


新発売 

血圧は… 

……しのびよる高血圧の不安を吹きとばす、すばらしい血圧 

降下剤ダイクロトライドーs錠が発売されました。 

ダイクロトライドーs銘は、t盖絶ちと同じような働きをし気 
持よく血圧をさげる利尿降下剤ダイクロトライドと、温和な 

降圧作用と鎮静作用のあるレセルピンとの相乗作用によりす 

ぐれた降圧効果を示す今までにない全く新しい型の血圧降下' 

剤です。 

ダイクロトライドーs錠の御愛用によって、人生最高の美- 

奉仕の精神をモットーとされる皆様方の御活躍が、より永く 

偉大でありますように念願いたします。 

0 

新しい血圧降下剤 
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第3回アジア台北大会に参加した80人のライオンズ 

9 JJ28日朝8時30分のCathay機に48人，同日午後 

11時50分発のJ A L機に‘27人，第3回アジア大会出席 

のFI本代表たちは2班に分れて羽田を飛びたった。め 

ざすはまず香港。9月30FI,九竜ライオンズクラブの 

チャーターナイトに出席，3日間を香港に遊んで，10 

刀2日泠北にいたる。今度の大会には，昨年もオブザ 

—バ—として参加したハワイのほかに，韓国，ベトナ 

厶，パキスタンからも多数の参加が予想されている。 

日木のライオンズが，アジアを舞台に活躍のありさま 

は，現地より空輪のホットニュースでごらんくださ 

い0 (10頁） 

また載らなかったーライオン誌編集方針について 

国際会長クラレンス•L•スターム氏の今月の読みも 

のは.会長として世界中を訪ねるうちに聞かされたラ 

イオン誌にたいする不満の声への回答。私たちのクラ 

ブは，どこにも負けないくらい活発な奉仕活動を行っ 

ているのに，未だかつてライオン誌に取りあげられた 

ことがない。こんな不平不満にたいして会長は適切に 

答える0われわれのもっ機関誌「ザライオン」は単 

に一個人，一地域のみの專有するものではない。世界 

の国々にわたり広汎な読者を有するものであるだけに 

その;[己ポは普遍的なものであるべきだ，と。 

(8頁） 

播磨，但馬，摂津，丹波，淡路島，今月は兵庫県号 

神戸ライオンズクラブは，束京，横浜についでわが国 

弟.3.番目にできた老誧クラブ。現在140のわが第303地 
区内のクラブの源をたずねれば，その優に三分の二， 

100クラブが神戸にかえるという。ライオンズのみで 

なく，兵萌県に端を発する文化の流れは意外に太い。 

芸者の濫觴，巷間伝わる線香代:，花代のいわれなど， 
今月は兵庫県にスボットをあててライオン誌が贈るラ 

イオン探訪妃〇 (37百、 
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大阪府大阪，堺，大阪南,大阪也•，枚方,梅田,道 

頓堀 

兵菡県神戸,姫路，尼崎,神戸來，芦屋,川西，神 

戸西,繫城.西宮,心；砂,加古川 

京都府都,洛陽 

滋賀県大津 

奈良県 . 

和歌山県白浜 

岡山県岡iii,津山.児;a.井原,玉爲，玉野,笠岡 
西大寺,倉敷，烏城.新見 

広島県広爲,呉,福山，府中，鯉城，尾道,竹原， 
広島平和 

廉取県米子,鳥取 
島根県松江,浜m 
山口県岩国,下関.宇部 
香川県W松,丸也,観音寺 
徳島県徳島 
愛媛県松山,宇和岛，八幡浜 

北海道札桃，函館,小搏，釧路，旭川,很広，札w 
中央,室蘭,函館也•，小樽中央,登別 

青森県"森,弘刖 
岩手県 

秋田県 

山形県山形 

宮城県仙台 
福島県. 

東京都ik•取,新橋,渋谷，n木插，芝,丸ノ内,浅 

草,関來 
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幡，戸畑,若松,行橋 
佐賀県 
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熊本県熊本 
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宮城県 

鹿児島県 
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宮南,邀橋南,江南 
岐阜県岐阜,大垣，岐阜南.“山閲 
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石川県金沢,加®,小松 

福井県榀井，大野 

三重県桑名,伊勢 

島根 

徳島 
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日本のライオンX 
東地区 

クラブ 会ft 
策ーリジョン 11 656 

取二 ク 4 202 

第三 ク 14 763 

笫四 ク 20 1,056 

第五 ク 10 456 

P 計 59 3,133 

西地 区 

クラブ 会眞 
第ーリジョン 22 1,274 

笫二 ク 26 1，270 

第三 ク 8 406 

第四 ク 18 975 

II* 74 3,925 

総合計 133 7,018 
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さればどこの御家庭でも喜ばれ効果 
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御一報次第、カタログ御送り致します 

クロバー裁縫真株式会社特註課 
大阪市東成区中道本通1丁目7 
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LI〇必TT01xmy rpiLJP ATjlCH 

会員増強月間この10月は会員増強JJ間として，㈣際ライオンズ協会は；1クラブ平均2名の増加を 

II標として，会t:i瓒強を行うこととなづて\、る◊クラレンス•スターム圆際会Mの言檠にもあった 

ように，われわれはこのJ]間によって，「クラブ及び協会の有力な資産となる，活発で新鮮な仲間 

を迎え入れるという嬉し\、機会」に恵まれる0毎苹のこの刀問の設定ほ，つ、、般近亡ぐなったテキ 

サス州オースチンの元関際mi:,ボブ• J •ライレスによづて考え出された。1936化.ダラスで開か 

れた理讲会の席上で，彼は,創始者メルビン•ジョーンズに敬意を表する:®味で，クラブが1带に 

1肊新入会眞獲得運動を行うよう提案した0世界般大の奉仕団体として似•前線にあるW際ライオ 

ンズクラブが，この刀間中に，会銳数#万の線を突破することはほとんど間違いなv、といわれる0 

ホワイトハウス訪問クラレンス.スターム会提と元際会]3：ェドガー• M •ェルバートの2人は’ 

g )]中旬ホワイトハウスを訪れて，I) • D •アイゼンハワー大統領に而会した0スターム会议はこ 

の時，わがW際ライオンズによって行われている「人から人へ」の奉活動について説明した上， 

協会の会提としてライオニズム世界を旅行してものした報告;1？を手渡した。また，ェルバート元会 

14は,1960苹度のシカゴ11德尔次大会における演説を，大統領に懇請した〇アイゼンハワー大統領 

はカンサス州アビリーン，テキサス州デニソン及び現在ワシントンD.C♦の各ライオンズクラブに 

おいて名替会tiとして遇されていたが，そのライオンズ経歴はiiいのである。 

協会創立の協力者逝くライオンモーリス•ブリンク（83才）は，8；J28II,カリフォルニア州ビ 

バリーヒルスの病院で死亡した。彼はライオニズムの11的実践のために，#常に活発なライオンと 

してその半生を捧げた0われらが創始者メルビン•ジョーンズが，この奉仕団体の設立の夢を抱い 

ていたころ，Iハブリンクはシカゴのある臾龙家団体の一段であった。彼は，“V協会の設立IIとし 

て理中:会に£録されてv、る1917年(3 Jj 7日のシカゴ,ラサールホテルでの®•—回会合に出席，シカ 

ゴセントラルクラブのチャーターメンバーとなった01935年には同クラブの会®をつとめた0 

感覚の銳v、石版を扱う芸術家として，現在のライオンズ帘は彼，モーリス•ブリンクLの考案した 

ものである01942年に職を引退してかを，カリフォルニア州に転居，ウェストハリウッドクラ 

ブのf列会に出席しながら，彼は活発な奉U:活動を続けていた0 -March of Dimes- -Community 

Chest，，，成いは対ガン運動に，以前に倍した精力をもってライオニズムを灾践，1957年にはカリフ 

ォルニア州の-新聞社によって「今平の般良の啦民」の称り•を贈られた0彼の死後，未亡人イルマ 

と遗兕ラルフが跡に残された。親切で，仲問にはつねに愛情を失わなかった人，協会削立の協力漭 

のひとりブリンクLは，ライオニズム奉仕と献身に，終始，倦むことを知らなかった0その功を諮 

えてここに哀悼の总を表し，世界ライオンズの名においてその盤を慰める0 

クラブ拡張状況1959年8月31口現在，ill:界101のMまたは地现的領域にわたり，ライオンズクラブ 

数レi,537,総会既数588,191名である。 
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MENTI ON ED ••” 

また載らなかつた 

by CLARENCE L. STURM 

President. 
Lions Inlcrnahonal 

国際会長としての世界旅行中，クラブのアクティビ 

ティや計両が，英文ライオン誌やその他のライオン誌 

上に取りあげられなかったという理由で，私はたびた 

び非難を受けました。 

「私たちは，子供たちのための遊び場をつくりまし 

た0長い問の骨折りでできI•.ったものです。それなの 

に，クラブ幹识が報告しても雑誌は掲攸してくれなか 

った。みんな，たいへん不満です」とクラブの役员が 

ぶつぶついう。ライオンズの役贝たち，とくに海外に 

広く旅行するものは，同じような不平を問かされるの 

であります。 

私どもは，クラブの会卩たちが化こ熱心であり， 

またそれだけに，その良き仏Kが広報されない坳介に 

うける不満が，どんなにか激しいものであるかが分り 

ますので，私はライオン誌の広報問題を，自由にここ 

で論じてみたV、と思うのであります。 

毎月，14,000以上の利他的If龙が，クラブの会Mの 

ためにまたその社会のため，完遂されているという不 

変の少実を，私どもは認めざるを得ません。この琪実 

と同様に，雑誌の限られた紙刷こ14,000の卞龙を掲載 

することが，どんなに困®tであるか，お分りであろう 

と思います。これはライオン誌当局一編染長，広報 

局が直而している問題であります。彼らもまた活発な 

会貝でありますので，クラブの取りあげるボ業がどん 

なものであるか，よく分っており，そのクラブの努力 

が夹文ライオン誌その他の雑誌（現今8柯類の圆語に 

よる）上に当然掲輓されるべきであるという考え方に 

は，共感をもっているのであります。 

毎日のように手紙が来て訴える。要求する，時には 

強要してくる。みんな同じ喷き一どうして掲破され 

ないのでしょうか？ それは商龙のやり方と同じで 

す。ライオンの出版物はそれぞれ細かく予算が出来て 

いて,理邡会は出版費,収入を計算して予U：額を決定 

するのであります。広告収入がうんと地加して増頁出 

来るというような特殊な場介は別として雑誌の休裁は 

1年前に決定されています。経験と判断を生かして， 

全読者にとって而白い，役に立つ，報道を掲せるのは 

編IKRの化Vなのであります0 

ライオン誌編集に当って編集貝は必須的な記卞から 

初めるです。広告一これがないとコストは2倍にも 

3倍にもはねI••る—が若干頁を占拖する。会:Kの論 

文，大会の通知，蹓進するライオニズ厶のような公報 

が先ず必要です。日刊新問が紀行文や冒険;111卞，ゴシ 

ップ，ユーモア，漫画等を自由にニュースにはさむの 

と同じようにみなさんのライオン誌の編集員は前もっ 



て沢山の頁を一般的に咁白いと思われる呼びもの.特 

別記事のために予定します。私共は全く専門語ばかり 

使用した出版物はほとんど人に読まれなくなるという 

讲を経験しています。商菜,枣門雑誌でもこれを認め， 

呼びものや谩画のような蕋本目的から離れたもので雑 

誌を明るくするようにしています。 
熱心な多くのライオン達の話しをきいている中に私 

はどの時代よりも広く.熱心:こ現在のライオン誌が読 

まれているという自信をもつようになりました。さて 

これら_単な讲実に照らしてわがライオンズの出版 

物の目的を再評価したいと思います0 

①クラブ会則及び理ボ会の意向に従う公報類の出版一 

協会の指示を伝え，また会貝間の報道にあてる0 

⑤アイディア.供菜計両や諸経験の交換.各クラブ自 

身のため，またひいては社会のため人類の苦悩を和 

らげ，しいたげられたるものを救けるために 

®言葉や絵によりライオン諸固及び他の世界备国の報 

道をする。おたがいの|却を住民を，他の諸問題を理 

解し合うことによりライオンズインターナショナル 

の目的，すなわち「世界兄弟愛のため」世界の理解 

と平和招来に奉仕する0 

④ライオン•ズインタ—ナショナルの話題を提供する。 

その目的，その綱領，奉仕のプログラムとその完遂 

状況を今直接関係のない一般の読者屜，すなわち靑 

年達にもM白く興味をひくような具合に説明する。 

ライオン誌は世界の諸組織団体にとってライオンズ 
インターナショナルのショーウインドーともなるベ 

きものでありますから，出来るだけよき印象を与え 

るように，しなければなりません。 

こ•れらの4力条の方針に従v、どうぞライオン出版物 

の近代的なあり方を冷静に考慮して頂きたい。ライオ 
ンズインタ-ナショナルが急速に成長したために以前 

のライオン誌がやっていたように，ただ個人だけのた 

めに謖く讲が不能:こなって来たのです0 

現今行われている贤くべき多数多様のクラブ活動は 

極めて策要‘であるが，既に標準化されて，ニューズと 

はならなくなった。はっきり申し上げますと.全く地 

方的なクラブの活動，世界中の諸クラブが同じように 

行っている諸唞策を報道する余地は現在全くありませ 

ん〇そこで広報雑誌委員会を通して理讲会は編集部に 

命じたのであります，_上記の4力条の目的にす 

るような，しかも出来るだけ多くのライオンズのため 

になる而白いニュースを選択するように。」 

この方針はクラブの役fl，広報委員の挑戦を買うこ 

とになりそうです。このライオン誌に敝せてもらいた 

いために余り熱心になって，自分達の社会の，地方の 

報道出版をしようとする機会を求めようとしなくなる 

恐れがあります0香港のライオンズに何等の興味をひ 

かないような記事でも皆さんの地方，町のライオンズ 

には全く而白V、記がとなる場合があります0自分達の 

町で自分達のクラブの報道をするということはこのラ 

イオン誌の一行記取より，もっともっと皆さんの町の 

ライオンズのためになるのであります。しかし，大き 

な琪業の報道を辛敗誌;こするなと私は申し上げているの 

ではありません。皆さんの汫菜が新鮮でありふれたも 

のでなく，60万のライオンズのためになる大きな感化 

力を持つものならばどうぞ編集部へどしどしと送って 

下さい0それと共に毎月の月報はどうぞ完全に精細Iも 

らさず，やってもらいたいのです0お願いします0 

ライオン誌及びその他の8種類のライオン誌は世界 

最大の奉仕クラブに対する，新時代の奉仕にのり出し 

ました。どうか，適当な材•料を皆さんが送って協力し 

て下さるのを待っています01クラブのためのもので 

なく，ライオンズインターナショナル余体のためいか 

に奉仕しているか.皆さんのニュースを期待するもの 

であります。 

11111111111111111111111111111 

TAKARAKAME, 
ゞ於 * .3, W A 

玉島ライオンズクラブメンバー 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111^ 

局見襄太郎 



速 報卿 

第三回 アジア大会 

9月28日，中)K地区を席捲した猛台風の名残りもな 

く晴れわたった羽田空港を，第一隊は瓶橋カウンセ 

ラーはじめライオンズの锨送裡に出発する。案ぜられ 

た交通路の遮断のため，また水害のための不参加はた 
だの2名であったが，関西地区からのライオンズの苦 

労はたいへんであったらしい。列車不通のため，トラ 

ックに乗ったり歩いたり，悲壮なものがあった。 

しかし.，飛行は無風状態の敢高コンデイション，C 

P A CX022機は桜岛に別れをつげてからは，まっし 

ぐらに台北めざして飛んだ0先発隊50名の到着した台 
北には300地区ガバナーWilliam C. S. Maはじめ， 

大会委員Chiu Han Pin等，ライオンズの大歓迎 

陴が待ちかまえていた。宿泊ホテルの段取り，大会 
ブログラムの打合せに大わらわで，わずかの離陸まで 

の時問を走りまわる。しかし，突然の放送は一同を愕 

然とさせる0途中おかしかったエンジンの故.障修理の 

ため，5時間を要するとのこと。幸か不幸か，思わぬ 

時間が与えられて一同は2台のバスに分乗，歯切れの 

よいバス娘の夹語の説明をうけて，台北市を案内され 

る。中閲風調はものめずらしく，一同の好奇心を満足 

させる。戦前の台湾神社は今は.姿変り，豪壮なグラン 

ドホテルと化している。高台の眺望絶佳のところだ。 

ふたたび機上の人となり，待望の香港に向う。視界 

は零，暗黒の海，台湾海峡をまっしぐら！ 2時間， 

予定のごとく輿珠をちらばめたような美しき香港がま 

ばたき始める。香港LCの歓迎がたいへんである。歡 

迎旗をふりかざして，空港ロビ-では頷な.じみのレオ 

ン博士など，それにインドのブンドール闹際代表の顔 

が見える0抱き合うようにして久方の挨接をする。手 

紙ではすっかりなじみだが，まだ顏も見知らぬC •ケ 

ルシ香港C会畏等のライオンズの人垣の中を，歡呼裡 

に迎えられる。うれしい感激の一瞬であった。 

ただちに自動車でアスタ-ホテルに到着。ブンドー 

ル氏の好愆で用意された710サ室に岡部㈢際理少と同 
宿。朝の2時までLケルシと明日からのプログラムに 

つき語り合う。こんどの派逍団を成功させた大きな功 

労者は，何といってもこの香港会U•であった。顔はご 

わいけれど，信頼のできる人であった。チャーターナ 
イトが30日の夜。われわれは29日を予定していたので 

マカオ旅行その他に不都合ができた。文字通リの招待 

で，万取何と感謝してよいか分らない。2人で話し合 

いを終った時には，つかれた7イオンズの群は熟睡の 

锻中〇 
早朝，第二陣が到葙する0木日からのプログラムそ 

の他についての報告に7時が過ぎる。m二陣を飛行場 

に出迎えに行く時を失してしまう0笫二陣のライオン 

ズの皆さんには，まったく失礼してしまったが,身動き 

もできない仕琪の萊縛卞にあって，しみじみもう1人 

ほしいと思った。さしあったての問题に忙殺される。 

異国情調を満喫する。はじめて見る香港，まるで巨 
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大な生きものだ。蹓_している。東京の捕捉しがたい 

