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今月号の読みもの

○第二回アジア大会が愈々ゴールに飛び込み世界のラ

イオンズ注視の裡に幕を開けた。集まる者500有余

名，L運輸大臣，各国大使，東京都知事の御臨席を得

て，アジアライオンズの閲き握手がかわされ，台湾海

峡に1暗雲閉すとき，広く人類の幸福の為に，平和の為

に，政治を超えた友愛情神のたくましさを鮮かにさし

示したのであ⇔た。

　Ijoni8m　Oロthe　M8「ch　in　A8i8一標語の如くライ

オニズムのアジア進出一読者に贈るアジア大会記事

一感激の余韻を願わくばきき絵え！（14頁）

○国際会長D．Lsimm8の論文一目的達成の信条

一われわれの言いたい事をずばりと深く探りあてた

名文一ライオニズムはよく宗教で無いと言れてい

る。宗教を超越したものだと従来言われて来た。然し

宗教がわれわれに教える数々の事柄を如実に具現して

見せるものこそライオニズムだと喝破する。永生を信

じるものに向上心が生れる。日々全うする心が生じ

る。宗教を超えて宗教を具顕するものは何ぞ一御必

読を。（8頁）

OR・Iby　Keaton氏の論文，今月号は『先入観念』

固定観念の奴隷とな⇔て人はしぼんで失う。叉人を殺

して失う。偏見が人を損ねる悲劇をまざまざと感じさ

せるKeaton氏の力作。協調し，和解し，人生の嵐に

あワても身をかがめてそれに耐える人一虚心坦懐の

人をクラブは待つ。（10頁）

○中沢ガバナ←の哲学一高校野球記一ライオニズ

ム精神と野球精神の源流を同じくすると言うガパナー

の永年の体験の結論一（13頁）

○ぐんぐんのびる日本ライオニズム　Ext6n81‘m，　A6－

tivity欄はわれ等の喜びと感激の頁。（43頁）

○クラブ誕生の歴史，今月号は神戸クラブ，前月号の

横浜クラブに比し淡々たる歴史，時代の要求に応じて

生れるべくして生れ出た日本のラィオンズクラプの標

準的誕生タイプとも言うべきか。共に日本の古き開港

場の神戸，横浜の性格を思い浮べて面白い。国際代表

を生んだ神戸クラブの未来がたのしみだ。　（36頁）

○ライオンダィジエストは思いの外好評である。ラィ

オンズクラブには無くてはならぬ丁曲t劒の性格解

剖。（38頁）　　　　　　　　　　　　（岡野）
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常務取締役水田進（ラ伺ンズ会測
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302地区 ライオンズ
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鷲羽山の写真によせて

　8月ド旬東京302地区事務局を訪問1，た

節，日本語版　ライナン誌’，の表紙に鷲羽

川の写真を出Lて丹うよう依栢した。

　この写真で思い出す事ぱ，先年12月フイ

リツピンマニラ市で第1回アジア大会があ

つたおb，児島クラブから現会長橋本米治

ライオン（叶時第一副会長i）が渡比L，12月

15rl夜，大統濱官邸で大統債の招宴があつ

たとき，1∠橋本は児島10長中村純雄氏（ラ

SETO　INLAND　SEA；
　　★V工EWF1ωM

イオン・メンバー）から托された鷲羽川の

大写堤を1・撫原の通訳で，‘‘児島市という

人口7万位の小ざな剤i市の市長から大統領

に附つて侭れるよう，L・橋本が持つて来

た。鷲羽lllは大汲から125マイル先で，世

界に冠たる風光明姻の所であるカら，「1本

を：i崩tたときは准非守：寄つてもらいたい，，

…… ﾆ按拶して，日本から同行した人達か

ら，私達（…ざえ，よく知らなかつた鷲羽lll

をアジア各国力代撚二紹介1，たことは大外

交だと嘆τξされたと報告ざれた事ぐある。

　NATI（PNAL　PARK
MTj．　WASY　UZAN
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ガバナー中沢良夫
　　京都市上京区塔ノ段桜木町453

幹　　　　事　村　上　　　驚
　　京都市右京区竜安寺西ノ川町21

会　　　　計　高橋　　　巌
　　京都市左京区竹厘町通川端東入東竹厘町

デピュティガサー　菊　地　勝夫1

　　函館市弁天町75

デピュティガノサー塩原有
　　東京都港区麻布笄町98

デピュティカンサー小寺勝昌
　　岐阜市御手洗町385の4

デピュティガサー橘　直治
　、席岡市守山241

デピュティガサー野崎金衛
　　豊中市本町6の179

デピュティガサー糸川成辰
　　広禽市安芸郡府‘｜ハ●∫3595

デピュティガサー橘　亮吉
　　徳島市寺島本町西3の16

デピュティカンサー井上　東
　　久留米市櫛原町18

カウン七ラー石川欣一
　　東京都杉並区阿佐ケ谷6－156

カウンセラー岡部五峯
　　神戸市垂水区塩屋町天神ケ平335

カウン七ラー進藤竹次郎
　　宝塚市仁川高台

カゥン七ラー高橋貞太郎
　　銀倉市小町453

カウン七ラー原　勝巳
　　岡山市厳井1171

国際代表葛野作太郎
　　神戸市兵庫区tllヨ三町1－2

日本事務局長　岡　野　昌　畏

　　ライオン誌・スタッ7

編集責任者豊田治助
国際協会代理加藤栄治
ビジネスマネージャ
　　　　　　　岡　野　昌　長
一及び編集長
　　　　　　　　　　’

　鷲羽山は海の銀座瀬戸内海国立公園の特

別域に指定されている内海随一の展望台で

ある。標高僅かに100メートル余りに過ぎ

ないのだが徳富蘇峰が弩付けた‘‘鐘秀輝，，

に立つと，遠く四国の山々を背景に清澄な

備賛瀬戸に浮ぶ，大小50余の島瀕は一幅の

絵画の如く，内海の代表泊景観が展開され

る。先般302地区大会で御来観顯つたライ

オン・ライオネスの方々は想い出Lていた

だけると存じます。
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変オか数＿手とタ断設ピ素使新
経よら力単にてブ然計’晴つ型
済り’月2入もル優に音して高
的も電も型る便用れよ響くあ性
でず気お3懐利：てり効’り能
すつ代聞本中で卓お’果大まト
゜ごはき4．5電す上り音を型すラ
　安電にV灯゜用ま量考スかン
　〈灯な）用ごピす’慮ピらジ
　っ線れで乾こし゜音し1感ス
　きラま：電でてポ質た力度タ
　大ジす・池も：1が’1がを ！用

超遠距離型オールウェーブソニーい行す大と1おあ度力
TR－88￥16，500（皮ケース付）

ソニー株式会社（東京都品川区北品川6－351）

にごなてはまゆいなト
T旅人’本する・らラ
R行気ス格゜点’でン
1やをポ的特で経はジ
88’集｜高に御済のス
をこめツ感オ満性設タ
お家てフ度1足と計専
持族おアのルをいは門
下れりンもウ得・”メ
さのまののエて’感1

°楽゜変しブリらと1

カタログ呈（SS係）



コンテスト入選発表　去る3川剛際理‘」桧が，LO（10ドルの懸賞金をかけて募集した新会員σ）教化及

　び入会式に関する二つの論文コンテスト（ll本地区会報ライオン3月りφ14頁参照）の審査結果はド

　記の通りてある。

　　新会員教化案　一等＄10）＝・〃n州ペンチューラC。　二等＄50（三席）一コロラド州デンバーC，

　　オハイオ州トロイC，ウィスコンシン州マジソンC。三等＄25（六席）一加州1グレンデイル，サ

　　ンタバーバラ，ペンシルバニア州ノースサバーバン，カンサス州ウィチタ，ノースカロライナ州

　　シャーロット，スエーデン，ゴーテンバーグの各C。四等＄10（10席）一イリノイ州スプリング

　　フィールド，加州サンディエゴ，ワイオミング州ララミー，ワシントン州バンクーバーニュー

　　ヨークグーベナール，バージニア州リッチモンド，ノースカロライナ州サマービル，ニューハン

　　プシャー州プレイストウ，パリ（仏），オンタリオ（カナダ），リボルノ（伊）の各クラブ。

　　入会式　1等＄101）（一席）一オハイオ州トロイC。　二等＄50（三席）一メリーランド州カレッ

　　ヂパーク，フロリダ州ジャクソンビル，並にシムリシャム（スェーデン）の各C。三等＄25（六

　　席）一ワイオミング州チェイエン，イリノイ州パークフすレスト，ジョージア州マリエッタ，ミ

　　ネソタ州リッチフィールド，カンサス州セヂウィク，ペンシルバニア州ハノーバーの各L．C。

　　四等＄10（10席）一バージニア州アーリントン，インヂアナ州ブルーミントン，ニュージャーシ

　　ー州ワレン，ケンタッキー州ダンビル，アルバータ州（カナダ）エドモントン，イリノイ州エド

　　ワーツビル，ニューハンプシャー州マンチェスター，マサチコ．一セッツ州トーントン，ワシント

　　ン州ウェナッチー，並にペンシルバニア州スプリンケッツベリーの各L．C。（コンテス1受賞作

　　品は追って掲載の予定。）

国際会長歴訪旅程　今月初旬シムズ国際会長夫妻は引続きヨーロッパの各クラブを歴訪，独，瑞，伊

　仏の各国を廻って10刀16－18日，ウエストバージニア州，サルファスプリングに於ける国際理事会

　出席の為一旦帰米，理‘j桧終了後夫妻は再び旅装も新たに，中南米訪問の途にのぼるr定。

計報　前国際理’1〔（19273／））G・II・ヘイスチングス判‘1‘（ノースカロライナ州ウィンストンサレ

　ム出身）は去る8月1011心臓病で死去さる。同氏は1922f卜以来のライオンで最近とみに健康状態が

　衰えたにもかかわらず最後までクラブに忠実で，死の直1萌，水曜llの例会にも出席したのであった

会員拡張努カ月間　10刀はライオンズインターナショナル例年の会員増強川1｛］として指定され，10刀

　中特にこの点に努力を集中することになっている。先月り’でシムズ会長からも伝達された通り，こ

　の期間内に新会口を人れることは取りもなおさず，クラブを史に強固にし，出だしからクラブの奉

　仕活動を推進することになるのである。新会員を適宜委U会に編人してクラブ’∬業の実行而に於け

　ると1司様，それら諸計1而の立案にも参与せしめるならば，ll’llう丸9ヵ刀間というもの彼らはクラブ

　に奉仕することが出来，クラブは立派な‘」櫟成績をあげることが出来るというものである。

クラブ拡張状況　7月3111現在，川界91の国又は地理的領域に亘りクラブ総数13，862，総会員数575，

　1－16、、3ヵ国に新たにクラブが生れ，6月末より105クラブの増加1，
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とこしえの生命あるがごとく大志をいだき…・・

日々自らを全うすれば翌日に死すとも悔なし…

by　DUDLEY　L．　SIMMS

　　　Pre5‘♂ε砿，
　　　　L∫0η3’π’θr朋εξonαε

　私の郷里，ウエストパージニア州，チャ’ルストン

には繁華街の真中に，Y・M・C・Aパークとして名

高い美しい緑の一画がある。この公園は，それと向い

合⇔た美しいY・M・C・Aの建物と共にヘンリ’・

ギャザウエイ・デイビスの寄贈になるものであり，園

内には，チャPルストン市民が彼を偲んで建てたデイ

ピスの像がひときわ高く据えられている。

　ヘンリ←・G・デイピスは東海岸，並びに合衆国の

歴史の上に不滅の一点を印した。父親の背に負われて

彼はアメリカ最初の鉄道，バルチモア＝オハイオ線の

最初のスパイク（鉄道用の大釘）が打ち込まれるのを

見たのである。1842年，彼はB・A・O（パルチモア

＝オハイオ鉄道会社）の制動手として勤務，またたく

間に区画管理者にまで昇進した。彼はバージニア州，

（現在ウエストバージニア）ピードモントの有蓋貨車

に住み，後花嫁の為に新しく家を建てた。

　　　　　　1854年，ピPドモント近くの森林地帯と

　　　　　炭田の開発に伴つて雑貨商を開き，4年後

　　　　　には家業に専念すべく，名残りを惜しみつ

　　　　　つ，鉄道関係のポストを去ったのである。

　　　　　彼はAUegheni田の頂きにある森林地域数

　　　　　千工一力一を買入れ，大規模な製材業を始

　　　　　め，1870年迄には巨満の富を築いた。そこ

　　　　　で彼は最初の志に立ち戻り，2つの鉄道を

　　　　　建設したが，これによりMonong8hel8上

流地域の炭田が開けたのであ⇔た。

　無限の精力に恵まれ，熱烈な愛国心に燃えた彼は，

ウエストパPジニア州代議院議員に選ばれ，187【年合

衆国上院議員となり6年間の任期を続けて二期つとめ

三期目の選挙を辞退した。彼は叉第一回叉び第二回全

米代表者会議の代議員をもつとめ，81才の年合衆国副

大統領に立候補したが落選。1916年，故国の発展への

貢献をたたえられ，生涯を通じての博愛心と善行の故

に人々から愛されつつワシントンDCに於て没した。

享年93才。

　何故私がIL　G・D8visの話などするかといえば，

私は彼から，一種の閻接的影響とでもいうべきものを

受けているからである。長年の間，チャFルストンの

Y・M・C・Aパークから目と鼻の近くにある勤め先

への道すがら，私はいつも彼の像の前を通ってきたの

である。若い頃，私はその像の前に立⇔て御影石の台
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座に刻まれた碑文を憶えたものだ。曰く，

