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１月４日午後５時から、札幌パークホテルで在札の合同新年交礼会が

催された。当番クラブは一回りして札幌ＬＣである。 

キャビネットの集計によれば、参加者は７１０名とのことだが、見た限

りにおいてはそんなに多くない。そろそろ、この辺りで減少に歯止めをか

けたいものである。 

交礼会の進行は例年の通りであった。来賓で来るはずの上田文雄札幌

市長は副市長の代理出席でメッセージを読み上げただけ。今まで皆勤

だったのに。 

もう一方の来賓、高橋はるみ北海道知事の元気の良い事。ほぼ駆け足で

登壇し挨拶を述べていた。また、今年は還暦と言う事で、贈呈した花束も

ひときわ大きく、小柄な知事が隠れる程であった。 

ガバナーＬ小野寺の年頭の挨拶は午年にちなみ、馬力をあげてライオ

ンズ活動に邁進しようと言うもの。さらには会員増強であった。 

当日の出席者の状況からすれば、頷けるものがある。当クラブも、かつ

ては２テーブルを超える参加者が居たのに、今では１テーブルでも空席

ができている。他のクラブも同じような感じ。 

来賓の挨拶が終わるとアトラクションが始まる。今年はピアノ三重奏

ということで、チェロとバイオリンが加わる。演目の最初は「春の海」、

正月のテレビ放送で流される定番の曲だが、ピアノで聞くのは初めてで

あった。琴の演奏と違い、新鮮な驚きを感じる。 

次いで、ＹＣＥ生に対する記念品の贈呈が行われる。晴れ着を着て緊張

している二人の女性なのだが、紹介がよく聞こえない。せめて、プログラ

ムの余白にでもプロフィールを載せて欲しかった。 

その後は恒例の鏡割り、祝杯、祝宴と続く。ここからは、次々と杯をあ

ける者、食事にいそしむ人、挨拶に飛び回る人と各人各様である。 

その祝宴の間中もピアノ三重奏の演奏は途切れない。当番クラブの配

慮が嬉しかった。 

この行事を迎えると、新年のめでたさとともにライオンズ年度の半分

が消化されたとの実感を抱く。もう次２８期の事を考える時期となって

いる。アベノミクス効果で景気回復は北海道でも端緒に着いたようだが

ライオンズ活動を新たに始める知人を探すのは容易ではない。 

これからの一年は、ガバナーの会員増強の掛け声を聞き流すのではな

く、実行に向けて舵を切らねばならないのではないか。 

数年後には、日本から国際会長を輩出する。状況は一段と厳しさを増し

ている。多分、国際公約も「会員増強」だろうから。 

在札３９ＬＣ合同新年交礼会            2014.1.4 
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２０１３年度クリスマス家族会                  2013.12.17                    

 本来のクリスマスより一週間早い１２月１７日、クリスマス家族会が

開催された。例年会場となっているパークホテルの「光華」が他の予約

で埋まったため３階の広い部屋「パークホール」に変更になった。 さ

すがに広い、後方は十分すぎる程の空きスペースがある。 

 プログラムは、いつもの通り最初に例会を行いクリスマス家族会へと

移り、最後にもう一度例会に戻ると言うもの。 

 例会は新入会員Ｌ鎌田徳一の歓迎ライガーも兼ねている。既に７月に

入会し、充分活動もされているので紹介のみとなる。また、今回の実行

委員にも名を連ねているので、メンバーからは「新入会員だったの？」

と疑問が湧く程であった。 

 今回の家族会の目玉は、Natsukiさんを迎えてのゴスペル演奏である。

生演奏で見る機会のない我々は、その迫力に圧倒される。それもそのは

ず、日本国内にとどまらず全米各地でも活動を続けているとのこと。 

 本物を味わい、しばし感動。 

 次いで行われたオークション、正月用のしめ縄と鉢花。予想外の高値

がつく、大丈夫だろうかと余計な心配までしてしまう。クラブ運営に随

分寄与しただろうと、余計な勘繰りまでしてしまう。 

 大いに盛り上がったあとで、今度はビンゴゲーム大会。時間短縮のた

めに色々な配慮をしたはずが終わってみると余り変わらない。お子さん

の面倒を奥さんに委ねて取り

仕切ったＬ二村哲史の洒脱な

進行が時々脱線する故であっ

た。 

 テールツイスタータイムに

入ってもその勢いは続く。こ

こまで来ると、誰にも止めら

れない。お任せ状態だ。 

 最後は記念撮影をし、お開

きとなる。楽しく大笑いし、美

味しい食事に満足し、大きな

土産を手にしてホテルを後に

する。 

 外の冷たい風が何故か心地

よい。実行委員の皆様ご苦労

さまでした。楽しいひと時に
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野球少年たちが楽しみにしている羊ヶ丘ライオンズ旗争奪の少年軟式

