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平成２６年３月５日、浦添てだこライオンズクラブ３０周年記念式典のお祝

いへ当クラブより千葉会長、上西Ｌ、橋本Ｌ、山﨑Ｌ、菅原Ｌ、照沼Ｌ、Ｌ堀

岡の計７名で沖縄へ行って参りました。 

 山﨑Ｌが何度となく旅行されている沖縄のお薦めポイントを組み込んだ『旅

のスケジュール』を満喫して参りました。  

 

３月の北国札幌より、羽田経由にて那覇空港に到着。そこには、仲西佑之郎

会長初め諸先輩の浦添てだこライオンズクラブの皆さんのお迎えを頂き、準備

してくださったお車にてラグナガーデンホテルへ移動。 

車中は、遠足状態で気持ちが高揚し会話が止まりません・・・。はい、上西

節をたっぷり堪能させて頂きました。顎とほっぺが筋肉痛です。 

ホテルに到着し、式典までの間、内緒ですけど・・・ある部屋で前準備とい

う事で酒盛りで式典に備えました。一方で、照沼Ｌはプールにて運動をし食事

前にある値を下げるべく健康管理にいそしまれたようです。くれぐれも内緒で

す。  

 

■いよいよ式典、盛大な式典でございました。 

浦添市議会・又吉議長も祝辞にて登壇、地区ガバナーＬ肥後光春が場を盛り

上げてくださいました。肥後ガバナーの声が・・・何か音域があると皆さんご

挨拶を耳にされた方は感じました。（後で分かったのです・・ご職業、お坊さ

んでした。） 

記念アクティビティのご紹介・贈呈等と続き、今回の３０周年のお祝いに同

席できなかった故大高Ｌの想いが道半ばであったとご紹介されてました。浦添

てだこライオンズクラブさんの絆を感じるシーンでした。 

各地区からのライオンがご参加されそれはそれは盛大な３０周年式典でござ

いました。 

 

■二日目 プロペラ機にて、一路、久米島へ 

ランチに産量日本一を誇る車エビを堪能。出荷期間は、11月から翌年5月ま

で。海洋深層水とは水深200m以上の深さの海水で、およそ2000年もの時間をか

けて地球をゆっくりゆっくり循環しているといわれています。久米島の海洋深

層水は水深612mから引いているので、深海ゆえに高水圧がかかり、それがまた

ゆっくり動く深海の水を自然に熟成させています。しかも、陸や大気による汚

染もなく、表層水の細菌などの微生物はわずか1～10％という脅威の数字。 

いかに純粋でクオリティの高い水かがわかります。もずくが大人気となり、

橋本Ｌは、奥様に現在もご自宅で作ってもらうほど。健康第一主義の札幌羊ケ

丘ライオンズクラブとしては、充実したお食事となりました 

タクシーの運転手さんが野球帽、それを見つけるやいなや『そうだ、ここは 

東北楽天のキャンプ地』と上西Ｌ・・・ 

浦添てだこＬＣ結成３０周年記念式典参加     Ｌ堀岡 咲枝  
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・国指定重要無形文化財 上江洲家  

具志川城主の末えいである上江洲家は、代々地頭を勤めた旧家。綿糸やお

茶等の栽培を促進し、特に紬の製法を住民に普及させるとともに、貧民の救

済、国王への献納など数々の善行をしたことでも知られている。重要文化財

に指定されているこの上江洲家の住宅は、「石垣殿内」と呼ばれている屋敷

構えで、屋敷の周囲は、立派な石垣で囲まれています。１７５４年に建てら

れたこの屋敷は一番座、二番座といった座敷から土間、竃（かまど）富裕の

象徴でもある豚小屋まできちんと保存されています。写真① 

 

・泡盛 久米仙  

その昔、夕暮れ時ともなると絶世の美女が現れ、野良仕事帰りの若者達に

神酒をふるまっては、言い知れぬ酔い心地へ誘った。人々はこれを宇江城に

住む仙人の仕業と噂しました。「久米島の久米仙」の名は、その「久米の仙

人」の言い伝えにあやかって生まれた現代の神水です。古酒。写真② 

 

・国指定天然記念物 久米の五枝の松 

松は上方に伸びるが、久米の五枝の松は四方に伸びていました。写真③④ 

 