　　とこしえの生命あるがごとく大志をいだき，
　　　　　　　　　　　　あした
　　日々自らを全うすれば竪朝に死すとも悔なし

　この簡単な言葉の中に，手本とするに足る生活の綱

領一目的達成の信条一が盛られていると私には思

われる。

　事業から成果と満足感を得ようとするならば，その

事業そのものが絶え間ない，しかも心躍る様な勝負で

なければならない。およそ，事業とか計画なるものに

終結という事はないのである。何故ならば，向上心に

富み，確固たる信念を抱いた人ならば，その一つの事

業の又は計画の達成によ⇔て更にそれ以上の目的達成

を目ざして，更に新しい地平線を望み，新しい挑戦を

感じるからだ。仕事の達成とか，問題の解決とかは更

に新しい，更に大きな目標への踏石に過ぎないのだ。

人間の精神は困難や試練の克服によ⇔て一層強められ

る様に出来ているのである。たくましい筋肉を培おう

とする人は常により一層の重量で筋肉を試そうと腐心

し，事業における成功を体験して自信を深めた人は，

更に一層大きな目標に望んで自らの能力を試そうと努

力して止まないのである。そして，いやな仕事とか懸

案とか，問題などを次々と征服して行く毎に，それら

のたたかいはだんだん苦痛でなくなり，喜びへと変っ

てゆくのである。

　人が「やれやれ，こんな仕事が一体何の役に立つと

いうのだろう。明日をも知れぬこの世なのに」などと

いうのを諸君もき⇔と聞かれた経験があるだろうが，

自分の向上心の欠如を人の世のはかなさのせいにする

権利など誰にもありはしないのだ。H・G・デイビス

は，あたかも自分が永遠に死なないものであるかの

如くに働いた。そして私は確信するのだが．彼の生涯

は，実り多く幸福な一生であワたにちがいない。何故

ならば，93年の生涯を通じて，彼は常に来るべき歳月

を，有益な奉仕の為の新たにして又心をそそる機会と

して待ち望んだからだ。

　ありがたい事に，私はこのディビスの教訓に習⇔て

いる多くのライオンズ会員と親しくしているのである

が，その人々も叉，あらゆる計画とかアクテイビテイ

が一つひとつ成就していく毎に，自分自身の時間と労

力に対する更に新たな，一層大きな要求が生まれてく

ることを百も承知でいながら，自分達の隣人，社会，

クラブへ奉仕する機会を探し求めるのである。そして

これらの新しい課題や試練を易々として，熱意さえも

示してひきうけるのである。その人々は，人生の喜び

とはその行路における幸福の道標の総合計であること

一日毎，年毎に，人生におけるまことの，そして光

輝ある試練を喜び迎えて生きさえすれば，人間は自分

自身の心の中に，又後世の人々の追憶の中に，永遠に

生きるものであることを，学び知っているからだ。

　チャ←ルストンのデイビス像の碑文中の，「翌朝に

死すとも悔なし」という一一節は，矛盾しているだろう

か？　全然そうではない。生命が突然，何の予告もな

く絶えることは誰にもあり得ることである一しかし

ながらそれだからといって，われわれは，自分の生命

の終焉を予想して自分の努力を怠ったり叉は停止した

りしなければならないというわけはない。よき生涯と

は，総決算の後では，われわれのほどこした親切，友

人との交わり，その行った人助け，感動を与えた人々

一などによって量られるものである。

　私は宗教を持っている。がしかし自分の宗教とか信

条とかがそれだけで恒久平和への保証となるなどと考

えるとすれば，私は全く馬鹿というに他ならないだろ

う。言動の一致こそ必要なのだ。運命の意志によ⇔て

今若し突然にこの世を去らねばならないとしても，私

は少なくとも，自分がその定められた年月を悔なく生

き，従容として死に望めるという，そして自分が栄与

と尊敬と愛を以って偲ばれるであろうという確信がな

ければならないのである。たしかホイツテイアーの詩

句だったと思うがこういうのがある。
　　　　　さようだい
　　さあ　同胞よ，おまえの同胞を胸に抱くがよい

　　愛の宿るところ，神のやすらぎがあるのだ。

　　相手をうやまうことは相互の愛をもたらし，

　　1まほえみはすべて讃歌，

　　やさしい心づくしはすべて斬りとなるのだ。

　私はライオンズ精神が宗教に代るべきものであるな

どと考えた事もなげれば言った事もないが，しかし．

それは宗教がわれわれに教える数々の事柄を如実に具

現して見せるすばらしい媒介物であると確信するもの

です。人間性の尊重，人類への奉仕の為に働く機会，

日々，心をこめ，人の役に立ち，そして友情に充ちて

生きる機会，苦しみをやわらげ，希望をもたせること

一これらの事は全てライオンズ会員たる事から私が

うけた酬いの基本的なものなのである。そして，これ

らを私のブラザー・ライオンズど共に頒ち合えば合う

程，それだけ，私の一生は一層充ち足りた，一層豊か

な，又一層つよく後の人の心にのこることになるので

す。そして，人々はH・G・D：‘visを讃えたと同じ言

葉で，私達を讃える事でしょう。

　「日々自らを全うすれば翌朝に死すとも悔なし」一

と。
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　ジムの一家では例年の休暇を心待ちにしていた。妻

と3人の子供達一8才，12才，14才一はここ何ケ

月もの間そのことを話し合⇔て来た。食事時には家族

評議をやって皆の希望に関して色々と取り決めた。誰

もが平等の発言権と投票権を持っているのだった。先

ず休暇の過し方に意見の相違が起った。父親は山の静

かな避暑地へ行き度いと云うつよい希望だったし，子

供達は一斉に海へ行きたがった。投票の結果は4：1

で海へ行く方に有利だった。子供達は大喜びだ⇔た

が，父親は自分の希望を皆がもっと重んじてくれなか

った事が不満なのであった。

　海岸の避暑地に予約もとり，いよいよ出発の日が来

た。父親は疲れていて，些細なことにも不気嫌になる

のだった。彼は家族と共に過せるので非常に楽しみに

して居たし，よきスポーツマンでありたいと希ってい

たのだが，よほど用心していないと，気の進まない休

暇のことで，つい意地の悪いことを云ってしまうのだ

⇔た。

　海浜のホテルに着いてみると天候は雨模様で時候は

ずれに涼しくて具合が悪かった。遠足，ピクニツク，

乗馬，サイクリング等，全然駄目というわけで，不快

な毎日がジムの神経にさわりはじめた。休暇は失敗だ

ったのだ。彼は家族の者達に，休暇の第2週目を，自

分の希望の山へ行⇔て過そうと説得することにつとめ

子供達もしぶしぶそれに同意した。ジムは自分の友人

であるそのホテルの支配人のところへ行き，次週の予

約を取消した。友人曰く「よく考えてみ給え。君はこ

の休暇について先入観をもってここへ来やしなかった

のかい？　予約をたのむと書いて来た時に，君は此処

は君の希望じゃなくて子供達の希望だと云⇔ていただ

ろう？　それから，ホテルに登録する時にも君は絶対

山の方が良いと云っていたじゃないか」。

　この話の後，ジムは散歩に出た。一つの自覚がふと

彼の頭に浮んだ。自分にはよき妻と，この世で最も素

晴らしい3人の子供があるのだという，しみじみとし

た自覚であ⇔た。自分がかなρ利己的で，不公平であ

ったことを悟ったのである。ホテルのマネジャーの言

葉はいつまでも彼の脳裡をかけめぐっていた。一

「君は休暇に対する先入観念をもってここへ来やしな

かったのかい？」一先入観一という言葉は益々湊

い意味を持って迫って来た。彼は，一家がホテルにと

どまるべきだと考え，残りの一週間を，一家打揃って

過した申でも，最も楽しい7日間にする為に，自分の

先入観に損なわれた考え方を変え様と心に決めた。

　彼がホテルにかえって来ると，雲の向うから太陽が

輝き出していた。家族の者は荷造りも終え，出発出来

る様にしていたが，皆がっかりしている様子だりた。告

白しながら，彼は感動で息がつまった一この様な告

白は，一個の男性にとって，必ずしも容易にやれるも

のではない。彼は休暇について先入観念を抱いていた

のは間違いだ⇔た事をみとめ，皆がこのホテルに滞ま

ること，叉この残された1週間を皆が楽しく過せる様

に，出来るだけのことをする旨，家族全員に伝えたの

である。子供達は喜んで大声をあげ，すぐさま荷物を

10



解きにかかった。3時間後，この幸福な一家は海岸で

ピクニヅクを楽しんでいたというわけである。先入観

をもつと云うことは，その人の態度や行動に様々な影

響を及ぼすものである。一政治や宗教に関する意見

から人種差別に至るまで，或は労働組合，オ｛プンシ

ョップから国連に至る迄一。何にかかわらず，重要

な問題に関して先入観を抱くという事は薬になる場合

も叉反対に毒になる場合もあるものである。

　例えば，或るクラブでのことであるが，ビルとボツ

ブは会長候補としてマツトを絶対支持し，彼の為に熱

心に運動した。ところが結果はノエルの勝であった。

ビルは，自分の友人の敗北に非常にスポーツマンらし

からぬ態度で接した。「ノエルは最適任者ではない」

と云い，ノエルの統率力に関して細かな点までアラ探

しをするのだ⇔た。ノエルに対する考え方や態度が前

以ての偏見に左右されていたので，彼はノエルの長所

を見のがし，短所ばかりが目についたというわけであ

る。彼は自分自身のクラブ生活をみじめにし，又他の

人をも同様に不快にしたのである。

　但しボツブの態度は異⇔ていた。彼は次の様に考え

たのである。即ち，クラブでは2人の適任者のうち1

人を選ぶことにな⇔たのである。勿論指名委員会は2

人共適任者と考えたわけである。そうでなければ2人

を選ぶ筈がない。選挙は終り，両人共それぞれ友達が

あったというわけだ。彼はマツトを支持したが，結果

はノエルの勝だったのだ。多数決である。ボツブはよ

きスポーツマン精神を発揮しよう一つまりノエルを

支持しようと考え，それを実行した。即ち，以前の考

えをあらため，新しい会長を支持し，クラブ生活を真

に楽しんだのである。そうすべき時には自分の考え方

をも変え，協調してゆげる人は幸いである。

　日毎，私達は自分の固定観念を検討し，再調整して

ゆかねばならない。おそらく毎日の様に，私達は自分

の心にそまないこともやらねばならないであろう。自

分の好むところが友人のそれと食い違うこともしばし

ばで，私達は内心の反嬢をおさえる為にたたかわねば

ならないのである。かの有名な哲学者イマヌエル・カ

ントの教えによれば，私達は自分のやりたいと思うこ

とをやった時よりも，自分の気の進まないことをやっ

た時の方がはるかに聞違いが少いものだそうである。

確かに子供時代私達はよく，やりたくないことを無理

やりやらされたものである。しかしながら後にな⇔て

それらのことが有益で，必要なことであり，私達の正

常な発育，成熟の為に資するところが多かワた事が判

るのである。

　よく，良心的なクラブ指導者で，会員の職種につい

て非常につよい先入観念を抱いている人が居ることを

皆様も御存知であろうが，彼等は会員数を限定するこ

とによ⇔てクラブに対する信望を高め得るという強い
　　　　　　　　　　　む　　くハ　む　　む　　くラ　くロ　む　　む　　くコ　む

固定観念を持っており，補欠会貝候補者リストがそれ

に効力をもつものと考えているのであるが，’その同じ

リストの人々が中核とな⇔て，ライオンズに比肩すべ

き他の奉仕団体をつく⇔たため，自分達が真に欲し，

叉必要としている多くの優れた人々がクラブにとって

永久に失われるということになると，彼らはこの間題

に関して最初抱いていた先入観を変えはじめるのだ。

　自分の最初からの考えや確信に相反する考えや提案

に出合うと，私達は何かそれらに対する反擬の様なも

のをしばしば抱き勝ちなものである。無意識の裡に私

達は未知の，或いは新しいやり方を嫌悪するものであ

る。強要されていると感ずる場合は特にそうである。

しかしながら，若し私達が，云わば自らの閉ざされた

心の扉を開くことが出来さえすれば，一若し自らの

偏見を暫し拾てて，新しい意見を公正な判断で以って

慎重に考慮し分析することを学びさえしたら一その

時こそおそらく’私達はそれらをも⇔と気持よく受容れ

ることが出来るであろう。

　多くの場合，学ぷのが遅すぎるのである。淡白な心

や，分け隔てのない態度に対する欲求などもその一例

である。以前大都市では良心的なライオンズ指導者の

中に急激に発展していく商店街，取引地域，分離区画

などにおけるライオンズクラブの増設について理解を

もたない者があったが，その同じすぐれた指導者達の

殆んどが，現在ではクラブ増設の必要をつよく感じて

いるのである。これらの増設クラブが非常に重要なも

のになって来ていることは疑う余地もない事実であ

る。これら新クラブは，現存のクラブに対する強力な

士気昂進剤となるのである。進歩的なライオン指導者

が唯単に新クラブの愛他的，文化的，人道主義的な目

ざましい成果を目にして大きな個人的満足感を味わう

のみでなく，そのクラブ自体も叉，より一層大きな熱

意へと鼓舞されるのである。

　最も秀れた指導者とは，例外を設けることと，再調

整の重要性を学ぷ人，和解，協調し，人生の嵐や浮沈

に遭っても，身をかがめてそれに耐えることを学ぶ人

々のことを云うのである。虚心坦懐であるという事は

よき指導者として不可欠の武器であり，これなくして

はスムースに行かないのである。頑固な，偏見に捉わ

れた心の無益有害であることを認識願いたい。それこ

そ諸君の進歩を鈍らせるものだ。
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　恒例の更の高校野球も無事終った。今年は40周年記

念大会でもあるし，全国都道府県から各々一校と，そ

れに沖㈱も加えて参加させることにしたので，その成

否も心ならず気苦労した。けれど今ここに何等事故な

く極めて成功裡に終了した今日，本当に日本の野球も

勝したものだとしみじ暴・てい司それ竺騨に．

技術の進歩のみでない。プレ

Fする高校生渚君の態度とそ

れを観る観衆の態度の著るし

い進歩向上の姿を云うのであ興

る。高校主の体育と訓練をか

ねたこれだけの大規模な組縦

は野球の本家米国にだって見

られないことだし，勿論世界

一だと思う。この甲子園大会

に参加している学校の数だけ，．

でも47校，46回の試合を行う

のであるが・それが・の大会骸、’

の為の予選をも加えるヒ、通鱈嬬し、

算してL800余回の試合が，こ・、．

の夏に全国で行われているこ

とになる。全く高校生諸君の

この上もない体育と訓練の場』”

なのである。〆観衆の態度も唯

単に野球の勝敗を観に来てい

るこいうのではなく，学生の

姿そのものを見に来ている態

度が見られ，高校生でなけれ

ば見られない場面の連続で，

その故にプレーに一喜一愛するという，プロ野球なん

かには到底見られない雰囲気が支配的であった。

⊂縮と訓育の2鯨私の年来の念願であ・た・これ

を学生野球の本領だと考えている。この念願を回を重

ねつつ完成の域にもってくることは苦労にはちがいな

いが，又何とも云えない楽しみであ益学生の体位も

著るしく向上し，その試合にのぞむ態度も立派になっ

た。参加者一同はこの大観衆の中でプレーずることに

陪耀禁嘔幽獣会ぐ始繊）

　×きな誇りをもっていたことと思う。数万の観衆のど

　真申でカー杯の活躍をする，全く男らしいの一語につ

　きる。その試練は彼等の一生を支配する尊い経験であ

　るにちがいなビ扉勧参加の沖縄チームに宣誓をしても

　　　　　，，r／
／」うヴたカ㌻まことに堂々たるものであ⇔た。沖縄の選

　手諸君は感激の涙にくれていた。場内からは期せずし

　　　　　　　　　　　てこの遠来の友の宣誓に拍手

　　　　　　　　　　　を惜しまなかった。大会の観

　　　　　　　　　　　衆は常に敗者をねぎらい，弱

　　　　　　　　　　　きに組みし，隣県を応援し，

　　　　　　　　　　　そして何の縁もない地元が遠

　　　　　　　　　　　来のチームを応援するなど，

　　　　　　　　　　　まったく他の試合には見られ

　　　　　　　　　　　ない独特のものをもってい

　　　　　　　　　　　る。こんな素晴らしい雰囲気

　　　　　　　　　　　は他のどこにもない。そこに

　　　　　　　　　　　は勝負の場にあり乍ら勝負以

　　　　　　　　　　　外の清純さを求める日本人の

　　　　　　　　　　　魂の躍動を見る。私はこの観

　　　　　　　　　　　衆もプレヤーも共に友愛の精

　　　　　　　　　　　神に結ばれているところに高

　　　　　　　　　　　佼野球の真髄をみるものてあ

　　　　　　　　　　　る。

　　　　　　　　　　　　ライオンズクラブの会員の

　　　　　　　　　　　もつライオニズムは同じ主義

　　　　　　　　　　　主張のもと，同じバッヂを胸

　　　　　　　　　　　に，その会員であることにお

　　　　　　　　　　　いて，人種を超え，国境を持

　　　　　　　　　　　たず相共に感ずる友情といい

　その地域社会の恵まれざる人達に感ずる友愛の情とい

　い，これは全く高校野球の精神とその軌を一にする。

　私は今野球の友愛グラウンドからライォニズムの友愛

　の場へと踏み切るに際し．共に連なるその源に今更の

　ように云い知れぬ強い感蛎を覚えるものである。

13



前　　寒

9月2旧午前9時代表団の先着，ハワイのラィオンを

羽田に迎える。戦後最×の台風が夜上陸すると言う朝

である。パンアメリカン機は少々おくれたが美事に着

陸する。まもなく主席代表Ale“nder　Chlng外13名

が降りて来る。雨は愈々激しくなって来た。1時間も

おそければ羽田へは着陸出来なかったのだ。午後，到

着の予定の藤山外相はとうとう三沢飛行場へ到着を余

儀なくされた。

　ハワイ代表団にとってその日のホテルは大変な経験

であった。記録的の大雨の為に地下室が水浸しとなり

折角はるばるハワイから持参したみやげのコーヒ類が

水底に没する騒ぎ，電気はつかず，湯も出ないと言う

有様であったが，われわれには返⇔て幸せであった。

と言うのはこの台風のお蔭でハワイはスケジェールを

変更して，10月6日の日光行きに参加する様になった

14

＝徽＝～≡賜三＝賜ww｝易

＝＝＝＝＝＝≡＝＝㌘≧＝㌘＝・㌘

（最初の計画ではエキスカPションには不参加であワ

た）。

　之を皮切りとして29日，30日，1日，2日，3日と

毎日の様に陸続と羽田に到着する。

　30日，フィリッピン代表団を迎えに行く。夜の9時

到着が3時間もおくれて帰宅したのが朝の3時と言う

惨めな事になる。2次3次のフィリッピン団，印度，タ

イペイ，香港，予想通り大盛会となった。フィリッピ

ンから92名到着と言う電報が到着した時は一同唖然と

なる。みやげものの増註，参加証の増刷，等々手配を

する。毎［1の様に委員会が開催されるがすっかり硬直

した表情，嫌が応でも，明日は結婚式で雛壇に坐らせ

られると言⇔た心理状態，もうせっばつま⇔て来た処

だ。大臣閣下のメッセージが仲々出揃わず，殊に外務

大臣は26日帰朝，漸と30日にメッセージが手渡され

る。プログラムは又種々と変更される。実際刷りにか

か⇔たのが10月2日と言うぎりぎり一杯の処。タイム

テ←プルは，3日に一応各匡代表団の手に渡ったが，

S・uveni・P・・9・・mm・・の方は4日の朝7時，会場東京

会館に印刷所から運ばれると言う有様。

　3日の晩はまさに圧巻であった。事務局女性群はみ

な1泊。登録係りの手伝いをする。到着したばかりの

葛野代表も名簿の整理を手伝って下さる。岡山の年次

大会で印刷物を袋に詰める手伝いをしたが随分最後の

ラッシュは大変であった。今度もネームプレートを書

き，整理に朝の2時頃まで事務局は夢中だ。みやげも

ののハッピコートが3日の夜出来てくる。これでみや

げものは全部OK。装飾も終り，愈々舞台の開幕を待

つ事となった。外国108人，内地407人，約500人の大勢

が乗り込んでくる朝の壮観を思い浮べつつ仮睡する。

ライオニズム，アジヤに躍る！！

　10月4日第1日，東京会館ゴールドルPム，午前の

部ボーイスカウトの規律整然とした行動と美しき国歌

の申に各団長附添に匡旗掲揚式が厳かに開始された。

心配されたバンドとの連絡もうまく行き一同拍手の中

に，アジア6ヵ国の空にたるライオニズムの宣揚が夫
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しく奏でられた。

岡　野　昌　長

　続々とつめかけた各国のライオン達の登録も終り，

何ヵ月かの夢がここに実現し，東亜の友好と平和を祈

念し，固き握手が各国代表によってなされた瞬間，一

寸感傷に似たものを胸に感ずる。

　然し，予定したフィリッピンの代表達100名に近き

者が不参加であり，，愈々各団長による紹介が始ま⇔た

ものの僅かこの時には18名で，意外に短時間に紹介が

終る。楽屋裏でハラハラとして何とか時間をのばして

安井都知事の到着まで穴をあけない様に祈ったが，余

りにもすらすらと運び過ぎて浜本委員長必至の防禦も

及ばず遂に一旦休憩と言う事になる。これはわれわれ

楽屋の者にはよい経験であった。・丁度疲れて居られた

Lionsの息き抜きと言う点では，怪我の功名という観

があ⇔た。

　知事閣下到着，ほっとする。祝辞を頂き，佐藤主管

通訳，ライオンズロPア斉唱を以て終る。全プログラ

ムは全く美事に4日間を通じ，完遂されたがこの朝の

出発は誠に印象的であり，，浜本委員長，ここに在りの

感を強く浮彫りしたものであった。

印度代表パンドール，ガパナーの獅子吼

　午後の部（東京会館バラの間）折悪しくマッカーサ

ー大使との安保条約改訂の会談の為時間が都合つかな

くなり，あれほど楽しみにしていた藤山外相が御見え

にならない事が前日，秘書官から電話で聞かされた時

はがっかりした。時，恰かも議会開催中，と言う条件

も甚だしく影響したのである。然しこの失望も，東京

会館バラの間の490名に上る豪華なる午餐のふんいき

の為に打ち消された。各テーブルに飾られた花。各国

REPORT　OF　THE　RULES

　　　　AND　RESOLUTION　COMMITTEE

BE　IT　RESOLVED　by　the　Sccond　Convention，　Area　17，

Lions　Illternational，　meeting　in　Plenary　Session：

1．　THAT，　the　principle　of　representat三〇n　on　the　Inter－

　　national　Board　of　Directors　adopted　by†he　First　Con－

　　vention　of　this　Area　held　in　Manila　in　1957　be　re－

　　co11丘rmed　and　that　Japan　be　nominated　as　candidate

　　for　International　Director　for　the　1959／60　term．

2．　THAT，　appropriate　committee　or　agency　be　created

　　in　each　Lion　District　or　geographical　local三ty　for　the

　　purpose　of　pronloting　the　exchange　of　reports　on

　　projects　and　activities　ulldertaken　and　of　三nfonnation

　　on　trade　and　commerce　requested　between　and　among

　　the　various　Lion　Cklbs　in　Area　17　and　that　the

　　Chairman　of　the　dclegations　be　requested　to　ilnple－

　　mcnt　this　program　三n　thcir　respectlve　cotlntries　and

　　notify　brother　Lions　Clubs，　through　channels，　of　the

　　action　taken　to　attain　the　objective　of“Asian　Brother－

　　hood　through　Lionism，，．

3．　THAT，　the　Chair　appoint　a　special　committee　to　draft

　　and　prescnt　Resollltions　of　Thanks　to　individuals，　com・

　　mittees　and／or　organizations　directly　contributing　to

　　the　success　of　thc　present　Convention．

第二回アジア大会決議事項

　国際ライオンズ協会　17エリア第2回

大会は全代議員が出席し，下記事項を決議

した。

1．

1．

1957年マニラに於て開催されたる第1

回アジア大会で裁決されたる国際理事

派遣の件を絃に再確認し，1959～60年

国際理事候補者を日本より選任の事

各ライオン地区に於て適当なる委員会

を設置し，各地区のアクティビティ計

画についての報告叉は商業上の諸報告

を，要求に基いてArea　17ライオンズ

クラブ聞に於て交換する事。且夫々各

国首席代表は夫々の組織を通じて「ラ

イオニズムによるアジアの友好」の目

的達成の為努力援助をなす事

1．今回大会の成功に直接貢献したる個人

　　委員会その他の組織に対し感謝決議を

　　なす為，特別委員会を委員長の名に於

　　て設置する事
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旗簡素にして力強き装飾が全空間を全くライオニズム

調でぬりつぶしシャンデリアの輝きは，ここならでは

見られない感激のるつぼと化しているのであ⇔た。共
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に一っの国土，同じき部屋で会食する国際的の団らん

を心ゆく限りたのしんで，ハワイ，印度首席代表の報

告を聞いたのであ⇔た。

　印度のライオニズムの発展は質実にして而も健全で

あり，その拡張力の強大なるに驚いた。現ガパナーパ

ンドールの風貌も亦われわれに何かしら考えさせ，人

類と共に苦しみ，悩めるものを救わんとする英雄の姿

を感じさせるのであった。東洋のLionis111を背負っ

て起つものは印度か？　この機会に在った者ひとしく

この感を深くしたに相違ない。象牙製の象と印度国旗

が中沢ガバナーに贈呈される。日本からも国旗が贈ら

れ和かな交歓が終る。

　次いでハワイ代表カイムキライオンズクラプ，アレ

キサンダー・チンの報告。デイストリクト49のアラス

カが49番目の米州となりた上はデイストリクト50のハ

ワイもまもなく50番目の州となる事は明らかであろう

と，叉国際ライオンズ・サンフランシスコ大会へ1927

年ハワイから派遣された代表のお蔭で憲法が改正さ

れ，現在の如くアジア各国が加入する事が出来る様に

な⇔たのである。奇しくも先月号に報告された黒川氏

の事に言及する。中沢ガバナPとの間に国旗が交換さ

れる。2時30分から視察。Sonyラジオと佐々木ガラ

ス工場2隊に分れて見物，満足して夫々外国ライオン

ズはホテルに帰着した。

　　フイリッピン大使M・A・アデバ氏，アジア

　　の平和を説く！！

　夜の部（東京会館バラの間）午後7．30開会，8．30ま

で晩餐，ブイリツピンRene　Lacs・n氏の紹介でAdeva

大使起⇔て演説滞場の拍手を浴びる。

　現代のわれわれは毎日朝刊を見る度に戦標を以て頁

をくるのである。日毎人類の平和と安全が脅やかされ

ている時に，世界最大の奉仕団体たるライオンズの世

界における使命は偉大である。この意味において

Area　17アジア大会の成功を心から祝するランオニズ

ムによるアジアの友好！！　しかしこれが単なるお題目

で終るかぎり実行に移されざる限り無用の長物である

ときめつけらる。蓋し，適切なる名言ではないか？

　香港代表レオン，ライオンの応答あり，次いで日本

代表は各代表に対しハツピと腕輪の贈呈をする。首席

代表に対してはブラックの豪華なものが捧げられる。

東北民謡，手品，津坂オリエの歌謡あって10時，最初

の日を終る。
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　この日は，全く通訳なしに行事が行われた。大部分