野球大会の季節が巡ってきた。９月の８日から２９日までの３週間の間

の休日４日間で２１チームが真紅の優勝旗を目指して戦う。 

開会式の９月８日、場所は太陽グループ少年野球場。晴天とはいかない

が野球をするには暑さから身を守れるまずまずの天気と言える。 

選手入場では、女の子が混じっている風景にも違和感を覚えなくなっ

た。最近の女性アスリートの活躍を見れば、何ら珍しい事ではなくなって

きている。選手入場に続き、今年も父母会から当クラブ宛に使用済切手・

書き損じハガキの贈呈が行われた。「サポートハウスみやび」に送られ、

心身にハンディを持つ方の福祉向上に使われる。 

優勝旗の返還が行われ、大会長挨拶に次いで当クラブ会長Ｌ千葉秋彦

の挨拶が行われる。力強い選手宣誓を聞いたあと始球式に移る。 

始球式は会長Ｌ千葉秋彦が行う。用意したグラブを見て、その年季の入

り具合に驚く。学生時代にならした腕前を物語るものだ。 

投球は勿論ストレート。すっぽりと捕手のミットに収まる。 

２週間後の２９日、場所を「つどーむ」に移しての準決勝・決勝が行わ

れた。少年野球とは言え、スリリングな試合が続く。 

優勝旗を手にしたのは「新琴似スラッガーズ」。初優勝である。優勝旗

を手にして恥ずかしがる姿が初々しい。 

今一歩優勝に手が届かなかったチームにも個人表彰を含め、数々の賞

が授与された。どうか、思い出のコレクションとして大切にして欲しい。

大人になった時に、その価値が分かるだろう。 

閉会式では地区ガバナーＬ小野寺眞悟の挨拶があり、ガバナー賞の授

与が行われた。「他の大会にはない、爽やかさを感じた」との言葉が私た

ちの胸に響く。 

一方、会場の外では日本赤十字が献血バスを差し回し、献血のお願いが

続く。今回は、はまなす協会と当クラブから献血お礼を用意した。少しで

も善意に報いることができればとの思いである。 

お蔭様でご協力を頂いた人数は１００名に迫るものであった。 

今期の少年野球アクティビティは終了した。主催者でありながら、運営

の全てを「はまなす協会」にお願いしてしまった。改めてお詫びとお礼を

申し上げたい。 

６年生は卒業によってチームから抜けると聞く。野球を続けるにしろ、

別の競技に向かうにしろ、今日の一日を忘れることなく前に進んでくれ

ることをオジサンたちは願っている。 

少年軟式野球大会           2013.9.8 ～ 2013.9.29    
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暑中家族会                    2013.8.4   

