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能率が走って来る複写機…

プラスコヒ゜ア
　　　　　　　　　　　，ぐ一ゴづ4霊竃：是非1台、

　　浅草C国府田恒雄
　東京都台東区御徒町1の25
　　　　　　　　　フ　ユ　ユ　　　　　TEL下谷（831）8073
　　　　　　　　　9924



　　人命救助隊ALeglon　ofしif恥avers

　わがライオンズ国際会長ファイニス・E・ディピス

氏の今月の論文は，全世界のライオンズによって強力

に推進されている交通安全運動についてであります。

アメリカ合衆国では，毎週末の土曜日曜にかけておよ

そ500人の尊い命が，ちょっとした交通事故で死んで

行きます。これは冗談ごとではありません。われわれ

の身近かな人もわずかな不注意がもとで命を落してい

ます。世界の15．000のクラブ，62万人の会員で組織す

るライオンズ人命救助隊こそ，かかる事故を未然に防

ぎ無駄な死を避けるための一大防壁となっているので

す。　　　　　　　　　　　　　　　　（8頁）

　　世界のライオンズクラブのアクティビティ

　国内ライオンズのアクティビティは，毎月の本誌に

ご覧のとおりだが，いったい外国のライオンズはどん

な活動をしているのだろうか。西欧，ことにアメリカ．

イギリスではいわゆるcommunity　ser▼iceの観念が

徹底していて，慈善とは違った形の事業活動が多いと

いわれるが，それは具体的には果し’てどんなものなの

か。皆きんの当然の疑問だと思います。そこで今月は

近着のライオン誌英語版より各国の代表的なアクティ

ビティを抽出してみました。　「みんなの知りたがって

いること」をお読みのト，新らしい社会奉仕の計画を

立ててFさい。　　　　　　　　　　　　　（10頁）

　　第7回302地区年次大会プレリュード

　いよいよ年次地区人会の開幕の日が近づいて来まし

た。4月の福岡，5月の名古屋両地の大会事務局はも

うそれこそ蜂の巣をつついたような騒ぎ，両大会を合

わせて5、000人の会員家族が動員されるというのだか

ら大変である。両地の見どころ聞きどころをそれぞれ

とらえてみました。　　　　　　　　　　　（12貞）

　　摂津国とよなからいおんずくらぷCNの事

　先月サグラピアに紹介した大阪西クラブCNにっぎ，

これはまたとてつもなく盛大なチャーターナイト。頃

はききらぎ19日，所は摂津川豊中市，隣里郷党はいう

に及ばず大八洲は110のクラブ，1，800余名のラィォ

ン，ラィオネスが来り参じた。想像にあまりある鈴木

会長以下豊中メンバーの得意，地区大会も凌ぐ式典宴

会の模様は本誌グラピアにごらん下さい。　（40貞）
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1961年1月31日

布施，｛2ノ∫．枚岡，池田．■和田，守11，大阪，

遣頓堀，火阪東．大販南，大阪港，大阪西，梅田，

堺、豊中，八尾

尼崎．芦屋，姫路，姫路鷺城，伊丹，加古川，

Ill西．神戸，紳戸東，神戸西．神戸三宮，西宮，
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岡山，岡lh東，岡山後楽．岡lll烏城．西大与．

1ζ野，」違¶沖山

府中，桶山，広島，広島平和，広路鯉城，呉，

呉グリーン．松永，尾道，竹原、

倉吉．境港，鳥取，米r

江津，浜田，出雲．益田．松江

岩国．下松，小野田，山r1．下関，徳山，宇部
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逓後，松lll．～伸｝1

八杣浜

高対1，商知鵬城

《．人1州，宇和，’1’：和鳥．

郁岡．飯塚、小w．，留米，門，‘1，直ハ∫，

大牟田，川ll［，戸畑．若松，八幡，111川，

八k，看r僑

鳥栖

長崎．島原

荒尾，熊本，水俣

別府，Hln，中派．大分，佐伯，津久見
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東地区（109C）
北海道地方
北海道旭1｜1．旭川中り㌔党唄．i「別．由鯨、函館4ξ．仏♀IL