の出席者は英語堪能者と言い難く，理解困難の声が姦

しい。国際大会の性質上，叉冗長になる恐れある為め

通訳抜きとし，全く英語だけで通したが，明日からは

断乎，委員長の意を以て通記つきとする事にする。

　　次期第三回アジア大会開催地台湾に決定

　　獅子達和やかに睦み合う議事会

　10月5日（第2日）帝国ホテル劇場に於て。昨日に

かわり今日の議事は和やかで，忘れていた笑いが盛ん

に起る。昨日の会合は盛り上ってくるものが見られな

かった。蓋し言葉が解らない為である。黙々としてい

たライオン達は今日は笑いこける。ステージの首席代

表達も盛に冗談をとばし，ふざけ笑い，和やかに浜本

委員長の名通訳につれて進んで行く。午前10時開会。

中国の代表，ウィリアム・マ，ライオンの中国ライオ

ニズムの報告。

　現今，2クラブ，近々更に3クラブ結成の見込みで

クラブ貝700名になるだろう。タイペイに於けるアク

テイビテイの報告に次いで，現在世界の5分の1の人

口を獲得したコムミユーニズムに対しわれわれライオ

ンズは力を合わして斗い抜かねばならないと力説す

る。而して第3回アジア大会は是非タイペイに於て開

催され度しと提案がある。

　この提案はその後投票の結果全員一致で承認され

た。日本との間の国旗の交換があり，香港代表による
　　　　　　　　　　　　　　ト香港ライオニズムの報告に移る。アクテイビテイの報

告があり特に本大会の委員に対し感謝の意を表し，国

旗の交換を中沢ガバナーとの間に行われる。

　一旦休憩，11時30分，フィリッピン代表の演説。

Pheng団長は多くのみやげものを日本及び各国代表に

贈る。匡旗の交換も亦中沢ガバナーとの間に行われる

　次いで日本を代表して302地区幹事，村上蕪氏の日

本に於けるライオニズムの報告。スポンサー，マニラ

ライオンズクラブに対する感謝に次いで，日本ライオ

ンズクラブの現勢力を説く。われわれの本年のゴール

は確信ありと報告。ライオンズインタナショナルの責

任を日本ライオンズとして充分に果さん事を誓い降

壇。　1211寺閉会o

中国大使，日本語を美事にぶつ

10月5日，午餐会，1時開会，帝国ホテル，ピーコ

ックの間中国代表マ，ライオン起って大使，シェン・

チン・ティンを紹介。日本の×学を卒業後，米国留国

外交官としての歴史は，アメリカ，キュPバー，ブラ

ジルの大使歴任。日本語は勿論，英語，仏語，西語，



ポルトガル語に通じ典型的の外交官であると紹介した

が其通り語るほどに聴衆は魅されるのであ⇔た。

　近代支那の父，孫逸仙は1924年に神戸に於て汎アジ

ァ運動を宣言した。ライオニズムの平和の精神はこれ

をつぐものである。文化の揺らんたるアジアが危機に

面している事は誠に不幸な事である。今にして覚めん

か文化は否定されるに至るであろう。新聞紙に種々と

報道されているが，台湾の平安は維持され，愈々タイ

ペイ・ライオンズクラブがこの平和に対し貢献する事

を信ずるものであると。やがて，ネロ皇帝のおとし話

しを流暢にぶって話しを終る。一同唖然として聞いた

次第，浜本委員長がこの日本語を文英語に訳すると言

う一幕があって一同，感心の巻。フィリッピン代表の

応答があり，和やかな豊かな午餐の幕は閉じた。2時

0分から視察，白木屋の花嫁衣裳の着付を見て国立競
3
技場見学，映画（アジア競技大会）にその春の大会を

偲び各ライオンズは感激していた。

　　尿野運輸相，朝鮮問題台湾問題解決のため伝

　　家の宝刀を抜く

　10月5日晩餐会，帝国ホテルピPユックの間，7時

開会。

　愈々最後の晩餐。会も愈々フィナーレとなって一同

豪勢な晩餐会の気分に先ず酎う。’入ロでハワイのお嬢

さん（ミスに間違いなし）にキスされてレイを首から

かけて貰⇔たライオン達は先ず感激して失う。部屋が

落ちついているせいか設計の為かと想像するが非常に

声の通りもよく和やかな集会がたのしめる。

　永野大臣入場，大喝采佐藤秘書官，東京都外事部長

等その他顕職居ならぷ豪華版。岸総理は今日朝から雨

の申の伊豆をヘリコプターで視察の為疲労されて折角

われわれの，期待も泡と消えたが永野大臣は特に依頼

されて岸総理の代理として出席，1時間有余に及ぷ大

演説で全くライオン達は興奮して失う。

　悠々せまらざるプぐ臣の演説，浜本委員長もこれにつ

られて悠々と通訳御2人とも悠・々と時間を忘れての熱

演でとうの昔しに余興の時間も過ぎたが大臣の話しは

止る所を知らないと言う有様。その内容の充実したる

事又快刀の切れ味よく明快にバッサリと発言されて一

同全く酔う。台湾間題，タイペイクラプのM：・代表は

感激して，テープレコーダのコピFを是非にと要請さ

る。が無理もない事だ。例え新聞でどんな事を書こう

とも日本政府の態度は明かである。即ち日本は絶対台

湾の友であり．台湾を売る様な事はしない。不遇の時

に蒋介石に示された友情は忘れる事は出来ない是非日

本政府のメッセージとして台湾へみやげとして持⇔

て帰ワて呉れとの事。これには台北ならずとも感動し

た。印度代表に送りた感激の演説，掲載し度いがもう

スペースが無い。朝鮮にライオンズクラグがあ⇔ら難

しい日韓の問題も必らずや迅速に解決されるであろ

う。是非努力して欲しいとの事。

　一同，興奮の中に，時は進み余興。あやつり人形，

大神楽，日本舞踊（花柳寿太陽）最高の芸術に内外人

共すっかり酔う。加えてフィリッピンの踊り，仲々盛

沢山のプログラムの中に11時閉会となる。

雨　煙　る　日　光

　第3日（】0月6日）雨が降りしきる中を内外人120

名，浅草を出発。日光に到着。二隊に別れ，一隊は金

谷ホテル，二隊は鬼怒川温泉に宿る。

　す⇔かり各国代表はおたがいに慣れて来て，和気，

誠に心地よき旅路であった。滝の前に起っても滝は見

えず雨に煙る日光は景色の点では哀れであったが，人

の和は其れにまさり，バスの中の斉唱，食堂の申の談

笑，時の過ぐるのも忘れた。芸者の踊りを見て金谷ホ

テルの夜はダンスも仲々盛んであ⇔た。鬼怒川温泉も

仲々面白か⇔た様だが話しにきいただけで筆者は想像

して喜んでいる。

　翌日，2時26分，予定の通り，浅草に到着，首席代

表だけ議会に岸総理を訪れて握手を受け，帝国ホテル

の足りぬ所を補って下さる。30分間の面会つづいて院

内の案内みんな大喜びだ⇔た様だ。

　　サヨナラパーティ（東京都知事リセプション）

　第4日，守随委員長の精進がよかったせいか晴れて

来た。仲々×成功のサヨナラパーティ2時30分東京都

知事の握手を受けて外国ライオンズは大喜び。LIONS

のマーク入りの提灯をはりめぐらし，御馳走は仲々の

豪勢。焼鳥あり，すしあり，ロFストチキンあり，お

でんあり，ビールあり，洋酒あり，ジュースあり，サ

ンドウィッチあり，菓物あり，仲々よく語りよく喰⇔

たライオン達であ⇔た。

　淡谷のり子の歌，女性群の随喜の涙，余り近くによ

らないで聞く様にと教えて呉れたライオンも居た。西

崎若葉の踊り，くじびき内外人我を忘れてのとう酔。

最も最後のしめくくりとなりたるもの，知事閣下の挨

拶つづいて外国ライオンズ達より水害地に送る義損金

受けとる知事，国際色豊かな夜。時の経つと共に叉冷

えびえと椿山荘の夜は第2回アジア大会のつきぬ名残

りのうちに更けるのであった。

　台北で又会いましょうの歌を唱じつつ帰路につく。

ああライオンズよ，アジヤの平和の礎となれよ！！
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lSM

楽しい空の族　太平洋上のグワム島からアーカンソ

ー州リトルロックまでの8000マイルの旅は，特に島か

らこれまで一度も出たことのない盲いた学校教師にと

⇔ては殊の外恐ろしい出来事に違いない。グワムのア

ガナクラプの好意によ⇔てレオニザ・アンタラン嬢が

アーカンソーのサウスウエスト盲人治療センターに送

られることになり，その恐ろしい経験を経ることにな

った。しかし，ライオンの国際的友情の絆は，ホノル

ル，オークランド，テンプル及びリトルロックの各ク

ラブが次々と彼女の世話をすることとな⇔て，実際は

その旅は楽しいものだったろうと考えられるのであ

る。

時限装置　　カンザス州ガ｛デンシティ’の長老達

は，この程迎えた市制75年祭の記念事業の一環とし

て，100年祭の時に開くように仕掛を施こした時限

柵を市内公園に設置した。この中には歴史的文献や合

衆国中西部のこまごました特徴を分類列記したものと

一緒に，当地のライオンズクラブの面々が，ストリン

グタイ，山高帽にあごひげをつけたお祭り衣装で納ま

⇔ている写真が入れられてある。これはつまり，1983

年頃までに火星人がわが地球を征服してガーデンシテ

ィーのこの時限装置に出遭したとするなら，彼等はこ

の写真が外界生物の正気の姿を示すものだと考えて，

雀躍りしながら空飛ぷ円盤に持ちこむことだろうとい

う訳である。

トリア　ライオンズクラブの会員であるハリー・モミ

タの生涯の再現劇に胸を衡たれたことだろう。ライオ

ン，モミタに幸あれ。

クラブ復活　　アラバマ州ベイピュークラブは3年前

今にもチャーターを失うばかりであった。クラブ出席

率は低く，クラブアクティビティの企画といえばそれ

こそ寄せなべを囲んでの雑談で過す例会でも一番軽ん

ぜられた話題であった。所が今日ではそれも変ったと

ボッブ・エリス地区ガバナーは語っている。というの

は，車椅子に縛られながらもクラブのあらゆる会合に

出席してその世話を万端行うという，非常に積極的な

出席委員長を得て，クラブの出席率は今では90％を越

えているというのである。アクティビティの面でも，

青年の職場間題を初めとし，市の少年犯罪の追放に大

　　　　　　　　　　　　　　　　（20頁へ続く）

口
cρ

立派な仕事初め　　ペンシルバニア州南部クラブは，

そのチャーターのインクも乾ききらぬ申に自らたてた

社会奉仕の誓約を果すべく，仕事に取掛った。息吹き

を始めてから丁度90日後，彼等は自分達の住む社会に

8000ドルもする救急車を一台備えるという，大きな企

画をや⇔てのけたのである。恰かも人間の赤坊におけ

るが如く，クラブの第一歩も重要なものであ⇔て，こ

のペンシルバニア南部のライオン達は正しき方向へと

第一一歩を踏み出したと云えるのである。 翫cり◎d人）

人と生活　　NBCテレビの「あなたの生活」という

番組を観た人々はき⇔と，日本生れの薬剤師でカリパ
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彫

c4〃4z／4η　6〃ノ　τ4∫’θ∫

14P4川∫εLηε・L元々θ∫”・

　　米国ワシントン州ベリンガムクラブから送り出さ1
．れたライオンの使節が，去る9月8日，日本に着い

1；㌶摯禦膓あ㌘㌘：㍑：二：見

1・い・好離であ・が，べ・・ガ・クラブがス

iご憲鐘還；㌫㌶㌶；㌫
1　与えられての途次，東京に立寄ったのである。

冨　第19地区内のベリンガムクラブは，‘‘Around　the
lW・・ld・一・・n…e・　・及び・眠W・・ld・n・

i㌫㌻抵㌻顎㌫㌶㌶㌶
｛力：篇ぽ＿。、ビ局。通、地方、こも流

1、れてい・が，出瀦はシ．・ルのワシ…大学

i隠蕊；㌫㌫1還蒜：篇
1÷難診撚璽ぎ芦㌻；：り二
1。大学の留詫鰯一人ずつべ・・ガ・に招き，

　会員が交代に自らの家庭を提供して二日間1
．その学生と過す。

1二・の間にその掴の学生は二度テレビ

i鷲竺；、識㌶蔓慧㌶驚

誌㌶：：㌶認；㌫㌶
1展開検討・て行・とい・た形式の・のであ

iる゜質間者となる高⊇当醐の人

一．．＿・．＿．．一・．一・5－．・一．・一．・・

の面々及びゴードン・F・スミス，ゾーンチゴアマ‘

ンは考えたのである。しかも，国際ライオンズの絆

を通して初めての世界旅行にたつこの高校生を，各3

国のライオンズクラプが二日間ずつ世話をしてくれ

るとしたら，それは何とすばらしいことであろう

か，と。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

　そこで東京にやって来たドリスデール嬢は，東京

クラブの江口健吉ライオンがホストとなって二日間2

を過したのであった。箱根，熱海へのドライブなど

楽しい時を江ロライオンの令嬢昭子さんと共に過し：

た後の彼女の感想は，実際の日本の姿は映画「サヨ

ナラ」で想像していたものと違い，叉町に右往左往

する人の多いのに大変驚いたとの事。　　　　　　：

　彼女はこれから東南アジアを経てペイルートを通

ってヨーロッパに入り，パリ，ロンドンを訪問して…

24日シァトルに帰着する予定。10日朝，更に次の新

らしい国での経験へと，彼女はBOACで香港向出：

発したのであった。　　　　　　　　　　　　　　．

’．　●

　　ロ　り　け　ハ　ぽロ　文に通暁、て居なければな。1

ず・・の翻こ鋤す・数叶

㌶三繋灘濃i
覧：することができるので1

　　・の酬・参力ロす・者にも1

議撫；灘㌘釧
る所多い・しかも・とクヨブ

　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　l
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きな力となった。いま市の公園を建設中であり，又野

球チームを一つ後援しているという。

トップニュース　　17KE（カンザス）のライオン達

による強力目．有効な広報活動によって，当地でクラブ

アクティビティが新聞に扱われる澱は昨年中に300％

増加した。同地区のヘンリー・L・バグレイ広報委員長

に指揮されて29のクラブの広報委員は，二つの面に亘

る一大運動を展開したのであった。彼等が意図したの

は，単に一般公i衆にライオニズムの美点を書きたて，吹

きこむことだけでなく，これを個々のライオン達にも

会報や速報を用いて伝えるということであった。つい

最近の地区役員会でロバ’トソン・ストロウン地区ガ

バナー以下役員達が集まった席上，地区内の各クラブ

ペンシルバニア州アルトナ

クラブの唯一人のチャータ

’メンバーであるM・A・

ミラ’元会長（右より二人

目）はクラブのチャPター

記念会の席上で，当時の国

際協会第二副会長クラレン

ス・スタPムから35年会貝

証を授与された。写真はそ

れに立会う左からルイス・

ベトイ地区ガバナー，グレ

ン・ウィリアムス会長及び

司祭者J・L・ロウリン。

から送られて来た教百インチに上る社説，新聞記事，告

知交等の切抜きやクラブ会報の山が提出された。これ

は，この企画の見事な成果を如実に示す材料であり，

ハロルド・モートン州幹事がいみじくも述べているよ

うに，「南東カンザスではライオニズムはいつもトッ

プ記事」なのである。

芋づる式エクステンション　　ジョージァ州方面は，

この所非常にクラブの増加が竪しいので，一々その後

を辿ることも1中々出来ない位である。デカタークラブ

が七つのクラブ，即ちアトランタ（東北部），ブレーメ
　　　　　　　　　　　　　　ぐン，ローレンスビレ，イPストポイント，アボンデー

ルェスティツ，グレンウッドヒルス及びドルードヒル

スの各クラフ’を結成し，この新クラブが次々に照のク

ラブのスポンサ’になりたというわけである。この有

様を見るとある漫画に描かれていた情景一産院で二

1AKAOKA　6RINOIN6　STON［CO。　LIO．

研削砥石製造 ③　　　JIS．R
　　　No．

6210
4344

高岡研磨砥石株式会社
　　　　取締役社長　十二七郎（高岡ライオン）

1璽離ll響麟㌶欝ll‡ll礪ii翼

　小野支店兵庫県小野市本町
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イリノイ州のライオン達は

長年に亘り彼等の盲人基金

を割いてハドレイ盲人学校

に経済的援助を与えてい

た。その功に報いる為この

程同校の新築に際し，校舎

内の一部屋が特にイリノイ

州23，000のライオンズに提

供されることとな⇔た。

人の看護婦が生れたばかりの赤ん坊に取囲まれて，そ

の一方が，「一体何時になったらこの騒ぎは終るのだ

ろう」と云っている情景一を想い起す。

徳行今昔　　シカゴ（セントラル）クラブのC・G・

シュルツ会長は，「今の組織化された慈善運動をみて

昔の徳行そのものであった時代を懐かしく思い起すよ

うな人があれば，その人はもう中年を過ぎている」と

一人静かに考えるのである。それはそれとして叉彼は

クラブの組織的慈善計画は，個々の会員がパラパラに

為し得たであろうものよりずっと偉大な成果を上げる

に役立ったと，つくづく感じている。これを裏付ける

ために彼は，つい最近各地の貧困者達に分ち与えた

4，000ドル近い寄附のことを持出して話すのである。

忘れ得ぬ感謝　　ライオンズクラブがくり展げた眼球

銀行，救急車，白杖等の大運動は，社会の隅々にまで

行きわたり，世の賞讃を浴びている所のものであるか

らライオン達はこれを片時も忘れることが出来ないの

は当苦である。しかし，見かけはつまらなく直ぐ忘れ

られてしまう様な慈善の行為も，その恩恵を受けたも

のにとっては前記の大運動と同様に或いはそれ以上に

重大であり，忘れることの出来ぬものである。四年前

オンタリオ（カナダ）のハミルトンクラプは，生れな

がらに神経病に冒されていたピFタ｛・マイコルーク

という子供に二年間薬を供給する約束をした。この約

束を果して後，彼等は又他の意義ある運動へと行動を

移したのだがつい最近のこと，彼等はこのアクティビ

ティーを想い起す機会を得た。というのは，当時この

ルイジアナ州ベイトン・ルージュクラブの後援による映画The　Long，

Hot　SUmnlerの試写会におけるゲスト，写奥左からライオンジョン
’エリス，L・P・バーン会長，主演スタP　ジャンヌ・ウッドワー
ド及びプロジューサP　ジェリー・ウォFルド

ピーターの件をライオン達に紹介

したCHML放送局のジェーン・

グレイ夫人を通じて，ピーターの

母親からの手紙が託されたのであ

る。その手紙を一部御紹介すると

「一・・今度の事につきまして，私

は心から感謝して居ります。ライ

ォンズクラブの皆様から長い間に

亘って贈られましたあの薬がなか

ったとしたらピーターの今日はな

かったであろうとさえ考えられる

のです。」ピ’ターは今8才で他の

子供達同様，元気一杯いたずらワ

子ぷりを発揮しているということ

である。
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　英国エセックス州のイングレイブーロンドンの北