感じでなく身近かな感じがする〇はどういうものだろ 

う。美しい劳術作品として都Tlfを感ずる。九竜一香港 

間をフヱリ•-ボートで速絡する。美しい渡船，背後の 

ビクトリーピークなど，神戸，_に見られるあの頭 

の上にせまるみどりの山，世界の自由港，世界人を毎 
日のように呑吐するこの港，印象はするどく，われら 

はしばし酔いしれるのであった0好天気に恵まれて， 

初めて訪れた香港の街に往き交う洋車，市場にうごめ 

く中国人の群。流れ，流れ，後から後からととめどな 

く動き，移り行く人の群。その人々の生活が，どんな 

にか深くかぎりなき人生への愛着をもっている姿に， 

忘れがたき感銘をうけた。第一陣は29日午後2時半， 
香港発のTailoy号で夢の国マカオ（ポルトガル領） 

に向う。総勢40名，この紀行は別稿にゆずる。 

9月30日夜8時，ミラマーホテルにおいて九窀LC 

のチャーターナイト。参:！Un者，日本ライオンズ70名， 

香港，九窀両LCの会員90名，先夜40名，200名の盛 

大.なる伝達式となった。岡部国際理事の祝辞があり， 

日木代:表国よりはるばる持参の人形その他のみやげも 

のを寄贈し，大喝采を博した。日本地区代表団の合唱 
につづいて中国の舞踊，ダンス等，興趣つきないひと 

ときであった。10月2日，いよいよ名残り惜しい香港 

に別れを告げて，台湾向け出発0 

10月3日，第3回アジア大会 

台北市公会堂において，参加国，フィリツビン，香 

港，台湾，日本，韓国，ハワイ。参加者300名。イン 

ドLC国際代表プンド—ル氏，国際理事岡部五峯氏出 

席の下に開幕。後報プログラムのとおり.盛大に式は進 

展した。国際理帘岡部五梁氏は，就任挨拶と同時に， 

故!/ff川欣一の業蹟をたたえられ，大会の成功を祈っ 
て降蜊。10月4 5 , 6日と4日間にわたる行讲は快晴 

にめぐまれて，一同の心も和やかに，いまさらのごと 

•'くライオンズクラブの国際性を再認識し，国際間の友 
好平和の精神を鼓舞ししたことであった。 

10月5日午前中開催された代議H会において決定さ 

れた事項は次の通りである。なおこの前，前地区幹來 

L村上蕉は笫302地区®近の発展について報告し，絶 

大なる感銘を与えた。 

決議事項 

1•来年度第4回アジア大会開催地は香港とする。 
1.第4回アジア大会参加はArea17, Area15の 

両エリアの正式参加としたし（インド国際代表ブンド 

—ル氏提案）c 

1.来年度国際理ポはフィリッピンより選出のこと 

1.韓IS1LCをArea17の桃成国として追加する 

こと。これに関しては‘シカゴ本部理ボ会の許可を得る 

こと0 (註：Area15構成国は，インド，シンガポ 

ール，ベトナム，パキスタン，セイロン） 

午後7時より三軍軍官倶楽部における晩餐会席上に 

おいて，日木代表団長より，台湾における最近の水窖 

援助金として，日本金8万円を寄贈した。これにたい 

し台湾側より同額の，中京地区における水害に対し哿 
贈金，金8万円也の申出があった。 

9時より開かれたる惜別晚会は，民族舞踊交請舞会 

として，ダンス，諸国代表の余興あり，わが日本代表 

団からはL大森繁夫人はる氏の鏡獅子の舞踊あり，や 

んやの喝采を博した。 

10月6日朝8時，日本47名のライオンズは香港代表 

8名と共に，日月潭の旅行に参加した。途中，生々し 

い台湾水害の激しさに驚きつつ，またバナナの林にみ 

とれながら1日，約8時間のバス行程を終えて，日月 
潭(Sun Moon Lake)に到着。静かなる湖畔に長旅 

の疲れをいやし，香港ライオンズとのたのしき2日を 

過したのであった。 

大成功裡に全員大会に参加，アジアにおけるライオ 

ニズムの盛大さをいまさらのごとく自党し，ライオン 

ズの寊務を認識したのであった。とりあえず速報とし 

て送るこの報告0来月はアジア大会号として特集。改 
めてお目にかかる計画。Fraternity Through Lion- 

ism.世界にひろがる兄弟愛の精神をたたえる一大工 

ベントは終った0絶大なる援助を賜った各位に感謝す 

る。思うこと多く，語ること多し0すべては次号にお 

いて一 (J AL機上にて岡野妃） 

ライオンズクラブ結成手順 

新クラブの結成は，つれにライオニズムの威力を增すこと 

であり，良きクラブたるためには，その成立に無理があって 

はならない0ここに大阪クラブIi上田が結成したパンフレツ 

卜「LC結成手順」をお推めする。これは私案であるが，；L 

上田が奥際のクラブ結成に当って得た経联をもとにして作っ 

たもので，スポンサーとなるクラブでは必ずこれを参考にす 

るようにしてv、ただきたv、ものである。 

バンフレツト註文先 

大阪市西区土佐掘一の一 

大同生命保険相互会社内 

上田 教 ノ 
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外科皮膚科 
泌尿器科 江原病院 
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岡山県指定 
精神科 積善病院 
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ライオンズクラブ国際協会 

国際特別代表葛野作太郎 

1959年7月1日，第42回インターナショナル大会（二 

ューヨーク市）の第2日目に，会則委員長J.L.ステ 

イックレ-元会長によって報告説明され，採択された 

国際協会会則の修正項目は，次の5点で，以下要領だ 

:ナ御参考のために説明しますが，詳細は別記修正要綱 

:こより备クラブ備えつけのJuly 1958改訂版の国際協 
会Constitution and By-Lawsを御修正の上，御研 

究願います。 

(その一）第3条，「雄位クラブ」の結成およびチ 

ャ—ターに関する規定のうち，第3項と第14項の重複 

している部分を整理したのであって，同条14項を修正 

して3項にし，重複している3項を削除。 

(その二）第4条，国際理事の選挙に関する規定第 

8項の中に，アメリカ合衆国内のクラブから選挙され 

る任期2年の理事8名の選举はアメリカ洽衆国からの 

代議員によって行うこと，この選挙を行う代議员はア 

メリカ合衆国以外から選ぶ国際理事の選挙には投票を 

しないこと，を追加規定。 

(その三）第5条，国際理事会の第3項（b)の国際 

会の資産および資金迎當の条項の字句修正。 

条，「地区大会」の第6項地区ガバ 
ナ-の選举につき，その被選挙資格を次のように変 

更，すなわち，従来はGood standingの正式認証を 

うけた（チヤ—ターされた）クラブの会員であればよ 

いとされていたが，今度はその上 

1) その地区内のクラブ会员であること。 
2) ( a )クラブの会長または幹事を一期間つとめた 

ことのあるもの，または役員会の一員として通 

箅三期つとめたもの，および（b)地！^のゾーン 

チヱアマンか，デピュティガバナーか，地区幹 

事.会計を一期つとめたもの。 

という条件がその被選挙資格:'こ附加された0 

(その五）第1錄，雑の部の第3項ライオンズクラ 

ブ国際協会の記•車(Emblem)の使用について，従来 

から，1)クラブ会员が，商標としてあるいは商品， 

商売の広告にこの記章を使用してはならない，‘2)ラ 

イオンズクラブ，その会員またはその代表者によって 

組織されたいかなる会社，団体あるいはグル-プによ 
っても，どんな種類でもActivityまたは計画， 

を遂行するために，またはそれに関連して，こ0LI 

ONSという名称，記章，バッジその他の標章を使用 

することは，国際理取会のこれに閲する決議に避いた 

承認および許可書を得た上でなければならない，とあ 

ったのが，今度の修正は，単にクラブ関係のみならず 

他のどんな個人であろうと，会社，グル-プ，団体で 

あろうと，すべて，これらを使用する場合は，ここに 

規定した許可書を得た上でなければならないことを追 

力(Iした0 

邐 
TAKAOKA GRINDING STONE CO.，LTD. 
研削砥石製造 0 JIS.R 6 210 

No. 4 3 4 4 

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） 

本社 エ堝芘山県商岡市西下間810枏地屯話拖岡 3820 - 3821 
(支ft .VI田•送窠所诳京都大田区iK.Ul田1丁目4番地甩話邡田（73) 5457 - 7281 

奥京支店下谷货菜所粢京都台東区竹町12の7 屯話下谷（866 )4950 (83)9927 
三 条 支 店新海W三条市四の町艰話三条 189 - 2658 
小 f? 支 店兵谏県小野市本 BJ 甫話小？f 128 
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国際会則修正要綱 

1. 修正記入闹会則はHE驶用のこと0 

OOKSTITUTION .VXD BY-LAWS, Tlic 

iTiteTTi.itlon] Association of liions CMuhs， 

Revised July 1958 

2. mEmi • 

その一 Article ni 

(イ）7ページのSection 2のうち19行目の“叩<1”の後 

に“/or”を追加。 

(口）7ページのSection 3を削除して11ページの“Section 

14を次のように修正LてこれをSection 3とする。 
a . 6行目 “organ iwt.ion” の次に♦Smd the clisirt- 

ering’，を入れる。 

h. 8行目の “prescribe” の次に “except.⑽ 

provided in Section 2 of tliis Article” を入れる 

その二 Article LV, Section 8 

Cイ）12ぺージの4行目“years”の次にコンマをうち，その 

後に Directors to be eleote«l hy delegaU^ 

from the United States of America, wlio shnll 

not- billot for Directors flom oiitsido f)t* t-lie 

United St-at^s of America.M を入れる.， 

その'^ Article Y, Sec+ion 3 (V>) 

(イ）14ベージ3行目 “prepire” を uliave prepared” と 

する。 

(口）“siihmit.ttd to the Bo:ml of Governovn, :*t- its 

:"muni meet ings” の代 1);こ“lmve si.hmitted 

it.”を入れる。 

(ハ）6行目の“emnVmg”の後に“fiscal”を入れる。 

その四 

(イ）23ページ5行目“ n member of “ chartered clabn 

の次に“in life district.”を入れる。 

(口）同じ5行目の“ in gocxl striding”の次に“:》n(飞 

shall lmve serve<l：(a) as president, or secremrv 

of a Jjions Chih for a full term or major portion 

thereof, or jis n meml>er of tlie club lK).»r«l of 

tlirectoTS for ai tot.:d of t.liree years, unci (V>) as 

zone olmirnmn or depiity diM.rict. governor or 

(•jibinet secretary-t.rensnrer of :i district- for si 

full t-erin or major portion thereof.” を入れる。 

(ハ）“:m(V，を削って“he”を“He”として次の文辱の 

初めにおく。 

その7[ Article XJU, Section 3 

27ぺ―ジ7行目の “t.licreof” の次に “nor :vny other 

individual，coTprmtioi、，gmnp or orgsmizaUon，’ を 

入れる。 (口）その次からStolon 8の終りまでを削除。 

常に安定した 

願える 

本邦最大の ワイヤロープ.ACSR用メン彳鋼線.P.C鋼線 

メーカービードワイヤ•各種硬鋼線•針金•パーブドワイヤ•溶接金網 

神鋼鋼線鋼索秣式會社 
(旧㈱神戸製銅所尼崎工場） 株 

本社及工場尼崎市道葱町七丁目二番地電話大阪48局5045〖代) 

副社長 L.大森基一 



WORLD OF LIONISM 

奉仕団体協働 カリフォルニア州サンタモニカの社 

会福祉協会はある日，町のライオンズやそのほかの全 

社会剧体を®!)flして，その協力をもとめたcバシ 

フイックオーシャン公闱が娘*センターを開放し，备 

N体の会Wは入場券を充って料金を徴集した。結果， 
公别には2万人の人々がつめかけ说祉少龙汽金27,000 

ドルが染まり，この協働計闸は大成功だったという0 

今年2度目の誕生日 テキサス州ブラウンウッドの 

ライオンズは，今平になってから‘2度の誕生祝いを催 

すこととなった0クラブの策40回目の発会記念日はこ 

の9 JJ16日であるが，それより的6月9日にクラブは 

亦常に重婆な意味をもつ誕生日を祝った。その日，ほ 
んとうの誕生日は12月にならないと来ないデニス•ホ 

フマン沿という，この町の少年が，9本のろうそくで 

阴るく輝くケーキとたくさんの贈物をもらったのであ 

る。テ’ニス君は軽い頭痛を病んで医者に相談したとこ 

ろ，たいしたことはないとft•をく くっていた予想に反 

して，脳に治癒不能と思われる腫物が発見された。医 
者は，デニス君の海命は今年かぎりと宣言した0ただ 

死を待つために彼は家にWされたが，そこでは，彼の 

ためにつききりの看護が要るにもかかわらず，® 

婦の母親は家計を支えるために，外:こ働きに出な 

ければならない0これを伝え間いたブラウンウッ 

ドのライオンズは，デニス•ホフマン基金を設立 

して少年の医療赀と，母親を彼の跨に留めておく 

ための赀用をつくることとした0そして6月に， 

デニス君の9回目の誕生日を，6力月くりあげて 

行なったというわけである。その後，一般からも集ま 

った金などで，ホフマン家のアバ”卜部屋:こは冷M装 

Sも整えられた。援助はデニス君が生きている間つづ 

けられ，死後余った金は，少平の2人の兄弟の教育費 

に用いられることになっている。 9才になるまで命を 

全うできるかどうか危ぶまれるデニス君は，とにかく 
ライオンズによる彼の今度の誕生日を楽しんだ0この 

時の贈物は，野球用具一忒とおもちやの機関車だ 

っすこ。 

大きな仕事をした小さなクラブ マサチユセツツ州 

マンチェスターライオンズクラブでは，会員がたっ 

た13人しかいないが，7月4日のマンチヱスタ—祭の 

時はとびきり大きな仕啩をくわだてた0大バレ—ドに 

•参加した40机の出し物の中には，ライオンズ视力保護 

の宣f云山車も見られた0この日のハイライトは，元マ 
州知•パクリスチヤン• A •ハーター国務]^官がパレー 
ドに姿を見せたときであった。バレ—ドの演出には. 

下院におけるコミユニスト迚動に関する公聴会にも出 
席して，反共の斗士としてあまねく知られたW•ブル 

—ス•パ—二产陸軍大佐があたった。この日のために 

イリノイ州ストレイタークラブの児爾公園骝 

式リボンを®るはr.ソファーmg，その 

うし6；c,明る\、太場を受けて货新しく輝く遊 

び盗典を，少しでも早く手にしようと待ちわび 

る子ばたち。公園の:應は100X125フイート， 

鉄柵にかこまれ，雨天用の辱根も俯えてv、る。 

セ郎ライオンズの労力准U:によるもの。 
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合衆国第49番目の州となつたアラスカの11のライオンズクラブ 

では，このほど，アラスカ産の^:岩をシカゴ.トリビューン 

新即社に贈呈した。アラスカ街遊の終点フェアベンクスpに埋 

跤されてv、たこの岩は，シカゴのトリビューン塔の墦の中に世 

界&地から集められた118の，それぞ才U、わく v、んねんつきの 

石と一緒に安遛されることになつた。写與は，フェアペンクス 

クラブの会長の代理として岩を贈る国際捩会行玫執行苣ジョン 
•H •ヴオート（左端)0 

州協議会は1,000ドルの予:琢を計上したが，ある地方 

新の発表によると，「この祝祭がかくも成功したの 

はE •レイ•ケリー会長とA •ルイス-フオーチェリ 

幹少の緊密な協力による指導のもとに，棰々の行事:を 
用意して色彩を添えたマンチヱスターライオンズク 

ラブに負うところが大きい」ということである。 

ライオンズ救助隊 1958半のこと，オクラホマシテ 

イ（ウュストサイド）ライオンズクラブの会員20人が 

1組となって，災害救助隊を組織した。彼らは，赤十 

字の応急処[£法を勉強し，民兵隊の救助作業を習った 

•J4週間の猛訓練ののち，軍から払い下げられた50人乗 

りのバスを手に入れて，.それを地方の被災地への人U 

や物资の輪送用車として装偷した0彼らの般初の試練 

は，この春やってきた。長いひでりと強風の天気がつ 

づいて，草原や森林の火事が相いついで起きた。家畜 

小屋，農業用倉庫，家屋が犠柳こなって，損害は数百 

万ドルにも上った0この緊急少態に直面してライオン 

ズ災害救助隊は，萬価を発揮したのである。昼夜の別 

46 

斯界の最高品位を誇る 

imperial GOLF CLUB 

創業3 0余年 

姫路工場 
姫路市伊伝居116 — 3 
三宮営業所 
神戸市生田区三宮町2 — 4 
(三宮本通り） 

代表者松岡文治（姫路ライォ 
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第4地区（カリフオAニアーネバタ）のライオ 

ンズが主催した学生弁論大会で，オーストリア 

から〖やつ,てきた交探$生ヘイデイ.，バベルヵr嫌 

\%エル•セリトライオンズクラブの絕大なる 

支援のもと，一观500ドルの焚学资金を逝得 

した。埒與は，国際協会第二•副会長パー•スタ 

-ル氏から苡をうけるバベルカ嬢と，左端大会 

委員長メイロン•ピータース傅土と右端トム. 