■三日目 宮古・宮古海中公園  

ダイビング時と同じように海中を楽しめる色とりどりの魚達がこちらを見

学、なにせ相手は、泳いでいる状態でカメラアングルになかなか上手く取れ

ず。写真⑤ 

さて、地上へ戻る階段の段数をそろそろ考える時を迎え、そこはダンディ

に悠々と昇降機で移動『おまたせ～』。バリアフー対応の海中公園でした。 

ランチは北海道米使用のうなぎを頂きました。 

先に札幌へ戻る組は那覇へ戻り、ＤＦＳギャラリア沖縄でショッピングタ

イムを頂き、その後ステーキハウスへ。内緒ですけどあるお二人は、３００

ｇ（二人分）のステーキをぺろり。エネルギッシュさを目にする事となりま

した。 

そして最終日、千葉会長は那覇発１番機にて羽田へ向かう予定で早めにホ

テルをチェックアウトされたのですが・・・『まだ空港におります』とメー

ルが届き、どうやら飛行機整備が整わなく欠航とアナウンス。そこへ２番手

帰札組到着。追いついた事になってしまい・・・ 

今回初参加で札幌羊ケ丘ライオンズクラブの先輩と旅を共に行動させて頂

きました。スケジュールを組んで頂きました山﨑Ｌの心配りの中、移動の機

中・車中は上西Ｌの広い知識を交えてのダジャレ、橋本Ｌのスペシャルな旅

行経験談等々、始めての自分は緊張の面持ちはどこへやら・・・ＤＦＳギャ

ラリアでは沖縄良好、最高！を満喫。先輩の皆さまに感謝です。まだ経験さ

れていないライオンさん、是非ご参加ください。また、違う旅行の時間をエ

ンジョイできます。 

① ② 

③ 

④ 

⑤ 
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風薫る５月とは程遠い冷たい雨に見舞われた５月１８日、６０回目となる

３３１－Ａ地区の年次大会が開催された。当クラブを含む第２Ｒは大会運営

のホストクラブに登録されており、代議員部会の担当となっている。 

代議員会の登録受付が午前９時からとなっており、担当委員の集合は１時

間前の午前８時。日曜朝のこの時刻と言えば、普段ならば夢の中。眠い目を

こすりながらも、代議員登録の業務をこなす。対象となるリジョンが第５、

第６のためか、代議員の出足が遅い。ある時刻を過ぎると一斉に殺到する。

おそらくバスを仕立てて会場入りをしたと思われる。 

代議員会の様子は知る由もないが、会場から出てくる代議員の顔つきから

は、提案通りに可決した事が読み取れる。所謂シャンシャンと言うやつだ。  

午後１時から年次大会の式典が始まる。この日のメインイベントである。

配布された記念誌によると、参加者は１４００名余のはずだが、会場は空席

が目立つ。控えめにみても、１０００人を割り込んでいる。年ごとに、この

傾向は顕著になっているようだ。 

式典は３部に分かれており、第１部が挨拶と報告、第２部が各種表彰、第

３部が次期ガバナーの紹介となっている。流れは、毎年の事なので変わって

いない。その中で、どれだけ盛り上げていくかが手腕の問われるところ。 

会員減少で予算が限られる中での大会開催の厳しさは十分に認識してい

るが、その部分が協調され過ぎてるとの印象を持ったのは私だけではない

筈。ホームページでも指摘したが、ライオンズヒムの歌詞を間違えて投影す

る等の不備もあった。 

一方で、来賓として挨拶された高橋はるみ北海道知事、第６０回大会と言

う事で道内Ａ・Ｂ・Ｃ全ての地区に出席し挨拶を述べたそうである。わが札

幌市の上田市長は今回も副市長が代理出席。忙しんだろうね。 

第２部での各種表彰では、当クラブのアワードは１個。「書き損じはがき

収集活動・優秀賞」のみ、数の多さを競うものでない事が分かっていても、

残念な気持ちは否めない。 

第３部に移り、次期ガバナーの紹介に移る。現時点ではガバナーエレクト

（選出される者）との扱いであるが。 

この次期ガバナー紹介を以って、活動の実態は翌年度へと移っていく。新

スローガンは「新たな未来への継続」である。 

新しい明日へ向かって、何かが起こり得る事を想起させるスローガンであ

る。挨拶のなかでは、やはり会員増強が最大のテーマであるとの印象を受け

る。当クラブ自体のテーマである事と受け止め、来期へ向かって邁進して行

かなければならない。 

ところで、今大会の懇親会であるが当クラブは出席を見合わせた。理由は

敢えて上げないが多分周知のことであろう。     （記Ｌ井上 定幸） 

第６０回地区年次大会               2014.5.18    
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お花見例会                   2014.5.13   