東20マイルのその村に48の真新しい家屋が建ちならん

でいる。明るい色の瓦屋根，静かな環状道路に面した

前庭のある素的な家々である。

　煉瓦や，土台のセメント，パイピング等で出来上っ

ていることは普通の家々と同じである。しかしなが

ら，これらの家々の骨組の底深く，目に見えない構成

分子がこの家々を支えているのである。即ち，同じ一

つの目的のために喜こんで協力し合う自発的な人々の

進取の気象なのだ。これらの家々は共同で建てられた

ものである。48カ月間に48の家屋が，今そこに住んで

いる人々によワて，叉その人々のために，建てられた

のである。

　実際，この村は全くの手製なのである。通りも，緑

の林も，下水から歩道に至るまで，街燈住，電線から

街路のふち石に至るまで，全部自家製なのである，

　6年前には，この48人の建築業者の中，誰ひとりと

して壁塗りとか，湯ぶねの据え付げとか，扉の蝶番い

止めとかを，自信をもってやれるものはなかったもの

だ。英国のDagenham　にあるフォード自動車会社の

従業員であるこれらの人々は，事務員，製図工，計理

士，仕入係，職工，検査官など，様々であるが，皆，

一つの重大な共通点をもっていた。即ち，世界申ほと

んどの国同様，英国をも悩ましている住宅難につきま

とわれて，死ぬ程うんざりしていたというわけであ

る。　　　　　　　　　　　　　　　・

　あるものは家具付の貸間住い，あるものは配偶者の

家族と一緒に暮すものもあった。タフで頑健なウエー

ルズ生れのエデイ・ウイリアムズは一人住いを余儀な

されていた。彼の妻と子供達は200マイルもはなれた

コーンウオールで，妻の両親と共に暮していたのであ

る。中には家を買おうと少々のお金を貯めているもの

も二三あ⇔たが，そんな余裕のない者がほとんどだザ

た。

　そこで1952年の春，フォード会社人事課のデニス・

ケリーは行動をおこすことを決心した。しかしあまり

にもお役所風の規則にしばられた世界では，事をおこ

すには時として一般の人々の憤葱と根強い反対を避け

ることが出来ないものである。

　英国のあちこちに，2，3人共同で家を建てた人々

もあることを彼は知っていた。彼は考えた，ひとつの

部落を全部建てることは出来ないだろうか？　人数が

多ければ多い程，1戸当りの平均費用も安くて済むの

ではなかろうか？
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　この考えに勢を得て，彼は人を集め会を開いた。

1952年4月2日の夜，フォ｛ド会社の従業員21名が会

社のスポ｛ツセンタ’に会し，同盟を結ぷことに同意

した。何れも今までに自分自身の家というものを持⇔

た事のない人々ばかりであった。その最初の晩彼ら

は，やり方を検討したり道具を購入したりする資金と

して，各々一週間に5シリング（70セント）ずつ寄金

することを決定した。それと同時に，また委員会を指

命して適当な敷地を物色したり，建築家や地方当局と

相談したり，切実な財政問題を研究し法的な指導の獲

得などに当らせることにした。

　最初2，3回会合を開くうちにこのグループは最高

60人の会員を数えたが，中12人は自分達自身で決めた

課題の重味に堪えかねて途中落伍してしまった。

　素人を出来るだけ速く，熟練した技術者にするため

に，各メンバF共週に2回，サウスエセックス技術大

学で2時間の授業を受けることに決めた。煉瓦職人，

左官，大工，鉛管工など，それぞれ均衡のとれたチー

ムを作るため，慎重に専攻コFスを決めた。会の中に

はもうすでに免許をもった3人の電気技師はいたが，

他には熟練した建築技術者はいなかった。模型ボ←ト

に趣味をも⇔ている一人の男は木工技術を更に学んで

×工頭をつとめるようになったし，導管工はやがて本

職の鉛管工になった。

　授業以外に，彼らは無料で，友人の雑役をやった。

例えば，ケリーは浴室の壁を塗ったりしたが，彼はそ

の頃の事を思いおこしていう。「私がはじめて塗った

天井は私の顔の上に陥ちて来たものだ」と。

　ll頂調に進むという事は先ずなかった。労働組合は大

学に対して，これらの素人建築家達へのコースを停止

させようと運動したが，大学側は断固としてこれをは

ねつけた。日く．「何人たりとも教えを乞うものを拒

むことはしない」と。

　この後私設請負業者達は材料業者をおさえて資材の

販売を停止するように仕向けたが，これも失敗だっ

た。

　何カ月もの間土地探しをした揚句，やっと希望にか

な⇔た17エーカーの土地が見っかった。フォード工場

からは16マイル，しかもひらけた田園地帯にあるこの

土地は素適な村としてちょうど恰好だった。価格は

18，200ドル。彼らはフォード会社に頼み込んだ。会社

側理事会は無利子で資金を融通することを承認した。

　財政問題は終始かわらぬ難問であ⇔た。建築資材を

買うため皆は法人組織をつくり，彼らの新しい会社に

各々U2ドルずっ出資した。これによワて住宅金融組

合はこの計画の残りの出費を引続き支弁するよう契約

したのである。

　［953年5月，第一回の会合から13カ月目に彼らは仕

事にとりかか⇔た。中古品のトラックと，つるはし，

シャベル，大槌，手押車等七つ道具をひっさげて仕事

場へ出かけて行⇔た。彼らはセメントミキサーを3台

買い入れ，小型ブルト←ザーを借りた。フォード会社

から貸してくれた時計は敷地の申にある古い納屋の中

にとりつけられた。時間表は厳格に守られ，土，日に

はめいめい午前8時にきちんと出勤し，午後7時まで

また季節に依っては暗くなるまで働くのだった。これ

に加えて1週間中，土，日を除いた残りの5日間に，

この敷地に住んでいる者は6時間，また他所から通っ

てくる者は3時間宛それぞれ働くことにな⇔ている。

病気も仕事を休む口実として認められず，休んだ時間

は全てメイクアップせねばならないというきまりだっ

た。

　雨の日も風の日も，雪の日も霧の日も，イングレー

プの労働者達はたゆまずこの土地へ通った。建設の4

年間というもの，充分な休暇をとったものはひとりも

なかった。2週聞の例年休暇のうちの1週間と普通の

工場の休日は全部返上して，皆この敷地で働いた。休

みはそれぞれ3カ月に1日一クリスマスを除いては

御婚礼・御宴会
★プ　ル　　　ヱ（魚料理）
★グリル・ロシニ（鳥料理）

★すきやき・ルーム
★ダイニング・ルーム
★カクテル・ラウンヂ

結

場

ﾊ
真

電話千代田（27）2181～9

美
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それが全てであ⇔た。

　1軒当り平均，延べ50CC時間の労働力がかけられて

いる。建築家達は何もかも自分達の手でや⇔たが，た

だ寄せ木細工の床張り，窓ガラスのはめ込み，それか

ら屋根の瓦ふきだけは例外だ⇔た。これらの仕事は熟

練した本職に頼んだ方がず⇔と経済的であると分⇔た

からである。

　最初の12戸が完成した後も，彼らは引続きしっくい

工事は下請けにやらせた。仲間の左官はあまり手が遅

か⇔たので一。

　適当な道具類が揃わなか⇔たので，彼らは筋肉に頼

⇔た。重いセメント袋を持ち上げたり，専門家なら蒸

気シャベルを使うところも手で掘った。

　危機は絶え間なく訪れた。ある冬の夜，や⇔とLOブ

イートの下水渠を完成してその中にパイプを埋めたと

思⇔たらたちまち猛烈な風雨に襲われて，作りあげた

渠は泥海の中に完全に崩れ去り，パイプは二度と使え

なくなった。

　未経験であ⇔たため，皆は不安がって手を省くこと

が出来なか⇔た。図書館で指導書を読むと説明が出て

いて，例えば土台のセメントは斯々の厚味がなければ

ならぬ等と書いてある。専門家なら，このような設計

書は，とかくあまり大事を取りすぎる傾向があること

をよく知っているのであるが，素人の彼らはその境界

線を知らないためいつも指導書にある通りの理想的な

仕事をやらざるを得ないのである。

　つい最近も専門の請負師がこれらの家を見ていうに

は，「これはすばらしい。あなた方がどんな風にこれ

らの家を建てたか私の顧客には金輪際見てもらいたく

ないですね。そんな事にでもなったら私は失業してし

まうでしょうよ」と。

　19ε4年7月，最初の家が出来上⇔た。彼らの一人に

どんな風にそれを祝ったのかと聞くと，「お祝いなん

かやりませんでしたよ。まだこの先47軒も建てねばな

らないという思いでいっぱいでした。」という返事だ⇔

た。

　その最初の家と，．2，3カ月の裡に相次いで建った

家々は労働条件の一つの確固たる改革であった。家族

達が移⇔て来ると，男達は白木のままの，あたたかい

台所へ招かれて食享をするようにな⇔た。以前には納

屋にある古い石炭ストーブでお茶をわかしたりスープ

の缶をあたためたりしたものである。

　1954年U月のあるひどい一夜，2，3人の男達がト

ラックに乗って帰路についた。車のわだちにえぐれた

野申の道をガタガタとゆられながらふり返ると，斜め
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に吹きつける冷い雨を通して最初に建った六軒の家の

灯りが赤くかがやいていた。この時突然彼らは自分達

の行いつつある奇蹟が現実に形あるものとして実存す

るのだという思いに衡たれた。あそこに建っているあ

の六軒の家，そこではさっぱりとした炉に火が燃え，

赤ん坊にお湯をつかわせ，夕げの支度が出来つつある

のだ。この荒涼とした土地に彼らは家庭の魔術をもた

らしたのである。

　デニス・ケリ’はいった。「そりゃ俺達の妻や子供

が皆あそこに落ち着けるのは，まだまだ先の事だけど

それでも素晴しい眺めだったね。」

　その最初の六軒の家に入った六世帯は，抽センで決

めたのではなかった。この計画のあらゆる面に於て，

非常に細かな点迄民主的であった彼らは，こみ入った

重点主義をとり，最も大きな必要に迫られているもの

から順番に家を与えられる様な仕組みにしていた。

　子供一人につき何点，家から仕事場への距離により

何点，或は台所や風呂場をよその家と共同で使ってい

る場合には何点，という風に点数を決めて計算される

のであった。最初の家はエディ・ウィリアムズに与え

られた。これによってエディは到々，妻と5人の子供

達を，コーンウォFルからつれて来る機会を得たわけ

である。デニス・ケリーはこの計画の創始者であり，

叉主たる世話人であったにもかかわらず，32番目迄待

たねばならなかった。

　家がはいれる程度に出来上ってからも，まだまだす

ることは多くあった。家屋の内部は壁塗りと，鉛管工

事，電気工事，台所と風呂場のタイル張り迄にとど

め，あとペンキ塗り，壁紙張り，窓やドア枠みがき，

暖炉，壁燈，台所道具の据え付け等はそれぞれの家庭

の手にまかされた。

　おそらくどの家族もこの家をつくるのに非常に多く

の犠牲を払ったからであろうが，個性尊重ということ

が皆のねらいであった。同一の型に統一された退屈き

わまる標準住宅群など，彼らの最も好まないところだ

った。経済の点から，二つの基本的建築方式一一つ

は一階建てのバンガローで寝室三部屋付き，もう一つ

は二階建てで寝室四室付き一を採つてはいるけれど

も全く同じという家は2軒とない。

　　レンガや屋根瓦はそれこそ色とりどりでまるで春の

花園のようだし，内部もやはり同じである。計画を練

っている間は，どの家族も自分達の部屋の大きさや，

形，ドアの数，戸棚の置場所や電気のサシ込みの付場

所など，こまごまと研究したものである。ケリ←の語

るところによると，考えや思いつきばかりをやたらに



逞ましくして，皆夢の様な家を心に描いていたものだ

が，現実の財政状態に応じて，夢は縮少されねばなら

なかった由。r戸当りの平均価格はδ，160ドルと決め

られていてこれを超えると所有者は差額を即座に現金

で支払わねばならないことになっているが，これを敢

行したものも多かった。

　皆の独立性を尊重しようという気風は，英国住宅間

題関係庁からすすめられた有利な補助金を断わったこ

とにもうかがわれる。この補助金の条件によると政府

が費用の一部を負担してくれるのであるが，一方家が

最終的に自分のものになる迄には60年もかかるのであ

る。この件については，この会の発行している復写洞

りのけんか早い小新聞，「イングレープ会報」紙上で

はなぱなしい論争が行われた。タイル張り職人，レズ

リー・ライトの筆になる一節曰く，「私は自分の家の

しっくいを塗ったり，ガレージを2倍にひろげたり又

は自分の所有地のまわりに高さ10フィFトのレンガ塀

をめぐらせたりするのにいちいち他人の許可をもらじ・

に行かねばならないというのだろうか？　それとも自

分達が汗を流してつくりあげたものの中で自分の思う

様に何でもやれる自由をとろうか？」

　正式な申渡しによると，当局では，補助金を支弁し

ている間，その家屋に対して行われるいかなる改造其

他に対してもある程度の発言権を持つということであ

⇔た。自由を愛するイングレープの開拓者達にとって

は，「ある程度の発言権」・とは，実にがまん出来ない

程大きな発言権を意味するものに他ならなかった。彼

らはきっぱりと，この補助金をことわったのである。

　爾来，この決断の賢明であったことは明らかに実証

されている。彼らが最初買い入れた土地の全面積から

見ると，家屋のとっている部分はその半分にも満たな

い位である。彼らはその残りの土地を売りはらってい

る。改良されているからではあるが，土地の値段は高

騰して来ている。これから上る収益として彼らはすで

に56，000ドルをあげ，全部売れてしまうまでには合計

84，000ドルのお金が入る事になると予想されている。

　フォ戸ド会社からの貸与額はすでにずっと以前に返

済してしまい，その上どの家庭でもかなりの利益をあ

げているのである。ある不動産鑑定家が最近見積った

ところに依れば，48戸の家屋だけでも，その建築費の

ざっと2倍の額に達するそうである。

　主婦の1人ジヨック・ドリスデイル夫人はこの様に

述懐している。一「この数年は決して安楽な年月で

はありまんでしたし，家中の12のドアを全部この手で

塗ワているにもかかわらず，今もワてこれが自分自身

の家だとは信じられない位なのです。ここへ来てから

の最初の2，3日間というもの，朝起きる度に，叉す

ぐ荷造りをしてあの以前の階上の間借り生活に返って

ゆかねばならないだろうという気がしたものでした。

今みんなとても仕合せです，まるで休暇のような楽し

い気分です。」

　イングレPブの開拓者とその家族の人々にとっては

ここでの生活は残された生涯を通じて終ることのない

休暇なのである。
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　誰も彼も，みんなマクナルティが妊きである。それ

は，彼の帽子が素適だからというのではないし，まし

てや彼がいつも身に着けている蝶ネクタイやダプルの

背広の所為でもない。

　みんながマクナルティの事が好きなのは，それこそ

彼の身についている何処か他の人と違う魅力の為なの

だ。彼は人に自分の心を読ませようとはしない。いつ

でもマクナルティは自分の思⇔たままを，率直に言葉

にするのである。かといってそれは彼の口にすること

が，心にもないフトした思いつきだという訳ではな

い。彼が喋る時，それは彼の実感一一それも心からな

る実，感一一を言葉にしているのだ。

　だから人は彼と話す時，他でもない自分のことが話

題になりているのだということを，つくづく感じるこ

とができるのである。つまりマクナルティは，自分の

話し相手が決して一般的類似性では割りきることので

きない人間なのだということを，逆にその相手にも納

得させる能力をもっているのである。

　マクナルティは，相手が自分の心を悟るまで安楽椅

子にふんぞりかえ⇔ているというようなことはしない

のだ。彼の云うことは時として快いものではない。し

かしそれを彼が云ったのだとしたら，あなたが話した

相手が他ならぬマクナルティであったとしたら，あな

たは考え直さずばなるまい。何故といってあなたは，

それが自分のことを親身になって考えてくれる人が本

当に心から云⇔たことなのだということを否定できな

いから。

　マクナルティは自分を満足させるために話している

のではない。あなたの胸に差しのべ当てがわれた彼の

手は，実はいつも暖かいものなのだ。それだけではな

い。彼と話している時，人は自身マクナルティの様に

なることができる。例えば，マクナルティが誰かのこ

とを偉いと思うと云うのを聞くと，人はその誰かのこ

とについて，それが自分のことであっても，自分も思

っていることを喋りたいという衝動につき上げられる

のである。彼の前に居ると，私淑の美徳さえも何か意

味のないことのように思われるのだ。尊敬している人

の前に行って素直に偉いと云うのに何の遠慮が要るだ

ろうか。それができないとすれば，一体何のためにロ

を持っているのだろうか。

　マクナルティの心は広く，そして深い。人は彼の包

容力が大きく，いつでも入って行けるということを知

っている。それも彼の方から云い出すのだ。彼は埠か

る所なく人の欠点を衝き，誤ちを大声で注意する。図

書館にでも居る様に，声を低めることはない。感じた
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　　　　　　Remembers

McNulty

みんなマクナルティが好き

　　　by　Bert　Zelda　Beck

ままを目に出すのである。彼は普通の人のように相手

が感づくまで，自分の考えをそ⇔としまって置くとい

うようなことはしない。彼は人を読心者だとは考えな

か⇔たし，自分も読心者だとは思って居なかった。彼

は常つね，沈黙していることによって人に誤解を与え

たくないものだと云ワていた。彼は時に称賛と批判と

同情の言葉を混じえながら，われわれが越して行かね

ばならぬこの世の波を手を取合って波って行こうと考

えていた。マクナルティは感じたままのことを喋り，

人は安心して頼りになる友人を得たと考えるのだ。そ

こには人を時として混乱させるあの沈黙戦術は存在し

ない。

　マクナルティと話したい時，彼はいつでも来てくれ

る。



彼と話したい時，商用にかこつける必要はない。誰

か心から話し合える相手が欲しいと思ワた時は，それ

だけの事で彼に電話をしてこう云えば良いのだ。「マ

ック，30分ばかりおつきあい願えないかい。」

　そこで彼は自分の方から出向いて来るのだ。マクナ

ルティは，身体と心を離して考えることをしない。彼

は精神的一致などは信じない。彼と話したい時彼は自

ら足を運んでや⇔て来て，目の前に坐り，話に聞き入

るのだ。そして，人は楽しげに尽きぬ興味をも⇔て，

あたかも一語一語を全身を耳として聞いているような

彼の熱心な眼を己が上に感ずるのだ。

　マクナルティはその時，役に立つ助言を与えてくれ

ないかも知れない。しかし，マクナルティは人の話を

聞くことが好きであり，又心に欝積した悩みを一通り

言葉に出して筋道を立てながら人に伝えることが，ど

んなにか心をいやすものであるか知⇔ているので，彼

に話し相手にな⇔て貰うのはそれだけでも意味がある

事なのだ。

　言葉は，「やあ」とか，「今日は」とか，「一財産

作った」とかを云うためばかりのものではない。言葉

は相手に自分の心の正しい所在を伝えるために，相手

と自分の聞にかける橋なのだ。

　この橋渡し工事によ⇔て，人はいわゆる世俗的利益

を得ることができるかどうか，必らずしも明らかでは

ない。しかしただ一っ，人はこの工事によ⇔てマクナ

ルティが得ようとしていたものと同じものを得ること

ができる筈である。

　そのマクナルティも今は亡い。けれども誰も彼も，

みんなマクナルティの事を懐かしく思い浮べるのだ。

質 問 箱’・

問：私達のクラブでは，幹事と会計の兼任をさせ

　たいという案が出たのですが，これは認められ

　るのでしょうか。

答：クラブ役職の兼務は既に多くのクラブで認め

　られている所です。そこで，あなた方のクラブ

　でも勿論認められますが，これが正式に効力を

　もつためには前以ってクラブ会則をそのように

　修正しておかねばなりません。

問：私達のクラブでは，テ←ルツィスター補を置

　いているのですが，彼も役員会の構成メンバー

　として認められるのでしょうか。

答1クラブ会則に明文のない限り，認められませ

　ん。われわれの意見では役員として扱わぬ方が

　良いと思います。

問：機関誌THELIONは現在，何ヵ国語で
　出されているのですか？

答：九ヵ国語です。即ち，英語，スペイン語，ス

　ェFデン語，フランス語，ドイツ語，フィンラ

　ンド語，ペルギー語，イタリア語及び日本語の

　各語版です。

問：南アメリカ諸国には全部，ライオンズクラフ

　があるのでしょうか？

答：二つのギアナ（仏領及び英領）を除く全国に

　あります。南アメリカで最も新らしくライオニ

　ズムを受入れた国は，ネザ’ランドギアナ（ス

　リナム）で，それは1957年の5月の事です。

昭和事務器株式会・
　　　　　代表取締役中村多門
　東京都中央区室町2丁目4番地三和ビル6階
　　　　　　　電　　言舌　　24－4　3　9　4
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ムゾーンチェヤマン会議開催

