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会長就任挨拶  

心の絆で ウイサーブ 

 ２６期山﨑会長は、国際協会３３１－A地区のみならず、国際協会３３１の複

合地区からも大変すばらしい評価を受けました。その後の27期を引き継ぐ私に

とっては大変プレッシャーを感じるところです。 

 再入会の私にとって、入会上位の先輩がいる中で、先に会長に就任させて頂く

にあたり、私で本当に良いのかと思うとともに、7月が近づくにつれ緊張が増し

身の引き締まる思いがしてきました。そんな中6月の例会で、先輩ライオンより

「肩肘張らずに気楽に」の助言を頂き少し気が楽になりました。 

 今期は山﨑会長の時のように、多くのアワードを貰う事は出来ないと思いま

す。私が現在出来ることは、クラブ会員皆様の信頼・ご協力を得られるように自

分なりに努力する事です。 

 所詮、身の丈以上には出来ませんので、先輩ライオンのご指導・御鞭撻はもと

より、クラブ員皆様の助言を頂ければ、私の身の丈も少しは伸びるかも知れませ

ん。 

 今期の会長スローガンを考えるにあたり、当クラブで脈々と引き継がれる「ラ

イオンズらしく羊ヶ丘らしく」の精神を思うとき、当クラブは、ゆったりとマイ

ペースでその中でも調和がとれ、居心地の良いクラブに成ったと実感しました。 

 そこで、会長スローガンは「心の絆でウィサーブ」としました。さらに各ライ

オン間の絆を深めることにより、「羊ヶ丘らしく」がより一層強固に、ライオン

間の信頼関係・繋がり・助け合い・協力が自然に出来るクラブになり、一歩進ん

だウィサーブが出来るように成ると考えスローガンを決めました。 

 今期の増員目標は６名にしました。ただし、ハードルを高くする訳ではありま

せんが、数合わせの増員ではない、「羊ヶ丘らしく」を理解し継承していただけ

る方の入会者による増員に向け努力いたします。しかし、私1人だけの力では目

標達成は困難です。皆様のご協力無くしての目標達成は出来ませんので何程ご協

力を宜しくお願い致します。会員が増えれば増えるほど奉仕活動も、今より充実

した活動が出来ます。縮小しつつある活動も本来の活動に復活できますので、重

ねて会員の増員のご協力をお願い致します。 

 今期の活動ですが、あくまでも継続して行っているアクティビティを確実に進

めます。特別な活動として、我クラブの友好クラブの沖縄の浦添てだこライオン

ズクラブの３０周年の周年行事を平成２６年４月に行うと聞いており、我クラブ

からも多数で出席出来ればと考えています。 

重点ＡＣＴ 

  第１７回札幌羊ヶ丘ライオンズクラブ旗争奪少年軟式野球大会の開催 

  献血・ミーナの募金 

  交通安全 

  羊ヶ丘の森（拓北緑地）整備 

  会員増強 

以上、取り留めの無い挨拶になりましたが、来年６月に無事に帰港出着るように

全力で執行したいと思いますので、皆様のご指導・ご鞭撻をお願いして就任挨拶

とさせて頂きます。 

２ 

会長 Ｌ千葉 秋彦 
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 よい健康でよい奉仕 

 

 ライオンズメンバーは、皆おのおのの生活のための仕事を持っています。こ

の仕事が順調でなければ、奉仕に割ける労力も時間も資力も生まれて来ませ

ん。 

 各自の生活や仕事が順調に営まれた上での奉仕です。奉仕には喜びこそあ

れ、苦痛があってはなりません。ライオンズたるもの常に自分の健康維持には

十分心掛けてほしいものです。 

 奉仕には労力を伴うものが少なくありませんが、体調の悪いのを押して参加

するのは考えものです。当クラブとしては、メンバー全員が健康でいること、

それがとりも直さず奉仕の道へと通じていると申せましょう。例会で、仕事も

健康も好調なメンバーが顔を合わせられたら、おのずと楽しいクラブライフ・

雰囲気が盛り上がってきて自然と奉仕も活発になってくると思います。ほかの

クラブとは違って、ライオンズクラブの会則には相互扶助の項はありません

が、皆で心配りをして、良い仕事、より健康で、良い奉仕に向かって、足並み

をそろえて精進しようではありませんか。こうした内なる奉仕が外への奉仕に

通じると確信してやみません。 

 会長スローガン「心の絆でウイサーブ」を心に刻み気を抜くことなく、羊ヶ

丘ライオンズククラブの歴史の一ページになれるように努力する所存です。 

幹事就任挨拶  

幹事 Ｌ菅原 崇 

出席なくして奉仕なし 

 