 北海道の５月と言えば、花見である。大体は連休中に桜が満開になると

相場が決まっている。但し、それは屋外での話し。 

 当クラブのお花見は、空を見上げてと言うのは想定の中にはないらし

い。今年もススキノ界隈で会場を探した。 

 場所は、狸小路３丁目。地の利は抜群。会長自らが探し当てたのは「北

の魚づくし」。魚料理を満喫できそう、例会参加者の期待がふくらむ。 

 地下へと降りる階段には、歓迎の文字が英語・繁体字・簡体字・ハング

ルで書いてある。ライオンズクラブにふさわしい国際的な店である。 

 既にテーブルには、盛り合わせの料理が並んでいる。横には上品な献立

を記した紙が、もしかすると、懐石かもしれない。 

 定刻に例会が開始され、会長の挨拶のあと、幹事報告に続き「ウイ・サー

ブ」に移る。 

 その後は、次々に出てくる料理に舌鼓を打ちながら、何時もの通りのワ

イワイ・ガヤガヤ。酒が進めば話もはずむ。 

 献立に書かれてある「強肴」の読み方に話題がとぶ。「つよさかな」と

読むもの、「ゴウコウ」じゃないか、「きょうさかな」と議論が伯仲する

うち、板前さんに訊いたところ「しいざかな」との解答を得る。 

 また一つ知識を増やしたと思うか、日本のこころを軽んじていた己に恥

じ入るか。ホームページには、解説を載せておいた。 

 宴も終盤に差し掛かった頃、この店のオーナーから挨拶を頂戴し、今後

とも宜しくとの言葉をいただく。 

 実は、古いメンバーとは旧知であり、当クラブへの入会を予定している。

実に有難いことである。そして、「ごちそうさまでした」。   

ゲストスピーチ例会                2014.3.11   

 今回のゲストスピーチ例会は、私たち各種イベントでの持ち帰り品でお

世話になっている株式会社丸亀の若月英晶（わかつきひであき）社長で

す。扱っているのは、羅臼産の鮭です。特にさしみ鮭が名産とのこと。 

 紳士然とした風貌に似あわず、鮭は北海道でも羅臼が一番と熱く語り、

他産地の業者が聞くと喧嘩になるのでは言う話が次から次と飛び出す。 

 加工については、あくまでも自社社員による手作りにこだわり、しかも

冷たい水の中で鮭を痛めぬように素手で扱っているとのこと。 

 さらには、販売についても直営店のみという。買い付けにも社長自身が

羅臼まで赴き、何日も泊りがけだと言うから度を越しているのではと思わ

せる。なるほど、納得。 

 紹介ビデオでは加工の様子を余すところなく説明いただき、何気なく食

している鮭の奥深さにいたく感動した。 

 さらに話題は鮭から鱒へと移り、産地についての話がさらに続く。釣り

を唯一の趣味と豪語する会員からの質問にも丁寧に答えられ、最後は釣り

談義の様相を呈していた。 

 さて、当日は東日本大震災から３年目を迎えた日であった。朝から報道

でも取り上げられていたが、まだまだ収束していないとの感を強くした。   

 普段は笑いの中で進むテールツイスタータイムが、哀悼のメッセージが

多く含まれていたのは言うまでもない。未だに行方不明者の捜索は続いて

いるが、規模が徐々に縮小されている。家族にとっては、一日一日が永く

辛い事だろうと思われる。改めてお見舞いの言葉を捧げたい。  
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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      

 ● ゴジラ６０周年 

 ゴジラが公開されて今年で

６０年。当時ためた小遣いを

はたき友達と見に行った。大

いに興奮した思い出がある。 

 そのゴジラの魅力は、息

子・孫にも連綿と伝わってい

る。誕生の背景には、ビキニ

環礁で行ったアメリカ軍の水

爆実験がある。この水爆実験

により、操業中のマグロ漁船

第５福竜丸が被曝し、無線長が死亡している。 

 水爆の放射能が海底に眠る恐竜の卵を孵化させ、

巨大化したゴジラとなり東京で暴れまわって首都を

破壊する。当時の最大の建物と言えば国会議事堂く

らい、そいつを食いちぎった。 

 折しも日本では、福島第１原発が放射能漏れの過

酷事故を起こしており、単なる怪獣映画と笑い飛ば

すわけにはいかない。 

 