「

　9月3日京都

の都ホテルに全

国のゾーンチェ

ヤマン各位の御

参集を乞い，ゾ

ーンミ声ティン

1L』グの離を申心

に，その任務，報告等諸般の関係事項についての研究

を主とした会議を開催した。全国各ゾ←ンから参集さ

れたチェヤマン各位は初秋とはいえ未だ残暑厳しい京

都で，ぼう大な資料を手に，長時間極めて熱心に研究

され，今更の様にその任務の重要性を痛感，夫々得灸

ところ多かった有意義な会合を閉じた。

　当日の出席者次の通り。

楠美隆之進（青森），戸田利勝（浜松），小関育太郎

（一宮），藤沢加三郎（金沢），桑原雅隆（神戸），中

村直勝（京都），柚木久太（玉島），原田東眠（広島）

緒方益囲（高松），平井喜雄（八女），宮川伊喜松

（長崎），申沢良夫（ガバナー），村上薫（幹事），高

橋巌（会計）

ムガパナーの公式訪問日程決まる

　愈々ガバナーは公式訪問の途につくことになり，大

体の予定を次の通り決定した。その詳細な日時等につ

いては前もって当該クラブには通知するが，この機会

に出来るだげ多数の会員諸君とお会い致したいので特

に御配慮をわずらわしたい。なお公式訪問の際の質問

事項は9月4日附発G第8号をも⇔て各クラブ会長幹

事宛通知済であるが，該当事項に返答出来るよう御準

備願いたい。

　その日程次の通り。

9月

10月

11月

【2月

1月

2月

3月

4月

5月

北海道地方

関東，北陸地区

申京，甲信越地区

近畿地区

（スターム国際第一副会長訪日の予定）

九州地区

四国地区

申国地区

東北地方（年次大会）

△会員増強月間について

　まだその趣旨が徹底せぬきらいがあるが，これはLO

月一ケ月聞のみの運動である。この一月間に，全世界

的に増加目標を立て，それを各地区，各ゾ’ン，各個

人毎に競争的にこの運動を展開するのである。この期

間中に全会員が新会員を求め，どのクラブも平均して

新会貝を増やすことに努力する。従ってこのLO月には

日本全体で何名増えたかということと同時にどのクラ

ブも平均して新会員のあることが極めて大切なのであ

る。この点再度御認識を得，10月には素晴らしい増加

が見得られる様今月から準備をされたい。

　当ガバナー事務局がこの運動に関して行⇔てきた運

動は次の通り。

　8月20日　発G第5号で各会長にガパナーよりこの

　　　　　　趣旨伝達

　8月20日　発GZ第1号で各ゾーンチェヤマンにガ

　　　　　　バナーよりこの趣旨伝達

8月20日　全地区役員にガバナーよりこの趣旨伝達

8月25日　幹事通信第1信で各幹事にその要項通知

9月4日　発G第6号で各会員委員長宛ガバナFよ

　　　　　り書簡発送　　，

9月5日　全会員に趣旨伝達のガバナー書簡発送

スローガン　1人が1人を10月は会員増強の月

△R・ROY　KEATON氏来日記念の素晴らしい
アルバム完成　クラブの保存用に，叉あなたの記念に

是非一冊お申込みを

　去る8月U日京都での合同歓迎会の席でのスナップ

キャビネ版35枚を美麗なマ戸ク入りのアルバムにはり

たもの，価格￥3，000（送料別）申込み先は

　　京都市東山区砥園会館内

　　ライオンズインターナショナル第302地区

　　ガバナF事務局

△R・ROY　KEATON氏訪日記念盲人用杖の申
込み

　京都での会場で当日のフアインを中心に全国の盲人

に“R・ROY　KEATON訪日記念”と書いた白
杖を贈ることに決定した。これは京都ライオンズクラ

ブ宛お申込みを。

　　　　　　　　　　　　　　（村上地区幹事記）
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写真は大会第一日東京会館
に於ける各国々旗掲揚式



準備委員会が、日夜奔走の末苦心して作り上げた第
アジァ大会プログラムは、世界最大の奉仕団体と自
に許す国際ライオンズクラブの偉容をアジァに示す
るものであった。エリァ17構成国である中国、香港、
リッピンの各代表団に、特別オブザーバー、イン

ド、ハワイの代表の外国ライオンズ、ライオネス百数十
人を迎え、地区内各地のクラブから400人が参加、プロ
グラムに盛られた内容と共に、アジアにおけるライオニ
ズムの躍進ぶりを見事に示す成功を収めた大会であった。
大会初日登録受付開始と同時に続々つめかけた外国ライ
オンズの熱心な顔（写真上）今年度のエリア17代表ユー
ヘニオ・ユーセビオ国際理事の挨拶（写真右）首席代表
の間のお土産交換、帝国ホテルにおける盛大な昼食会
そして………

cMεf

　　　　中国首席代表

L．ウィリアム・C・S・マー

Dε1θ9αオε8 8ρoんε

　　印度首席代表
L．N．　N．パンドール

砲

　　香港首席代表
L．イク・サン・レオン



For LjoηLj8m 1η 、48」α

　ブイリッピン首席代表
L．ビクター・サイ・フエン

」

6

糞

　　ハワイ首席代表
L．アレクサンダー・チン

（．
〆へ・，
　　　＿傷

日本首席代表（地区ガパナー）

　　L．中沢良夫
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天高くライオン肥ゆる秋

　10月はシカゴ本部の指令に基き，日本全国クラブは

一人が一人をの会員増強月間で張りきっている。その

波動は東京にもひしひしと伝わって来る。愉快な話し

とはこんなことをいうのだ。どうか世界一にのし上る

ように記録と首ワぴきの地区幹事の上にGrace　of　God

を祈る。

愈々中沢ガバナー公式訪問開始

　ガバナーと終始共に働く村上幹事の労を思い，感謝

する。朝3時に起き，ガバナー事務局と自分の会社の

段どりをして働かれる姿に尊敬する。彼は勇者である

故にたじろぐことなくして信ずることを行う。途上の

石も乗りこえて行く。小さな石ころは目にも入れず，

猛進猛進思いは即ち実行である。創刊号で予言したよ

うに彼は，勝利投手となることは必定である。誰がホ

ームラン打者か，全国の守備者は用意はよいか。彼の

サインに応えるものは誰ぞ。

ライオニズムと国際連合

　世界国家が誕生せんことを世界の人々が希望しつつ

あることは，われわれ現代人の痛切に感ずることであ

るが，日本事務局に突如国連の広報センタ’理事が来

訪さる。ライオニズムと国連の関係は既に世界の知る

所である。共に協力し世界の平和のために働かんこと

を語り合ううれしき一時であ⇔た。

　中沢ガバナーはシカゴ大会においても，また高校野

球場でも，一貫せる日本の伝統的精利：一弱きを助け

る精神とライオニズムの精神の一致を強調せられてい

るが確かに，古来日本にある神ながらの道はラィオニ

ズム精神の朗らかさと相一致するものである。国連の

精神は微笑の精神だ。平和の精神だ。朗らかに，心の

バランスのとれた，宇宙の精神と一致したる自信の持

主が支酉llする世界。国連が，またライオンズが世界に

訴える世界はこれである。道，道といい立てる必要は

なく道は既に神ながらの昔からあるのである。人間が

笑える世界，笑い合える世界は，日本の昔の万葉集の

中に盛られた世界だ。ライオンズの申の’」＼▲steTはこ

の世界の表徴ではないか？　万葉集の申の歌人のおお

らかな，自然と同調した精神の持主は愛他心の持主で

あり己れを思う前に人を思い，人と協調することを求

める人なのだ。笑いを例会にもち込むTwisterこそは

日本の象徴だ。

　申沢ガバナーの，ライオニズムは日本の精神と変り

なしとする説を読んでいて深く感心させられた。愉快

な社会主義の行われていた平田篤胤の説く日本の道は

またライオニズムの途だ。

日本のライオニズムとわが事務局

　石川欣一先生は日本のライオニズムの未来について

益々発展することを予言しておられるが，日本におい

てこそライオニズムは真の発展と成長をなしとげるの

ではないか。蔭の人は陰気な人ではない。陽気な人な

のだ。陽気はライォニズムの精神だ。日本の古来の精

神なのだ。かくされて来ただけのことである。ライオ

ンはほほえみつつ生きるのである。

　Ke‘・ton氏は語る。世界はカメラだ。ほほえみなさ

い。ほほえみは人に伝染する。ほほえみを蓄えたる人

は成功する人だ。スマイルにはそれ自身の言葉があり

その言葉は人を生かす。激しき労働は成功の扉を開け

る金の鍵といわれる。しかし，自分の仕事をたのしみ

嬉々とした表情が常に顔に表われたる人こそ成功者で

あるというのも，はるかに真理である。嬉々とした仕

事ぶり，生活ぷり。栄あれ！　ライオンズ！！

　そこで日本事務局は，単なる事務所でなくてライオ

ニズムの深さを愈々深く堀り下げ，日本のライオニズ

ムを文献により酬訳により，広く智識を世界にもとめ

指導するものとなり，啓発するものとならんと志して

いる。われわれ日本事務局の前途にあるものは単なる

事務の切り売りの悲劇に陥ちてはならないのである。

日本のライオニズムの将来の基礎をほほえみの中に，

蔭の人として黙々の中に基いて行きたいのである。

　日本事務局は恒久的仕事をする所である。日本のラ
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イオンズの中心となり，日本のライオニズムの研究所

であり，指導者であることをGoa1として進む。

Keaton氏が来日されてSmileを蒔いて行かれた。

日本事務局はSmneの場所として出発をして，世の

人のために尽さんとするライオニズムのゼネレータP

として働きたい。

アジア×会後日

　アジア大会が終ると仕事が山積する。方々の関係役

所へ御礼に行く。大会の後始末はわれわれを休ませな

い。使命の偉大なる価値を覚り，この自覚はわれわれ

に自信を与え実行力となることを信ずる。　Grace

of　Godにより益々成長して行きたい。

アジア大会準備余録

ライオン誌表紙絵募集

　第二回アジア大会で日本事務局は文字通り，忙殺さ

れた。来る日も来る日も委員会，寛容の精神のライオ

ンズだけあワて，事務はどんどんと流れるように進む

といいたい所だが，船頭多くして船は度びたび山腹に

押し上げられた。しかし，割合に冷静に着々と計画通

り進めて，縦横の連絡がうまく進められて各委員長が

一体となり得たことは幸いであ⇔た。

　日本事務局はホストクラブ，東京5クラブに協力し

て，第二回アジア大会事務局として渉外関係，その他

一切の交渉の連絡機関として，全く文字通り汗みどろ

で働いた。みんな，その道の老練家で，どんなに助か

⇔たか知れない。蔭の人，かくれた力の人が無くては

何事もなし得ないことを今更の如く思う。

　ライオニズムの日本における発展の歴史を思う時，

敗戦，アメリカの進駐に伴う民主々義機構の充実を考

えざるを得ない。戦後社会救済運動，赤い羽根，白い

羽根等々の慈善事業が日本に深く浸透して来た。昔は

一寸した慈善にも個人の名前がでかでかと出たものだ

が，今は個人はかくれて一団体の名で，一つの運動の

名において美しい仕事がなされるようになった。一人

ひとりの心を結集して社会の恵まれない人々に救済の

手を差しのべるライオンズクラブが，社会の必需物と

して成長する絶好の機を与えられたのも，むべなるか

なである。喜んで蔭の人となる。より恵まれざる人々

への奉仕とは，蔭の仕事である。

　アジア大会というような大きな仕事，或いは地区年

次大会の蔭には，表には現われない人々の努力や．套仕

が美事に，谷間の百合のように咲いているのである。

俺が俺がという社会通有の名誉慾とか権利慾が影をひ

そめて，期せずして人のためになさんとする美しい心

の花が咲き乱れた処にこそ，ライオニズムの永遠の園

があるのである。一つの仕事をする毎にわれわれはラ

イオニズムの偉大さをしみじみと覚る。

　It’s　great　to　be　a　lio【1・

　毎月ライオン諸賢の机上を飾るライオン誌は，美し

い四色刷りの表紙絵で人目を惹いている。今後も，日

本各地の特色を生かしたものを用いたいと思うので全

国のクラブも振るって郷土の絶景奇観の御投稿を申込

まれたい。表紙原稿は出来れば天然色フィルムを用い

たスライドが一番良いが，黒白写真でも，絵葉書など

着色物を添えてお送り下されば適当に着色採用するこ

とも出来ます。

事務局，例会場変更

常滑L．c．

　事務局愛知県常滑市字南屋敷72

　　　　　　常滑農協会館内　電（代表）740

　例会場事務局に同じ

横浜1、．c．

　事務局横浜市伊勢佐木町2の38

　　　　　　若林ピル　3階

、
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過去一力年に想う

岡山Lc　原

かとも案じられますが，今朝は稀れに自宅に落着け

た爽やかな日曜日でもあり，そこはかとなく再び過

去に想いをめぐらせてみることも亦愉しいことで

　こんな立派な，誇るべきLions　Internatiom1を

未だによく知らずに居るMがある。素人が知らぬの

は今のところあたりまえかも知れないが，クラブの

Mが知らずに居るとは，こは如何に／　何にしても

現段階ではPR（宣伝運動）が強力に要望されると

思います。私が昨年一ケ年間各Cを歴訪したのもP

R即ちLCは実際世界一の素晴しいもので，相手に

とって実にはずかしくないものでありますそという

ことをふれ歩いたのであります。この世界に冠たる

理念と機構からなるLCをM各位は自慢にして，　L

Cの匂いを自らの身体，事業所，自動車等に発散させ

てよいではないか。LCのMのなかには大新聞社や

大雑誌を持⇔ている人も沢山ある。尚また自らの事

業所内で機関誌を発刊している人は随分沢山ある筈

です。それ等にLCのPRを一寸ばかりにおわせて

もよいのではないか。暑中見舞や年賀状も態々印刷

するものであるから，これへもクラブの匂いをさし

はさんでもよいと思う。一番強調したいのは，顔の

広いMは公衆の前でLCのバッヂを胸につけること

を忘れないようにお願い致したく存じます。大臣永

野Lの胸に代議士のバッヂと共にLCのバッヂがみ

られたら，日本国中のLとその家族は如何に喜ぷこ

とか！Big　Lionから卒先してLCの偉大さを身を

以て大衆にPRして下さると幸です。各地で各Lが

毎日新聞や雑誌に写真入りのインタービユーが実行

されていると推察されます。そのお話のなかにLC

のこと，御自身の胸許にバッヂをお忘れにならぬよ

うに願いたい。本年はPR委員長はその委員の各位

と共に強力な直接運動を考えて実行して下さい。

　シカゴ本部では会員維持に力を入れています。1、

C誕生以来41年間に脱落Mを全部くい止めていたら

　　　　ト・・．‘1■nl．…1・・“‘‘■，1，．…1・…II■‘1，‘．・・b・◆．1旧副，…・〈，・・

勝　1巳

んだかも知れぬとい⇔

ています。日本ではC

のPRがうまく行けば

ドロップするMは皆無

となるでしょう。

　行く先きざきで感じ

たことは，会長と幹事

のコンビがうまく行⇔ているCは素暗しい。若さ強

さの幹事に対し高年の会長の理解です。従来の日本

酢な会の様式を固守して，国際的に脱皮が遅々とし

ているCは低調のようです。LCは他Cとちが⇔
　　ロ　　む　　む　　む　　む　　くフ　くハ

て，金持ちの年寄りばかりの即ち物の集合体でなく
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て，若いもの古いものあらゆる年令層の心の団結融i

合体なので，LCにかぎ⇔て将来何百年経⇔ても常　1

に若々しく老衰しない．こうい鯉由で世界一の雄i

×な発達をつづけつつある次第です。　　　　　　　；

外国の報告をみると，田舎のCのMは×都会のM…

にひげめを感じているのがあ・・書・・てありますがi

日本では私の体験したところによると何処へ行って　言

も田舎のCほど友情を越えた親密さで，実に感激的　i
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住んでいても，光・ものはど・でも光。て…。i
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とです。　　　　　　　　　　　1
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その③

神戸　ク ラ　ブの誕生

中　里　栄　三　郎

；議覧元；二z）

　神戸ライオンズ・クラブは日本で第3番目に生れた

クラブである。わたくしはそのチャータ｛・メンバー

であり，その上，ここでは文筆家でとおっているので

その誕生についての思い出ぱなしを書けという御下命

を受けてしまった。

　承知しましたと，会長のライオン小泉に返事をして

しま⇔たものの，さて，書こうとすると，何も思い出

すことがないのである。ない筈である，わたくしは何

にもしていない，ただ誘われて，ただ何となく好まし

いクラブと思ったので入会したのだから，何もないの

があたり前なのである。そこで，わたしがなぜ入会し

たかということを書く前に，どんな工合にチャータ’

・メンバーが出来上ったのか，クラブの長老，ライオ

ン岡部やライオン葛野にお尋ねしてみることにした。

　いろいろ，電話やなにかでおききしたことを取まと

めてみると，当時，ジョージ・バレネンゴアがオリエ

ンタル・ホテルに滞在していて，日本に於けるライオ

ンズクラブの拡大に努力していた。時たま，報道関係

のライオン青木（いまは大阪クラブのメンバF）に話

をし，ライオン青木が，商工会議所議員であるライオ

ン岡部，ライオン葛野，ライオン石原に話しかけたら

しい。いわゆるライオンズの精神について，どれだけ

くわしく説明し了解されたものか，そこのところはよ

く分らない。

　わたくしでさえ，「まアロータリークラブのような

ものだ」という理解しか持たされていなか⇔たからこ

の三銃士たちが，どれだけの信念を持っていたのかよ

く分らないが，そんなことはどうでもよろしい。

　とにかくこの人達が立上って，これという人達に目

標をつけて，活動を開始しはじめた。活動を開始する

とこの三銃士は中々執拗であり根気がよく熱心でもあ

った。現に，わたくし等は，2度3度，御来駕の栄を

たまわって，いやも応もなく，するするっと入ってし

ま⇔たくらいなのであるから。

　これが1952年のU月ごろの話だそうだ。

　こうして，三銃士の活躍めざましく，翌年即ち1953年

2月10日には，25名のチャータP・メンバーをそろえ

て，生ぶ声をオリエンタル・ホテルであげるまでにな
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ワたのである。

　この間，いろいろ問題はあったらしい。ロータリP

．クラブとの関係，社交クラブという意味での無理解

何だかエタイのしれないものへの不親切，まアそうい

う障害がいろいろあったらしいが，それについて，お

三方ともあまり多くを語られないし，また，語ること

を好まないという態度であるから，こちらも御遠慮し

ておくこととしよう。

　しかし，とにかく神戸クラブは誕生した。国際港都

神戸にふさわしく，日本人のメンバーだげでなく，ア

メリカ領事や，オランダ総領事なども加わって，はな

ぱなしく国際的な匂いを持って誕生したのである。そ

れから今日までの発展については，なまげもののわた

くしが，とやかく書くまでもなく，クラブの記録が立

派にそれを語ってくれているとおもう。

　さて，そこで，何故わたくしが，好ましいクラブと

して，するするっと入会してしまったかということを

一・P’書いておかなければなるまい。

　わたくし達は，疲れていた。疲れて飢えていた。長

い戦争のくらい重苦しい圧迫の下で，わたくし達は，

本当にイヤになるほどの思いをさせられ，くたびれさ

せられていた。

　それからまた，敗戦後の，手の裏をかえしたような

世相や人情にも，つくづくと考えさせられていた。自

分だけよければよい，人をおしのけても，自分だけを

押し出そうとする，それが与えられた民主々義であり

個人主義であるというような，間違⇔た考え方や生き

方の中で，いったい，わたくし達はどこに人生のたの

しさを求めることが出来るのかなどという気持になっ

ていた。

　その時，誰にもわずらわされない，社会

奉仕のクラブが，遠いアメリカから手をさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
し籔ぽ；㌫・ひね・－i

