も空席が目立っていた。会員の減少を止めるのは、流れ

に竿さす事なのだろうか。私が入会した頃は２階席まで埋まっていた

のに。隔世の感がある。 

大会は３部構成となっており、第１部は挨拶及び報告事項、第２部

がアワード伝達、第３部で次期ガバナー紹介と言った段取り。 

来賓挨拶で、いつもと違うと感じた事があった。上田札幌市長の姿

がない。代理出席かと思ったが髙橋美唄市長が挨拶に立った。ガバ

ナーが美唄ＬＣから出ている関係で当然と言えば当然の事である。 

一方の高橋北海道知事、遅れてきて挨拶を済ますと公務多忙とのこ

とで早々に退出した。そりゃないぜ、はるみちゃん。日曜日だろ、今

日は。 

クラブ員なら誰でも期待する各アワードの発表が休憩を挟んだ第２

部で行われた。当クラブは驚くことに全部で７個のアワードを獲得し

た。数が多けりゃ良いという訳ではないが、その分だけの評価が得ら

れた事を意味する。 

最優秀賞は逃したが、地区優秀クラブに選ばれた。このアワード受

賞は１５周年のときの最優秀クラブについで２度目である。会員の皆

さんの日頃の活動に改めて感謝したい。表彰を受ける会長Ｌ山崎も登

壇に忙しかっただろうと推察する。 

大会の最終イベントは次期ガバナーの紹介である。新ガバナーは北

の杜ＬＣ所属のＬ小野寺眞吾。 

式典プログラムでは本人の名前は載っていない、選挙で選ばれる事

になっているのだから掲載にためらいがあったのだろうか。大会誌に

は、ガバナー候補者として経歴を載せているのだから氏名を明記した

方が分かりやすかった。 

全体を通しての大会の印象は地味であったような気がする。限られ

た予算で行う訳だから馬鹿騒ぎである必要はない。ガバナーＬ渡辺修

の人となりを感じさせる大会と思ったのは私だけではなかったはず。 

但し、懇親会冒頭の祝の舞（連獅子）が３０分も続いたのには、素

養のない私にとっては苦痛であった。日本文化を知る必要を感じた。 

新ガバナーのテーブル回りも途中で終わってしまい、物足りなさを

感じる懇親会だった。             （記Ｌ井上定幸） 

第５９回年次大会開幕 

第５９回地区年次大会              2013.5.19     

来賓挨拶・高橋はるみ北海道知事 来賓挨拶・髙橋美唄市長 

懇親会出席者 

檀上で表彰を受ける各会長 

ガバナーＬ渡辺修の年次報告 

ガバナーズアワード全７個 
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お花見例会                    2013.5.7 