アスブランド池区ガバナー。 

なくかかってくる呼び出しに応じて彼らは，州内の四 

方をかけまわった。新間，ラジオ，あるいはクラブへ 

の直接の手紙などで，ライオンズのこの計画のおかげ 

で危急を救われた®民や牧場主，地方居Kの都市通勤 

者から，.感謝の辞が殺到した。 

天翔るライオンズ 「アルトナの天翔るライオンズ」 

の異名をもつペンシルバニア州アルトナのライオンズ 
は，その名のいわれを再び証した。去る5月14日，国 

際会®ダドレイ*シムズ氏が，故郷チヤールストンの 

クラブミーテイングヒ出席するため，如}ってくる予定 
ということをつたえ00いた彼ら31名の会員は，シムズ 

会長を驚かせてやろうと飛行機をチヤーターしてアル 

トナを飛び立ったのである。昼食会の席上，ペンシル 
バニアからの土産をシムズ会長に贈呈した後，彼らは 

チヤ-ルストンとその近郊カナワ渓谷のバス旅行を楽 

しんでから，再び飛行機でわが町へと帰っていった。 
アルトナのライオンズは，飛行機を使って合衆国内や 

近隣の国々のクラブを団体訪間することで，協会内で 

も最近とみに有名になってきた。 

国民対国民 国民外交による国際理解の促進は，ァ 

イゼンハヮ—大統領のm要な政策のひとつであるが， 

ノルウェイのサンドビカクラブと合衆国ニユージヤ- 

シ 一则彳ワレンタウンシップクラブのライオンズによる 

以下の事業は，その具体的な実例である。昨年ノルウ 

ェイを訪問したヮ•クラブのある会員が，サ•クラブ 

の例会に出席したときのこと，両クラブの協力の話が 

出た0そして昨年の10月，ノルウェイのクラブは，老 
人ホ-厶その他の施設や家庭の老人たちのために，読 

み古したアメリカの雑誌を送ってやってくれるよう， 
ニユージヤーシーのライオンズに頼んだのであった0 

要求に応えてこの4月，ワ•クラブのライオンズは半 

トンの古ノ雑誌を船て稍みだした。サンドピカのライオ 

ンズは感謝にたえず，「文章は読めなくても，雑誌の 
中の写Mや禅絵が非常に喜ばれている」と報告したの 

であった。アメリカではさらに第二陣の古制!'誌傲出し 
が準備されている。 

17 



賀ライオンス補ャ+ナ仆 
歓 迎 

加賀ライオンズクラブ 
チヤ—夕づ-イト 

11月10日式典午前1〇時山代温泉 

エキスカーシヨン 

前夜祭11月9日ゴルフ大会 
石川県加賀市動橋町ゥニ番地東野産業株式会社内 

加賀ライオンズクラブ事務局 電話（代表）動橋3 0 

ブラザークラブ会 
員の皆様の御参加 
をお願い致します 

中食 I 2時 
お茶 丨5時 
祝宴 I 7時 

山中温泉 
国宝長流亭 
片山津温泉 

山中温 



カバナー事務局たより丨第3。2東地区 

◎アジア大会団長 

このたびのアジア大会参加申込者中現キヤビネット 
• メンバーが入っていないため，來地区デビュティ• 

ガバナ-L林隆行（新潟C)に特に団長としてご参加 

ねがうことになりました。なお副団長にはL小山善次 

郎（横浜）村上蕉（京都）がすいせんされました。 

◎国際理事後任者の推蘼 

8月8日開かれた302地区*西合同役员会の決議:こ 

艰き，故石川Lの後任推薦についてシカゴ本部へ照会 

中のところ，9月2日付スターム会長より返信があり 

17エリア代表の闽際理事は木年驭は日本より選出する 

ことになっているから，石川氏の後住候補者を推薦す 

るよう;こ述絡があった0そこでカウンセラ—会議，柬 

萌ガバナ-打合せなどを行った辭!杲，日本の候浦者と 
して_部カウンセラーを香港C会畏及台湾(300)地区 

比ぬ（301)地区ガバナ-に照会し，その質同を得た上 

シカゴ木部へ正式に申請手続をとった。 

◎ガバナー公式訪問 

本年度ガバナ-公:^訪問計画が立てられたが，これ 
による®•1回が9月15日邡山クラブ訪問からはじめら 

れ，次いで9月19日山形クラブ訪問，9月24日関クラ 

ブ訪問が予定せられている01〇月の公式訪問スヶジュ 

-ルは常滑C，磐田C，浜松C;熱海C，淸水C，肋 

岡C，沼津Cの諸クラブの予定である0 

◎東地区ゾーンチ;！:アマン会議 

啾地区第1回/—ンチェアマン会議が9月22日mK 

の第ーホテルで開(11(せられ，木平度の备ゾーンの诬常 

並びに活動目標，エキステンション計画，】〇月の会a 

增強刖出の対策その他について，ガバナ-と&ゾーン 
チェアマンとの打合せを行った。 

◎10 0 %出席率競争に岐阜及大垣入貨 

丄958〜59平度100% Attendance Contest の結果， 

岐阜C (よ梅週例会をするクラブ以外のグル-プ中ダラ 

スタウンC (ペンシルバニア）とタイ妃録の笫二位を 

讎，赏金75弗（:¥27,000)がガバナ-宛送られて来 

た。又大垣Cにはアワード•ブラクが贈られることに 

なった。 
1111111111111111111111111111111111111111111111111!111111IIIIIH 

世界の人々と共に 
東地区ガバナー 

ライオンズ*インターナショナルはご飧知の通り， 

少(r.少女愛護，盲人ば斗:，市民生活改善.健康;^祉， 

教H助成，安企確保，㈤際親善などの各少龙を通じて 

社会奉仕活動を展開している典别的奉仕卜11体でありま 

す。 

人間木来の愛の奉a•の結神は，世界の隅々：こまでゆ 
きわたり，すでに参加するW100力国を数え，世界中 
のLionsが心を一つ:こして世界平和へ乃行進をつづ 

完備した 今評判のゴルフクラブは 

ゴルフ，， 
二111 

四ツ谷ソフィア 
& ゴルフクラブ 

TEL.C33) 9525 

怊用ある全国有名デパートで販売されております 

株式会社.日本ゴルフ用具製作所 
本店 

東京都新宿区市谷田町2〜31 

TEL.(33) 4726 - 7304 

丸ビルの 
ゴルフ用品 

匕釣具 

丸ビルー指 
日本ゴルフ釣具株式会社 
TEL (20) 0801 -2.3501 
當菜所市ヶ谷m田！ 2 —31 
TE L (33) 4726 7304 



(ガバナース•レター） 

けている姿は，人類愛の尊 

い姿てはないかと思いま 

す。 

人補，国籍は異なれど， 
L字のマ-クに結ばれる愛 

情のきずなは，永迪に強く 

明るく続けられることを信 

じます。われわれは，この 

永遠の流れの内に，Lions ClubのMemberたる誇 

りと自党をもってクラブ活動に参加していることが生 
きる喜びではないかと考えます。 

7フブにおいても，すでに又将来，クラブの結成会， 

チヤータ-ナイト，更に地区年次大会とそれぞれ開催 

されるまでには，緻密な計画が樹てられ，それに従い 

具体的な細部方策が練られ，やがて立派な会合が成功 

裡に開催されるのであります。このように開催日に到 
達するまでのかくれた努力を見のがすわけにはまいり 

ま•せん0私共は常にこの蔭の奉仕をすることに喜びを 

感じ且つまた感謝する気持を持ちたいものであります 

オリンピックでは五輪のマークを通じて，人種，国 

境を超越した国際的交徹が行われます。この機会に日 

本が世界平和へ貢献しうることは素晴しいことと喜び 

に耐えません0 
話題はかわりますが，御承知の通り5年後に国際才 

リンビックが，來京で開催されることになりました。 
日本のスポ-ツ界に課せられた諸計画は山積し，今後 

相当の困難な:1jt：柄が予想されますが，この一大目標に 

向ってあらゆる分野を担当する人々が，熱誠をこめて 

遇進すれば，必、ずや立派な大会が開催され，オリンピ 

ック史上に，輝かしい記録が残されることを信じて疑 
いませんC 

いささか，こじつけにはなりますが，ライオンズ. 

今から5年後の302地区のライオンズ•クラブの発 

展した姿を想像するとき，また参加国の若い人達をむ 

かえられると思いますとき，偉大なる哉Japanと叫び 

たくなります。更にまた才•ジンピック競技で日章旗を 

掲げることも，ライオンズ•クラブでいろいろのaward 

を受けることも，誠に結構ではありますが，目的はそ 

れにあるのでなく日頃の努力，朝夕の奉仕の結晶が， 

自ら輝く表彰ということになるのであり，お互いにた 

ゆまざる精進こそ尊いと考えます。 

mm 

御贈答に 
nゴ•■ルド. 

初％ ナガサ*和 
洋声子•チョコレート•キャンデー 

東京有楽フ+セン9-1階(E%w 
支店•出張所所在地 

京 
有架町店（苻架フードセンターi階） 
二田店（パス三田3 丁目麼応前） 
伊势丹出張所 丸物出强 
都 
京都本店•京都市中京•区河原町四条上ル 
京都駅店（京都駅 2 階） 
四条大宮店京都市下京•区四条大宮束入 
朝日ビル店京都市中京区河原町三条上ル 
大丸•商ぬ屋•丸物.出張店 

m 話（56) 
诹話（45) 
店 

枣，本店京都市中京•区河原町四条上ル？0：話⑵6661〜 
M都駅店（京都駅2 階） ^ ^ (5) 7758 
四条大宮店京都市下京•区四条大宮束入诹話（84) 88 01 

Hビル店京都市中京区河原町三条上ル笟話⑶7566 
大丸•范岛屋•丸物.出强店 

大阪 
阪神デパート出張庙 
大阪駅苒門大店出張店 

チヨコレートは全国デパート、有名小売店にて販売して居ります{ 
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マンスリー• 
レボ_1 シクテイビ 

例 役 
会委 

翻R I順位数I金（千円）削月米|入|退I当月木I席叫会|地区|シカゴi 

エキステンシ 

ン状況 

計 570 54 738.213,006 99 27 | 3,078 

森 9/9 53 
前 9/4 27 

48 : 56 
43丨75 〇〇 

8月分ライオンズクラブ成績表 
東地K 

4801258 
6679886 

4682160 
5775944 

3281225 
5774844 

6 5 5 3 

)100923 

5553796 
23544 5 

3 4 97 72911 

/\\\\/\ 
9 9 9 998 9 

館鬚蘿-ai蘭 

幌梅 
®札小小札函室 

C 8 

16 5 8 9 
99 7 75 

8 7852 
5 5 32 3 

5857382532 

13908 
2 2 13 
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カバナー事務局たより；)第302西地区 

△西地区第1回ゾーンチヱアマン，PR委員 

会議々事報告 

去る〖》月llfcl，広ぬ市において開能された西地区第 

1回;i：c. pr委a会議は，笫1回キャビネット会議 

決謎M項に基•いて备項にわたり，朗読並びに概略的説 

明が行なわれ，下記のとおり決議並びに要望琪項があ 

りましたので，ここに取りまとめ誌上をもって御報告 
いたします。 

当日の出席者 
西地K 

ガバナー 寺田 

m m植殿 順 

会 ^八木 w 
R. c•原田來岷 

r.R.c平田陽一郎 

事柺局畏関根谊雄 

1KPK委员岩田宗太郎 

2U ク 阿部幸次 

3TIク代理滝本喜作夫 

国際技別代表葛野作太郎 

日本承捞岢長岡野昌设 

糸川成辰 

ク 土江 求 

ク 朝村浪雄 

2R2ZC小林政夫 

ク3ZC代珲岩坂慶蔵 

3R1ZC吉田美寿利 

4 11PR委員北方政太郎 

IB1Z C西村关太郎 

ク2Z C大村利一 

ク3Z.C天児民博 

2R1Z C根岸 博 

3R2ZC嫌松鶴 

4R1ZC挾問章雄 

ク2ZC涵口正規 

ク3ZC下田理雄 

(松江）渡辺 正 

決議事項 

1. PR計画において，アクティビティは单独で行う 

を锻良とし，共同協遊の名目で行うものはできるだ 

け避けるべきである。原則としてその地ぼの実情に 

貝した，あくまでも独自性のあるアクティビティを 

行うよう备クラブ創意工夫すること。 

2. アクティビティ‘資金璲得の方法について，各クラ 
ブ共同の利益（要望，希塑）があってライオンマー 

ク入りの物品を製作し，これを販売することは認め 

るとして，単•独に製作して他のクラブ或いは会員に 

強要することはしてはならない。 
3. ライオンバッジについて，a)役园バッジはこれ 

を正章と認める。b)正章より小さいので木部より 

出されているバッジは，略章であって正章と認めな 

い0 

新入会員に贈る 
西地区ガバナー 

1〇月中のライオンズ国際協会々M増強月間において 

西地ぼ•管内の备ライオンズクラブ会長並びに会員の熱 

心なる努力によって，厳選の上锻得された新人会员の 

各位に本誌上をもって挨拶をいたす機会を得ましたこ 

とは，私の煅も光栄とし欣快とするところで、ありま 

す。さて，このたび各位が，われらの偉大なる団体会 

員として御入会なさいましたことを，国際ライオンズ 

協会302西地区ガバナーといたしまして，心よりお喜 

び申しあげます。事業および枣門職業を完全に代表す 

る男性のみが入会の機を得ることができるのでありま 

すから，会員になるというボは非常なる名香でありま 

す。しかしまた名誉のみで 

なく，会員としてクラブの 

趣旨および計画等に協力さ 

れ支持されることによって 

社会に奉仕することができ 

るのであります。その上， 

会員になりますと，親友を 

斌し，緊密なる交友関係を 

結ぶことができます。また，新しい考えを得，人望を 

集め，奉仕事業のため地位を茼めることもできます。 

演説者としての経験も得られ，他の人々と共に仕事を 

することを体験し，その喜びも感じられることであり 

ましょう0 

日取りはまだ決定いたしませぬが，いずれ近い機会 

において，备位が入会所厲されたライオンズクラブを 

私がお訪ねしました時に，お目にかかり御入会のお喜 

びを申しあげたいと存じます。御入会の上は欣びと希 
望の中にライオンズクラブ発展のために，所虱のクラ 

ブ委M会において御尽力を希望いたすものであります 
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クラブ名I 

マンスリ_ 

レボート 
アクテイビ 
テイ 

到着日順位效 

会 負 異 m 

前月末 入 退1 当月禾 

112 0 0 112 
46 0 0 46 
29 0 0 29 

114 0 2 112 
39 0 0 39 

76 0 0 76 
104 5 0 109 

51 0 0 51 
45 1 0 46 
32 0 0 32 

47 0 1 46 
87 1 0 88 
71 1 〇 72 
48 0 0 48 
53 0 〇 53 

62 4 0 66 
34 〇 0 34 
52 0 1 51 
58 1 0 59 
52 0 0 52 
24 0 0 24 

a当該リジョンのDG所厲のCでこれを集金す 

ガバナー事務局だよリヘ• 

4. 熊本LCが前年肱において特:こ会R増強で世界L 

C中第3位であったことを，すみやかにライオン誌 

上に発表する二と0 

5. 従来ゾーンミーティングと称していた会，すなわ 

ちZ Cが主催しゾーン内各*c会K，幹が参加する 

会の呼称を，ガバナ-顧問委R会と改称する（国際 

協会においてゾ"■ンミ—ティングなる会は，ゾーン 

内の全会員が集まる懇親会の呼称であるため）。 
H.西地区関係の日本邡務局内における年間予算決琛 

は当地区のDG並びにZC, PR委員にも報告する 

'Jfo 

7.1)G, ZC, PR委M等の活動に要する経費負担 

については今後下記のようにする。 

ィ.費用魚担および使用計画 
a ガバナヘ贫務局予算中よりZC, PR委员へ 

通a補助金として1名年間6,000円を支出する。 

b第1， 2， 3リジョン内备クラブよりは会员 

1名につき年額100円を拠出，第4リジョン备 

クラブよりは会貝1名につき200円拠出のこと 

(地域の広さ等のため特に第4リジョンよりの 

希望による） 
c 备リジョン毎にこれが使用計画を立案する。 

口.集金および管理の方法 

る0 

bガバナ-识務局よりの交付金は，半期分ずつ 

を前項該当者へ送金する。 
c 金銭の管理はクラブにおいてこれを行い，！） 

Gが監督する。 

要望事項 

1. ライオン誌について，できるだけ予算を削減しな 

いで良質のものを編集，発刊すること。 
2. アクティビティを行う場合，他のクラブから资附 

又は協资を求めるといった例があったが，これは闽 

際流会本部で禁止されているから規約にふれない小1 

3. 各C会長，幹讲はその黃ffi上各褪会合に出席する 

機会が多く，負担も過重となる坳合があるので，ク 

ラブ活動を円滑にするためガバナ-顧問委M会に出 

席するC会長，幹亊に対し，备Cの琪情の許すかぎ 

り登録料および旅費につレ、て援助すること。 

4. ガバナー事務局より，マンスリーレポ*-卜の提出 

期日および書き方等について今後誤まりのないよう 

注意すること（LC事務運営参考パンフレット参 

照）〇また，ガバナー事務局あて書類発送には，す 

でに送付してあるゴム印を使用すること。 

8月分ライオンズクラブ成績表 
西地区 

101 1351 

\\\\\ \\/\\\ 
9 999 999999 

力戶路_讲_城宮砂 
戶戶 

枚神姬斧尼神III神漱西高 

30 

8 9 〇 2 10 
33 4 5 

222329 

\/\\\ 
99998 

東雨田堀浜 
阪阪頓 

大大梅21白 
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は! 
8/23 

|会負異励 

m n |入；退|当月末 

25 一 
72 一 
10 一 

39 17 0 56 80.2 
34 0 ! 0 34 81 
!3 0 0 43 82 

57 2 i 1〇 59 71.5 
50 4 1 1 53 X 
10 0 !1 39 66.8 

〇 

〇' X例会出席棚無P入 

エキスアンシヨン 

状 U 

9/8 73 — 
8 /29 I — 
9/2 36 2 

9/3 ‘17— 
9 /5 63 — | 
8/3015 ； 2 43 

9/3 50 2 32 
9/5 | 67 — | — 
8 /3125 — — 

8/29丨12 —* — 
8/27 | 2 i 1 19 
8/30丨19 ! 2 1 

8X27 :1— 
9/3 I 57 — 
9/3 ! 55 — 

マンスリー アクテイビ 

クラブちレボ-卜Iティ 

_I到符日|順位|敛|存^_ 

岡 山 8/30 I 17 I 1 7.8 
m 山 | 8/29 | 91 26 
玉 m I 8/29141 25 

I 3,85.165 ' 25 3,897 i 72.2 103 
' 

八呢浜 8/23 3 — ! 
宇和 G 8/J016 — ： 

広 既 8/31 1 271 

福％ Iけ3°ぼ三 

I兄 咼 9X7 ! 71 I 1 0 
烏 城 8 /30 !18 !1 3 

0 ^ 
シ 

投委.W会 

^1 

^会出腺 

皤霞 

行— 

皤抑松 

/V戶若 

中城逬 

府i 

a曝 

玉井饩 

6 6 5 

5 5 3 

\\\ 

女方司 

八!S門 

3112 

I \V\ 

8 5 4- 
6 4 3 

5 21 

\\\ 

原国P4J 

竹岩ート 
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DISTRICT 302 

LIONS INTERNATIONAL 

people 
第3回アジア大会は10月3日から6日まで、台北にて開催、R本からはD.G. 