　　　　　岩見‘H．但知安，釧路．室歳，登別．帯広．’ト惰．

　　　　　’ト樽1｝唆，留頓，↓L幌．礼特アカ！ヤ．↓L幌中’鳳

　　　　　礼幌エルム，n糖，砂1｜1，滝川，苫’卜牧．洞爺．

　　　　　呪ε内，八雲，夕張．余市

東北地方

青森県
岩手県
秋田県
山形県

官城県
福島県

☆森．八戸、弘前

盛岡

秋冊

山形

石巻，仙台、1山台中央

会津，禍島

関東甲信越地方
東京県東京．浅草．銀他．関東．丸の内．日刷鴎，芝．

　　　　　渋谷，品川，新僑．新宿

‡申楽川1県　　横浜

新潟県　柏崎．見附．長岡．新潟．蝿噺潟．佐渡．．条．

　　　　　高田，燕

山梨県　甲府

長野県　源訪湖

東海地方

静岡県
愛知県

岐阜県

三宜県

熱海，御殿場，浜松，鴉田，沼津，滴水．静岡

尾西．半田，　・宮，　・宮南，江南，名古屋．名凸

厘東，名古屋南，名古屋西．岡崎．瀬戸，新城，常

滑，⑲僑，⑲僑南

岐阜．岐阜南，郡｝；八幡．大垣，羽島．閲．多冶見・

高山

伊勢．桑名．津，四日市

北陸地方

富山県　伏木，氷見，滑川．高岡．富山

石川県加賀．叙尺，金沢東．小松

福井県　芦原，描井，大野

大

　●
山　ロ

●
●

●○

●●

愛●媛●

島

♂3・

　　　◎
●●

徳島

丘庫泉

山

o

示●

良

1／

㊦

賀（

重く



●渡

●

●

　　●

　　　　　上
　●克
●・毛゜・川

●知

宗谷

世界のライオンズ

ライオンズ“1疋は領域’・…・…111

クフプ数……………15，414
　　員　　　　数・・・・・・・・・…　　621，973

●●

　　　●
　　　新●
●

　　潟

●

●●

・°

↓．弁

塁，

膓．

レ

、

●● @●●●

　　　　富
ll岐●

●阜

●●●

警゜・

　．劉

●秋

　田

　山　宮
●形

静●

・．匿』°

●　　●

長

野●

●

山梨

群

馬

埼玉

　5

示）

福島

栃

木

　　　茨

千

葉

’

●●

青森

●

岩

手

●

日本のライオンズ
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　　　　クラブ

北海道地方
東北地方
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北陸地方
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23
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会貝
1，470
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1，402

1，908

　567

計 109　　　　5，959

　　　　（西地区）

　　　　　　　クラブ

近畿地方　42
中国地方　41
1几1“1地　ノ∫　　lc
／L　　W’1　上也　　方　　　　33
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ヨハネスブルグの花屋さん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堺C　L．橋本左内撮影

ヨハネスブルグ（南ア連序鉱工業都ll∫．金鉱の中心である｝は．たしい郊外，たθ）しい住宅，

絵のような庭で有名でありますが・この写’M佗屋さんはPublic　Libmry　and　Museum
前にある小公園前の道路で露店を開いていました。さすがアフリカで．熱帯のような原色
σ）イεσ）T：り｛よllを｛i）し・ました。　1960年10月｝最1杉・　L500斗この1＞6蛎（llfび」ゾ）’強し・11光・」｝…？言な

乾燥空～べが印象です。

　　　　　　　　　　　　　　FIOWER　SHO田N」OHANNESBURG

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　taken　by　L．　S．　Hashimoto，　Sakai　C，　Oct．1960