今年は春が遅い。北国北海道も5月の連休ともなれば桜が満開とな

り、ジンギスカンを囲む宴があちこちで行われていてもおかしくはな

い。そう言ったなか、連休も終わった5月7日、当クラブのお花見例会

がススキノ・「かまどくら」で行われた。 

街のネオンは華やぐけれど、花はおろかつぼみさえみせない中での

お花見例会となった。連休疲れもあったのか、出席した会員は１０数

名、少し寂しい集まりではあった。  

定刻前に参加者全員が集まり開会となる。次第に従い例会を進める

ものの、全議題を終えるのに要した時間は１０分程。食事を楽しむた

めの例会とあって、手際の良さが発揮された。 

話題は何と言っても、今年の春の遅さ。道内観光地の連休期間の閑

散さに話が及ぶ。これでまた北海道の景気に気後れ感が生じるのでは

との懸念を話す会員が多い。 

世に言う「アベノミクス」効果の恩恵に浴している業界は数える程

と言った話題などで、さながら経済談議あるいは床屋政談の趣きを呈

してきた。 

しかしながら、美味しい酒と料理が運ばれてくるに至って、話題は

酒と食い物へと移って行く。日本酒が良いと言う者、焼酎派を自認す

るもの、やはりワインと由来を述べる人がいて話が尽きない。 

次から次へと運ばれてくる料理、どれもこれも絶品である。特に天

ぷらが美味かった。余りの量の多さに終盤に至っては箸の動きが鈍く

なる。会場を選定してくれた幹事に敬意を表したい。さすがである。 

5月ともなれば、会員の思いは次期のクラブの動きに至る。既に選

挙例会も終え役員は決定しているのだが、活動の力点を何処におく

か、会員増強の手法をどうするかと至極まじめな話が始まる。 

今期は退会者を出さない積りで頑張ってきてはいたが、健康上の理

由、家族の介護等の理由で２名が退会を余儀なくされた。 

先ずは現状維持が急務かもしれない。例会の出席率を上げ、クラブ

員として自覚を持ち続ける事。飲み食いにも意義があることを強調し

ていきたい。 

当クラブも御多分に洩れず高齢化がすすむ。このままでは、５年後

１０年後の展望を描けない。一人ひとりの奮起にかかっているとの結

論が導き出された。 

やはり、組織の活性化は会員を増やす事にあるのか。ライオンズロ

アーの後に飲んだビールのほろ苦さ、特に感じた一夜ではあった。 

花も見えず、お花見例会 始まりです。テーマーによる開会 報告に熱心に耳を傾ける 

ウイ・サーブ本番？開始 

京みやげ定番・八つ橋 誰から 

皿も空になり、外は夕闇 

ロアー、次は何処へ 
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地区年次大会も終わり、当クラブも次期第２７期への始動段階に入った。

既に４月９日の次期役員選挙例会で会長以下の各役員は決定している。その

選挙例会で選任された新役員による準備理事・委員長会が６月４日当クラブ

会議室で開催された。 

従来の慣習によれば、新年度を迎える清新の気が漲る会議とあって、ホテ

ルでゆっくり食事をしながらと言うものであった。敢えてクラブ会議室で行

い、会員減少による財政縮減を補おうとする新会長の意気込みが感じられ

る。 

また、５月２８日には新三役・ＰＲ委員長セミナーが３３１－Ａ地区キャ

ビネット主催で行われている。ただ、こちらのセミナーは当クラブ新役員に

は、すこぶる評判が悪く月末の忙しい時期に貴重な時間が費やされたとの不

満が聞かれた。 

さて、当クラブの準備理事・委員長会は時間を空費することなく、配られ

た高級弁当を食する時間を削ってまで討議を重ねた。 

次期会長Ｌ千葉秋彦は、会長スローガン・会長方針・重点ＡＣＴを熱く語

り第２７期の一年を当クラブの独自性を維持した活動で伸長させる意気込み

を吐露した。 

また会運営の基本となる財政についても討議され、年々厳しくなる財政状

況を踏まえ、無駄のない会運営を基本とすることが了承された。 

それにしても、会員の減少による収入の下落は凄まじいものがある。会の

存続を賭けて会員増強の取り組まなければならない時期に来ているのかもし

れない。 

その後、各担当役員から運営構想と抱負が述べられ、全員が新たな気概を

持って散会した。 

次に会長スローガンと役員・委員長を掲載する。 

会長スローガン   

心の絆で ウィサーブ 
会 長   Ｌ千葉秋彦  前会長    Ｌ山﨑光彦  第一副会長 Ｌ照沼司 

幹 事   Ｌ菅原崇   副幹事   Ｌ堀岡咲枝 

会 計   Ｌ岩本敏美  副会計   Ｌ金木義昭 

テーマー  Ｌ堀岡咲枝  副テーマー  Ｌ橋本泰明 

テール   Ｌ二村哲史  副テール   Ｌ上西武紀 

会計監査  Ｌ山﨑光彦  会計監査   Ｌ志和賢一 

指導力育成 Ｌ橋本泰明  財 務    Ｌ照沼司 

ＰＲ情報   Ｌ井上定幸  出 席    Ｌ大國秀夫 

計 画   Ｌ照沼司   大 会    Ｌ髙栁司 

会 員   Ｌ上西武紀  社会福祉   Ｌ金木義昭 

青少年育成 Ｌ山田稔   保健・環境  Ｌ石橋慶一 

Ｙ Ｅ   Ｌ井上定幸  接 待    Ｌ桑原金二 

国際他ｸﾗﾌﾞ Ｌ竹中志郎  長期リサーチ Ｌ橋本泰明 

選挙例会・会長挨拶 

次期陣容決まる（選挙例会・準備理事委員長会）           

指名委員長より報告 幹事報告 

テールツイスターもあと少し 

次期会長は爽やかに 

役員一覧を表示 

準備理事委員長会の様子 
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雪まつり献血呼びかけ               2013.2.6   