るかもしれ鯛減いられた鱈や生き｝
方は大嫌いである。自分の自由で，何のオ

ブリゲーションもなく，社会奉仕をしよう

　あの当時の，不安鏡な世相の中で，こうしたクラブ

の持つ魅力，安定した人間の相互の信頼，そうしたこ

とをふりかえってみると，いまのこのクラブのあり方

は，いろいろと今後の行き方について，考えるものを

ふくんでいるとも云えよう。

　わたくしは，すこし余計なことを書きすぎたかも知

れない。しかし，こういう心持があったということも

誰かが書いておかないと，形式的な誕生の記録だけに

なってしまうと思って，書きしるしておくのである。

　それと，もう一つ，わたくしはライオンズ・クラブ

のバッジの図案が好きである。両方へ顔を出したライ

オン，紫の中に浮いたLのしるし，何か落着いてい

て，その癖，ヘンな気取り気がなくて若々しい感じが

する。これは誰が考えたのかしらないが，他のクラブ

のそれと比べて，わたくしには一番好ましい。

　そういう点も，するするっと入会させる動機になっ

たのかも知れない。それというのも，わたくしが育っ

た少年時代には，ライオンというものが，動物の申で

一番つよいものだという観念があり，それが潜在意識

になっていたのかも知れない。こんな，子供っぽいこ

とを書くのは，わたくしがまだ若いからであろう。そ

う思⇔て，今日は，10日目のさんばつに，十分頭をす

って貰おうと思っているのである。

　（筆者は筆名，仲郷三郎，兵庫県歌人クラブ会長，

交芸評論家である。）一一9月19El稿一

とする・そういう精搬たまらなくうオ・し1

い。わたくしはいま，兵庫県の共同募金会

の理事をして広報部会長をしているが，こ

れとても同じことで，まったく，うれしい

ままに，このクラブへするするっと滑りこ

んでしまったのである。おそらく，25名の

チャーター・メンバFは，大抵そんな心持

で集⇔たのではあるまいか。
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THE　LION
ライオンズ用語便覧

テールツイスター物語リ

　「私はたった今地方のライオンズクラブに加入した

ばかりで，クラブの用語には金く以⇔て閉口しとるで

す」と，新米氏は云います。

　例えばTail　Twisterとは何ですか。辞書をひっぱ

ると，Ta三1とは後について行くとあります。そして

Twisterとは曲りとびこみの事だ，と。そうすると，

Tail　Twisterとは曲りとびこみに人をさそう人と解

釈してよいのでしようか。確かにこの考えは理窟にあ

っていますが，少々それは的を外れすぎる様です。
　　　　　　　　　　　　　　む　　くり
　辞書には又，Tailとはかぶらの長い根っこという意
　　　　　　　　　　む　　くぐ　む
味があり，Twistはゆわくという事です。そんなら
　　　　　　　　む　　つ　　くプ
Tail’1Nvisterとはかぶらの根つこをゆわいてまわる人

という意味でしょうか。しかしii廷際はTai1　Twisterは

ライオンズクラブの重要な役員で，会貝の選んだ人な

のです。

　Tai1’rwisterは普通の人の世の習慣に妨げられない

様に外からは見えますが，実際はかなり厳重な蜆則に

しばられています。ライオンズクラブ会則及び附貝1：第

｜0条H項に定められたTllil’1、visterの義務を一つ調

べて見ましょう。

　Tail　TwisteTは例会での調和を保つ事，叉常に集会

を友好的なものとし且つ生々と熱烈なるものとさせる

責任があるのです。会員からfineSを集めるのが仕事

ですが，どれ位日nesをかけるかという点については

規則がありません。一寸した思いつきで例会を爆笑さ

せたり面白がらせたりしなければなりません。

　91ケ国，1万4千のライオンズクラブが有力な

T‘・il　Twisterをどしどし作り出しているのは十分理

由のある事です。各クラブは最もやかましい，一寸や

そこらで制止されない回転ドアの様に外部に向って押

しの強い人を会員中から選んで，会の進行の点火役を

させているのは当然の事です。Taiい1Mstがの事を

よく人は大嵐しと呼んでいるのを御存じでしよう。

　どうしたらよいT8il　Twisterが出来るか？　ファ

インを徴収して而も会貝を離散させないで行ける人と

は一体どんなタイプの人でしようか？　何故TTはみ

！『㎜E　！『ALE　OF

丁蹴ひIL　TWIST肌
なさんのクラブで一番大切な人となるのでしようか？

　シエクスピアの「御意のままに」の申で彼は語って

います。「道化役者（恐らく今生きていたらいいライ

オンであったでしょうが）を見るのは何よりのたのし

みだ」と。全くあるTTはまるで道化役者の様で，会

貝にと⇔ては食事をするより彼の言葉を聞きたがる位

だ。しかし，ある道化的役割が笑わせるのに必要では

あるが，よきTTは宮廷おかかえの道化師とは叉別個

のものだという事を知らねばならない。
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　第一彼はしあわせな性格の持主である。社交妊きで

人々の事を知りたがると同時に，人々がおたがいに知

り合うのを喜ぶ。うまい具合に自分のクラブを共に働

き又共に遊ぶことをたのしみとする友人達のチPムに

仕上げてしまう。

　第二に彼は，愉快な指導者である。多忙な人の取っ

ておきの時聞を昼食時間に切り替えさせて十分に会貝

をたのしませる。彼の指導下でみんな一緒に笑う。彼

につつかれて，みんな冗談を云⇔たり歌⇔たり語⇔た

りする。彼が原動力となって，この仲間同志だという

想いが他の人達を助けようというライオン精神になる

のです。

　第三に彼は外交官だ。親しみのある機智とユーモア

のビロ←ドの手套で武装されて，信仰と信条所信一

これらこそわれわれがクラブと呼称している団結を作

りあげてるものだが一この多面的国境を絶えずバト

ロPルしている外交官だ。

　第四に彼は，自由なる演説の擁護者であると同時に

又抑圧者でもある。長広説をバツサリ切り，叉おとな

しい語り手を勇気づけるのにかけても権威者である。

自分より上の役員にかけられた権威をも多数，但しテ

’ブルクロスの範囲で，奪う事がある。しかし，この

さん奪により会の調和，友好をはかり，更に生、々と熱

烈なものに持上げて行ける’場合に限る。

　第五に，根本的性格として彼は巡査であり，裁判官

であり，陪審員である。フアインをかけたりこれを固

執する権利は会則の下に於いて，犯されてはならない

のだ。中世紀に於いてTwisterは拷間の一種で，腕を

痛くねじったものだ。ライオンはしっほのある肉食獣

だから彼はライオン達のしっぽをねじ上げて貢物をせ

しめるのである。TT自身にフアインが科されるのは

ライオン仲間をミスタ←と呼びかけたり或いは合唱に

出なかったりした場合など，一般的慣行に反した時で

ある。TTのフアインの理由は数かぎりないものだが

自分の想像と聴衆の抵抗によって制限されるだけだ。

しかしフアインは会員たることの象徴であり，みんな

を面白がらせ会の空気を生々とさせるためにかけられ

るものだ。こうして愉快に蓄えられた貨弊は何年かの

中に，非利己的なクラブの事業資金となるものだ。

　あるクラブの連中は激しく彼を嫌⇔ていると誰かが

云っている。彼等は辞書をひいてTailという意味は

吐気をもようさせるとかねじまげるという意味がある

と云い，TTを嫌な思いをさせる曲芸師だとしている

のであるが，そんな事はない。そんな事を本気にして

はいけない。みんな彼が好きなのだ。

　TT銀行を提げて歩いているこの忙がしいしあわせ

な人よりも重要な人はクラブに居ないと云ってよい。

この銀行の中に，彼は次の様なライオンズの財産を保

管しているのだ。即ち，睦まじさ，兄弟愛，仲間愛，

チームワーク，都市に対する責任，人類に対する奉仕

などです。又，この銀行からみちたりた，豊かな，幸

福な人生を引き出させてくれるのはTai1’1、visterな

のです。　（T．R．K）
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事務局長　岡 野 日
白 長

　激しく電話がかかってくる。外人の声，俺はカリフ

ォルニアのライオンだが胸部疾患世界会議で第一生命

ピルの4階に居る。会いたい，来てくれとのことだ。

第二回アジア大会の準備で毎日忙殺されていて，その

世界的な大会の記事は新聞で読んでいたが忘れてい

た。例会に出たい，日本のライオンズに会い度い，と

の事，しばらくすると又電話だ。同じく胸部疾患世界

会議に出席のフェラリー博士，パナマのライオン，東

京四クラブのアクティビティとして癌薬マイトマイシ

ンをパナマのライオンズクラブに送った事は創刊号に

掲載したが，その国のライオンからだ。東京ライオン

ズクラブの皆様にお会いして親しくお礼を言いたい。

3ヵ月の死の宣告を受けていた癌患者があの薬を注射

してから経過よく6ヵ月が経過したが死をまぬがれて

漸時快方に向いつつある。殊にパナマ地方の気候とあ

の薬がすりかりあって他の患者に使用した結果，仲々

好いとの事で是非おくれるだけ薬を送⇔て欲しい。代

金は直ぐ送るから人類の最後の苦悩から救い出す崇高

なる運動に更に援助してくれとの耳。

　猫の手も借り度い事務所だが，会場へ飛んで行く。

流石，世界の医学界の権威を集めた会場で盛会だ。受

付に行き案内を頼む。拡声器で呼び出すのかと思って

いたら，スライドで呼び出すのだ。丁度スライド映写

中で其の間にさし込んで呼び出す訳，一寸面白いと思

った。大きな体の医学博士フェラリー氏が現われる。

も⇔とライオンスが世万各・から集っている讐だか

ら，例会案内をして欲しいとの事で，早速手配する。

　結局訪ねて来た医学の権威者は6人，世界のライオ

ンズの人類救済運動の花形達，心強い思いがした。人

類の敵，肺病，心臓病ととり組んでひたすら地昧な道

をたどる医師一群集から抜け出た指導者，彼等は人

類の救済者一モーゼなのだ。

　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊

　ジェリP・ダンラップ，明朗な精力的な18才の青年

で父母と共にオクラホマ，プロッケンバウに住んでい

る。大望を抱き成功を志し，来年の秋大学入学を計画

していた。然し悲しい胸を挟る出来事がこの計画を変

更した。母の精神が突如変調し，其の少年が寝ている

間に彼女は彼を射撃した。頭部貫通，痛ましくも眼神

経を傷つけて両眼とも盲いて失った。何時間も死生の

間を彷復した。少年が毎日敬愛していた母親は精神病

院へ連れて行かれた。速かに，何の前触れもなしに，

悲劇はジエリーの一生を変えた。彼はもう生きる望み

を失った。悲しみと混乱，恐れ，心も肉体も盲いたの

であった。入院中，プロッケンバウのライオンズクラ

ブが現われた。突然視力を失⇔た人達を収容するリッ

ルロックア←カンサスライオンズクラブ病院へ入る様

にしてくれた。数百人の突如盲人となった人達が入院

していた。彼等は失望しない様に指導されていた。入

院してから6日経った頃私は突然彼を訪れたのですと

KEATON氏は署いている。彼は激しいシヨックを

受けてひしがれていた。われわれが話しかけると彼は

　　　　　　　　　　　　ほ微笑んだ。じっとわπわれを見つめる様にして，其の

時の少年の言葉を私は忘れる事は出来ない。「私はラ

イオンズクラブに感謝しています。彼等は同情するだ

けでなくて同情以上の凄をしてくれます。」　この言葉

は私の心の申で鳴り始めた。『同情以上の事をする』

　自分の側に立って人の不幸を単に同情する人達は世

に多い。然しその相手の人の立場に立って，その人と

同じ様に見，同じ様に考えてその人の心の中へ入って

行く人はすくないのだ。この同情と言うことを，

Empathyと言いかえSympathyと区別している

KEATON氏を私は今何故語り出したか賢明な読者

は既にお解りだと思いますが。

　　　　＊　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　　＊

　今月のライオンズの訪問は最高だ。フィリッピン，

台北，香港，印度，ハワイ，100名を超えるアジア大

会の参列者の事を書けばきりがない。わが日本ライオ

ンズが世界のライオンズである事を力強く覚らしてく

れた第2回アジア大会は，アジアの為にも一人一人の

名前は大会のプログラムに依って記録にとどめる事と

した。
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　　　　　　　　δ

　　ノ、

　福岡LC

杉　　森 司

九州ライオンズクラブ

　八女八女クラブは九州で第3番目に出来たクラ

ブで，福岡クラブの孫クラブ第1号であるが，筆者は

不幸にしてそのチャータ←ナイトに列席し得なかった

ので，資料にとぼしいのが残念である。八女市は福島

提灯の産地であり，和傘の産地であると共にお茶の名

産地として知られている。茶つみ唄や茶もみ唄がある

とおもうが次の茶山唄があるということだけしか知ら

ない．

博多帯どこ　久留米はかすり　八女は茶どころ　縁

どころ

去年茶山で　芽ぐんだ恋が　今年や花咲く二人仲

茶山E1那どんな　がらがら柿よ　みかけよけれど

渋ござる

茶山もどりは　みなすげの笠　どれが姉やら妹やら

　長　崎　流行歌はナガサキものさえ出せばヒットす

るという時代があった。「赤い花なら」の長崎物語，

「夢の港」の長崎シャンソン，「鐘が鳴る鳴る」の長

崎フ）ゾドン～己り，「こよなくII青れた」の長崎の鐘，

「今宵港に聞く雨は」の長崎の雨，「波がうたうよ」

の長崎エレジー，雨のオランダ坂，エトセトラ，エト

セトラである。が民謡となるとそうは問屋がおろさな

い・しかし何といってもナガサキは老舗である。

（その二）

長解物，縮蹴盆まつり，秋はぷ訪のシヤ

ギリで，氏子がぷうらぷら　ぶらりぶらりというた

もんだい　チェー

遊びに行くなら　花月か中の茶屋梅園裏門たたい

て　丸山ぶうらぷら　ぶらりぶらりというたもんだ

い　チュー

　　　　　　　　　　　　がしら紙鳶揚げするなら　金比羅風頭山　帰りは一杯きげ

んで　瓢箪ぶうらぷら　ぶらりぶらりというたもん

だい　チュ｛

　というぶらぶら節がまずその代表であろう。序でに

長崎なまりの読み込みを御紹介しよう。

長崎なまりは　そんげん（そんなに）あんしゃまた

ち（兄さん方）すらごと（うそ）いいますな（仰い

ますな）というたもんだいチュー

あすこのおっかさんは（おかみさんは）たいそよか

ば⇔てん（たいそういいけれども）　ほんにあんぎ

ゃん（あんなに）しとって　おうどもん（横道者一

横着者）ぱいの　おうどおうどいうたもんだいチュ

ー

次は浜節

　　　　　　　　　　　　　　　　オカ浜ぢゃえ　浜ぢゃ　網引く　網引く　陸ぢゃ

の袖を引く

今宵え　今宵泊りの港に入りて　波の静かな

枕

沖のえ　沖の瀬の瀬の　七瀬のアワビ

ぬ見たばかり

小娘

かじ

竿でとどか

　最後に，アチャさん（中国人をこう愛称している）

の月琴節（月琴という楽器を御存知の方もあろうか？）

で長崎コトバをのぞいてみよう。

おんだいや　そんげん　しますな　ぱけしとったい
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どういう　こんなんな　よっそわしか　もんじゃう

か　ホーカイ　おんどが　あをもちゃ　外にある

外にある　あんた　すかんぱい

（私は嫌です。そんなにして下さいますな。馬鹿に

してますね。ほんとにこの人は，きたないものでし

ょうか。私の愛人は外にある外にある，貴方は嫌で

す。

　これは決して中国語ではございません。長崎コトバ

はお気に召しましたか知ら？　では今一つ「湖畔の

宿」の替歌を。

おうちゃよかときゃ　どんげんいうたへ？　帯も買

うてやる　着物も買うてやる　たまにゃ活動も連れ

て行く　そんげんいうとって　うちぱだますとへ？

そうばってん　うちゃ　まだ　思うとっとよ

（貴方は良い時はどんな風に云いましたか？　帯も

買ってやる着物も買ってやる。時には映画にも連れ

ていってやる。そんな風に云⇔て居りながら私をだ

ますのですか？　そうであるけれども私はまだみれ

んがありますのよ）

　島　原　雲仙の麓，有明海に面して島原市に島原ラ

イオンズクラブが着々とライオニズムの光を放ってい

る。神童天草四郎時貞を盟主として信仰の自由のため

に森岳城にたてこもって，幕府の軍勢を向うにまわし

て一歩も退かぬ軟をした島原である。また「風がそよ

そよ南の風が　港長崎ザボン売り」の唄で御存知の長

崎のザボンの産地でもある。黒の紋付，博多の帯に，

網笠の浪士の姿で舞う島原七万石は，佐渡の柏川音頭

とリズムも踊りもよく似ている。聞けば島原の湊から

九州の物産を盛んに送り出した頃にこの舞の手振りも

輸出したものだということであった。

ここは筑紫の　不知火燃ゆる　磯の荒波岬も越えて

今は空しく訪う人もなし　松の島原七万石は　重ね

扇のそれ紋所　仰ぐ森岳　面影のこる　時は寛永十

四の秋に　みめうるはしき天草四郎　一撲の大将と

押いZてにけり　四郎は十六天主の男の子つづく

信徒はその数四万　神を讃えて範りしとかや　追手

の大将板倉内膳　ひきいし兵は鍋島有馬　寄せ手の

総勢五万と聞こゆ　迎え撃たる島原狼人今は天主

に仕えてをれど　弓とり持ちし昔をしのぶ　放を頼

みし重昌たほれ　これに代りし松平伊豆兵糧攻め

と立て直しけり　ああ無勢を如f“∫にせむ　刀は折れ
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て弾つきければ　マリヤ唱えつ　皆果てにけり

次は島原の子守唄

おどみゃ　島原の～ナシの木そだちよ　何のナシ

やら～色気ナシぱよ　ショウカイナ　はよ寝ろ泣
　　　　　　　　　　おんかんで　オロロンバイ　鬼の池ん久助どんの　連れ

ん来らるぱい帰りにゃ寄⇔ちょくれんか～あば
　　　　　　　　といもめし
らやじゃけんど　唐芋飯や粟ん飯～黄金飯ばよ
　　　　　　　　　べん　　　　だ　　　　　　　　　　つば
ショウカイナ　嫁ごん紅な　誰がくれた　唇つけた
　　　あつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ど　け　い

なら　暖たかろ　姉しゃんな　何処行たうかい～
　　　　　　　　　　　カら　　　ね　げ　　　　ぬ　り
青煙突のバッタンフ吟ル　唐は何処ん在所～海の

涯ばよ　ショウカイナ泣くもんながねかむオロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　あソこロンバイ　あめがた買うて　引張らしょ　彼所ん人
　　ふたつ　　　　　　　　　　　　　ゆびがね