● ワイルドスワン 

 新刊本漁りに疲れ、古本屋に出向くことが多く

なった。そこで出会ったのが上下巻に分かれたこの

本。文化大革命前後の中国共

産党の狂気にみちた支配構造

を描いている。特に毛沢東が

自分をおびやかす恐れのある

知識階級の人々を粛清してい

くさまは凄まじい。 

 著者は中国四川省に生ま

れ、現在はロンドンに在住の

ユン・チアン。 

 この本を読むと、如何に中

国は権力に都合よく事実を歪

めてきたかが分かる。現代中国の底流に流れる考え

方の基本がそこにある。 

 庶民の出世願望の行きつく先は役人だと言う。何

故なら賄賂で優雅な暮らしができるから。 

 天安門に毛沢東の大肖像が掲げられている不思議

も何となく理解できる。権力集中の象徴なのだ。そ

こで２５年前に天安門事件が起こった。それさえ、

今ではなかった事のようにされている。 

 これが孔子を生んだ国なのかと疑問が湧いてく

る。もしかすると、孔子は日本人だったのじゃない

か。もちろん、この本は中国では発禁になっている

し、持ち込むと公安に連行される。 

● Ｗｉｎｄｏｗｓ/Ｘｐ 異聞 

 ４月９日にマイクロソ

フトのWindows/Xｐのサ

ポートが終了した。 

 その当日、札幌市内

のパソコンショップから

パソコンが消えた。 

 半年以上も前から言

われていたことなの

に、前日にマスコミがこ

ぞって取り上げたことが原因。翌日には、また元に戻ったの

だから、何とも不思議である。 

 どうも、マスコミに踊らされる国民性の故かも知れない。

動かなくなると誤解した人も多かったようだ。そんなことは

ない、我が家でも1台は十分現役として活躍している。 

 

● めがね 

 近頃はメガネを家で外す

ことが多い。過日、テレビの

映画を見ようとしてメガネ

を探した。何処にも見当たら

ない。 

 一大事と思ったが、何のことはない既にかけていた。よく

額に載せていてメガネを探す笑い話を耳にするが、装着し

ていたのに探していたのだ。家人も腹を抱えて笑っている。 

 順調に進んでいる事を感じた一件であった。 

 

● だいち２号 

 ５月２４日、陸地観測衛星「だ

いち２号」の打ち上げが成功し

た。 

 日本のロケット打ち上げ技術

は大進化を遂げ今回で、成功率

は９５．８％となり。海外からの受

注が期待される。 

 識別能力は１０ｍから１～３ｍに向上した。地上の車の車種

まで分かるほどだ。大規模災害時の早期救援につながると

期待されている。打ち上げ総費用は３７４億円。 

 この部分がヨーロッパ勢との競争で懸念材料とされてい

る点。品質は高いが、値段も高い。このところグローバル競

争で負けが続く点と共通している。 

 また初代の「だいち」は、東日本大震災の２か月後に電力

異常で運用停止している。一番大事な時期に使えなかった

訳だ。電力異常とは、太陽光パネルかバッテリーの故障。こ

の部分の改良が衛星の寿命を左右する。 

 ボーイング７８７の長期運行停止もバッテーリーが原因。 
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 今日も暑い一日です。北海道で

３７℃以上の気温を記録するなど

「もってのほか」とか言いようが

ありません。 

 景気を熱くと煽りたてているア

ベノミクスの第３の矢ですが、私

たちの処まで届きましたでしょう

か。消費増税が実施されただけと

の巷の声も聞こえます。 

 今期最終号となる第７９号の会

報をお届けします。 

 いつも原稿書きに呻吟している

私に今回は有難い助っ人が登場い

たしました。Ｌ堀岡咲枝の浦添て

だこＬＣ認証３０周年式典参加の

投稿です。 

 敬意を表して巻頭に掲載させて

戴きました。有難うございます。    

 次期は幹事として、さらなる協

力をお願い致します。 

 今期のＰＲ委員長としての仕事

の大半もこの会報の発行を以って

ほぼ終了となります。 

 次の方へと思った時に、後ろに

誰もいないことに気が付きまし

た。来季も同じ職務を引き受ける

事にいたしました。 

 会員の皆様には新味もなくダラ

ダラと続く私の駄文にさらに１年

のお付き合いをお願いしたく思い

ます。 

 先月、札幌でも花見の時期を逸

した頃に近くにある平岡公園に梅

の花を見にいきました。20年ぶり

のことです。華やかな桜の花の絢

爛さとは違う優しさを味わってき

ました。 

 来期も華やかでなくとも、存在

感のあるＰＲ情報誌をこころがけ

てまいります。有難うございまし

た。 