雪に閉ざされる北国・札幌の冬に開催される最大の観光イベント

「さっぽろ雪まつり」が今年も大通会場を中心に行われた。 

当クラブも毎年大通６丁目会場で日赤に協賛して献血の呼びかけを

行っている。今年は２月６日を割り当てられた。平日であり、観光客は

少ないのではないかと心配もしたが、国際的になったＳｎｏｗ Ｆｅｓ

ｔｉｖａｌとあって次から次と会場に人が訪れる。 

この多くの人に如何に献血をしてもらうか。特にこの冬の時季は血液

が不足する。この日も、Ａ型・Ｏ型が大ピンチ、Ｂ・ＡＢは不足との看

板が出ている。 

当クラブには献血となると色めきたつ猛者が何人もいる。この不足看

板の表示を見て燃えない訳はない。これぞと思われる客にアタックを開

始する。情熱だけではない、営業力だって大したもの。 

次から次と献血希望者を連れてくる。それまで閑散としていた待ち合

わせコーナーに行列ができ始める。ただ待たせるだけではない、世間話

や雪まつりの話題の間に献血の意義を説いたり、ライオンズクラブとは

どういった団体かの啓発もしている。 

まさにチームとしての献血ボランティアを行っている。その有様は日

赤の職員が舌を巻くほどであった。 

それらの成果が現れたのか後日発表された献血量の実績は、２月６日

は平日としては最高の４３，４００mlであった。実に１００人を超える

方々以上の方献血をして下さったことになる。会場でお礼を申し上げら

れなかった人達も含め改めて感謝の意を表したい。 

献血呼びかけに先立ち、地区ガバナーＬ渡辺修が

激励に訪れてくれた。さすが「羊ヶ丘」との印象を

持たれたようだ。 

我々にしても、献血会場で見かけることなどな

かったガバナーの姿を見て、今までとは違うとの思

いに浸ったのも事実である。 

午後からの活動であったが、東京ドームホテルで

行った２月例会での美味しい食事、それが元気の源

となった。 

献血できる体力を持つ身体をつくるには、やはり

食事が大切だと感じる。お蔭で献血呼びかけの際中

も寒さは気にならなかった。医食同源とは言い得て

妙である。 

呼びかけ前の例会 血液不足は深刻 呼びかけをする会員 

道警音楽隊 
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今年の連休は中間日の３日間を休むことによって１０日間も休むことが

できると盛んにマスコミ報道していた。実に月の３分の１を遊んで暮ら

すと言う事だ。 

売上の減少には目をつぶり、昨年就職して京都で暮す息子の処へ我が

女房殿と一緒に出かけることにした。自分だけが働いたところで世間様

が動いていない。同調するにしくはない。 

４月２８日朝、雨の中を新千歳空港に向かう。神戸空港に昼前に到

着、そこから京都まで飛行機に乗っているのと同じだけの時間をかけて

京都に着く。 

先ずは息子の部屋に旅装を解く。二条城に近く１ＤＫのマンション。

俺が働き始めた頃は６畳一間に３人の寮暮らし。時代の移ろいを感じ

る。 

その息子の招待で夕食は祇園でフグ料理をご馳走になる。思わず（大

丈夫か？）と言いそうになる。しかし良いものだ。家人は運ばれた料理

を見ただけで、顔をあげられないでいる。オヤジ冥利に尽きる気がす

る。 

翌日は、比叡山延暦寺の参拝にでかける。当家の宗旨天台宗の本山で

ありながら、今まで行く機会がなかった。何故か高校の修学旅行でも比

叡山は省かれていた。 

比叡山へ向かう道すがら、京都の道の狭さを体感する。札幌では裏道

としか言えないよう所をバスが通る。千年の都とは言え、道幅は牛車が

通るだけで充分だったのだろう。 

延暦寺の境内は広い、広すぎる。聞くと比叡山の全てが延暦寺の境内

とのことだ。とても全てを回ること等できない。主だった処で手を合わ

せ、朱印を戴いてくる。 

参拝を続けるうちに、開祖最澄の教え「一隅を照らす、即ち国の宝な

り」が分かったような気になるから不思議である。歩き回った末に茶店

で食べた「わらびもち」は絶品だった。 

翌日から京都に戻り、お寺巡りをする。高校の修学旅行では、まさに

神社仏閣を手当たり次第に漁る感じで連れまわされたので京都の良さを

感じる暇さえなかった。 

巡っているうちに何組もの外国人観光客に出会う。眼差しが真剣その

もの、さすがに世界遺産との意識で見ると小さなお寺のくすんだ軒先に

だって風情が感じられる。 

三十三間堂、清水寺、銀閣と定番のコースを愛でる。三十三間堂の観

音様に自分や家族に似た顔を探すも、なかなか見つけることができな

い。 

清水寺でも銀閣でも境内を巡り歩く。定番観光では出来ない京都の歩

き方と感じる。ただ、女房殿、連日の山歩き続きで疲れが累積している

様子。そこへ、銀閣からの帰りに「哲学の道」を端から端まで歩いたも

のだから、そこは「いばらの道」だったに違いない。ゴメンネ、ママ。 

最終日。そのまま札幌へ帰るのが惜しく、東京へ寄る。仕事ではな

く、純粋に観光だけ、全くの「おのぼりさん」である。東京駅も新しく

なり、丸の内界隈は高層ビルが林立している。ただただ、口をポカンと

開けて上ばかり見ている。こんな眼で東京を眺めるのも初めての経験

だった。これからは、こうして田舎者に徹しよう。 息子に感謝して。  

フグ料理店での食事 

京都そして比叡山を愛でる           Ｌ井上定幸   

東京駅前、唖然・ビックリ、スゴイ 

比叡山とはこんな所 

京都と言えば清水寺 

延暦寺のご朱印 
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 ● 遅れた花見 

 ５月も３０日になって

自宅マンション前遊歩道

エゾヤマザクラが満開に

なった。一方では前庭の

ライラックも見事に花を

咲かせている。 

 桜とライラック、両方

の花が同時に咲くのを見

たのは初めて。それだ

け、今年は低温が続き春

が遅かったことになる。

その分だけ一気に春がき

たことになる。そして、

花には青空が似合う。 

 