 今まで暑中家族会と言えば、バスを仕立てて遠出していたが、そう

いった類のイベントは参加者が少なくなってきた。当クラブも高齢化

の波に抗う事はできず、長距離移動が困難になってきたのである。 

 そこで、実行委員長が考え出したのは、近くで時宜を得た企画。   

 ミュージカルがあるじゃないかとの結論に至ったと聞く。 

 裏を暴露すると劇団四季からの強烈なお誘いがあったとのことだ。 

「美女と野獣」鑑賞の企画を発表したところ、家族会員・ライオンレ

ディからの申し込みが多く寄せられた。 

 今まで考えもしなかった参加者が女性の方が多いと言う事態となっ

た。女性はミュージカルがお好きと言うことか。 

 例会と昼食のため北海道四季劇場の近くの会場を探す。意外とホテ

ルは歩くには遠い、何とか近くのレストラン「マルシェ」と交渉し、特

別メニューを誂えてもらう。大通公園を見下ろせる絶好のロケーショ

ンで参加者には、先ず昼食に満足していただいた。 

 昼食後、５分程歩いて目的の四季劇場に着く。正面から見るのも始め

てならば、入るのも始めて。ましてや、ミュージカルなるものを劇場で

観るのも勿論始めて。 

 ストーリーは予備知識として何となく入っていたが、次から次と現

れる大仕掛けな舞台に圧倒される。成程、全国各地で人気沸騰している

理由が分かった。華やかさとスケールの大きさは、テレビや映画では伝

わらない。本物は違うとの実感。 

 歌舞伎や演劇と違って、予備知識を必要としないのが嬉しい。純粋に

楽しむことができる。北海道では札幌でしか上演していないのだから、

全道各地から鑑賞のために札幌を訪れる人がいるかも知れない。 

 ならば、一歩進めて海外から北海道観光のついでにミュージカルと

言う試みもあって然るべき。 

 日本人だって、パリに行けばオペラ座を見たりムーランルージュに

行く。ニューヨークではブロードウエイだろう。 

 最近増えている東南アジアからの観光客に対するツアーに組み込む

のも悪くない。自分でも経験があるが、建物や自然を眺めたりショッピ

ングばかりの観光は案外と印象に残らないことが多い。 

 言葉なんか通じなくたって構わない。良いものは言語の壁を突き崩

す。自分自身の感動はいつまでも記憶の中に留まるものなのだから。 

 とは言っても、気軽に足を運べるような値段ではないのも事実。そう

いった意味でも実行委員に感謝の意を伝えたい。 
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珍しい事が起こった。過去の例会では、何かしらタイトルをつけた例会

が開催されてきた。それが、今回に限り何もない。 

実は、本来はゲストスピーチ例会の予定であったが、予定していたゲス

トの都合がつかず、そのまま例会の開催日を迎えたと言う事である。 

それにも拘わらず、例会の出席率は８５％と極めて高い。この辺りが当

クラブの良さと言えるだろう。 

テーマがなくても、例会は進行する。次の例会の予定や幹事報告等々、

それぞれの場で、程よい説明事項は出てくる。何もないので、解散と行か

ないところが面白いところと言える。 

１１月は当クラブメンバーの誕生日が集中していることに改めて思い

至った。紹介されて、前に出た会員が祝福する会員よりも多かったこと。 

次回からは集中誕生例会とでも銘打った方が良さそうだ。 

この報告を書いている今となっては、報道されることも少なくなった

が、メニューの表示偽装問題。私たちが例会を行っている札幌パークホテ

ルでも問題が発覚してマスコミから厳しい目を向けられた。 

そのことに関し、総支配人から謝罪の言葉と今後の対応に対する説明

があった。適正表示についての問題はあるものの、沈静化した今となって

は過剰に反応しすぎたとの弁も聞かれる。 

正確に表示するためには、コンビニの「サケ弁」は「トラウトサーモン

弁当」にしなければならないと言う。「トラウトサーモン」とはニジマス

のことだ。 

出世魚の「ブリ」はどこから「はまち」でどこから「ブリ」なのか。ま

た地方によっても呼び方が違う。どうも我々は、針小棒大に考えすぎる。  

最初に問題が発覚したホテルでも、返金する等とクソマジメな事を言

わずに、１か月間半額セールでもやれば良かった。返金するコストを考え

たら、それくらいの経費は捻出できただろう。 

と、言うように世間の常識から外れたことを考えている間に、議事は進

みクリスマス家族会の企画へと移っていく。 

アトラクションはゴスペル演奏らしい。ゴスペルと言えば、アメリカ映

画「天使にラブソングを」の自由奔放な尼さんを思い浮かべた。 

これは期待できる。もしかすると、クリスマス家族会の席で出席者が踊

り出すかもしれない。 

あれこれ考えているうちに、テールツイスタータイムを迎え、何故か知

人のスピード違反の話が自分自身のことに間違われてしまった。日頃の

言動のせいと反省している。みなさん、安全運転で。 

テーマなし例会                 2013.11.12     
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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      

 ● 午年 

 今年は午年、年賀

状には様々な馬が

踊っていた。戦国時

代の武将たちは、こ

んなに立派な馬に

乗っていたのか。 

 どうもそうではな

いらしい。古来の日

本馬は野生種を家畜

化したもので、道産子のような背の低い馬だった。  

 明治以降、軍馬の需要が高まり海外馬との交配の

末、サラブレッドが生産されるようになる。当時の

武士の体格も我々よりは劣っていたから、時代劇に

出てくるような颯爽としたではない。 

 全国各地にある、騎馬像もスラリとした体形の馬

に堂々と跨っているが全てが誇張と言える。 

 皇居前の楠正成公も仙台

の伊達正宗公も、あんな足

の細い馬には騎乗していな

かった。 

 有名な白馬を乗りこなす

ナポレオンも実は乗ってい

たのはロバだったと言う。

足が短く馬を乗りこなせな

かったらしい。 

 