                        

 第２７期の千葉会長のもと、会計を担当することになりました。仕事柄数字

には慣れていますが、初めての役職を担当するため、皆様のご迷惑をお掛けし

ないよう努力します。 

 現在、会員数が少ないため限られた予算となっています。無駄のない支出を

心がけたいと思いますのでご協力お願いいたします。 

 役職もさることながら、今期はライオンズクラブのモットーである「出席な

くして奉仕なし」を実践するよう奉仕活動に出来るだけ参加したいと思いま

す。以前もさぼっていたわけではありませんが、今考えると、心からの奉仕活

動をしていなかったように感じています。 

 今年は初心にかえり心を込めた奉仕活動に精進したいと思いますので、応援

宜しくお願いいたします。 

   

会計就任挨拶  

会計 Ｌ岩本 敏美 
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7月２３日、札幌パークホテルで地区ガバナーの公式訪問が行われ

た。 

例年ならば札幌グランドホテルで行われているのだが、今期は会場

が違うようだ。これも、新ガバナーの基軸の一つなのだろうか。毎年、

新年交礼会が行われる地下２階のホールは在札全クラブを収容する能

力があるのだから、あまりに広すぎる。少し窮屈なくらいで盛況感が出

るというものだろう。 

長い長い出席役員の紹介が終わった後、地区ガバナー小野寺眞悟の

活動方針が発表される。 

スローガンは「自由闊達」。これは、各クラブ内で入会年次にかかわ

らず同じ気概で奉仕活動する雰囲気を醸成するクラブ運営を目指そう

との指針である。 

具体的な活動の中身は、 

① 障がい者の雇用促進と就労支援。 

② 学生・ＮＰＯを中心とする一般の方たちと奉仕活動を共有する場

を創成。 

我々一般のクラブ員には、範囲が広すぎて理解に困惑する場面が多

くある。もう少し詳細な説明があっても良かったのかなとの感想が実

感である。 

また、説明している間も視線や姿勢に落ち着きがみられず写真撮影

には甚だ苦労した。敢えて苦言を申し述べておきたい。 

微妙な時間配分で、活動方針の説明が終わり、ウイ・サーブに続き懇

親会に移る。 

当クラブのテーブルでは早々と飲み始めており、どこからが懇親会

か区切りが見られないのはいつものとおり。 

 時間をおいて、ガバナーは参加クラブのテーブルを

回る。 

 檀上での堅苦しさは微塵も感じさせない。「自由闊

達」そのものである。記念撮影に収まるときも満面の

笑みであった。 

 顔合わせの雰囲気は上々であった。拍手も大きなも

のがあった。 

 最後は全員が手をつなぎ、「また会う日まで」で輪

をつくる。これからの一年、さらに大きな輪となって

いることを確信したい。 

会場看板 

３３１－Ａ地区 地区ガバナー公式訪問      2013.7.23    

開会を待つ参加者 挨拶に立つガバナーＬ小野寺 

全員で「また会う日まで」 

ご苦労さま・事務局員の皆様 

まずは喉を潤す 
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第２７期出航例会                 2013.7.9   