　Johannesburg，　a　cユty　of　Transvaa1．　Union　of　South　Africa．　This　industrial　centeI

owes　its　existence　to　the　discovery　of　Gold　in　1886．　The　city　is　famed　for　its

beautiful　suburb∨here　pleasant　houses　are　set　in　gardens　of　great　variety　and

charm．　This　60wer　shop　was　in　front　of　Public　IJbrary　and　Museum　displayinR

many　tropical　flowers　of　dazzling　color
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　　　　　1960－61年度

　　ライオンズインターナショナル

　　　　　302地区役員

　　　　　東　　地　　区

ガ’け一林　隆行・　幹事相沢春吉

会計笹井辰太郎
デビュティ炉け一斎藤二郎・飯室　進・

中川善之助・福岡陽道・小野謙三・

岡井　弘・小関育太郎・安田梅吉・

谷野亮一

　　ガパナー，事務局　新潟ll∫一番堀通町
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あらゆる合板ピ建材及二次加工の一切

音響合板タコース工事

ハニコームパネル，合板ドアー
合板木工事・造作工‘1享設計施工

　　　　　　　　　　　　で㌫論㍑、転

TOKYO　PLYWOOD　CO．，　LTD．
　本社・．テ・レーム　東京都港区芝田村町6－17TEL（431）7371代

　営業部東京都江東区深川木場4－2TEL（641）昌§｛代
　北海道出張所　札幌市南3条西6丁目グランドビル内
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL札（4）5241

ポータブルヨット

みんなで楽しむ

；

海のドライブ！

リミ　　ハ」　〔　　7＼　↓」～　　　｜ニ　　　ノ　し　　　1　人」

東京シースキーマー株式会社
東京者ll｛巷レ（芝日日・］田∫6～17　　　　（431）7371fC
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世界大会近づ〈　llミ1際ライオンズクラフ箏441nl年次ノ〈会｛土ア｝・ランテ仁，クll∫において、この61121