● 力本（ちからほん） 

 阿川佐和子の「聞く力」が

ベストセラーになって、その

後続々と～力とタイトルが付

いた本が発刊されている。 

 この「聞く力」によれば、

大半は相手に自慢話をさせれ

ば喜んでくれると言いきって

いる。 

 これら力本の中では、姜尚

中の「悩む力」が一読に値す

る。新書なので昼食代で買え

る。 

 働く理由は、生活の糧を得ると同時に社会の中で

自分のアテンション（注目度）を得る事と言ってい

る。また、生と死についても著者の考えを述べてい

る。硬いタイトルではあるが一気に読める。 

 ただし、この類の本は玉石混淆が多いので安易に

本屋に走らない方が良い。 

● トルネード殿堂に入り 

 元近鉄の野茂秀雄がプロ野球

殿堂入りを果たした。史上最年少

だと言う。 

 1995年にアメリカ大リーグのロ

サンゼルス・ドジャーズとマイ

ナー契約を締結して渡米する。 

 当時は誰もが無謀と言い、成

功するはずがないと思ってい

た。 

 しかし、打者に背中を見せる独

特のトルネード投法で三振の山を

築き、「ミスターＫ」と呼ばれた。 

 大リーグ在籍中に１２３勝をあ

げ、日本人プレーヤーが大リーグへ挑戦する道を拓いた。 

 彼がいなければ、イチローも松井もダルビッシュも海を渡

らなった。マー君もそうだろう。 

 ところで、野球殿堂は何処にあるのか。東京ドームの隣に

ある。野球と言えば「ジャイアンツ」の時代に建てられたから

仕方ないだろう。以前、日本ハムが後楽園を本拠地として

いたのとは縁もゆかりもない。 

 

● ナイヤガラ凍結 

 北米最大の滝、ナイ

ヤガラが凍結してい

る。２０年来の寒波の

影響だそうだ。 

 簡単に見られる光

景ではないので、金

と時間に余裕のある

方は是非この目で確

かめる事をおすすめ

する。 

 北海道でも寒気と降雪が続いている。これらの原因が地

球温暖化と言うのだから驚く。 

 海水の温度上昇により、大陸の偏西風が北側に押し上げ

られ、その反動で日本や北米側で南に下がる。そこへ、北極

の寒気が入り込み、異常な寒波

が襲来する。（図の青線が冬の

偏西風、赤線は夏の偏西風） 

 にわかには信じ難いが、気象

学者が言っているので間違いは

なさそうだ。要するに、我々は

ジェットストリームの気ままな

シーソーに翻弄されている。こ

いつを小さくすれば良いのだ。  
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 あけましておめでとうございま

す。今年は、東京都知事選やソチ

オリンピック等、慌ただしく始ま

りそうな予感がします。 

 先日の日銀発表では、全国すべ

ての地域で「景気回復」と報告さ

れました。喜ばしい事とは思いま

すが、まだまだ業種ごとに格差は

ありそうです。 

 さて、新年第１号となる今回の

会報では、少し編集方式を変更し

ました。各ページの写真説明を省

きました。 

 新聞等と異なり、掲載される写

真の内容は会員皆様が既に知って

いる事ばかりのはず。少しでも多

くの写真が掲載できればとの苦肉

の策です。 

 さらに何故か、クリスマス家族

会と暑中家族会の記事が同一号で

掲載される季節感を無視したもの

となっています。 

 ひとえにＰＲ委員長の怠慢と受

け止めて下さい。 

 第２７期も折り返し点を過ぎま

した。アクティビティが続き、外

での活動が多かった前半に比べ、

これからは、屋内でゆっくりと討

議を深める事ができます。 

 クラブ運営について、じっくり

と話し合える良い機会と感じま

す。 

 とは言え、直近に迫った「雪ま

つり献血よびかけ」では、寒い中

を右に左に駆け回ります。 

 札幌市民の「お・も・て・な・

し」が内外の観光客に感じて貰え

る絶好の場となります。 

 風邪をひかぬように張り切って

参加したいと思います。 