は　二個も～　金の指輪はめとらす金などこん
　　　からさん
金～唐金げなばい　ショウカイナ　オロロンオロ

ロン　オロロンバイ　オロロンオロロン　オロロン

バイ
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東　京　　Y・M・C・A主催の肢体不自由児キャン

（5LC）プに協力，5クラブ合同で59，400円を寄附

　　　　　した。

大　阪　　恵まれない子供達95名を六甲キャンプに招

　　　　待。アンダーシャツ，ランニングパンツー

　　　　揃をキャンプユニフォームとして贈る。大

　　　　阪毎日新聞社も子供達にタオル1本宛プレ

　　　　　ゼントしてこれに協力。経費80，000円。

京　都

名古屋

D　子供の為の夏期水浴行事の資金として

公共保護施設に70，000円寄贈。

2）　A・F・S国際親善計画に協力，訪日

中の米国学生14名の為に1，5000円寄附。

図書館に新刊書陳列ダナを寄贈，鉄の薩の

上に幅1メ｛トル，タテ60センチ奥行30セ

ンチの戸棚がついたもので，名古屋市栄図

書館児童生徒室に据付けられた。（写真左）

広　島　　D　盲人協会にテープレコーダーを寄贈。

　　　　　（時f而27，354円）

　　　　　2）子供福祉施設に親善スポーツ試合用と

福　岡

してトロフィP3個（時価5．100円を寄
贈）

1）第3回肢体不自由児キャンプ実施で（福

岡県肢体不自由児協会，朝日新聞社共催）

7月25日一29日迄，八幡市皿倉山野営訓練

所に於て林間キャンプを，叉8月］日より

5日迄の5日間，志賀島海洋少年訓練所に

於て臨海キャンプを，それぞれ実施し「不

治」と自らもあきらめ，叉社会からも取残

されている子供達やその父兄を激励した。

2ヵ所とも各々40名余が参加し，九州大学

病院から専門医，看護婦等の救援奉仕を得

て，療養指導及び相談，生活指導訓練，保

護者の啓蒙，激励慰安会等を行った。クラ

ブ負担額4万円

2）外人観光客誘致の為，福岡市周辺英文

観光案内地図1万枚及英文観光案内指導漂

識数十本設置。福岡県，市，ライオンズ，

ロータリー，商工会議所，青年会議所合同

クラブ負担類3万円。

3）九州大学生5名分の8月分奨学金1万

円寄附。
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呉 孤児74名を野球試合見物に招待。 経費37，500FJヨ

浜　松 市立動物園のプPルのほとりに「友和」像

を寄贈，郷土の水泳選手を記念し，ダイビ

ングとオリンピックのシンボルを形どった

もの（経費31，304円）　（写真前頁右）

高　松　　肢体不自由児招待の為Y。M・C・Aに3，000

　　　　　円寄附。

函　館 1）　日本盲人協会にδ，000円寄附。

2）　8月9日から1旧迄函館近郊七重浜海

岸で水泳会開催，教育委貝会，日赤等と共

催，クラブ負担額1万円。

3）　25日「南極の夕べ」講演会を北海道放

送と共催，第一次南極越冬隊員中野氏を招

き，約200名の聴集を集めて盛会。

高　知　　鵜来島小学校運動場拡張資金として5，000

　　　　　円寄附㊥

福　山　　市内盲人に対し安全杖160本を寄贈。経費

　　　　　8万円。　（写真左）

金沢　交通室故の急激な増加に伴い一般人の交通

　　　　　事故防止と安全の為，市内25ヵ所の交番に

　　　　　告知板を寄贈。事故防止運動に協力した。

×垣　公園に高さ7メートルの廻旋スベ1冶を寄

　　　　　贈，子供達を交通事故から守ろうと経費

　　　　　20万円をかけて設置したもの。　（写真右）

　　　　◎京都・堺・枚方◎　　　　　i

　　　合同エキスカーション　　　　i

　9月7EI，枚方ライオンズクラブが主催i
して，京都，堺クラブ合同のエキスカーシ　i

。ンが催された・劾1者は家栃：を含め9酩i

に及び，京都C前会長巾村直勝Lの説明でi
醍醐寺及び三宝院の粋を心ゆくまで楽しん｝
だ一日であった。枚方クラブでは10月2日　i

チャPターナイトを計画して居り，誕生後i
間もないこの酬子の躍動振・）は将に随i

’こ仙するものがある。
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新　橋 Y・M・C・A主催の子供キャンプに78，000

円を寄附，同キャンプは8月16日から4日

聞に亘り，千葉県観音崎に於て50人の貧困

家庭児煮を集めて行われた。

八　女　　乳児院に大型扇風機（￥13，800）一台と乳

　　　　母車（￥5，000）一台を寄ll曽。（写真左）

滑　川　　北陸線滑川駅，並に地鉄線中滑川駅の両方

　　　　　に待合川ベンチ2ケ宛寄贈。経費22，80C円

仙　台　　名物七夕祭に際し市内中央部3ヵ所に水飲

　　　　　み場を設け冷水をサービスしたc

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真右）

尼　崎　　尼崎学園（養護施設）並に，長安寮（養老

豊　橋

芦　屋

旭　川

観音寺

院）に西i瓜50コを贈る。

D　市内に新設された少年少女補導センタ

ーに備品18点を寄贈。

2）水難事故防止の為，豊川水浴場に救命

ブイを設置。

3）危い遊び場一掃運動に協力，危険立札

を20力戸斤↓こ設置o

保育園に西瓜寄贈。

D　交通最の多い交叉点6ヵ所に交通安全

標識を設置。

2）　市内盲学校を見学，土産として細とび

エキスパンダー等を寄贈。尚盲唖学佼も見

学し，額縁tC組を贈る。

養老院に下駄30ヵ寄贈

機械． 計測
イヒ
貝． 輸出 国内販売．
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少年キャンプ開設

大阻C　l鳴 久

　大阪ライオンズクラブ年中行事の一つとして今年も

叉，緑翠の地六甲山上星ノ池畔にて大阪市各区からの

困窮家庭（民生保護を受けて居る家庭）の少年達（申

学3年生）を選んで大阪市民生局及び大阪YMCA後

援のもとに，私達のクラブ主催で二泊三日の少年キャ

ンプを96名の少年達を招いて開きました。台風20号が

京阪神をやや東にそれて紀伊半島東部をかすめ東海沖

へ通過した直後の8月27日でしたので，集まりを心配

しつつ集合場所の阪急梅田駅に来て見ると，普通の巾

学生の遠足に行く時の様に御菓子を喰べている者もな

くはしゃいでいる子供もなく，唯何となく引率者の区

の役員の蔭に停んで居るその恵まれない少年達に異常

な感清が湧いて来る。郊外電車，バス，山上への「ケ

ーブルカー」での旅にも物珍らしい喜び方をしないの

も不思議に思えた。

　正午少し前にYMCA六甲キャンプ場に着く。早速

と少年達に武庫川学院栄養学科から特別奉仕に来て呉

れた御嬢さん栄養士見習の作ったカレーライスで食卓

を賑わす。大阪YSIC人グループ活動の各大学から選

ばれた指導員が早速と世話を焼いている。何となしに

雰囲気が作られて行く。少年達の表情にも綻ろびに似

た大胆さが見られて私達迄が嬉しくてなる。食後全員

にクラブから揃いの半袖シャツとランニングパンツが

配られる。大阪毎日新聞村からタオルが寄贈せられて

少年達を喜ばせる。各員キャンプ番号が決められ各々

指導貝の大学生に引率せられて8名宛12のテントに入

り寝具の引波し，着替え，整頓を済ませて，合図の鐘

に全員集合して漸やくライオンズクラブ少年キャンプ

開所式を行う。

　全員整列して申央チャペル前に高々と掲げられて行

く国旗とライオンズ旗に注目，少年達最初の団体生活

の一頁が始まる。私がクラブを代表して少年達の心に

灯をと，指導者訓練としての少年キャンプについて話

す。続いて大阪市民生局次長池川清氏から「山と少年

時代」と云う非常に興味深い訓話があ⇔て後，大阪Y

男

MCAユースセンター館長松田稔氏が「キ

ャンプ生活の注意」をされてから山の歌を

合唱しつつ，和やかな開所式を終る。午後

の運動，午睡，夕食と手順よく決められた

プログラムが進んで，少年達夢のキャンプ

ファイアとロマンチックな夜の帳が静かに

包む時，私は話し合っているこの少年達に

親しみ以上の愛情がほのぼのと湧き上って来るのが感

ぜられた。

　少年キャンプ消燈後民生局の人達やYの先生，指導

員の大学生達と，8月にしては涼し過ぎる山小屋の一

室で，困窮家庭と少年達の生活を話し合⇔て非常に驚

いた事は，殆んどの少年達が性的に可成り目覚めてい

るのと反比例して学業成績が極めて悪く，智能程度が

小学生程度の者が多い事でした。そして家庭生活では

肉と云うと鯨肉しか知らないで，啄肉，かしわ，牛肉

を喰べた事が無い者，魚の刺身を知ってはいても食膳

で食べた事のない者の居る事です。白米は父が死んだ

時一度だけ喰べた者，一体何を喰べて日常生活を送っ

ているのかと不審に思われてならない人達の生活，し
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麟皇撒藁辰瓢式）

かもこの少年達の家庭は極貧ではあるが民生保護を受

けて居る水面上の生活を喘いでいる人達なのです。民

生局の人達の話では，海に浮ぶ氷山の様に水面下での

私達の目の屈かない人達の数は想像以上に多く，社会

福祉と云う言葉が，恵まれない少年少女の為にという

運動が，まだやっと踏み出しの第一歩に過ぎないとい

う事でした。戦後の荒廃期も建設期もやっと抜け切っ

たと思われるこの年に，豊年続きだと云われている時

に，猶多くの水面下の人達とその生活を偲ぷ時，胸の

潰れる様な想像が私の幸福を，生活を，雨雲の様な暗

さで垣聞見をしている様に感ぜられた。夜半から降り

出した豪雨が少年達だけではなく私達までも戦懐かせ

ましたが，爽やかな朝の訪れと共に明るい人生に似た

太陽が静かに冷たい山肌を通して微笑みかけて来まし

た。少年達に恵みと健やかさを斉らすかの様に！

　　　　　　　　（筆者は大阪LC少年少女委員長）

　日本に国際会議が開か　★
　　　　　　　　　　　☆
れる機会が年々というよ　★

りも胡厳て来てい裏
る．議眺行形式，鐡婁
の表現等々も“あの岸”　婁

並みに変りつつあるやに哀

見受けられる。各国の人☆

あの岸 この岸

東京Lc福岡

々と“この岸”の人達との個人接融も度重る度に喜，

怒，哀，楽，恩義，怨恨が“この岸”で毎秒時発生し

ているは見逃せない。

　戦前の英人著書”日本のオムレツ”の申に」‘世界中

で最も悪い鎌倉の某ホテル”の話が出ていた。昨今の

日本印象談の数々に“世界で一番良い女は日本人，一

番悪い男は日本人”の表現も一再ならず出喰わした。

色々反省すべき事柄も多いが申には風習の異る善意の

思い違いが双方にあって未解決のままにそれぞれ悪意

の結論のままあの岸とこの岸に永く保存されゆく不幸

な事柄も多いのではないかと思う。ライオンズ道徳綱

領に“批評は注意深く，称讃は惜しみなく”があるの

でこの秋のアジア大会はライオンズの関する限り心配

の要はない氷柄ではある。

　某百貨店で美しい箱入の菓子を買う西班牙婦人は箱

はいらない中味の菓子だけを買う事となって箱入値段

千円の正｛：Lを確めた。通訳代りの自分は其場を離れ自

分の用を終えて元の売場に待つ外国の友を探した。処

が売子の女店員も友人の買手も前とは打って変った怒

りの状態であった。何事かと確めると外人は箱は要ら

ないのに千三十円の代金はおかしい。不正直ではない

かという。売子の女は箱代だけ少量になった中味を斤

量正しい単位の目方にしたら一ケ60円の菓子を二つに

陽　道

★割れないので少最超過し
☆
★たのでその分だけ値段が
裏高くな。ている．正直な

婁売方を怒る方が無理であ

薯るという。馬鹿正直，潔

婆白性色々此事件への批判

☆はあるだろうが，物事は

一番平易に処置して人間共通な感情を出来るだけ探し

求める事のむつかしさがある事に気が付いたのであ

る。

　日本の百貨店は外人が先ず買物に馳けつける処だけ

にこんな事も自分の外国の友人から聞かされている。

　何かを買う時に売子の女をつかまえる事が非常にむ

つかしい。話しかけ様とすると皆んな逃げる。誰か判

る人を探しに行ったとは思うが自分が買うことは行為

で，値段は数字でた易く解決出来るしその為に必要な

日本語の少しも党えて来ているのに誠に残念だ。その

結果は買いたい品を売りたがらない百貨店となる。日

本は世界の異色だと苦笑して居た。その人は又斯んな

体験をつけ加えた。日本の友人の通訳で百貨店を訪れ

落ちついて買うとなると用もないのに沢山の女店貝が

今度はワンサとたかったり，指さされたり，笑った

り，着物への批判が明らかに感知される仕打を彼女等

から受ける。此も亦困った字だと日本の為に嘆いて居

た。此も英語の解る人を呼びに行く女店員は待たせる

外人客に対し　‘‘OM＞MINUTE　pLEASE”　位の短

い言葉は中学で習ったことを思い出せぱ凡ての誤解は

なくなるものと惜しまれる。

　椿山荘は外人客万来の地でありライオンズも此処で

合同例会をやる。処が女便所が世界人への汚い土産話
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にな⇔てる様である。数が少いことと床に水を撒き放

しでいやな感じを与える由である。経営者が男性な為

でもあるのか，同じ行為でもより時間がかかる事を考

え“使用の回転率”を考えたら数は男の倍あ⇔ても一

向不思議ではない事が何故10年近くもそのままで放置

されてるのだろうか？

　羽田空港税関内の乗客特別待合室の便所が世界一に

悪い事は過日，各国航空会社の連名苦情となった事と

思い合せ，家庭でも一番気を付けて人を迎える汚れ易

い場所への配慮をしている日本人にふさわしからぬ

“派手な観光施設”ではある。

　日活フアミリークラブでも色々な事が体験されてい

る。同所の「グリルド鮭」をわざわざ食べに行った小

生の友人は食事中ばに踊『⇔て席に帰ったら食べ残しの

徴しのナイフ，スプーンの置き方に不拘持去られ本人

は悲しんで再注文はしなかった。又副で申訳ないが同

所の男便所に女の掃除婦がいる事は亦何とした事か困

⇔た情景であり汚い東京名物の一つでもあるそうであ

る。

　ホテル東京で米国の友人が自室で私の為に珈排をポ

ットで註文して呉れた。インギン丁重なボーイの残し

て行った二人のコーヒースプーンの傍に角砂糖が三個

つつ並べてあった。ポットで註文したのにと友人は不

思議がっていたし，自分はあの苦しかった砂糖の“配

給精神”を甘からぬにがい経験として思い出してい

た。

都内の有名ホテルのロピーで良く’見かける事だが日

本婦人ρガイドが男の外人客を案内しての帰りに荷物

を持⇔てやってる汗みどろの奉仕姿に出合う。この親

切は彼等は本当の親切以外のものと受取⇔てはしない

かを怖れる。行過ぎた事はやりたくないものだと思⇔

たりする日もある。性に許されたアチラ並の尊厳と無

意識の卑屈表顕を反省したい。

　昨年万国商業会議所大会が東京会館で演出効果万点

で開かれた。余りの巧緻さで次回を引受ける国が仲々

得られなかった嬉しいものであったが，雨の降⇔た閉

会の日に日本側出席の各実業界幹部諸公は，タクシー

も呼べずに雨に打たれて待⇔てる各国の参加者を尻目

にして一人宛豪然と自家用車で急ぎ足に走り去って行

⇔た光景は何としても心残りがする。成功裡の会場内

に心をつくした装飾の申に釣鐘草を生けた“草月流”

があ⇔た。或外人はあの花は自国では’‘葬送用¶’です

と悲しんで居たが各函の風習を知悉するむつかしさを

一段と感ぜしめられたものである。この催しでも官民

一体で此会議誘致の為に政府は莫大な補助金を出して

いたのに，当日の自動車置場は有料の場所に行って補

助金のむだ使いを強要された，というのは厚生省国立

公園部の管理する皇居前広場の一部がメーデー派への

気がねから使用不許の厳然たる態度が原因であった事

は“政治”　“公僕”という字とどんな関係に立つの

か。“あの岸の人々”に理解出来ない事であった様で
　　　　　　　　　　　く
あった。官公労は会議に出席した人々を陛級闘争の対

i　私の誕生日

i　　枚方。。立川　武衛
i　4月3日は嘗てその昔神武天皇が天子御国を鎮め

き給い御即位された日で，神武天皇祭と云⇔て全国津
ミ禰々に至るまで日の丸の鮭各戸に掲げ此の日を

ξ祝ったものである。季節は好し，花は見頃で随分と

三各所は人出で賑わ⇔たものである。鯛も此の時分か
iらおいしくな。てくる．もうこの鯛を5。匹余りも喰

｛べたことになる。

i子供の頃には塙分の誕生日のための祭日でもあ

iるかの様喧んだものであ。た．姉妹の多か。た私

1は子供の頃の誕生日には雛祭でもあ。たので，淀川

き河口に住んでいたものだから，当時はとても奇麗で

あった。海へ汐干狩にも，叉淀川堤へ土筆摘みにも三
連れて行かれ，姉妹の手で作られた沢山の御馳走でi

飾られた賑やかな雛壇の前の祝膳に座らされたもの三

である。　　　　　　　　　　　　1

　長じて会社勤めをする様になった処，私の会社で三

は4月3日を稲荷祭と定めてあり，この日には折詰ξ
を出し催し物をして従類の慰安休日として、、る．i

　終戦後神武天皇祭は廃止されたので，匡旗’目揚は「

なくなったけれど，女子の雛祭はやはり此の日に続き

けられているので白酒や雛祭の御馳走にはありつけ｛
る。会社の稲荷祭も続けられているので，此の日はi

やはり休日である。　　　　　　i
真唯き日に生を計たものである。　　i

　今年からは叉枚方ライオンズクラプの御祝も戴げi

る事にな⇔たので，喜びが一つ増えた事になり泊にξ

嬉し偲っている。　　　　　　　｛
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象と看倣したのかも知れない。

　日豪水泳大会で勝利者への敬意の国歌が高らかに厳

かに吹奏されてピンーつの操音もなく皆は直立した中

に日本のカメラマンはウヨウヨ歩いてこの静寂と尊厳

を乱してるのはどうした事か各国外人カメラマンが直

立して掲揚の国旗を注視した姿は特に強く自分の眼に

焼きつきライオンズの（XハrNatioロ’s　Safetyの言葉

を自分は強く噛みしめていた。

　幾度か羽田に人を送迎する自分のみならず皆さんが

見聞される情景の一つに，各国から著名人が到着する

と日本の新聞記者は我先に殺到して，

　“日本の御感想は”と必ず聞いている。或外人の答

えは“大地に足を下して安心しました。貴国は未だ歩

いていません”。

　色々修正出来る事妥協出来る事，共通点を見出す事

で不当な結論をお互に出したくないが“わび”“さ

び”の通訳は一語に見出せないし弓道は弓術ではな

い。的に当らなくても弓道の奥義は奥義だと考える我

我日本人と的中度で選手権を争う外人，此二人の感じ

方考え方，二枚の凹凸レンズを合せて一つにたやすく

見通す事は果して出来ないものだろうか。

萎

誓

蓬

チップ談義

東京LC　殖　栗 文　夫

　ニューヨ戸ク・パークアベニェーのRホテルは名を

知られている一流のホテルである。ここへ泊ったある

朝，すっかり仕度をしてさて出掛けようと扉をあけて

前夜部屋の外へ出しておいた靴をとろうとすると，そ

こには何もない。おかしいと思って近くの部屋の前や

廊下のすみなどさがしたが見当らない。早速帳場へ電

話してことの次第を伝えると，「欧州からおいでにな

りましたね。アメリカでは部屋の外へ靴は出しておき

ません。」という。「何でもいいから靴をすぐさがして

くれ給え。靴がなくては外へ出ることも出来ないか

ら」と文句をいったり，頼んだりした。支配人を電話

に呼出したり，あれこれと考えているうちにどんどん

約束の面会時間がせまってくるので気が気でない。よ

うやくポーターを一人呼びつけてたずねたが，知らぬ

存ぜぬの一点張りで少しも事態は改善されない。「お

客様は欧州からおいでですね。」などといわれてみても

どうにもならない。田舎宿ならばいざ知らず，欧州は

もち論のこと世界各地からの旅客を扱っているBホテ

ルで何ということだと大いにふんがいした。しかし，

靴が出てこない限りはどうにも仕方がない。無表情な

顔をして立っているポーターをにらみつけるようにし

てながめていたが，‘’ふとあることが頭にひらめいた。

「チップの不足でいやがらせをやったのかもしれな

い。」よし試してやれと思って，ポPターに笑顔を見せ

て「君，すまないが靴をさがしてくれないか。」といい

ながら一ドル札を握らせた。すると「イエス・サP」と

蓄

心o

　
誓

撃

いって立去ったが，ものの十分もたたない

うちに「これでしょうか。」と僕の靴を持⇔

て現われた。何処にあったかときくと「誰

かが廊下にあるので捨てたものと思って持

ってい⇔てしまったとみえて地下室にあり

ました。」という。誰が新しい靴を捨てるも

のか辻棲のあわない話であるが問題の靴が

出てくればそれでいいので，受取⇔て履くが早いか時

間を気にしながら部屋を飛出した。この災難の本当の

原因はいまだによくわからないがどうもチップに間題

があ⇔たらしい。

　チップほど不合理なものはない。これは封建制の悪

い風習からきているものだ。与える者には煩わしく，

受ける側はいやしい気持をもつようになる悪習である

から速やかに廃止すべきだという説をなす人もある。．

しかし，心のこもった親切なサービスに対して，感謝

の意味で与えるチップは美しい人情の現われであると

いえようから，何もかも計算書一点張りでというドラ

イな考えで行かないところもある。また実際問題とし

ては旅館や飲食店の従業員にとワてはチップが予定さ

れた収入の相当な部分を占めているのであるから，給

与体制から変えていかなくてはそう簡単に禁止するわ

けにも行かない事情がある。問題は複雑である。

　アメリカで有名なホテル・チェーンをもち，サービ

スのいいことを誇っているスタトラー・ホテルの従業

員への指針には，チップについて次のように述べてい

る。「客は手早く，気持のいいサービスを期待してホ

テルを選ぶ。時々ホテルの給仕，理髪師，ボ←イ，靴

みがき，その他を間わず従業員が献身的なサービスを

することがある。他の人より一寸優れた頭のひらめき

を示し，率先してことを行い，よく判断力を働かす。

客はこうしてほしいということをいわない先にやって

もらって，満足する。客は従業員が何か特別の予期し
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なかったことをしてくれたように感じ，彼の感謝を金