林隆行（新SC)を団技として代fflL塩原有（東京C)以下、全国各C 
から87名が参加した。2年前、第1回マニラ人•会の18名の参加にくらべ、長 
足の進少がうかがえる事実である。一行は2班に分れて9 28日羽田を飛び 
たち、30日の九龍ライオンズクラブのチャーターナイトに出席のため香港に 
向った。1〇月2日午後台北に到り、大会終了後台中日月mこエキスカーシヨン、 
R航機およびCAT機にて10月9闩午後6時半羽田治帰国の予定。 



台風第8号の惨禍をまともにうけ 
た甲府市は、そのffl害100億円に逵 
する60年ぶりの大被害だつたと伝え 
られる。市民の必要に敏速に応ずる 
ことを旨とするわがクラブの目的に 
そい、甲府のライオンズたちは被災 
後ただちに会員による無料診療班を 
組織、市民の救済にあたった。 

「説汫がつくるよぃ社会jのモット 
一で、岐阜クラブの会員たちは自^3 

たちが読みすてた本を活用して、ft 

立図讲館の充実をはかることにし尺 
い写真は、この述動を聞ぃて図热館ffl 

から寄附された本棚、これはクラつ 
の例会場日の丸会館に，没®され、誇 
が一杯になると図钟66に寄贈するこ 
ととなってぃる。 

ン又クラフ 



IWNS CLU3 
LIONS _ 

NAGOYA EAST 
TAPA ベ 

c9^nauqu ration 
9月2日発会した名古屋東クラブは、わが岡第135番 

目のクラブ。写真は式場で祝辞を述べる森ガバ十一。来 
春大会開催予定の名古屋には、すぐ前日に発会式を率げ 
た西クラブも加え4つのライオンズクラブができた〇東 
地Rの今年度のHi進は、まず地元名古屋の強化から。 



商級広柬料理中華苑 

催場_ホームセンタ- 

家庭用品売場（和泎寒n. 台所用品 

砟級畀服.実用畀服.紳士服•時計•メガネ 

婦人子供服.紳士肌箱.婦人子供肌布*セルフセンター 

位料品•洋品維1そ•化种.品•坑内案内所•コーヒースタンド 



海の見える美術館 
MOA美術館 

11111111111 

当美術館の創設者岡田茂吉師（1882〜1955)は「優れた芸術は人々の魂を浄化し、霊性を高め幸福に誘う」、 

「優れた美術品は私すべきでなく、広く一般大衆に公開すべき」との信念のもと、心血を注いで美術品の蒐集に 

つとめ、戦後間もない昭和27年財団法人東明美術保存会（現在は財団法人エム•オー•エー美術•文化財団と改 

称）を創設し、箱根町強羅に箱根美術館を開館いたしました。 

師は「熱海にも世界的な美術館を建設し、日本の優れた伝統文化を世界の人々に紹介したい」という願いのも 

とに、昭和32年、熱海市に熱海美術館を開館、そして、昭和57年1月11日師の生誕百年を記念して、師の名を冠 

したMOA美術館を新たに開設、幅広い文化活動をめざす財団法人エム•オー•エー美術•文化財団を拠点とし 

て、様々な芸術活動を展開し今日に至っています。 

コレクションの概要 

尾形光琳筆「紅白梅図屏風」、野々村仁清作「色絵藤花文茶壷」、手鑑「翰墨城Jの国宝3点をはじめ、重要文化財62点を含む約3500点で構成 

されています。 
その内容は、東洋美術を中心に絵画•書跡•工芸等各分野にわたり、近年蒐集の西洋絵画及び彫刻等も含まれています。特に各分野の美術史 
を語る上で欠くことの出来ない鑑賞価値の高い保存状態の良好な作品が多いことも特色のひとつで、美術的にも研究的にも大きな魅力と価値 
のある所蔵品によって構成されています。 

茶苑一白庵 展示室 

国宝尾形光琳筆紅白梅図屏風（展示期問：毎年2月） ユニークな施設 

[\ /IA ズポ干名含〒413静岡県熱海市桃山町26-2 TEL 0557-84-2511 
I V I v 7/ \~^Z \'r] Ub 開館=9:30AM〜5:00PM(入館は4:30PMまで）（休館=木曜日（祝日は開館）.年末•年始（1ハ〜3は開館) 



車でお越しの場合 

東京方面からは、西湘 
バイパスまたは小田 
原厚木道路を利用さ 
れ真鶴道路を通って、 
MOA美術館へお越し 
ください。 
静岡方面からは東名沼津インターより国道1号線—国 
道136号線—熱函道路を通ってMOA美術館にお越しくだ 
さい。 

箱根美術館庭園•苔庭（新経） 箱根美術館庭園•苔庭（紅葉） 靈文埔絵天冠をつけた男子 箱根美術館展示室 

MOA美術館のご案内 

交通のご案内 

を 
線 

R 

ス場バ約 
パり行間 

t乗館時 
車番術要 

下-4美所 grff( 
海夕》1ノ 

熱Iりを^) 

JR口ょス00 



Iシカゴ本部I 
I Hi 

i 訪問記 | 
I in 
1 HI 

!!! 玉野lc 1 
1 高戸三六!. 
私が生産性本部の米国視察団の一員として，渡米す 

る日（1956年5月10日）の丁汊2力月前に，玉野ライ 

オンズクラブが誕生したので，出発する前に，ライオ 

ンズクラブのメンパーの方々から，是非ライオンズク 

ラブの本部に立寄ってくれというご依頼を，一応受け 

たのでありますが，何分视察団の一iflとして行くので 

そんな個人的行動をとる余裕など，初めから突のとこ 

ろないものと諦めていたのであります。 

然しライオンズクラブの徽章は，国際問では身分の 

証明に幾分か役立つのではないかと思って，常に身に 

つけて旅行したのでありますが，果せるかな米国にお 

ける备稲讲菜団体,又は事菜経営者の方々に会って紹 

.介せられた際に，私の徽章を見まして「お前はライオ 

ンか，自分もライオンだ，日本におけるライオン活動 

は盛んであるか」といった質間が出て，それから親し 

く話を交すことが出来るようになった人達も数人あり 

ました。視察団の中では，私だけが.兵イオンのメンバ 

—であったので，ライオンのこととなると，私の一人 

舞台ということになった訳です。然し僅か2力月足ら 

ずの経験しかないライオンである私にとっては，ライ 

オン.のことを色々問かれても，その知識が不足だった 

ために，一而では恥かしい思いを致しました。 

视察団としての主要目的の仕枣に日々追いまくられ 

ない，こんな近くにあるのだから，玉野の皆さんから 

の依頼もあるので，是非寄ってみなくてはなるまい」 

と考え，パスがホテルに着くと，旅装を解き，早速そ 

のビルまで元気を出して歩いて行きました。その時は 

午後5時頃で，退場時と見えて，多くの人述が帰り仕 

度で，ビルから出ていました0私がそのビルの5階に 

ある本部の事務所の受付に行きました時には，既に受 

付娥はおらず帰り仕度でその辺りを歩^、ていた人に， 

私の用件を話しますと，その人が早速他の男の入を迚 

れて来てくれました0この人の名前を忘れたのですが 

極めて丁寧な人で，よくこの本部を訪ねてくれた。 

日本からこの本部をこれまで，訪ねてくれた人は数名 

あるが，それも数力月前である。本年は设下が来られ 

たのが初めてだ。会長は今カナダの方に行っているか 

ら，代理の人に是非会ってくれということになって会 
長室に案内され，そこで会長代现のキートン氏と20分 

ばかり話をすることになったのであります。 
その時，日本において，玉野ライオンズクラブが32 

名のメンパ—で，この3月に誕生し，その人速の依賴 

を受けて今日，ここに立哿ったのだと申したので，先 

方も一応名簿を繰って見ていたよ.うですが，新加入の 

ため，まだその名簿が届けられていなかった様であり 

ましたが，然し（そんなことで態汊が変るようなこと 

がなく，ライオンズクラブは世界の皆さんの力で，こ 

んな立派なビルデイングを持ち，今日备方面に立派な 

活動が出来るようになっている0特に日本には多数の 

ライオンズクラブが誕生し，非常に協力して货ってい 

ることは誠に娘しい0ライオンの会長は皆から選ばれ 

た人がなるので，メンバ-なら誰でも会長になれる資 

格がある0贵下も若し選ばれるなら，この会長の椅子 

に座ることになるのだから，そんな日もあることを考 

写與はシカゴの匡際笮那，会艮の倚子に:里る萵戶hと 

キートン総理事（右:晶） 

るようになっていたので，21日シカゴに着いた時は， 

又ッカリ本部行きのことも忘れていたのでありますが 

一行のバスが飛行場から指定のホテルに向って走って 

いる途中で，私の隣りに座っていたメンパ—の一人が 

私に，「ライオンの徽章の入ったビルデイングがある 

そ」といってくれますので，バスの窓から見ますと， 

なる程10階建のビルの中央に，ライオンの徽章が大き 

く浮かんでいる。それを見た瞬問，「そうだシカゴに 

はライオンの本部がある害だ，あれがその本部に違い 



えて，この席に是非座れといい，無理に会设の椅子に 

座らせられたのでありますが，同時に玉野の皆様に设 

下がここに来たということを立証する愆味で，今から 

写:^;をとるから锂く待ってくれと言って，写輿屋を呼 

んで撮ってくれたのが表妃の写輿であります。この写 

興も私が旅行中であったので，出来上ったら玉野のラ 

イオンズクラブに直接送るからといって，私の帰国前 

には玉野の方に送って来られていました。. 

既に皆退場した後でありましたが，带務所の中を一 

通り案内してくれて，この木曜日にはミーテングがあ 

り.会提もその時には帰るから是非参加してくれと言 
われたのですが，私達の一行は水曜日の午後には，シ 

カゴを去らねばならぬことになっていたので，残念な 

がらお断りしたのですが，それでは贵下の滞在中，御 

用があれば何時でも遠憩なく言ってくれ，どんなこと 

でもお手Kいするから，又自動車も当本部には数台あ 

るから，必要であれば何時でも使って呉れと，好意を 

示してnれたのであります。 
私の米会話は卵常にお粗末で，後から，•えて恥かし 

くなるようなブロークンの述続でありましたが，先方 

が極めて善想でやさしく話してくれたので，_而もな 
く喋れた,のであります。 

こうした経験から，お互い人問の間に善怠があれば 

他国の空にあっても，言葉が不自虫でも誠に気楽であ 

り，気持ちの•よいものであるかを，つくづく感じた次 

笫であります。こうしたライオニズ厶によって，国際 

的な人問閲係が，インフォ—マルに改善されて行くと 

いうことは，世界を明るくする上において，極めてm 

大な意我を持つものであることを，又サ南感した次第で 

あります。 

(1959年8月19日） 

第5回地区年次大会が終ってから，当地区の親ラ 

イオン岐阜クラブが中心になって子クラブ7クラブ 

(大垣，一宮，一宮南，岐阜南，“山，間，江南） 

のメンバ—，家族約300人の合同恒例懇親パ—ティ 

-を岐阜•设良川ホテルにおいて開ffiの折，岐阜クラ 

ブ計画委员長が考案した新翻ライオン帽の作り方を 

御紹介申しあげます。 
材料は日本手拭1本で,結構です。岐阜の場合は， 

手拭の半分を豆シボリにし，L字のマ-クを入れて 

使用致しました。写輿のように出来上りはなかなか 

スマ-卜なもので，参会者の好評を得ました。备地 

のクラブ懇親バーティー，家族会等に御利用してい 

ただいてはいかが。新案意歷登録料は，ライオンズ 

クラブにかぎり頂きません。せいぜい御利用願いま 

す。現物見本御入用の節は，当クラブに多少在庫が 

ございますのでお申し越し願います。（1枚35円). 

(岐阜LC幹取） 

®折りまげた縁の一番外側の1枚で帽子の縁衿にな 

るよう衿全体にかぶせる0 

④一番外側の1枚の端を図のように内側に折りまげ 



▽個性について 

先年ロンドンで27才の盲目の青年が，手術によって 

開眼したことがあります。生まれおちてこのかた暗黒 

の世界を見つづけてきたこの青年に，新問記者が第一 

印象をたずねたところ答えていわく「机とかテーブル 

椅子のようなものは大体自分で想像していた通りでし 

た。併し，胬いたことには，人間の顔が皆一人一人斯 

うも巡っているとは••••」と0まことにこの青年にと 

ってはおどろくべき取実であったでしょう。事実人間 

は_型によってできたものででありません。一人一人 

が彫刻物であります。だから，人格,性格まで違い,教育 

とかしつけが大きな問題となってくるのであります。 

そこで，人間の性格について考えてみると，その人 

"けの固有の性格をみることができます。しかしよく 

よく考えてみなければなりません。それは，悪い性格 

なのか，それとも善い性格なのか。もし固有の善い性 

格ならば，初めて「個性」ということができるのでは 

ないでしょうか。個性というのは，その人の特性であ 

りしかもその特性が人を生かし自分をも生かすときに 

「個性」であります。このような「個性」を伸ばして 
社会は成り立つものですから，そこにはどうして 

も自由という毛のが必要となってまいります。 

LIBERTY—を無意味に叫んでいるわけで 
Kないのです。 

▽奉仕の特性 

奉仕は®善の業であり，このことはいくら称揚 

しても积;揚しすぎることはありません。しかし， 

奉仕にはいくつかの危険がひそんでいることを知 

らねばなりません。それは，奉仕者が感謝され， 

称揚されるというところにひそむのであります。 

人問誰しも褒められて嫌な気はしないものですか 

らつい奉仕のあとに「褒められよう，感謝されよ 

つ」という慾が先走り勝ちなのであります。この 
慾が班の形にそう如くつきまとう限り，奉仕のも 

つ清純さは失われます。 

奉仕をして奉仕たらしめるものは，「真実」という 

ことではないか0これが奉仕の寺性であります。とい 

うのは，真実こそ自分が大きくなろうとする慾を消f 

唯一のものであります0突に，愛は奉仕をなし與灾は 

奉仕者の名をかくします。称揚されねばならないのは 

自己にあらでライオニズムという精神でなければなり 

ません。 

▽鉄鍋の役割 

准南子説林篇の一節に「水火相憎む，縛その問に在 
らば笠味以て和すべし」ということばがあります。溥 

とは鍋のことでしょうか0水火相戦わば互に相手を滅 

ぼさなければ止みませんが，鍋をその間におけば，美 

味なる御馳走をつくることができるというのでありま 

す0この世の中を見るならば誰しも水と火，即ち互に 

相容れまいとする人間の実態を見せつけられます。弱 

肉強食ということばは，この人問の醜さ，すさまじさ 

非情をなげいたことばにほかなりません〇もしこの水 

火の中間に鍋をおいたら-とは心ある人の一応は 

願うところでありましょう0事突，そのような人のみ 

によってライオンズクラブは構成されているに递いあ 

りません。 
そこでもしこの鍋が割れたらどうなるかということ 

を考えてみなければなりません。瞬時;こして灰はまい 

上り山海の珍味は怜も泥土に化してしまいます。 

クラブの内部において各ライオンの友愛が保たれず 

分裂破壞するようなことでも起きたら，これは社会に 

大きな損失を与えることになります。鍋は割れたらも 

早や鍋ではありません。友愛なきクラブはライオンズ 

の名を冠することはできないのであります。鉄鍋の役 

割を自党しなければなりません。 
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南極観測講演会 
-アクテイビテイ報告- 

神戸西：LC 

力善博.美 

9月4日，神戸国際会館大ホ-ルで，神戸，神戸束 

神戶西，3ライオンズクラブの共同主催で，一般大衆 

を対象:：:開催した前南極観測隊畏，永田武朿大教授の 

講演と映画の会は，自讚するわけではないが，南極観 
測第4次出発の前でもあり，I、ろいろな窻味で相当な 

成果をおさめたと確信している。 

講演に先立ち上映された映画，「南極大陸」は，す 

でに神戸でも封切が済んでいることでもあり，映幽を 

通じ南極に対するある程疫の知識を得た人達もある 

であろう。しかし，隊員が語るなまなましい苦心談を 

知っている人は,文化人の中でさえ，ごく少数である。 

ただ，知識階級は講演を聞かずとも，新冏や雑誌の寄 

稿で知ることができたであろうが，果して一般大衆は 

どうであろう。南極を観測する真の目的は，単に知識 

人のみの独占物ではない。また限られた人棰だけのも 

のでも決してない。広く世界人類の将来に寄与する南 

極大陸の開発と，地球の自然現象の解明という，大き 

な总義をもつもので，人跡未踏の極寒南の地の果てに 
計り知れぬ物凄い白魔に挑み，荒れ狂う80メ- トルの 

猛台風に堪えながら，人類の幸せに精魂を打ちこむ観 

測隊员の苦闘精神は，奉仕と友愛，知性に遠大な理想 

を実現さすために集う私達のライオニズ厶とは，まっ 
たく合致する。これは広く大衆に知らしめる必要があ 

る。この意味で在神戸ライオンズ3クラブが共同で真 

に価値ある社会奉仕として，この講演会を開催したの 

である。 

さて，もう少し，動機その他の説明が必要と思われ 

今-それは梅雨期に入った頃のある昼下り例会打合わ 

せの済んだ雑談の中で，このテ-マが浮かび上った。 

前隊長永田博士を迎えての南極講演会は，正確にいう 
と，7月6日に開かれた在神3クラブ幹事会の席上， 

大浦幹事の進言で，共同事業とする予定で一歩を踏み 

出した。备クラブの濟認が終った後，再び合同役員会 

で計画が具体化された。 
1.一般入埸者より基金募集は行なわず。 
1.すべての経費は3クラブ会員の負担とする。 

1.後援，大阪朝日新|谢社,神戸新liii社,神港新邸社 

協質，神戸市教育委員会 

その他谷フラブが受持つ役割がそれぞれ決定，懊重 
を期した計画ば，いよいよ理論から実行へと移され， 

9月4日の秋晴れの清々しいライオンズ•日和を迎えた 

のであった。 
会場を埋める2千を越える聴衆に，ユーモアをまじ 

えた永田博士の講演が，いかに深い感銘を与えたかは 

申すまでもないことであるが，同時に，兎角理解の薄 

本欄は会員，御家族のための頁です0クラブの 

話題，家庭の団らんを全国のみなさんとおわか 

ちください。随筆，論文，創案，座右銘，写真 

など，どしどし御寄稿をお待ちします。ライオ 

ンス:俳壇にも，もっともっと投稿があるものと 

期待しています。以上，宛先は 

東京C P.O.BO X985号ライオン編集部 
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い大衆に，L南，L藤田，L竹馬の各クラブ会長が， 

大きな誇りを持ちながら満面に微笑をたたえ，それぞ 

れの分担でライオニズムを堂々pRすれば，会場より 
万雷のような拍手が湧きあがって，まことに素晴らし 

い光景であった。 
この会が，このように盛大に有終の美をつげた原因. 