● ギャングファッション 

 麻生副総理兼財務相が

外遊の度に見せるファッ

ション。まるでギャング

との評判を呼んでいる。   

 ウオールストリート

ジャーナルでも報道され

た。まさにアル・カポネ

が甦った如く。このギャ

ングファッションをプリ

ントしたＴシャツが通販

で売れているそうだ。確かにカッコいい。 

 

● 永遠の０ 

 昨年から今年にかけて売れている本、村上春樹と

百田尚樹。このところ百田尚樹にはまっている。 

最初は本のタイトルから数学か

理学を題材にしたものかと思っ

た。実は０とは、ゼロ戦こと

だった。 

 読み進みにつれて、どんどん

はまって行く。太平洋戦争の末

期、死ぬことが美学と錯覚させ

る風潮のなかで、敢えて生きて

還ろうとした若き戦闘機乗りの

話である。 

 既に戦争の実体験者が少なくなっている今、膨大

な文献を漁り物語を組み上げていく作者に敬意を表

したい。今年の１２月には映画化される。同じ感動

を味わえるか不明だが、そちらも見てみたい。 

● 知床のゴミ  

 知床横断道路が開通し

た６月１日、道路わきに食

べ残しが入った弁当容器

が大量に捨てられてい

た。この種のニュースを

見聞きするたびに、猛烈

に腹がたつ。自分の家の前に汚物とでも言えるゴミが棄て

られても平気でいられるのか。ましてや、知床、これは熊の

餌になる。人里に誘いだすようなものだ。 

 俺たちは山に入る際、徹底して先輩から言われた言葉が

ある。「山でとって良いのは写真だけ、残してくるのは足跡

だけ」と。世界遺産の知床、こんな輩は入山禁止にすべき。 

 今でも中に入るとゴミだらけの富士の山。世界遺産登録

でますます酷い状態になるのは目に見えている。 

 

● ８０歳のエベレスト 

 冒険家三浦雄一郎

が８０歳でエベレストに

登頂した。驚くとともに

その精神力・体力に敬

服する。下山では、疲れ

果てて６5００ｍのキャン

プ２から５３００ｍのベー

スキャンプまでヘリを

使った。そのことにつ

いて、歩いて下山してこそ登頂と疑問を呈する向きもある

が、登頂記録は揺るぎないものだろう。８０歳になった時の

俺では藻岩山も無理かもしれない。安倍政権が「三浦雄一

郎大賞」創設を決めたことも当然の事だと言える。 

 

● ダニエル・イノウエ 

 米海軍は、昨年１２月に亡

くなった日系上院議員ダニ

エル・イノウエを顕彰して、

新造イージス艦を「ダニエ

ル・イ ノ ウ エ」

とすると発表

した。 

 イノウエ議

員は第二次世界大戦のヨーロッパ戦線で日系

人部隊の一員として闘い右腕を失っている。 

 １９６２年日系人初の上院議員に当選し、連続９期務めた。 

日米間系の発展にも尽くした。大統領継承順位は第３位の

上院仮議長を終生務めた。 

 もちろん、彼は私の親戚ではない。しかし誇らしくはある。 
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 今年もYOSAKOIそうらんの季節が巡ってきました。２２回を数えるそうで

す。最初は学生達の地域イベントに過ぎなかったものが、今では世界から観

光客が押し寄せる札幌の夏の行事として定着しました。 

 小さな息吹を大切にすることが、大きな盛り上がりを呼び起こします。私

たちのライオンズ活動も全く同じことが言えます。価値観の評価は様々です

が、惑わされることなく地道に続けることが大切なのではないでしょうか。 

 多分、今期はこの76号の「羊ヶ丘」で会報発行は最後となります。 

 数々の成約の中で3回しか発行できず皆様

の期待に沿えなかったことを反省していま

す。それでも次こそ次こそ、との奮起をつ

ないで行ける事を確信しています。 

 続けることの大切さを、YOSAKOIそーらん

から改めて学びます。そこに広げる努力、

呼び込む魅力を蓄えることを惜しまないよ

うにしましょう。 
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