 第２７期の出航例会が７月９日、札幌パークホテルで開催された。 

 会長は周知のとおりＬ千葉秋彦である。会長スローガンは「心の絆で

ウイサーブ」。 

 常に身の丈で行動し、内なる「心の絆」を広めて奉仕活動を日常の姿

に導こうとする新会長の思いがこもっている。 

 幹事はＬ菅原崇が就任した。本人曰く長い在籍中で幹事職は初めて

とのことである。普段の活躍を見ていれば既に何度も経験している職

務であろうと思っているクラブ員が多いに違いない。 

 意外と感じるフレッシュな会長・幹事なコンビである。 

その出航例会であるが、新入会員の入会式を兼ねて行われた。昨年、

一昨年と続く３度目のことである。この方式が定着する事を望むもの

である。 

新会員の名はＬ鎌田徳一（かまだ のりかず）、スポンサーはＬ二村

哲史。ＣＮ２６周年のゲストとして出席後、スポンサーは言うに及ばす

多くの会員からの入会勧誘を受けて私たちの仲間となって頂いた。    

その様子を挨拶の中で笑顔で語られる姿に好印象を抱いたライオン

も多かったはずである。活躍を大いに期待したい。 

例会を取り仕切る顔ぶれも変わった。 

司会進行は、先期のテールツイスターＬ堀岡咲枝が務める。１年の間

に培ったメンバーの掌握術によりライオン・テーマーの器量が発揮さ

れるはずである。 

テール・ツイスターは２度目の登板となるＬ二村哲史、あの大きな身

体でファインを連発させ会員をすくみあがらせるかも知れない。競っ

て拠出に同意したいものである。  

出席委員長には、１年前のこの場で新入会員として紹介されたＬ大

國秀夫が指名されている。 

人材登用には入会年次等を考慮しない当クラブの方針を理解して頂

きたい。 

既に陣容は決まっていても、実際の例会はどのようになるのだろう

との興味を出席者が持たれていることは難くない。期待通りの和やか

な例会に終始していた。 

それでいて、決すべき事は確実に決めていく。当クラブとしての良さ

は無言のままでも引き継がれていることを感じた。 

新しい船出をクラブ員全員で祝福したい。 

 

開会を宣言する会長Ｌ千葉 新会員へバッジ贈呈 挨拶に立つ新会員Ｌ鎌田 

歓迎挨拶はＬ橋本 

今日からライオン・テーマＬ堀岡 

手慣れたもの新テールＬ二村 

新出席委員長Ｌ大國 
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 この度 ２７期ライオン・テーマーを仰せつかりましたL堀岡咲枝です。 

 入会させて頂き、ライオンとして２年半という経験不足な自分であり、

ライオン・テーマーの役は、私にとってたいへん重い役であります。 

 札幌羊ケ丘ライオンズクラブの一員として在籍させて頂き、奉仕の素晴

らしさを諸先輩に導いて頂きました。 

 今まで自分が出来る事を積み上げたいと思い「出席無くして奉仕なし」

という教えを平常心にて実行して参りました。 

 行動に移す事により、諸先輩が見ていてくださる事に感謝申し上げる次

第です。 

 ２７期千葉会長の元、歴代のライオンテーマーを見習わせて頂きテー

マーの役割を自覚し、心を込め務め皆さんが気持ちよく参加していただけ

るよう努力していきます。 

 至らぬところが多々あろうかとは思いますが、皆様のご指導ご鞭撻の程 

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

ライオンテーマー就任挨拶  

テールツイスター就任挨拶  

 二度目のテール・ツイスター就任ですが、会員の皆様にご迷惑をかけず

に頑張りたいと思います。 

 又、楽しい例会になるように頑張り、たくさんの会員の皆さんが出席し

てもらえるよう努力したいと思います。 

ＰＲ情報委員長就任挨拶  

 再び三度、ＰＲ情報委員長を務めることになりました。ライオンズクラブ

に入会しての年月の大半をこの業務に邁進してきたような気がします。 

 それでいながら未だに職責が全うされたとの実感がありません。今年こ

そは、今度こそはの意識が働くものの、何処かで妥協してしまう弱さがあり

ます。 

 マンネリに堕する事なく、会長スローガンである「心の絆でウイサーブ」

の精神を訴えることができるように一年間の活動をさせて頂きたく思って

います。ホームページや会報の作成に忌憚のないご意見をお寄せ頂ければ

幸いです。 

 どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

ライオン・テーマー 

Ｌ堀岡 咲枝 

テール・ツイスター 

Ｌ二村 哲史 

ＰＲ情報委員長 

 Ｌ井上 定幸 
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 ここがおいらの指定席        ＰＲ情報委員長 L 井上 定幸      

 ● 外泊 

 ６月１５日の北海道

神宮例大祭（札幌まつ

り）で の 家 人 と の 会

話。車で頓宮前に差し

掛かった際、札幌祭り

の神輿はここで一晩休

んで明日北海道神宮に

戻るとの説明をした。  

 「神様も外泊するんだ」との返答。なるほど。 

 