は.各会设，幹3杯諸氏の好リードはもちろんであるが 

ブラザークラブ相互間の珲解と友愛にもとづく，クラ 

ブ貝諸氏の絶大なるバックアップもまた見逃してはな 

らない0今更ながら友愛，奉仕，知性のライオニズム 

を，私は深く銘記した次第である。 
なお，9月2(5日（土）午後H時から，神戸市生田公 

j.ゎ力，! 
I わがクラブ I 

芦屋LC 1|| 

II 胃*覚I! 
大正7年6月に私は芦屋の住人となったのですが， 

当時の芦屋は行政的に精道村の一部であって，村は芦 

屋，打出，三条，津知の四部落から成立っていたので 

す。それが昭和15年に市制を施行するに際して芦屋市 

と称することになりました0 

市城は柬西2キロ余，南北7キロ余の細長V、地形で 

六甲山®峰の柬にある石の宝殿（海抜900米）を北 

界として南へ山岳地帯から丘陵地帯，平地へとのびて 

大阪湾の海岸に達しているわけです。 

位說は大阪神戸の丁度中間にあって，交通上爾要の 

地点であるにかかわらず，大正7牢頃の芦屋は人家約 

1,‘200戸，人口約6,000人の貧弱な村であり，阪神両都 

市を結ぶ交通機関としては省線鉄逍（芦屋駅の開設は 

大正2年)と阪神堪車(明治38平開通)だけで,道路は 

旧阪神国道が束西に通じていただけでした。阪神也車 

のごときも当時は小型の印•車巡転で，今日のような豪 

華な車輛で特急，急行，普通と数分域に迎転する光景 

から考えると実;こ隔世の感があります。その頃の一笑 

話ですが，阪神也車はその乗客増加策として阪神間に 

移住する人に対しては大阪又は神戸から芦屋まで一台 

の瓜車を無料で提供して引越荷物巡搬の便宜を計った 

ものです。ただし当時备规に引込線がなかったので次 

写與は第一次南碰覬测隊隊搀 

永mm士の諝演 
会堂にて「働く靑少年の映画会」を，引きつづき当地 

方クラブの共催で行なうよう，現在準備中である。主 

催は神戸市教育局青少年課，後援は神戸，神戶柬，神 

戸西，芦屋，西宮，川西备ライオンズクラブである。 

の范車が来るまでに大急ぎで積荷をプラツトホ^■厶に 

投げおろさねばならなかったのです0 

その後大正9年に阪急艰車が開通，昭和2年に阪神 

国道が出来上ってその路面を走る记卓，自動車などに 

よって阪神間の交通がますます便利になると共に，芦 

屋は逐年めざましい発展を来すようになった。一方大 

都市の居住者が街の騒音を哌うて安眠の家を求むる心 

と家族の健康のために郊外移転を希望する傾向が著し 

くなって来た。そこで山も近く海も近い，しかも阪神 

両都市の中間にある芦屋が住宅地として葙目さるるに 

至ったのは極めて自然の成り行きであった。その上大 

正牢代の村長猿丸又左衛門氏等が全村にわたって餅地 

整理を断行して縦横に広い道路を作ったことも芦屋発 
屈の大きな原因となった。かくして市はその外観にお 

いても内容においても急速度の発展をしたのであった 
が，昭和20年の燦螨で約3,000戸の家を焼失して戦敗 

の苦杯をなめた0しかし市政当M者と市民とのたゆま 

ざる努力によって区劃整理その他諸秫の施設をやって 

転禍為福の発展を見せて今日の繁栄を見得たことは実 
に幸いであった。現在の戸数1，2〇〇〇戸，人口約55,000 

人で大正7年頃に比して10倍近い増加である。 

戦後日本の各閽に劃期的の変革が行われたのにつれ 

て，わが苣屋市にも諸施設や述用:こ著しし、変化が起っ 

た0芦屋_際文化住宅都市建設法の樹立によって市是 

を文化性の実現に努めたのもその一例である。また学 

校教育方酣では美しい三幼稚園精道，宮川,山手， 
岩園の四小学校，精道，山手の二中学校，芦屋敁等学 

校など徐々に新校舎を建設して模範校と称せらるる成 

繅をあげた。また主要道路の70%に近い路面舗装や丘 

陵地锴を開拓して作った公園墓地やお多福山に開設し 

た花原ゴルフ坳や芦屋川東岸の松林地帯に設けた模範 

的な十而の庭球埸など何れも立派なものである。殊に 

33 



庭球場の開埸式に天皇皇后両陛下の御臨席を辱うした 

ことは市民最大の喜びであった。 

かようにして年々住宅住民が増加したが，あくまで 

静かで美しい都市としての発展方針に反せぬよう，注 

意が払われて来た。市内に一本の大煙突を見ないの 

も，一軒のバチンコ屋の存在を許さないのもその現わ 

れである0かくのごとく芦屋が発展すると同時に阪神 

injの交通爾:殊に自動車の壻加が著しくなって従来の阪 

神I頭道だけでは交通をさばききれなくなって来たの 
で，海岸線に近く幅贝50米の第二阪神国道の開通エ亨 

が進められつつあって芦屋の^!夺来はますます明るい。 

ちなみにこの国道の指揮監督をしていられる田坂氏は 

芦屋ライオンズクラブの一員である0 

かくて芦屋は住みよい土地として年々人口梢加の一 

途を迎って，平地ではもはや住宅建築の敷地が追々な 

くなつて来た結果，今後は丘陵地から更に北方の山地 
へも住宅地を求めなくてはならぬこととなって来た。 

全市城面積の半分以上を占むる山地を開発して宅地と 

なすことは多大の费用を要することであるが，山手町 

から美しい水源池奥池の辺までへの道路網が出来て瓶 

燥住宅地帯の発達を見たならば日未でも魚•を見ない快 

適な都市が出現することであろう。近く芦屋と有馬温 

泉とを結ぶ芦有道路の開通エホにも蕲手せんとする計 
确があることから見ても根拠なき空想ではない。 

現在芦屋の人口は前述のごとく約55,000人であるが 

昔からの土着の人よりは外来の人がはるかに多く，そ 

の大多数の外来者は自宅を構えた永住の人々であるが 

大都会周辺の土地柄として指令によって転住する傩給 

生活の人々も相当数に速する〇これら市民の中から選 

ばれた芦屋L Cは昨年1月15日成人の日に発会した。 

次で4月21日にチヤ-夕 -g達式を田中服飾学園で举 

行，かくて会M数も漸次增加して目下48名である。そ 

の内市長のL内海を始めとして，30名は芦屋市内に職 

菜を持って活動している人々で，18名は大阪神戸に出 

勤する方々である。 

発会以来1年9力月のわが芦屋クラブはライオニズ 

ムの真髄たる社会奉fi：と友愛の精神に徹するよう一致 

協力してその目的完遂にら_とめて居ります。ブラザー 

ライオンズ备位の御®佾と御指導とを切にお願いする 

次第であります0 (芦屋クラブ会長） 

高砂クラブ 
を寿ぎて 
高砂LC 

渡辺四郎 < 

国も治まる時津風。技を鳴らさぬ 

御代なれや。あいに相生の松こそめでたかりけれ。と 

古来より富贵長寿，和合延命の象徴として謡い伝えら 

れた「相生の松」の名もき萵砂の里に.自由の風が 

そよぎ，知性の錡が释いて，ライオンズクラブが誕生 

したことは誠にめでたき限りである。ほのぼのと明け 

ゆく明石の門にさし昇る朝日に輝き，玉藻刈る辛荷岛 

のあたりに沈みゆく夕腸に照り映えが^灘の波が静か 
に岸を打ち，播州平野を貫流する加古川の河口に位す 

る平和の里高き砂。古えは「なびつま」と呼ばれ，心 

恋しき加古の舄と万葉人に詠まれ，景行天皇との日本 

武尊の御母，別嬢（稲田稚郎姫）とのロマンスに語ら 

れさらに仲哀天皇が皇后（神功）と共に久麻曾平定の 
ため西下の途次，この浦に泊られた時，「滄海茜く平 

結成 

四海波静かにて， 

ぎ風波和ぎ舴まった」と語り伝えられている。 

敁砂（たかさご）という名が文学書に敕せられたの 

は経国集の淡福良の詩が：®初であろうn罪を得て流さ 

れる道すがら播州萵砂の浦に宿り，漁火が海上にまた 

たくのどかな夜景を望見して，落ちゆくわが身の不遇 

をなげき，いつの日にか再び生きてこの地に来ること 

が出来るだろうかと愁傷の念を五言の詩に詠んでいる 
応tの兵火も及ばず，徳川の世は姫路藩に㈣し，百間 

蔵と呼んだ穀物倉庫が今に名残りをとどめている。顒 

長の頃，天竺（印度）に®舶:して海外贸易を営み，異 

名を天竺徳兵術と呼ばれた徳兵術はこの地の出身であ 

り，近くは憲法学者美澳部逹吉博士がある。 
松のこかげに立つ翁と嫗とは天地開びゃくの神とい 

われている「いざなぎ」，「いざなみ」の二神をかた 

どり，ほうきとがんじきを持つ姿は，勅労の喜びを表 

わしている。とまれ，尉と姥との伝説に語られる「萵 

砂」は富贵長命の桃源郷である。センセーショナルな 

表現をすれば，始皇帝の求めた蓬萊の地や，マルコボ 
-口があこがれた黄金の花咲く平和の里も，正しくは 

この!a砂であったろう。千秋楽は民を撫で，万歳楽に 

は命を延ぶ，相生の松風，颯々の声ぞ楽しむ。と謡い 

おさめて，ライオンズクラブの,結成を寿ぎ，ライオ¬ 

ズムの i® 揚を祝福する こそめでたけれ。 

(硌砂クラブテールツイスター） 
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(名古厣)臼井烏水 

鹈緙に川底見えて鵜の潜る 

(児0 大滝久香 

朝暴原爆の日と誰か云ふ 

(金沢)石川星水女 

秋風に手を振るのみの別れかな 

(金沢)木岡歌子 

みんみんや草鞋吊して店は閑 

素人の積めば傾むく稲車 

親しさょ今宵の舟の月の友 

(笠岡)虫明月大 

昼?8子に涼しき広き納屋ありて 

(丸a) 三好十三二 

•®き¥低き¥ょリ見えて秋 

白芙蓉早起き癖のつきし子等 

芙蓉咲きレグホン朝の餌に集ふ 

(丸他)吉田孤羊 

故里の展墓の逍の青密柑 

(八女：^ 神殿エッコ 

ごまがらのばちぱちはぜて夕かまど 

(小贫)三淵北斗 

秋水に映れる壁の白さかな 

g砂)it辺松里 

昏れなんとす二百十日の田に佇ちて 

(高砂)瓶谷幸夫 

月明し一つ一つの草の露 

投稿規定 

、締切毎月二十日 

、用紙ハガキ 

、投句数ハガキー枚三句以内 

、送り先東京？P.0 Box 9850in 

ライオン編集部 



兵庳鰥灘西宮市今津出在家町 

株式會祧R部文5S鄄商店蜱酿 



.粗.化（1330ずI.)ぶ松刖ネJが竹を築いてから刈柴秀 
••■、池HI載、イ、多忠政を於て70Ai•坪の城地に姫路城 
は；成、kiミ30帝杣の小奴*化Wの让造物は11木細; 

0代4である。今松ノi： 1:卞巾の人vmiに仙川する心け: 

が、今|翊|〖々汕々(こ求められたが、惜しくも迚搬の途 



紙慰 
. 

お酒になる位のM，(の姑名|| 

の水は介を_すのにも好適I 

木村細I:坳の晒坳、心 
る風W (川叫LC提m) 

姫路、饳城クラブ:;U4、抑& 

役“.;i、よくここで•映姆め口!• 

がむわれる。ちょんまげ姿が！^ 

われてくる梯な鉛觉にぉそわ|i 
る0 



,]ll *松?造K阿の人形会館に 
、樣。Aきレ統に'Iきる谈路 
|人形に.;Iみ/11,るS術のみり。 

)1； 始叫小(72/ )桁の 
i故Wはけ.*:にJQれる。|巾今で 

はふつくらと以かな沾じに孤 

nを谷くft人はU••のみで、# 
の技桃1の阶rが*.:けれている0 

ノ〆鑛難'療靜編欠 

轉t 
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ゴルフハウスにおける川叫、跳、叫，•■;••.クラブ 

の恕ぷ会0川叫クラブのチハ*ー ターナイト-wr.,，パ々 
会。出席は抑卞と小以I). (;•、AW7.-.C.O 

その；V、叫h;iノ、•名が#勁々代の時に上阽した沿、イ、• 

Wもあ，)、姫路邠の赫もある。さびれむく漁牌; 
沿の風光、カメラマンw心の作。お以の.依(おa沾十 
郎）がある。 
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題字写Kは姬路离哆山円教寺 

兵庫県には創世紀的な話が多い。イザナギの命，イ 

ザナミの命の両神が，クラゲただよう海の中に，天つ 

神から授けられだ矛をつきだて，こ扣ろこおろとかき 
まぜたときに先ずできたのが淡路ft。織物の元祖もこ 

こだ。吳服物が初めてわがIIに紹介されたのが今の池 

田市，すなわち川西L C御自慢の猪名川の畔。源氏発 

祥の地というのが，又これ川西市の多田院。それに姫 

路市の西北，御津町室津港は，法然上人ゆかりの遊女 

友君の墓所すなわち日本遊女発祥の地。播磨，但馬， 

摂津，淡路岛，ところどころをかけめぐり，ライオン 

ズ兵庫県風土妃を，読者とともに歩きまわって織るこ 

ととし上Do 

おのころじま（淡路島）紀行 

「来ぬ人を待つ帆の浦の夕なぎに 

やくや藻塩の身•もこがれつつ」 

「由良の戸をわたる舟入かじを絶え 

行方も知らぬ恋の道かな」 

万葉集，古今集:こ描かれた歌のfi，恋のa,淡船 

は，何となく渡ってみたい烏であった〇， 

「淡路a通う千息のなく声:こ 

幾夜寝ざめぬ須磨のせきもり」 

淡路巧の名は阿波に渡る路というところから出たと 

いう。 
• 9月8日，神戸3 LC ,芦屋LCとの会合が夕方の 

5時半と決まって，早朝神戸に翕いた私は，時間をも 

てあました。ふと頭に浮ぶおのころ岛。たちまち一決 

して閲西汽船，天女丸に乗りこむ。午前8時30分，鎞 

のごとき海を滑って行く。海から眺めた神戸港は美し 

い0大きな貨物船が，この小さな観光船を威在するか 

のように，白波を蹴立てて去っていく。 
一路洲本へ洲木へ。2時間余，風が激しく波がしぶ 

きをあげはじめる頃，淡路の全容がまぶたに入る。岩 

屋から由良にかけて，白砂青松の海岸線が走っている 

思ったより大きな島だ。船室の側の老婆にいろいろと 

淡路の話をきく 0木土から今®って来たという老婆は 

ftの奥深く住みなす遝姉であった。平安なおももちが 

深く印象的であった0近江の®琶湖と同じ位の大きさ 

木州との問の明石，紀淡海峡は有名である。四国との 

問の鳴門海峡の渦潮は，なるとの鲷とともに,人の心 

をとらえる。 •二〜' 

激しレ、風に船端をたたかれながら，船はぐんぐん進 

む。それでも予定より30分遅れて岛に着く。漁船がた 

むろする洲木の船蒞埸。炎普下、白ちゃけた街の風f 

である。思わず帽子がほしくなるほどの照り返し。こ 

の巧にはライオノズクラブはなく，口ータリ-‘.ークラタ 

がひとつある。さっそく，口ータリ—の会畏，班西_、 

菜社長石村金一氏を訪ねる。淡路口 -タリ-の御活準 
ぶり，また1961年の世界大会の準側•で，なかなかおf亡 

しいお話を承わる。 

つV、で御案内をいただいて，医f#松谷辰造氏宅すな 

わち人形会館を紹介される。さっそく松谷御夫人にお 
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毎遇土6fi日午後8.45〜9.00山陽テレビ（11チヤンネル）ワールドスポーツ提供 