によ⇔てあらわそうとする。そこで彼はチップを与え

る。人々に奉仕するのは良いホテルの仕事である。何

所のホテルよりも人々をよろこばせるということが，

スタトラー・ホテルがは⇔きり宣言する目的である。」

　さて第一級のホテルはチップ制を廃止しては経営は

できない。どんな規則を設けても相当数の客が必らず

チップを払うから。

　「われわれはお客様に次のように申上げている。『お

客様はスタトラー・ホテルで親切，鄭重で，行きとど

いたサPビスを得ようとしてチップをお払い下さる必

要はございません。私共はチップをお払いにならない

お客様にも，あらゆる点で，チップをお払い下さった

お客様に対すると全く同じように親切に行きとどいた

サ←ビスを保証いたします。』そしてまた，『どうぞ，

チップを払ってもよいとお感じにならない限りチップ

をお払いにならないで下さい。もし下さいますなら，

他の人がするからというのでなく，本当に心からお払

になりたいという場合だけにお願い致します』と」。

　「チップを貰うにふわしい思慮渓いスタトラ｛の従

業員はチップを貰うと否とに拘らず同じサービスをす

るように，またチップを受取ったら『有難うございま

す。』というように心がけている筈である。スタトラ

’の従業員の申でもしチップが出ないからといって最

上のサービスに欠けるところがあったり，チップを払

⇔た客におネLの言葉を忘れるような者はスタトラーの

基準からはずれている。そのような場合はどしどし御

報告下さるお客様にわれわれは感謝する。われわれは

直ちに従業員を処分するようなことはないが，チップ

をあてにするような従業員はスタトラーでは将来がな

い。」

　これを見ると経営者側でもチップ問題には苦労して

いることがわかる。旅行者の立場からするとこれほど

厄介なことはない。海外ではチップなしではコーヒー

一杯飲めない。タクシFも必らずチップがいる。パリ

では，オペラ・ハウスで席へ案内した案内女にチップ

を露骨に要求されて気分を害したことがある。

　この点わが国の風習は余程いい。飛行機旅行では世

界中どこへいってもチップを払わない習慣がある。そ

れだから，汽車や汽船をさけるのだとまていう人もあ

る。それが多くの人の望むところなら．観光振興が叫

ばれている折柄，わが国を「ノーチツプ」で気楽に旅

のできる国として宣伝できるようにするのは一案では

なかろうか，

　人間が夢をもつこ　器

　　　　　　　　　88
その人間の年齢や環　器

境によ⇔て，変化し§

また移り変。てゆく目

ものであることは、ぷ

うまでもない。つい最近，たまたま読んだ書物によっ

て，私のライオンズ生活における夢が大きな影響をう

けた。その書物というのは，ロックフェラ←財団の会

長をL2年間もつとめていたRaymond　B・Fosdick氏の

著書で“The　Story　of「Fhe　Ro（：kefeller　Foundl‘tion，

1952”の全訳（法攻大学出版局発行）で，渓い感銘を

うけたのである。

　話が少し長くなるが，この著作の内容は，松本重治

氏の序文にある通り，一つの公益財団が，その運営の

やりかた如何によ⇔ては，世界における学術教育の振

興や，医療衛生の進歩のために，いかに驚くべき貢；吠

をなし得るかを物語っている。ここにその序文を引用

すると，

　「これはありあまる黄金を気儘にバラ撒くというよ

　うな景気のよいはなしではない。人類の真の福祉の

．団の夢

東京LC　豊　田 治　助

器ために，財団のもつ
箋物力を，どうしたら
88

留最も有効適切に使用
§し得るかという一点

箋に襯をかたむける

§鵬髄のつ・
。。　るような苦闘の記録

　であり，同．1寺に，財団からの奨学金や研究助成金に

　よって励まされて，真理の探求にひたむきに精進す

　る学者たちや，暗黒世界に住む未開の民族にも，科

学の恵沢を及ぼそうと努力する人々などの勇ましい

姿を彷彿せしめる歴史である。人類の運命に関心と

善意とを寄せるこれら幾百の人々が，財団の活動を

めぐって相協力し，或いは十二指腸虫病や黄熱病の

悩みから人領を救い，或いは自然・人文・社会の諸

科学，ことに基礎科学の発達に大いに資するところ

があったかは，本書の毎頁に，異常な迫力をもって，

語られるところである。本書を読む人は，国境を越

えるヒェーマニズムの存在を信じないわけにはいか

　なくなるであろう。」

そこで，私の夢の本論に入るのだが，われわれのよ

うな微力な一人の個人である場合でも，ライオンズの
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メンバーでありさえすれば，人間の幸福のために，毎

年継続的に，社会奉仕の事業を可成り大きな規模で実

行することが可能となるのではないかと考えはじめた

のである。

　その方策としては，先ず日本地区に1万人のライオ

ンを獲得することである。この大目標はおそらくあと

数年間で達成出来そうで，決して不可能なことではな

いだろう。この1万人の各個人が毎月1千円つつ積立

てて，1ヵ年後に1万2千円を基金とした場合を仮定

すると，1万人の総額は1億2千万円となる勘定であ

る。この基金を運用して年間8分の利息を得るものと

すれば，毎年約1千万円に近い事業が可能となる。1

億円の財団は×きなものではないが，その生み出す果

実によって年々継続して永続性のある仕事が出来るこ

とになれば，一人の個人でも，毎年毎年貴いライオン

ズの奉仕に参加した結果となるだろう。

　こんな夢が遠くない将来に，正夢となって，世の中

が少しつつでも明るくなれば，うれしい限りである。

そして，こんな小さな努力を積み重ねることによって

世界の平和と文化に寄与することが出来れば，なお更

仕合せなことであろう。　（58－9－25）

；
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観音寺チヤターナイト

徳島1、c　橘 亮　　吉

8月26日，丸亀LCのスポンサーでii延生した観音

・寺LCのチャーターナイトが行われた。11時過観音

：寺市に着く。観音寺ライオンの出迎えを受けて旅館
ロ

：に休憩，L2時登録の行われた神幸殿は松と石の美し
コ

：い琴弾公園にあワて結婚式などに使用される神殿造
ロ

1の建物である。観音寺ライオネスの心づくしのお茶
ロ

：を戴く。式典はバンドで始り，認証状の援与が終っ
ロ

・て，L岡部カウンシラ｛の祝辞があり，祝電披露も
1

雑 感

枚方LC神前善一
　此頃の女の子は特に服飾になると，去年着た服は今

年は全然すたってしまって，新型を着るという具合に

小遺いの先借りをしてまで流行を追うのに精一杯の努

力をして居る様子が見える。

　そうでないと織物会社も百貨店も商殉こならないの

かも知れないが，余りにも無定見でまわりの事に気を

取られ過ぎて居る様に見受けられる。

　而しこれは若い女性だげではない。われわれ男性の

申でもやれ小唄だ，やれゴルフだ，次は何んだと流行

を追い廻して居る紳士が多いのに気が付く。

　これは誰の責任だか分らないけれども，どうやら新

しい服を買い漁る女性群と良く似ていると思われる。

これは日本人の長所なのだか，短所なのだか分らない

けれども，私には何か軽薄な底に力強い自分の考え方

というものが無くなって来ている様な気がしてならな

い。

　流行を作る方の側にももっと考えて貰わなければな

らないけれども，これを受入れる側の方にもっとは⇔

きりした自分の意志というか，選択眼というかそうい

った強いものを持たなければいけないのではないだろ

うか？

空は瀬戸内海特有の美しさである。象の鼻と云う断‘
勘ら見る醐浜の猷醐は，色とりどりの緒i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
で賑っている。琴弾山の中腹に弘法大師ゆかりの観：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ
音寺があって，四匡88ヵ所の札所で根上り松と共に1
郁である．波打際の蹴を働て一同付、憩，暫くi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コは海の涼風で暑さを忘れる。午後5時，神幸〕没に帰1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ⇔て無形文化財の夫婦獅子舞を見る。続いて懇親会‘
が開杣誼川。。からバナ．、ア，。の木彫を扇

土産に贈り，更に同じものをスポ．サ．クラブの詔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
亀にも贈⇔て，友愛の美しさを示し，満場の拍手を1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
受ける。巧妙な手品の余興などあって，なごやかな1

内に午後8時解会を約して散会した。　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
あって，暑いながらも厳粛盛大に行われた。遠く；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旭川クラブからの出席もあり，会員及同伴者を加え1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
約150名，式場が狭隆を感ずる程であった。式後バ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
スで琴弾山に登る。高さ［oo米余りの小山であるが1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ枝振のよい松が多く，伊吹島を浮べた’幽fの展望は：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロまた格別で，青い海と紫色の遠山，薄いコバルトの1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

’一已■一一一一一唱・・一一一■・・一問一・飽一■一已一一一一一一“白一一一一・一一．一・一ロー・・一・一一一一一一・ロー一一一一一一一旨一一一一■一一一■一一一一一一一一一一・・」

53



〔写真は東新潟クラブ発会式〕

81熊本クラブ

　　8月6日発会　スポンサF福岡C　CM32名

　　事務所　熊木市花畑町95…4　西日本相互銀行

　　　　　熊本支店内

　　例会場　熊木市下通町　大洋デパート6階

　　例会日　第二，第四水曜日　L2：30～1：30

　　会　長　下田理雄

83氷見クラブ

　　9月11≡1発会　スポンサ←高岡C　CM28名

　　事務所　富山県氷見市中町氷見市役所商工課内

　　例会場　氷見市南rl・；町北陸銀行氷見支店3階ホ’

　　　　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　例会日　第一，第三水曜日　L2：15～1：30

　　会　長　片折十次郎

82　尾道クラブ

　　8月30日発会　スポンサー福1⊥IC　CM30名

　事務所　尾道市土堂［町263　福利物産KK内

　　　　　　　　　　　　　丁1弓j二」　5555・5556

　　例会場　西山旅館本館

　　例会日　第一，第三火曜日　　　　　　　　　　・

　　会長福島利助

84門司クラブ

　　9月2日発会　スポンサ’小倉C　CM32名

　亭務所ド脂」市錦川∫3番地門司商工会議所内

　　　　　TI〈）1」（至）23S2

　　例会場　門司市栄町5丁目丸栄

　　例会日　第一，第三火曜日　12：15

　　会　長　久場長章

（81）n§本C　　（82）尾道C
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85東新潟クラブ

9月3日発会　スポンサー新潟C　CM25名

事務所　新潟市東中通一番町新潟日報社内

　　　　TEL②0053
例会場　新潟市小林デパート

例会日　第二，第四水曜日

会　長　広川　忍

87　神戸西クラブ

9月11日発会　スポンサ←神戸C　CM25名

事務所　神戸市生田区山本通5丁目71

　　　　兵庫県歯科医師会内．TEL④8337

例会場神戸市生田区海岸通5オリエンタル’

　　　　ホテル

例会日　第一，第三水曜日　12：15～1：30

会　長　藤田　登

スポンサーCにお願い

86川西クラブ

9月9日発会　スポンサー尼崎C　CM21名

事務所　兵庫県川西市小花字大畑

　　　　日本精密機械工作株式会社内

　　　　TEL池田（076）5062・4484

例会場　川西市小戸字荘の後　川西市公民館

会長玉井文三郎

　本欄で新発会クラブの紹介をしていますので，スボ

ンサーCは新クラブの発会式を終え次第下記の事項を

編集部宛お知らせ下さい。

　〔1）新クラブ事務所

　（2〕　〃　　例会日時及場所

　〔3）会員及役員名簿

　（4）初代会長写真

　外国製の自動車を買ったある男，

’噂の高い哩計器の故障がこの外車に

・はないらしいので修理屋を訪れた。

車の点検を終えた修理屋は，どこに

も故障がないと告げた。「何とか計

器をごまかして走行距離を長く見せ

る方法はないかね」と，その自動車

」常用者は聞いた。

　「それには」と，その修理が答え

『た。「他の外車所有者がやっている

ように嘘をつくんですな。」

　最近のこと，ある福音主義者が世

’の中には716’種の異った罪悪がある

とい⇔た所，自分の考えに何が抜け

ているのか知りたいので，そのリス

トを貰いたいという数千通の手紙を

受取ることになった。

　ある難破船の迎難者が食人族に捕

まった。彼の腕は毎日のように蛮族

達の剣で刺され，」血をすすられた。

とうとう，頭に来た彼は蛮族の茜長

・に向っていったものだ。「俺は飲料

庫じやないんだぜ。お前はいつでも

俺を殺して喰うことができるじやな

いか。何だって毎日毎日俺をつきさ

すんだ。」

’　　　　　　へ　恥

　再選を狙っている上院議貝氏，土

人居留地域でお神さん連の集ま⇔て

いる所で票の確保に努めることにな

った。

　「さて，もし皆さんが私に一票を

投じて下さいますならば，私は皆さ

ん方に完全なる社会保障を保証しま

す」と彼が述べた所，お神さん連の

中の一人が，社会保障は何かと尋ね

た。議員氏はそれに答えて，「つま

り，それは皆さんが60才になると一

月80ドル貰えるという制度でありま

す」といった。

　「何ですって／」とそのお神さん

はい⇔た。「60にもなれば，月一ド

ルだって十分だわ／」

　嵐の後の海に医者と牧師と弁謹士

が，オールを失ったボートに身を委

ねていた。数日後，島の見える所ま

で流れついたが，彼等が島に上陸す

るには三人の中の誰かが，鮫のウヨ

ウヨしている海に入って，ボートを

引⇔ばって行く以外になか⇔た。そ

こで三人はくじを引き，弁護士にそ

の役が当った。弁護士がやむなく海

にすべりこむと，鮫は道をあけて，

彼等を通した。

　「これはまあ」と牧師はいりた。

「お祈りのお蔭に違いない。」

　「なに」と医者がいった。　「単な

る職業的儀礼にすぎんよ。」

（英語‘‘Sh：Lrk”には鮫と詐欺師の

二義がある。）
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〇九月号はアジア大会とぷ⇔つかり，印刷所の都合も

あり，叉途中で頁の組み替えをやったりしてとうとう

すっかり発行がおくれ御迷惑をかけた。お詫びする。

然し本号からは∴もう大丈夫だ，秋深くして読書の好

季，編集員一同自らの使命に感激して働かんことを誓

う。

○表紙は最初の企画を断然実行して各地方クラブの特

色を盛る事にした。本月号は鷲羽山，岡山の大会を偲

び美しき瀬戸内海に月青く輝く景を想像しつつ頁を繰

られ度し。

　度々言う事だけれど是非，各地方クラブの会長，幹

事，会員の皆様，よき表紙を御恵投あれ，よき表紙に

は懸賞をかけて募集の計画，資金を専ら撚出申。

○印刷所もすっかり板につき発行日も厳守，皆様の機

関誌としての重責を果しつつあります。当方の無理を

きいて下さる植字工の苦労を察しつつ御読み下さる読

者は彼等の力であり，励しである。

○随分無理をしてアジア大会のニュース，写真をいれ

た。7日に終って15日に出版する芸当を考えて見て下

さい。然し新鮮なニュPスを喜んで下さる皆さんの為

にわれわれは寧ろ感激をも⇔て夢中になりました。

○原稿一随筆を，漫画を，ライオンズの寝た姿も掲載

し度い。ほえたけるライオンズも結構ですが，笑って

いるライオンズの姿も欲しい。どうしても皆さんの

御同情なき為め，東京附近の記事にかたより勝ちで

す。地方の記事をどしどし送つて下さい。みなさんの・

ページです。皆さんがあ⇔ての機関誌です。御愛育下

さい。

○本誌の目的は何処までも，新鮮なるニュース，教育，

であります。クラブの活動，エキステンションは是非

われわれの要望に応えて御送り下さい。その中に編集

部に財政的余裕出来ますと写真班も用意して皆さんの

クラブへ伺い度い。よきニュースを撮る為に。

　これは私達の夢，どうぞわれわれに足を与え給え。

汽車賃もありません。原稿は足でとるもの，みなさん

のクラブに参り直々のHot　Sewsを集められる日の

近き様，誰かカメラの古を寄付して下さる向きは無き

やと夢に見ています。世界のライオンズです。そんな

けちな事を言うと何処からか雷がおちそうです。

○読者との心の交流を図るには投書に如くものなし，

悪口でも結構，ほめてくれるのも結構．無視しないで

何か書いて意見を知らせて下さい。どんな読みものが

みなさんの御気に召すか，編集方針に就ても結構です

われわれは真剣に取っ組んで御期待に副います。

　御声援を祈るや切。

　幸いに読者の皆様の健康を祈りて。（岡野）

○シカゴ理事会の事務の都合で七月一八月号，九月号

の英文誌が配達されましたがあれはおまけで日本誌発

行用の支払面には影響なく受領出来る旨シカゴ本部よ

り通知ありました。御心配下さる向きもあり御報告を

兼ねて御礼申し上げます。尚，御参考までに，英文誌

御希望の向きは年＄L50にてクラブ毎に申し込んで下

さい。日本事務局に申し込んで下されば御取次ぎを致

し万事の手続きを致します。

○広告の事，度々と恐縮ですが各地方の広告御援助の

有無はLION誌経営の死命を制します。何卒，御利

用下さってどしどし広告を出して下さい。御願いしま

す。之はわれわれの真剣なる叫びです。読み過し，御

忘れなき様願います。今直ぐ申し込んで下さい。必ず

や「：Lyする広告である事を信じています（うそではあ

りません）

The　LION　M：‘gazine第1巻4号

　　　　1958年10月号

行日　昭和33年10月20日

　　定　価　　100円

発行者　ラィオンズインターナショナル
　　　　　　第302地区日本事務局
　　　　　　　「ライオン」編集部

　　　　　　　　東京都千代田区丸の内2の18

　　　　　　　　岸本ビル405号室
郵便物宛先　　　　東京中央郵便局私書箱985号

ガバナー事務局　　京都市東山区蔽園町北側

　　　　　　　　舐園会館2階

編集責任者豊田治助
印刷所　　株式会社　電　　　通
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日本のテレビ生れて5年．ノ

　　カラーテレビ実験放送中

（カラー実験放送）

　く　　テレビ　

」0AX－’「V

　　日本テレビ放送網株式会社
会長正力松太郎・社長清水与七郎・専務福井近夫
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