● 腱板断裂（けんばんだんれつ） 

 今年初め頃から右肩に違和

感を覚え始めた。ロアーをす

るとき、肩が痛む。極めつけ

は「また会う日まで」で手を

つないだ上下動。 

 整形に行ったところ、「４

０肩」との診断。６０代最後

の年で４０肩とは、肉体年齢

を評価されたとさえ思った。

一向に治まらず、専門病院で

診断を受けたところ、はじめ

て聞く病名を告げられた。 

 腱板とは、肩甲骨と腕の骨

をつないでいる腱をいい、こ

の腱が切れたのが腱板断裂。

年をとるにつれ腱板は柔軟性

を失い、徐々に擦り切れてい

く。さらに肩の骨に棘が発生し、それが腱板をこ

すっている。腱にヤスリをかけている状態。 

 要するに加齢に伴う症状。年相応だった。 

  

● 松井引退 

 ７月２８日、松井秀喜が

ヤンキースのユニフォーム

を着ての引退セレモニーが

行われた。  

 ヤンキースとの一日契約

をして始球式に臨んだ。ま

た、今季日程の５５試合目

にしたのも粋な計らいと言えるだろう。日本人向け

の感動話かと思ったが、メジャーリーグでは活躍し

た選手の花道をこうして用意することがある。 

 残念だったのは試合には出たイチローがセレモ

ニー不参加だったこと。何かあるな、これは。 

● 国民性 

 ７月６日、韓国アシアナ航

空のＢ７７７がサンフランシス

コ国際空港で着陸に失敗・

炎上した。直後の７日、韓国

の「チャンネルＡ」のニュー

スキャスターが「死亡したの

は２人の中国人、韓国人で

なくて良かった」との発言をした。一方で中国人の搭乗客は

脱出する際に手荷物を抱えていた。 

 ７月２９日、中央アルプスの檜尾（ひのきお）岳で韓国人

パーティの４人が遭難死した。長野県警山岳救助隊は荒天

の中、必死の捜索をした。ここには国籍によって遭難に手心

を加えるなど微塵もない。しかも、このパーティは山小屋の

主の注意も聞かずに出発したという。 

 国民性の差がこのようなときに出てしまうのかと感じ入

る二つの事故報道だった。 

 東京・新大久保の韓国人に対するヘイトスピーチ、これは

やめた方がいい。日本人の品性をおとしめるだけだ。      

 

● 北海道版トクホ 

 「北海道食品機能性表示制度」と言

う難しい制度ができた。加工食品に効

能を表示するトクホとは違い「この商品

に含まれる○○○（成分名）について

は、『健康でいられる体作りに関する科

学的な研究』が行われたことを北海道

が認定したものです」と表示できる。認

定期間が短く費用も安く上がるらしい。現在１０社から申請

がある。そろそろ店頭で見かけるかもしれない。興味がある

方、探してみては。 

 

● 富士山 

 富士山が世界文化遺産の登

録された。以前の申請では自然

遺産としてだった。却下された

理由は環境が劣悪だったことによる。いちばんの問題はゴ

ミ。 

 おそらく富士信仰のいわれも知らぬ観光客が押し寄せる

だろう。霊峰とは言っても３７７６ｍの標高を誇る日本一の

山、過去に何度も遭難事故が起きている。浮かれてばかり

じゃダメ。「甲斐で見るより駿河いい」。これも意味深。 
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 会報通算77号をお届けします。

27年の当クラブの歴史の中で、こ

の発行回数が多いか少ないか、ク

ラブ員皆様の評価に委ねたいと思

います。 

 継続することにより、年月の重

みに耐え得る内容になればと願う

のみです。 

 毎年八月は死者と向き合う月で

す。お盆にご先祖をお迎えし、墓

参りをします。8月15日の終戦の 

日は戦没者を悼む私たちの気持と

は裏腹に政治の影が常に付きまと

います。 

 特に今年はその傾向が顕著で

す。日本、中国、韓国ともに国家

指導者が交代して初めての終戦の

日です。何故か先鋭化しているの

が気にかかります。マスコミでも

勇ましい言辞を弄する人たちが取

り上げられる傾向が見られます。 

 Our Nations Safetyは相対する

全ての国が平和を願うことの表れ

と理解すべきです。 

 観測史上の最高気温を記録した

地域が数多くあり、酷暑の夏でし

た。熱中症の被害も最高と言われ

ます。全国各地で荒れ狂ったゲリ

ラ豪雨、もはや異常気象が通常状

態となっているのではと錯覚しま

す。 

 何かが違う。今一度、振り返る

必要があるのではないでしょう

か。 