目にかかり，御苦心の上御蒐集の人形の数々を拝見さ 

せていただく0人形浄瑕璃発生の地として淡路の歴史 

を傾耻〖するほどに，たのしくなるのだった0少し生活 

にゆとりのある男なら，三味線と浄瑠璃はたいてい芸 

ごととして習っているという。人形座も数座残ってい 

て，咼内をまわり歩く。農夫もこの時は立派な人形使 

いとなる〇日ソ親善のため訪ソしたのもこの座であ 

る0大阪の文楽座も，淡路の人が成功したものであ 

る0松谷口-•タリアンの人形会館で働いている娘さん 

も，上手に人形を使いこなす。淡路にしみこんだ芸術 

ゆとりのある落ち着いた民情は，うらやましかった0 

(御]S集の人形はグラビア御参照のこと。）松谷口 — 

タリアン（前会長）は，ライオンズクラブにたいへん 

御现解が深い〇「月に例会2回だけのライオンズに私 

は入りたかった。月4回はなかなかえらいですわい」 

とのことで，ライオンズクラブにも最初熱のあら 

れた御愆見を承わり，さわやかな口 —タリー•ライオ 

ンズの淡路会見を終ったのであった0 

自動車で由良へまわり，三熊山の城趾をたずねる。 

周囲60キロ，人口23万の瀬戸内海一の大きい岛。冬の 

頃はみごとな水仙の自然生があり，たまねぎは名産0 

女の方が多い国で，男がたいへんもてるそうな。夢の 

ような海岸線が，みどりに映えて美しく流れている。 

岬肌由良の鹿塞として一般人の出入を禁止してレ、た漁 

港。成ガ岛が長くのびて由良をかこみ，费殖真珠のい 

かだが浮んでいる。なんだか没落していく漁港を思わ 

しめた0淋しいが絵のような港，路の側らにオレンジ 

が"々となっていたのが忘れられない。「一沒に月落 

す鳴門かな」C色使;）のなるとは，惜しくも断念して 

自動車を返す。 
帰りもやはり天女丸，矢のごとく走る。海上から眺 

める古えの務古の水門神戸港は惮大である。海は人の 

心をなごやかにするものだろうか0こんぺきの空登か 

* m - * • 
に写して海の甜靑は，遠景の六甲山脈とともに印象に 
のこる0神戸港11の掉頭から，年間3,000万トン以上 

の船舶が出入する。20の外国公館.贸易額日本第一位 

山の上までのびている住宅街は，设崎と同じように美 

しい神戸を形成している。 

摂津紀行 

6時神戸中突堤着，飛ぶように会坳のオリエンタル 

ホテルにはしる〇日本地区策3番目のクラブ神戸L C 

神戸西，神戸柬，芦屋の4クラブの会長，幹取のみな 

さんをお待たせしたわけである。L小泉啓三（第1R 

DG), L天児民MK第1R，笫3 ZC), L南■三（神 

戸C会長）.L園田正和（神戸(：幹唭），L槌橋秀一 

(神戸C)，L竹馬濟作（神戸來C会设），L®辺一九 

(神戸東C幹:*]〇，L谷路順三（神戸柬C), L藤田登 

(神戸西C会長)，L力善N?美（神戸西C), L富永党 

品質本位 

清^ 

兵庫県 
姬路 

灘菊酒造株式会社醸 
社長 川石幸作 

行楽のお伴に 

御家庭の団欒に… 
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淡脇由良の漁港 抻戶三クラブ，芦.零クラブ恶談会に御出席の執行部の力力。 

(芦屋C会设），L北村辰雄（芦屋C幹]jO,おくれて 

L岡部五柒，L®野作太郎の諸氏の歓迎をうける0 

国際カウンセラ-岡部五梁氏が，故石川欣一国際现 

少の後f壬候浦に両ガバナーより推選されたというビツ 
グニュースが，この集いの;iS題をさらった0 (9月19 

日，シカゴ本部国際会畏圯報は正式任命を報じてきた） 

喜びの同氏の御挨拶あり。神戸クラブのおめでたいiS 

中:こ折よく来合せたという次?Bであった。神戸が生ん 
だクラブの数は，9月号のクラブスポンサーー览表の 

とおり，だんぜんその傅容は，L岡部五梁氏の血色の 

よき顔容とともに，地区を圧する。葛野作太郎国際特 

別代表にいたっては，人の钟るとおり。•由緒ある関面 

のクラブ0デピュティガバナーL小歲抑戸C前会设は 

我紙絵神戸港を数力乃仙に御提供いただいたが，今こ 

こに#頭を飾ること..となって喜びである0 

閉会後，葛野代表とホテルでm際理少の件につき打 

合せ。一晩中トラツクの音に目を党まされつつ，つく 

づくホテルのべツドで神戸港のスケ-ルの大きさを味 

わったことであった0芦.屋川の沖资地，六甲山麓の住 

宅地といえばすぐ思い出す，「細雪」に出て.くる芦屋 

(人口 5万）のお隣，えべっさんで有名な西宮（人口 

M万），防潮塊の尼崎（人口33万5千)。猪名川の川西 

市を明日は訪れることにしよう0 

9月9日 

ありまやまいなのささはらさよふけば 

いでそよ人を忘れやはする 

このいなのささが川畔に•群生している〇ゾ-ンチニ 

アマンL天!;d，川西Cの幹，L伊藤の御絮内の自動萆 

は，美しい猪名川に沿うて駛る。猪名川の溃流と軟水 

で友冲染色を育てあげた。M都が友禅の先挪•のような 

気がしていたが，織物の元mはここだそ:うだ。 

途中，皮革を空く乾燥しているところが，見受け 
られたが，皮革なめしエX:は全国87%に违するとのこ 

と0待Sの木村友沖•工場に到蔚。L木村はこの会社の 

银務である。消流にそうた工場，今しも友神織物をさ 

らしているところ。水の流れにまかした昔の方法で， 

又モーターを使用してさらしている（グラビア参照） 

のどかな一幅の絵である。一歩エ埸へ入ると，すっか 

り笟いた0いくら洗っても色があせないわけが，素人 

にもよくのみこめた。まあいえば，生地に印刷（备饨 

ステンシルを使用して）する0このデザインは主にこ 

の工場では外闽から来る。ステンシル作製の技術が， 

この工場での大きなポイントであるようで，坪Kのよ 

うに広い工場に生地を長々と敷き拡げて(紙の印刷と 

は反対に，紙が動くのではなくて紙にあたる生地が固 

定しているのだ），熟練工が，ほとんど名人::^でステン 

シルを順々に移動さして印刷していく。この印刷のイ 

ンキが又特殊なもので，化学反芯によりみごとに発色 

をして，生地をそれぞれの色彩に染めあげる0 

®後の仕上坳で，さらさらと流れるごとく樹み上げ 

られて行く布地は，女の子ならとびつくところだろ 

う。アメリカから技術が渡って来たが，極めて細かい 

手の技術なので，外「Kjでは採览が介わぬとのこと〇卜 
ランジスターラジオの小型がアメリカへ逆輪出される 

ようになったのと同じだ0技術を公開説明JWいたL木 

村に感謝する。近く L木村は技術研究に訪欧の旅に上 

る0 

多田院 

源氏発.牛:の地，自動电は奇岩艰なる猪名川の上流に 

さかのぼる〇'多m院，しか;木は神社の糊宜，四代将軍 

宗綱公の再趙，文化財。L观，L伊藤とともに，社 

務所の応接[⑴での昔物語り。平安時代:の末，中央政府 

の.唆u袋えて地方のm韻化が進み，武士階級が勃興し 

た。やがて湖権を握るにいたる源氏は，摂津多m庄か 

ら起った0 «津守のffiをとかれた源満仲が多m圧に土 

着，一族郎党からなる武士団を形成した。それから伊 

勢:こ起った平家との争闘が展開されるのである。神戸 

市の郊外は，その後の源平介敝の古敝場である。源顿 

光の武舆f云。T■あの鬼は，おそらくは日木海力、ら迷い 

込んで来たロシア人だ。呑んでいた血はブドウ酒に递 



いiいですよ!！。さもありなん。 

この神社の附;T「には，何千という廃坑がある。昔， 

金銀を堀った跡。この地に源氏が発生したゆえんも財 

政的地盤:こあるのだ0この階級の挺りどころとなった 

のに相違ない念鉱。近くにある生野の銀山一大江山 

生野の道の遠ければまだ踏みも見ぬ天の橋立一あの 

生野のことも考えて，権力抗争の地力となった財力の 

話が出てなかなか話は尽きず，御研究の深いL福木の 

御尊父（神官）に一同衝たれたのであった。昔を偲ぶ 

甲胄など，宝物を拝見する暇なく辞したが，抑寂なる 

神域：老松若松，猪名の淸ifに映えて，立ち去り■い 

のであった。 

川西市ゴルフ場におけるクラブ懇談会 

大阪方而が眼下に見下ろされるすばらしいゴルフ場 

大阪の人たちの実行力には敬服した。山を崩して，実 

に快適なゴルフ埸を作った0浴埸も口 -•マを思わせる 

滚盛さ。一風呂あびて懇談が始まる。3時半。今夕は 

6時からこの花屋敷ゴルフクラブハウスで川西L Cの 

一週年?己念家族会があるのだ。 

川西クラブ，L膝井雔造（会長），L伊藤殖太郎（幹 

取)。尼崎クラブ，L田中锼一（会長），L小室賢治 

(幹事)〇西宮グラブL糸田川信勝(幹邡)。神戸クラ 

ブL小泉啓三D G，L天児民博Z C。 

静かな山荘で，心ゆくばかりライオニズムにつき語 

りあえたことはうれしかった。ライオン誌の使命につ 

いて，少々駄弁を冏いていただく。ここに広告のお世 

話を頂いたことを深くお礼申しあげる。L伊藤の司会 

L藤井，なかなか而白い川西Cの将来の使命について 

話がある。川西市の玄関は伊丹の空港であり，奥座敷 

はいわゆる丹狡滕山の猪が出る所，この問に一級国道 

が計画されている。将来，日本海を通じての国際交通 

の中心的使命を帯びるのは，この川西市である。近代 

的なものと，ぎわめて古代的なものとが入り混ってい 

る。わが市のライオンズの国際的使命を強調される0 

織物は実に飛鳥時代に始まっている。 
ニニー-な _■=-• ^=r-». - • ■■ •- 

木村探碑工場僚染工場の一部ステZグルを神伎の如くビタリ 
ビタリと位遛を決めて移動印刷して#く。 

UB中，尼崎の御自慢が始まる。金围阳4位のエ菜 

都市として人口 5万8千，生避額1,587位円，火力発 

笟所，製鉄所，化ネエ坳：VEic(メーカ-など，そうそ 
うたるものばかり。しかし，大工菜が大贷の地下水を 

汲みあげるので地盤が沈下し，街名な防潮堤を建哉さ 

れているが，今なお沈下しつつある。完佘に沈没して 

いる工場もある。V、わゆる阪神エ龙地揩の盛観の裏に 

この悩みがあるのである。川西のLCをスポンサーし，. 

た.余力をかりて，今牢は豊岡に進出,ほとんど間递い 

なしという元気なところを液わる。 

L糸旧川，灘五郷のひとつ西宮神社，西宮球埸，將 

売の神様戎様は初名だ。チャーターナィトは12月10!ヨ 

の予•定〇ライオンズクロスワードの創設，ゴルフの-L* 

手になる方法。さらにもっと面白いカットを使用して 

ほしいなどの御希贺あり，御指示を感謝する。 

川西)LC第25回例会，一週年記念家族会 

6時より，同じ会場で開他。尼崎，芦屋，西宮LC 

から，又近く池mに結成されるクラブのため，ビジタ 

一として池田市よりの来客あり。L小泉の祝辞，川四 

市長，L小笠原新三郎等の祝辞についでパ-ティーが、 

開かれ，関大OBの四:箱:唱，映両などの余興あり，お 

手のもののバヤリ-スジ1ースなど飲物盌か「こ，御家： 

族とのたのしい一夜をたのしんだ。 

播磨紀行 
(遊女発祥の地室沛,お©沿十郎，滞州m間吸のこと） 

向うをとおるは淸十郎じゃないか 

笠がよう似たすげ笠が 

浄瑕璃で満天下の子女の紅涙をしぼったお夏の墓が 

姬路にある。ちょっと行けば淸十郎の家が室津にある。 

近松？卩左術門（墓は尼崎市）の作，又坪内逍遙のおM 

mL瓯鶴の好色五人女，ひとつその靈を慰めようと 

姫路，姬路楚城cの会设，幹，さん违に御案内頂き， 

快適なドライブが始まる。 

姬路から室津への景勝は，何と形容してよいのか， 

木村友禪工場発內工場の一部，機械の測に立っているのはL 

木村(川西Leo 



多田院源氏発咩の池杜极^•で忍るl福本（神出翊宜）御辟 
父（川西：LC) 

東海道の熱海あたりをいくつも介せたよりも，もっと 

よい。求岛群ft—一大小づ〇余ft (万葉の昔から谷崎氏 

の乱菊物語でも冇名）を近くに見，粉寂の漁村の跑J: 

あり，断儀絶篚の風光.みどりの枝:，白砂，かわるが 

わる班窓に訪れて，思わず獠喚の声をあげた。都人が 

騒がしく訪れないことが，この室律へのみちを昔のま 

まに美:しく保っていたのである0 

室摩港，園知人名が参勁交代の時に上陸した港で， 
本陣もあり她路藩の»所もあり，さびれ行く漁村の風 

景は2 , 3日滞在して味わうだけの価値がありそう 

だ0港の絶景をたのしんで梅林をぬけて淸涼山，你迎 

寺を訪れる。お夏の基所である。お夏は姬路の商•求の 

娘，淸十郎は室津:の商人.和泉淸左術門の伴で，お夏 
の家へ布頭として働き，2人は恋仲になる。その恋が 

遂げられず，淸十郎を筋ってお夏が室律:へ来たが消十 

郎は似つていなかったので，悲しみのあまり気が狂っ 

て身を海に役ずる。迫•骸を村みが浄迎寺に葬る。これ 

がお夏様の形身，みなさまどうぞお烘香を，住職の説 

明はなかなか詩的で，芦もよい0 7人のライオンズ殊 

勝気にかしこまる。お夏级;のとなりのお方は，法然上 

人様ゆかりの遊女友岩様の像である0 

怙の訴によると（なかなか-占めかし〔、好き古券だ） 

人皇八十三代土御門院の時，法然I••人が,锻岐へ配所に 
なられる時，この港に立ちよられた0この時一葉の舟 

に掉して上人の/1J•に近づV、て来た女が室津の遊女友君 

で，この時得度をうけた。「罪深き身を，いかにして 

か後生を肋かり候うべき」と遊女が唤じた話。友君は 

木曾義仲のお妃で木名を山吹御的という，.しかじか0 

しかし而白いのは，室渾がこの要碉の地で各藩の迚屮 

が染まってくる。それを慰めるためにできた遊女とい 

うもの，つまり日木の遊/ての発阼の地だというのだ0 

友封はしかし，し、わゆる現代ね:味するような遊女でな 

く琴を弾じ，舞を舞ったりした。客人がお礼を与える 

というと.^皮女は礼をとらなかった。客人が友君の部 

匿に入ると，夫茲仲と愛!Mの位牌をまもり，お花をあ 

密mu,円教讳住職，姬路，姬路漱城の会畏幹堺のみなさん。 

げ線香をあげていた。客は志をもってこれを花代に線 

香代にとあげたのが，花代，線香代の始まりでござい 

ます。これより色街で花代，線香代という言葉ができ 

たのでございます....〇僧侶に別れて街に出る。かん 

なも使っていない昔の木陣など，ほろびにし遊女街， 

なかなか拾てがたき風情•であづた〇 
これよりM—行は，天下に有名な姫路城を訪れた0 

お菊虫で有名な，菊女が身を投じた井戸，播州皿屋败 

の跡，桜の木の根っこが昔を語り紐に残っている。播 

州平野の中央に位Eし,室町時代から赤松，池m,酒 

井氏などの城下町として栄えた。白梵城は国宝，御菜 

.内説明をうけて，しみじみ天下の名城であることを認 
識した。臨海エ龙地帯を擁する人口32万の描市，エ* 

生産船の増加はめざましい。阪神エ龙地帯が行きつま 
り，西へ西へと伸びてここにエ龙の盛んなる誘致とな 

った。相生市の造船所を通り，窀野市の锶油の香りを 

かいで再び，広畑の製鉄の赤い煙に目を?Sかしながら 

姫路にW•る。 

甞写山 

口-プウエイで一行は楽々と上る。深山，山岳仏教 

の代表的古文ィ谢である。ずV、ぶん涼しい0 

尼崎クラブ幹少L小室®次御自慢の愛娘お2人 
写興右は宝塚少女歌劇に新らしく名乘りをあげた 

長女，与謝野宏子さん。 



ライオン 市川喜八朗 

姬洛m手柄山の太平洋戦宰金国戦災都市空馔死沒茜慰癍菩のす 
く•後力に姬珞LCのActivityとして建てられた不死鳥平和の 
女神の股。 

くらきよりくらき道にぞ入りぬべき 

はるかに照せ山の端の月 （和泉式部） 

上柬門院（一条天皇のお妃）と性空上人とのェピソ 

-ド。大講觉如怠輪堂，書写山円教寺住職の説明を感 

謝して下山。娘路を語るにはこの法.澄一千年，西の比 

钡と称される天台の兜地を仰がねばなるまい。巨杉心 

を洗う思いあり。 

日木で®9？IV•目の姫路Cのアクティビティは，特筆 

大書すべきものがある。悔年1回大きな，都市に残る 

琪業をしている（写真参照)。 

1•大平洋攸争金国戦災都市空燦死歿者慰靈塔のそ 

びゆる中央公間には，不死鳥を配した平和の女神 

の像を建設 

1.兕萤公園（她:路中央公園） 

1.図書•館ライオンズ文兩 

1.1尼意水浴用噴水塔 

都市の中央に梅¥築かれる她路のアクティビティは， 
全ライオンズの学ぶべきものがある。しかも，売名的 

なところのないやり方が私には印象•深く感じられた。 

朝から炎恶のところ，姫路市中又遠く室津まで御案内 

頂いたライオンズに，満腔の謝意を捧げる。 

姬路，姬路絜城，加古川，高砂，4クラブ懇談会 

9月〗0日夕刻。她路C，L山野踏(会長),L柳田久 

一，L堀田保次郎（幹事），L山本秀一郎（元会長)， 

姬路，湃城LC銳行部の方方，慰藤苔の下方，児爾公！！ CM 
L C Activity)の前での記念驾與 

L山野极次郎（前幹ホ:），L梶原友治（第一副会長)， 

姬路餐城C, L吉田静治（会長），LM岛趙男(幹TJO 

L田町拓也（前幹？]〇, L山崎®三郎（広報委貝長）， 

L福井宽治，L梅崎穆郎。 

商砂C. L小北博文（会艮），L壺井嗣雄（幹？J0, 

L柴田邀一（第一副会長)。L丸山栄造（テ—マ—）， 

L®辺四郎（ツイスター)〇 

加古川C, L磯野吉右瓶門（会反），L小西義晴（会 

計)，L岡田湘三郎（幹识），L三宅利雄（副幹讲)。 

商砂Cの艰iZ2Lより，W砂市の説明。 

「iff砂の尾上の桜咲きにけり 

とやまのかすみたたずもあらなん」 

厂苽砂やこの浦舟に帆をあげて• • • • J 

で有名なロマンの都市。今はもうそんな詩情は消え去 

った。天竺徳兵術，浦岛太郎の伝統の地も，今は人口 

5万，戸数1万2千，エ龙の町に変つた。将来の工業 

を通して一同がんばる。 

加古川市，人口 7万一田園文化都市に向って躍進 

中。兜徳太子創化の鶴沐寺がある。姫路，姫路®城の 

幹取の御挨拶があり，新クラブのために，いろいろラ 
イオニズ厶を中心として語りあう和気あいあいたる中 

に，大いなる-奉仕を目標として励まんことを誓って， 
姬路の夜は更けた。（岡野;?己） 
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インターナショナルライオンズ 