　日から24日まで聞かれますが、このた会に川席のためlll：界各地のライオンズが今からもう準備を始

　めていますっ　・万それ以Lの数多くのライすンズは、各自の地区の年次ノミ会に川lllillするよう準備

　されていることと思います．この地区大会もなかなかた切なのです。というのはここでけ」1川〉く及び

　7ラフの単位での弔’要：な決議がなされ，また1ド際協会の枢要地位を占める自分の地1く：の候鮪1ぱを　・

　致して推選することがあるからですち各地地区ノ．こ会の期1｜」［包表は先々llり’本誌に民載されていま

　すので，御参照ドさい．世界人会に関する情報はすでに若1二御紹ブrしましたが，さらに詳しいP告，

　大会の実際の摸↑〕：など、次・マヒ本誌で報道されます。何卒御期待ドさいへ

多数会員21クラブ　メキシコのモンテレで　クラブは依然として協会内の最大多放会員クラブとして

　の地位を保っている，2位も同じくメキシコのクラブであるが、以ド1月31日現在の協フさ尺クラブ

　21傑を御紹介したい．
1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

Montcrrey，　N．　L，　Mexico

Mexico，1、）．　F．，　Mexico

La　Ilabmla，　Haballa，　Cuba

r）allas（Oak　Crff），　Texas

I．）ellver，　Colorado

ColUlnbus，　（）hio

Rome，　Italy

Midlalxl，　Texas

、Vichita，　Kansas

Lubbock，　Texas

G1’and　Rapids，　Michiga11

781

424

378

360

343

327

325

310

302

300

300

12．

13．

14．

15．

16．

17．

18．

19．

2n．

21．

San　A蹴011io、　Texas

Sacramellto，　California

Spokane，、Vashingtoll

R｛oDe　Janeiro　Brazil

Oklahoma　City｛1）owlltown）

Fort　Worth，　Texas

Lima，　Peru

Ho】911i11、　Oriente，　Cllba

Raleigh，　North　Carolina

Rio　Piedras，　Puerto　Rico

Manila，　Phmppines

294

289

282

280

273

263

258

251

245

244

244

ライオン商務長官　1しクー・H・ホ・ジスrこ衆国新商務長官は、ノースカロライナ州ウfルミントン

　ラ・fすンスツニ）プの名誉会員て＾ある．彼は1956年ノースカロライナ州知’ll：在任lll．ラ・f寸ンズの緊

　急風災宵1・1策救｝髪計画をき，，かけに、ライオンスクラブに入会した，同年llξ1際ライオンス・マイアミ

　大会に州代議員代表として参加，そこで同州の盟友ジョン・スティクレイが協会々長に選川された，、

4月はライオンズPR月間　毎年4［1はllミ！際川・］1：会によ．，てラf－1’ン『くPRII間と定められています．

　この月川ノ）ll的は、　1活濃なライオンズクラプであるこヒ，　2川際ラィオンズクラフの1｝iξ位であ

　るこ竺，：1社会改1肖ヒ福トllj曽逝を、あなたのクラフがある社会に認識させることです．、この機会に

　次のようなことを特に注意してドさい、即ち、　クラフて立てた道路標識がきちんとしてt、・るか　　ど

　うか，その他のクラフの、渚‘；1『画にライオンズマークのことが忘：れられてはいないか，　会員ヘッシの

　効川が八いに発揮されているか否か等々．．．たとえ小さなク写プでも、ラ臼’ンズ1；tをうまく効果的

　に使うように心懸ければ，1川1祭的組織としてラィオンスクラフの1誇りと威力を，他のクラフ同様共

　イ∫川来るのです「

ライオニズム拡張状況

　人の会員を擁する．

lll末ゾ「）ll：！ド祭ライオンスの現勢は、　llll界ll］カP］，15，414クラフ，　621，973
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SAFETY　l＿ANE