第3 0 2西地区第1リジョン第3ゾーン 

尼崎ライオンズクラブ 
務局.尼崎市昭和通1丁目17尼崎商工会議所内 

電詁 大阪(48) 1250〜2 

会日 弟一、 第四木曜日 12.15〜13.30 

1 9 5 9〜 19 6 0年度 
田 中 豊 — 会 計 江 森 
佐 藤 巳 代 治 フイオンテーマー 根 塚 
外 カロ 

貝 常 治 テイルツイスター 芳 野 
大 森 基 — 理 事（二年） 阪 □ 
原 田 永 信 理 事（二年） 数 森 
小 室 賢 治 理 事（一年） 岡 田 
松 田 清 理 事（一年） 松 井 

情報委員長 
大会委員長 
健康福祉委員長 
公民権委員長 
教育委員長 

谷 
川 
川 
島 
崎 

出席委員長 
財務委員長 
会員委員長 
計画委員長 
会則委員長 

11月150 -松戸工場新築完成 
よき生活は、優れた 
製品の理解から 
住宅も、船室も、オフイスも、居住の装備なら 

デザインから完成まで見事に仕上げる▼ 

祝 KSSK 
KOBE SENPAKU SOB! CO.，LTD. 

HEAD OFFICE : KOBE， TEL.⑤ 70 14. 5484. 531 3 

BRANCH OFFICE : TOKYO, ONOM ICHI, SHIMONOSEKI. 

雄繁泰啓健秀 

事例例 
長長長長長事事 

会会会 
会副副副幹 

一二三 
会前第第第幹副 

平清雄雄郎 

敏陽寿七 

W田合本本 

三吉河長松 

夫三次稳 

清政悦二 

樽香前髙岩 

I夫礼郎祐 
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I クラ ブ活動 

東京7 C P1•水害見舞金として静岡，甲府地方へ各 

合同5万円贈呈。畏野飯山市の木岛保存園へ才 

ルガン（3万円）を赉贈0この赀用は〗〇月 

に行う映画会の収入を充てることに決定。 

02. YMCAの身体不自由1 尼海浜キヤンブレ 

へ5万円哿附。 

横 

大 

京 

浜P8月15日，クリフサイドにおいて慈善ガー 

デンパ—ティを開催，400名の参加治•を集 

めて盛大に行なわれた。利益金20万円は， 

インド救ライと混血孤児救済1Jf菜のために 

寄附することに役fl会で決定。（写M左） 

阪 8月24日から26日まで2泊3日の刖，大阪 

YMCA六甲キャンプ埸において大阪市民 

生男子学生中学3叩70名のキャンピングが 

行なわれた。主催は大阪民生局，YMCA 

の有志者が労力窣仕をして，大阪L Cがそ 

の饩佥8万円をキャンプ©に贈った0 

者B1.遊老施設の老人約400名を文楽座人形 

浄瑠璃に招待（234,000円）。（写;M右） 

2. AFS夏期留学生16名（男7名，女9 

名)を3日間お世話した。(159,800円) 

3. 施設妃萤約230名を水泳に招待(ぬ,0)0 

円）〇 
4.:盤老施設海楽園を訪問（5,000円）〇 

名古屋^)1.乾バン1,300袋（:概笕19,500円）を市 

の掩護施設に収容中の学萤651名に 1®呈。 
{2.市立瑞徳寮を訪問，古雑誌500冊と古 

メガネ37個（概算18,500円）を贈S。 

3.愛知県避護施設野球大会に参加賞とし rj 汉AH刃^W：llX4/UiUX•太Jハム•风しレ ^ 

てノ—卜160冊，乾バン300^ (概讶6,100 

円）を贈呈。 

なお上；?己贈与品はノ-卜を除き全部会迓 

の酸出によるもの。 

岡山2 C. L取勝巳（淳風会原病院）主催による®:北 

合同山の子供违を，岡山及び玉野へ招待を後援 

し，参加の子供速にお土産を贈る（赀用合 
計11,100円）〇 

姬 路身体不自由兕キ 

円寄贈。 

ンプ生活補助赀に30,000 

広 島1.広ぬ市靑牢会議所主龍の「新聞配违の 

少华速に感謝する会」に協賛し5,000円寄贈 

2.スポンサークラブとしてアクテイビテ 

ィ指缚のため，下閲LCチャーターナイト 
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に社会福祉:リf栗のための10,0CO円を哿贈〇 

津 山岡山LC原勝巳Lの，山の子供達招待旅行 

に協寶，クラブ負担経費25,000円。 

美作文化会館建設諶金として1，〇00円寄附。レ:' 

福 岡1. 8月5〜11日まで，福岡市外新宮海岸 

にての日米合同ガールスカウトキャンブ大… 

会に1万円支出。 

2. 8刀8日，A F S日米交換商校生が九 

州旅行のため来福，ロータリ—，JCと合/ 

同で歓迎会を行なった。クラブ分担金5万 

2千円。 

3. 笫4回肢体不自由児醖海キャンプ（毎 

年実施)に30名を招き，8月17日〜20日まで ノ 

市外去賀岛海岸にて実施した。费用4万円 

4. 市内新配逹アルバイト少年1，000名v 

をチェコ国立サーカスに招待し慰安した0 

赀用1万円。（写真左） 

5. 九州大学生5名に対し8 JJ分獎学金1 ノ 

万円を支給。 

岐 m9例会坳に_§を設sし，例会毎に会np読 

殽済の書®を蒐集，書棚が一杯になると市 

立図窖館に哿贈する目的をもって約6力月 ノ 

前より実行，このほど子供，大人向き，番 

籍69冊（価格約1万‘2千円）を市図番館に 

寄贈した。 

吳 1. 8月2日，仁風園，愛光園，iU觸子 

察，齡削I:•児萤156名2海水浴に招待，自術J 

隊呉地方総監部の後援で大型上陸支援艦2 

隻にて海水浴場往復市の後援で察桟橋間バ 

スを巡行した0会贝21名参/加0経赀3万円 

2. 8月15日，明治大学校友会主催の孤児 

収容所1M窗慰問演奏会を後援，LCの使命、 

を伝え兒宽の善導に効果があった。 3千円 

支出。 

3. 8月23日，恒例のJ C主ffi中等学校野^ 

球大会を後援し賞品を贈った。费用3千円。 

浜 松(Q 8月21〜23日第27回日本校選手権水上競 

技大会を機会に，市立動物園プ-ルわきに^ 

以刖赉附した彫刻和」像をf射iil美粧。 

% 島 8 Jj 6日，A FS交換学生テサーリー•ジョ 

エル君の送別会をした0 土産ものとしてV； 

クラブからゆかた，提灯，テ—ブルバナー， 

ライオン焼物が贈られ，その他会打から備 

仙焼花筒，妃岛焼，抹茶茶腕，ヶニティヶ 

—ス，アロハシヤツ，学生服，風呂敷，ハ 

-モニカ等が贈られた。又，撕中の引受 

家族で通訳としてお世話を願ったL尾崎の 

お嬢さんへ，クラブよりケニティケースを 

贈った。（辱輿右） 

高 知アジア友の会®学生23名，木部役贝3名を 

迎え8月4日，例会をくり上げてガ—デン^ 

パーティを開ffiし，親善の灾を挙げた。経 

赀2万円。 

札幌2 C2 1.子供を交通1K故から守るために，HS / 

合同路の子供を守りましよう」と軎いた交通標 
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識を2〇木,逍努察本部へ寄贈。費用8万円。 

なお，この道路標識に用いられた原画は， 

国両会会nn松登氏の無料奉仕によったも 

の0 (写萬左） • ヽ 

^2. STV (札幌テレビ），「この人を」% 

赉机に8回分8,000円を符附。 

函館2C01. 8月29日，市公民館と共催，ライオン 

合同ズクラブを市民により良く知ってもらうた 

め，备ライオンの職場音楽クラブによる; 

「夏の夜の音楽会」を開催，盛会であった0'$ 

0 2.函館地区ボーイ，ガールスカウト協会,、 

に5,000円寄贈。 

久留米市の社会拙祉協議会主催「貧困者慰安の夕 ^ 

ベ」に協力。 

玉 野岡…L C股勝巳Lの県北醉地小学校圮寃招 

待旅行に協質，宇W船各船.海洋抑物館， 

三井造船所を見孛させ，帰りにはお土産とノ 
して菓子硝などを贈った。経赀25,000円。 

作夷右） * . •* 

寓 山p A FSへ5,000円资;咐〇 

金-,沢ボーイスカウト石川県連盟にキャンプ 

天藤（フライ式*シート付)一張を哿贈した。， 
費用14,000円。 

92. 7月27日〜8月】5日まで20日問，Wrの 

夏季交通安全巡®Kこ協力し，安全交通に閲ハ 

する备校囬览用の注总窗を5,000枚作成。 

费用4,250円。 

93. 石川！W?：生部灿人兒窗踝设哆見友二氏/ 

を8月28日の例会に招き，県児啻福祉施設 

速合体宵大会の擬勝トロフィを贈Mした。 

驭用6,800円。 

8月31日限下輿能登水寄見舞金30,000 / 

円を北国新問へ酸託した0 

大 垣P1.水害波災者に見舞金として50,000円を： 

大垣市を通じて贈呈。 

〇2. LC児萤公園に金K製紙野入5個（総 

額12,500円）を設圃哿贈。 

米 子1.米子商工会議所改装赀に30,000円寄附 

2. 同上商工要1段編染委迓会に股稿用紙1〇 

冊を寄贈。 

3. 靑少年不良化防止のための米子市のS 

期補薄協会に2,000円寄贈。 

滑 川(？1.招待野球大会に5,000円哿附。 „ 

(? 2.富山県未亡人会に5,000円婿附。 

仙 台8月6日，国立玉沛ベットスクールの生徒； 

を特別バス2台使用して，仙台名物の七夕 

祭に招待，昼には歯科医師会館:こて休憩し： 

アイスクリーム，お菓子,西瓜等を贈った。. 

又，生徒逹自身も竹飾りをつくり市内中央ゝ 

部に飾ったのでその©用（19,500円）寄射 

(写真次頁左） • 

. •• j 
翕 敷8月26日，芾#少牢問題協議会，婦人協_ | 

会，t敷新冏社と共贿，教育委以会及び努 

察费の後拔のもとに，市役所会議室で「社 
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芦 屋8月25日，市内の3保育所を慰問し，西瓜 尾 道尾道駅前钱橋救急薬乩箝補充，960円。ノ 
タオル，キヤラメルを贈った。 

室 蘭0チャーダ-ナイト•]己念邡業として，ろうあ 
旭 川〇；.市立公会堂へ30,000円哿附。 ^ 児施設の言泉寮:こ補聴器を贈呈。53,300円一 

1111111II!11111111111111111111(1111111111111111111111111111111111111II!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111；|}|||；111111111111111111111111111111111111111111111111111jlll^ 

会環境浄化」についての座談会を開催，30 02.ユニセフ協会慕金に対し1,000円寄附。 

人の閲係者が集まって市内青少年犯罪問題 

について討議がたたかわされた。 大阪東産経，朝日，每日各新聞社主催の大阪府下 

福祉施設児童の夏のレクリエーシ3ン，帅レ ， 
名古屋南Om立みづほ察へ雑誌（会员提供）を名古屋 木一泊旅行のお菓子，飲物代として15,000 

Cと共同して寄贈。 ^ 円寄贈した。 

2.大阪Y MCAのg：困児宽慰安会の费用 
福 井0 8月14,15日の当市水害に義捐金50,000円 として15,000円寄贈。 

哿贈。 • 

峰1. 8月8日芾立長安寮（遊老施設）へ西 

瓜を例年通りに20個（3,000円）を贈った。 

2.11日，帘立尼崎学園（孤児収容施設） 

へ西瓜20個，ジュース63木，（3,200円）を 

贈った。 

府Q 8刀14•日本県を餅った台風®7号による彼 
災者に10万円哿附，さらにライオンの医師 

4名が診療班を組織して現地を訪問し，不 

安と疲労におののく罹災者から大いに感謝 

された。 

大 野(？1.ボ_イスカウト大野第一分団にテント 

5張，食器2痛[赉贈（28,000円） 

泛2.故林歌子女史（如}人矯風会）出生地に. 

' 石碑雖設（10,000円）。 

岐阜南Q台風6号による西南濃地方の水害:こ対し， 

50,0CC円を義捐金として街•贈。 

枚 方8月5日，枚方市老人クラブ連絡協議会結 

成に際しライオンズマーク入手拭400木と- 

術生思想普及ビラ2,000枚哿贈(15,500円） 

広島鯉城市内の生活保護を受けている母子家庭（500 

神戸東8月31日，神戸市立身体障害者福祉会館へ 名を映画に招待。费用19,000円。 
洋傘30本寄贈。赀用約10,000円。 

熊 本少年少女委贝会が中心となってAFS夏期 
新 見靑小年善蹲親善野球大会を後援，優勝扼及. 修学旅行生に対し，土避品と飲物を提供し 

び参加賞を寄贈。（写真右） . た。経费7,000円。 
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(写傲） 

礼犓中央01.インド救ライ也菜資金として14,'300円一 

京都Cに送金哿附〇 j 

0 2.ルバンク岛旧日木兵救出資金として， 

7,200円，大阪Cに送金寄附。 ノ 

下 関チャーターナイト記念少菜として，帘内の 

学萤通学横断道路に交通安全標識を設置す 
るため，100,000円を市長に苟1託。 

桑 名Q桑名郡多摩町台1 水害.尾舞佥として10,000 

円寄附。 

帯 広&公徳傘（洋傘）150本を市内3小学校に贈 

呈。（写與右） 

姬路號城1. 7月27日，市公会堂大ホ-ルに於て， 

「ぼ少年乃保稃育成はどうあるべきか」とい 
うテーマのもとに，努察及び検察当局，教 

育者保缚育成当局者，家庭W人等の备分野/ 

から講師を招き公謂座談会を開催，2〇〇名の 

参加者を得て盛会であった。赀用30,000円 

2. 8月6日広岛原燦記念日に当り，被災〆 
者に見舞金として5,400円を神戸新冏社に 

岩 国1.沿国市虚弱児窀策一回夏季学校の巡常 

資金として5,000円寄附。 
2. インド救ラnj?龙資金として4,500円/ 

铞附。 

3. ユニセフ莊金2,000IT寄附。 

面館東月30日，チャーターナィト記念艰龙とし 

て盲人福祉協会へ盲人杖80木を贈呈0 

请 水〇小松Cの愛の鐘の迎動に協力して，バツジ/ 

57個瞒入。5,700円。 

若 松1.市内萵塔山公園:こクラブのPRを兼ね. 

た安全及道徳標識10木を設H；。费用19,000 

円。 

2. 8月2日，ボーイスカウト若松支部の 

日本ジャンボリ产派通について5,000円寄ノ 

贈。 

3. 8月10日，若松市立養老院及び孤1尼浣 

映の鋪学園の2力所を訪問，ライオンズマ 

—ク入タオル，シヤツ，ズボンを贈呈〇 

用19,050円0 

高 山〇 8月19日，簡易水泳埸整備資金として市へ 

3万円贈M。 ^ 

小楢中央丨チャーターナイト記念取菜として小It宵成 
院（老人ホ-ム）に対し，’笔布50枚及び煙 

草1,000木を赉贈。 

宇 部市立神原小学校教材用テレビ購入資金とし 

て8,000円窗附。 

高 砂寺本圭一とカントリージェントルマンの一 

行を招んで，8月20日，発会;!己念演奏会を 

開催，市内音楽愛好の靑少年に無料公開し 

た。 

Fバ肀 
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〇伊勢湾台風被災地に地区よリ義援金 

死者不明合せて5,000名といわれる台風街15号のも 

たらした惨禍は，帘後一週間を経た今日なお復旧のみ 
こみもたたぬほどの混乱を生んでいる0第302地区ラ 

イオンズ両ガバナ-邡務局でも讲態を重視，さっそぐ 

被災者の救援のため全国会M1人あたり100円の拠出 
を求めることを，協議の上決定したiが，とりあえず9 

JJ3O0付で西ガバナ-•货務局より30万円の立替金が名 

山-屋朿ガバナ-邡務局宛送付された。社会の必嬰に即 

Lど、して奉仕をするわがライオンズの興価は，かかる災 

谣の時こそほんとうに発揮されるわけだが，上記義援 

金のほかに会有志者よりは衣Mその他の必要物资の 

供出も申し受けるむね，両ガナパ-叩務局は決定して 

いる0备地LC会Hの暖い御協力をお願いする0なお 

昨年7月の浜田市水寄の際の_際本邵災害救済基•金の 

利用の例にならい，今度の褪災の模様が森ガバナ-よ 

りくわしくシカゴに伝えられることになった0 _際木 

部でこの申Mが受理されると，約12万円の資金が交付 

されることになる。 

〇ア大会参加者，そろって鹿島立ち 

10月2日より6日まで台北にて開龍の笫3回アジア 

太会には，日本からは結局87名の参加があったが，そ 

のうち75名が9月28日2班に分れて羽田を出発した0 

一行の中には石川欣一Lの後任，岡部五峯圆際理TJVの 

ほか，柬地区D G林隆行（団長），前D G塩原有（団 

提代观），前地区幹少村上蕪の諸氏も同行した。昨平 
10/J ,.セMにおける第2回アジア大会につづいて年々 

•まり行くアジアのライオニズ厶は，この大会を機と 

してさらにいっそうの発展をとげた0大会参加者一行 
は，任務を終えて1〇月9日，CAT 4.使および日航機 

70H号に分乗して帰国，羽田空港に於て歓呼の出迎え 

をうけた0 

〇東西両地区ゾーンチェアマン会議 

西地区第1囬ゾ—ンチ尤アマン会議は，9月11日， 

広.市し、たや旅館におレ、て開催，各チヱアマンおよび 

キャビネットメンバーが出席，重裝議案が審議せられ 

た。その内容，決議は別記（21頁）のとおり。 

また，來地区の第1回ゾ-ンチェアマン会議は，同 

じく 9月2‘2日朿京第ーホテルにて開催，本年度琪茉計 

両，予算，ガバナー公式訪問のほかエキステンション 

の目標および次期年次大会等:こついて，愤筑な討議が 

あった。 

〇岐阜クラブ出席率て’ 

国際コンテスト第二位受赏 

国際協会で禅年行っている出席率コンテストで，わ 
が第302地区岐阜クラブが例会隔週の部で第2位にラ 

ンクされ受賞した。また，大垣クラブもその成績が優 

秀であったので入賞，プラクを授与された。 

〇デイビス国際第一副会長訪日 

般近事務局宛にとどいたキートソ総理取よりの書翰 

によると，恒例のI頭際第一副会長の訪日は，今度は例 

年よりも早く1月早々になる模様である0毎年2月か 

ら3 JJにかけて，国際策一副会長夫妻がアジア諸国め 

ライオンズを歴訪，ライオニズ厶の助長につとめるの 

がならわしとなっており，昨年度はクラレンス• L* 

スタ—厶現会長夫妻が，2月12日から18日にかり;て日 

木を訪問，各地のライオンズと親しく交歓した今度 
御来朝のフイニス• E •ディビス第一副会長は合衆国 

ア-■カンソー州リードヒルの生れ，ルイスビルライオ 

ンズクラブの元会長でキーメンバ^〇現在合衆国点字 

1!| 

|||第302地区役員名簿出来 
9月号ライオン-誌別冊としてライオン編染部で作1!I 

I成発行しました1959〜60年度ライオンズインタナ|| 

||ショナル策302地ぼ役fl名簿は，かねてより増刷fc 

||中のところ1，〇〇〇部出来上りました。他クラブ訪 

I問のしおりに御利用ください〇突费1册あたり20 ! 

1円でお申し込みに応えます。 

1||会則，解説增刷 
I 0木ボ務局で作成している「ライオンズクラブ会7 

I則および付則」と「国際ライオンズクラブ」とい| 

|う解説が蝤刷されました。会則は一部30円，解説|j| 

は一部15円で，エキステンシ: 

後者は無料です。 

ンにもちいる場合 
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図書出版協会の役贝をしており，長老教会に所賦。一 
緒に来日予定の妻エスリンとの間に3女がある。 

〇石川未亡人よリ東京クラブへ寄附 

8月4日逝去された石川欣一国際理取の葬儀は，日 

本初のライオンズクラブ葬として，しめやかなうちに 

も盛大に來京靑山斉場においてとりおこなわれた。葬 

儀万端はライオンズの手で整えられ，全国のクラブか 

らも遗徳をたたえて多数の花環が贈られたが，未亡人 

石川えいさんは，このライオンズの好意に報いるため 

にもとこのほど，金5万円の寄附を朿京クラブに申し 

出た。その使途については，在0OK8クラブの役员会 

で審議中である。 

〇アクティビティ年鑑 

今春第5回);(都平次大会において採択法;議されたァ 

クティビティ年鑑:こついて，当日本取務局で作成する 

こととなっているが，その体裁,内容などを検•討の上近 

く各クラブの発会以来のアクティビティの集樹報告を 

御依顿しますので，备Cではよろしく御用意下さい。 

〇 9月の日本事務局来訪者 
9月9日神戶电C滝公平 9月9日浜松C安田元三 

ク11日加罚C 松木宰强 9月21日京邵 福田既治 
ククハワイi^r；is；io KilcuiククハワイAlex Cliing 

ク16日函館C 菊池勝夫ククタ Ed Knto 

ク18日一宮雨 木村梢次ク23日名古#C懈大海 

ク2旧淸水C 梭田曾七ク29日咼岡C筏井乃揮. 

クク 清水C 鈴木晃ク30日岡山C服那好邵 

く最近の発会チャーターナイト予定 
10月1日 八戶LC餘 No.142 (串蘭） 

3 0 芦原IiC発会 No.143 (福井) 

.7日 狨城LC発会 No.144 (獅) 

\ 10E3 淸水;LC,芋邡:LC CN 

11日 大分LC CN \ 
12日 多治見;HC発会 No. M5 (岐阜） 

20日 見付liC齡 ^〇. U6 (顧） 

2旧 長岡:LC発会 Ko.147 (獅 

26日 碑LC発会 No.148 (京都） 

\ 270 品niTiC発会 No. M9 (芝） 

翻}白浜LC CN 

31日 八幡，戶畑，若松了iC CN 

11月7日 江南;LC CN 

10日 加贸LC CN - 
12日 中津LC CN 
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驅商エ会顺 
第1，3水1日12.15〜13.15 

柏木幣一郎 

1-4 Mv i y ^ inmhM -io.o\j 

会長塩谷六太郞 

135 名古屋東クラブ 

9月2日発会スポンサー5古苹雨C 
CM35^ 

mwf\朽古闱市中区泶町 <1の1 

ホテル.マルエイ4〇1母室 

活9一363! 
例会埸W上 

例会日第1，3金呢312.15 

会長大用_ 

134 名古屋西クラブ 

9月1日発会スポンサーS占库C 

CM31S 
ネ拐所名古阉HJ中材K堀内町4の1 

ICIC毎日新閗社中邡本社内 

例会場毎日会館同際ナロン 

例会日第1, 3火1日12.15〜13.30 

会投宵井武雄 

133 加古川クラブ 

8月29日発会スポンサー神戶谢C 

CM293 
ボ捞所加古川市讳家町 

三宅利雄力氓詔2030 

例会埸八!1食堂 

例会日氓2水12.15〜13.30 

第4水18.15〜19.30 

会畏磯野荇右弨門 

132 登別クラブ 

8月25日発会スポンサー至關C 

CM31名 

mw\北沲逍幌別邵陴別町下登別 

温泉町154 

登別グランドホテル 

例会場同上 

例会日第2, 4火馏日正午 

会長井上晴夫 

(ぢ以は3別L C発会.H念写琪） 

136 枚岡クラブ 

9月12日発会スポンサー遊頓堀C 

CM30名 

率捞所大阪府枚岡市石切 

石切五洲閣内道話1220〜3 

例会場同上 
例会日第2, 4 _日12.00〜13.15 

会長中川房次郎 

137 四□市クラブ 

9月11日発会スポンサー大阪雨C 
CM26名 

mwf\四日市市浜田 

四日市近鉄百货店 

例会場同上 
例会日第1，3火則日12.15〜13.30•. 

会接館宽治 

138 境港クラブ 

9月16日発会スポンサー米子C 

CM40内 

mw\ .ほ取県境港市本町 

山隘合同銀行境支店內 

例例会 
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2人はぴったりと寄り添って座っ 

ていました0灯りはほの暗く，蓄音 

器は甘い音楽をかなそていました。 
「ネエ，何を考えてるの？」と彼氏 

はささやく。 

rあなたとおんなじことよ。」彼女 

はtrえ声を出します。 

「よし来た！」と彼氏は叫んだ。 

「じや君を冷蔵庫へぶち込んでやる 

よ！」 

和!^も立場の相違という話。 

おさななじみの老人同志が話してい 

た。•. 

「ねえビル，もう一度ハダシで歩い 

た子供時代に帰りたいね〇」 
「おれはごめんだよ薬鶏場で働いて 

いるのでな〇」 

クラレンス•スターム氏からmjい 

た活〇ウィスコンシン州のある酪邀 

家が求人の広告を出した。日く「作 

男を求む。但し条件は次の通り— 

酒，タバコをたしなまぬこと。女性 

を追いまわさないこと，マーガリン 

を食べぬこと」 

経済学者たちは世のさまざまの経 

済現象を分析して，将来何が起るか 
予見しようとけんめいである。つい 

般近のこと，ある学者が，貨物の镇 

舣贷がだんだん減少しつつあるの 
に，ウィスナー，ビ^-ル，ワインの 

類の消©撖は增加しているという疥 
実:こ目をつけた。このことから得た 

彼の結論，「年々貨車の荷物が人間 

:こ背負わされる傾向にある」 

◊10月20日，秋もいよいよ深くなってここにライオン 

誌11月号をみなさまにお届けする。毎号のことである 

が，原稿を印刷所に納める問ぎわになって，いろんな 

ニュースがとびこむ0今月も，アジア大会の記取を少 

しでも早く伝えるために2頁を残しておいて，初校が 

どんどん出始めた9日にこの傾稿をまとめあげた。詳 

細は次号まで待っていただくとして，この2日，3日 

に速く台北で起った讲件が，月内:こみなさまのお目に 

止まるかと思うと編染部として喜びにたえない。 

◊日本取務局通信にふれた台風第15号の罹災者に贈る 

見舞金の件も，もっとくわしく伝えたい事件であるが 
何分他の誌面の都合もあって余白を設けることができ 

なかった0ここにつつしんでお見舞いの言葉を捧げ， 

読者备位の暖かい御同情援助をお願いする。 

◊10月号別冊として出した，岡山クラブの质朥巳しの 

処女作「蒼空への道」は，•当初第、3三秘郵便物として 

本誌と共にみなさまに直接郵送するつもりでいたとこ 

ろ，第三種不認可となり又々クラブのお世話になるこ 

ととなった0例会の際;こでも会贝备こ御頌布をお願 

いします〇まだ受け取っていない方はクラブ屯務所に 

御請求ください。玉島クラブ袖木久太DGからは，さ 

つそく「禅絵と相まって変転自由の描写に妙を感じま 

す0兎角乾燥し易いこの純•誌冊に，一つのうるおいを 

与えたものと申せましょう」という便りが赉せられた。 

お詫びと訂正 
〇1〇月号15頁，石川えいさんのr大いなる遗産」の股 

稿中8行目「此方から大奉仕」とありましたのはr此 

方からだけ奉仕」の誤まりでしたので，ここにつつし 

んでお詫びと訂正をいたします。 
〇9月号巻末の “How Many Clubs Did You 

Sponsor?”の図表中，神戸LCのスポンサ—が來识ク 

ラブとなっていたのは誤まりで，神戶クラブにはスポ 

ンサーはありません。ここに訂正させていただきます 

The LION Magazine ^ 2^ 〇 /!* 

1959年11月号 

発行日 昭和34年10月20日 

定 価 100円 
発行所 ライオンズインターナショナル 

沿302地区日本邡務局 
「ランオン」編集部 
屯)K都千代田区丸の内2 —18 
捧木ビル400号室 
甩話28-8626 

郵便物宛先 來M中央郵使局私書箝洲5号 

編賴住者 塩 原 有 

印、刷所 株式会社電 通 
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館 宽 治 塩 谷六太 郎 

松 浦 元 一 乾 徳 治 
瀨 上 淸 隆 

山 本万太 郎 

牌 野 士 助 宇 野紳七 郎 

川 P 晴 弥 稲 m 武 術 
塚 脇 金 男 岡 田 良 二 

後 藤藤太 郎 波 準 

岩 田 進 内 田善次 郎 

熊 沢 章 森 粂 作 

鏡 喜十 郎 雨 宮 周 司 
士 田 弥 一 .稲 垣 底 文 

名古尾m中k栄町4の 
1ホテル•マノしエイ 

.101号室锻9一3631 

三南県四日mm浜田 
四日市近鉄百货店內 

静岡県沼津市沼邰駅刖 
桃中軒本館內遒153 

桃 中 好 ホテル.マルエイ四日市近鉄百货店 

青井武雄 
杉山虎之助 
真野俊介 
市川盛舎 
友永守彦 
大場彬照 
間瀨忠平 
藤田良光 
藤井夹夫 
依田収一 
野田底司 
片岡昌夫 

名古尾市中村区堀內町 
4の1 

毎日新問中部本社内 

毎日会館国際サロン 

名古屋東 日 市 

北海逍幌別邵登別温眾 
町154登別グランド 

ホテル內枢101 

登別グランドホテル 

沼 津 名古屋西 関 東 

H*E•ホードレイ 
ロバ*-卜•ホ*—ル 

フt —ミン•！？• 
メシナ 

小川 褪 
熊野達夫 
川岛章司 
チャプレン• 

ホフマン 
J.B•ハリス，Jr. 

柴田秀利 
リ…A • 
へドレイ，Jr. 

本問利章 
欠ディビッド•山田 

粥京都千代田区丸の内 
2の18痒本ビル405号 

琨28—9420, 7286 

ホテルテイト 

訂 

頁 個所 訂正 

3 リテンションチヱアマン 原田來岷 

(広島） 

シルクホテル 

3-5060 

観光会館二階ホ-ル 

讶森市沖館字膝田38 

裔滕外科内 

常滑農協会館 

三観莊 

山田米治郎 

徳市東新町1 一30 

K.K.丸新人，骒内 

武下秀吉 

長 直 

山下広登 

空閑m行 

正 

頁 個 所 IT 正 

21 日田C役員 木锻節蔵 

原 節蔵 

田中軍太 

大河妞建男 

娘 文吉 

西 常次 

水田福太郎 

竹内八三郎 

石井慎夫 

23 新見C例会場 商::じ会ホール 

23 芦屋C健所 芦屋市平出町8 

富永方 

30 広島平和C鶴所 広岛市上流川町2 

中国ビル内 

30 “砂C例会41 神戸銀行敁砂支店 

)4 
横浜C例会坳 

5 新潟eve活 

5 富山C例会埸 

6 #森c唞務所 

7 带滑C例贪坳 

11 三条C例会艰 

12 丸ノ内C幹少 

20 徳岛C]f伤所 

H 21 日HIC役ii 

E 5 8〜6 3 ク ラ 

才 

ブ 

ン誌 

役 

9月号 

員 名 

別 

簿 

朗ニーー郎郎男郎彦市雄魚 

贤鉀将恆次太光三康九文勇 
健由 広 

坪滕口中野U膝上武田橋^ 

大後川田中鳴伊井吉岡棚馬 

別 夫治三熙夫俊郎男一貢茂次 

晴守省 秀常二敏栄 0m 
上浦藤野原木俣永田藤吉分 

登 井三斎矢岩青猪岩菱伊秋国 



爷圜ホテル 

絡、会® 
小倉玉.磨 
f岡银行直力支店 
£栄百货诉 
八幡商：n会紐所 
戶钿m中央公民® 
荇松公会堂 
行陆商！:会碰所 
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士 
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昇 
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軽沢三郎 
八木福松 
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理 m 
ク 
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ク 
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太平洋線に就航/， 

ホノルルまで6時間40分|アメリカ太平洋岸まで12時間50分 

民間航空界のリーダーパン•アメリカンは他の 

巧空会社に先がけて、従来の太平洋線の所要時間 

をほとんど半減するジヱット機によるスヶジュー 

ルを実施いたします0このジェットクリッパー* 

は民間旅客機としては世界最大で時速1，000キロ 

飛 行時間 の比 較 
東京から 

ジ*ツト 
クリッパー 

ジ*ット 
プロップ 

ピストン 
Iンジン 

ホノルルまで 6時阖40分 n時間5分 11時_30分 

サン• 7 5ン 
シスコ衰で 

12畤閾50分 20時閜〇分 24_两25分 

東京•千代m区丸の内.安商がビル报,估(211)2 4 41 

大阪•柬区北浜東京纽物ビル mfi (26 ) 6048 - 9 

航続距離8,500キロという想像を絶した性能を 

有する旅客機です 

☆ 1 30,000人以上も既にパン•アメリカンジェット J ^ 

クリッバーで大西洋を横断しました V 
E：R【C/W --- / 

詳細は砬務リの航空代理;占又は猝社常龙所で承ります 

世界で最も 
経験ある 
航空会社 

►合衆国特許局RI*商樣 



製法特許 

整腸消化乳酸菌製剤 

.....叙 

あなたの 腸 を守る 
おなかの悪い時にはさっそくビオフェルミンを… 

また腸疾患の予防•健康の為にはふだんからご愛用を/ 

下痢。便秘。腸内興常醱酵。慢性腸病。小児発#不良。 
病中病後の恢復期。抗生物質療法後の下痢。消化不良。 

栄费の促進。肌あれ防止。お酒の前後。健康の枘進に。 

一家に一瓶…食後にお忘れなく/ 

50錠601リ100錠loom 500錠3 40(1]粉末tあり 

製造ビオフiルミン絮莱株式会n ii^-ft武mux龙株式会夺t 