KEEP　TO　RIGHT

　道路（Highway）Lノ）悲・1・参な死亡～7について、貴方

々がどんなに心を痛めておられるか、私には想像もつ

きませλ．tへ達のた部分は、道路卜．ノ）悲］必アよ災禍の繰

返L，毎1！ノ）1’1動車’封ll膓（によるノ＼1川ノ）死音放湶告；二，

恐らくは無関心にな・，ております＾何年i川か仏達はトト

会lfliニュースの毎llのタヒ者統訓’を，現在のド1動1卜時f（

の産物，日常茶飯1初’1：として受けとってきました。

．道路卜．・と通・1‘故でおよそ438人ノ）人が死ぬだろう〕

とノ）川家安］こ左員会ノ）第そ日・週λミ死者数】㌃想を、臥達

はほとんビ何げなく1川きながし．月眺日に死者r想が

如何に’【i’，ていたかを見るため統1川をめくりξす。あ

る休日力後で死者がr想．より27人も超過した時，詔iか

がい・，た：馬鹿なドラfパーども，父台なしにして了

った口と。

　もLこれらの人々が国のため激戦11，死んだり，或し・

はびっくりするようなあろ種の災‘1［て死んだとしたら，

私達はその：悲劇↓二もっと感銘を’叉けたでしょう∧　しか

L交叉口や、混H［．ノ）道路（Highway）や，溝で、　・時

に・個所で、　2・3人の人．々に起るこれらの死，そし

てこれらの’｝i故が私達ソ）身近かに起るのでなければ，

｛∴」上ノ，見矢llらゾユ「女』莚（二，L、」雨をもたらし7㌧ド1亜カ1巨‘鮮‘1※1こ

興宿Lたり、見ものとなるもノ）は何もあり芝せん。

　自動il［時代としては’li然r測L川る死ですが1ご社会

を苫：しめ，孤児を作り，　F福な家庭を破1‘～こするこノ）死

は避けがたきものではありません。そして死者に対し



ただ『統計』として私達が何げなく示す無関心は個人又

人間の幸福のために道徳の誇りをも殺してしまいます。

　1959年から昨年までのアメリカの道路（Highway）

で殺された男・女・子供の公式発表数は40，600人です。

これらの死者は死ぬ一瞬前までは，普通の人間生活を

営んでおりました。又貴方々の家族やすぐ隣り近所或

いは友人の中に，これらの死者が起るのでなければ，

貴方々は特別な関心を示しませんでした。しかし，ひ

と度家の愛する者，親しい友人，隣人にこの道路での

悲劇が訪れた時，貴方々は人命救助について何らかの

手段を講ずべきだと，その急務を訴えます。

　ライオンとして私達は今，家庭の中の悲劇を防ぐば

かりでなく，他人の生命を救い又，私達の日的の範囲

内で多くの人問の苦しみ，不幸と悲嘆を防ぐ事に何か

役立つ事が出来ると思います。15，300のLCからの精

力的な62万以上のライオンズは道路上の年々の虐殺者

に対して，強力な防禦の楯となる事が出来るし又なる

べきだと私は信じます。人間の生活に不必要なこのよ

うな死をなくすために，私達の出来るだけのことをし

なければならぬと私は思います。今や最も盛んな自動

車旅行シーズンが初まろうとする時に，路上の人命を

救うための『人命救助隊』の結成を私は提案したい。

　これはライオニズムの国家的或いは世界的計画では

ありません。貴方と貴方々のクラブが気楽に貴方の町，

都市，国のためやれるものなのです。自分の住む町の

日抜通り，ハイウェイ，歩道で始めねばならない人命

救助計画なのです。

　貴方々のクラブには安全委員会があります。その委

員会を活発化し，来るべき年聞のHighwayの安全計

画に，特別に参加するようにして下さい。

　貴方々の地域社会の安全ドライブ運動に，貴方のク

ラブが参加するよう熱心にすすめて下さい。貴方々の

町，都市の役人と共に働き，役人達にライオンズグ弓

ブの力強い支援を与えなさい。きびしい自動車交通規

則実施のために人々を激励して下さい。

　Highway（道路）の死から護る最上のものは，注意

深い運転である事を教えなさい。町の交通安全討論会

のスポンサーとなりなさい。学校安全運転運動計画の

後援者となって下さい。自動車安全点検期間の後援者

となり，安全運転手達ヘライオンズクラブの賞状或い

は感状をあげるようにして下さい。

　最も大切な事は，貴方の町が安全に関心を持つため

に，この運動に各ライオンズが先ず個人として応募す

ることです。自分自身で運転して町の交通困難な場所

や危険な場所を探し出してみんなの注意をひく事。

Highway交通安全を説明するため，貴方の職場を使

用しなさい，ポスター（交通安全）を郵送したり．窓

に貼示して下さい。何人かの社会の人命を救けるため，

個人として貴方々は今何かする決意をするべきです。

　多くのライオンズクラブ及びライオンズは，地方に

あって，国道，公道安全運動に既に参加している。立

派な結果が既に得られました。こういうわけで，もし

全ラィオンズクラプがHighwayでの死者減少に協力

するなら，この大きな力，即ちライオンズの人命救助

隊は，Hlghway上の悲劇を大いに減らす事が出米る

と私は信じています。

　貴方々は他人の生命を救うためばかりでなく貴方の

愛する者，友人，隣人の生命をも守る事になるのです。

副1

緊声
　　　　‖i

霞でN

慈蔀

iゴ冒団ロ
家庭的
サービスの

　　　登別温泉

日活ホテル
電話登別温泉（代表）2番
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顎密易謄の・頬

世界のアクティ

　　　　ビティについて

世界のライオンズは

どんなアクティビテ

ィをしているか？

（渋谷LC・GY生）

　ライオンズの関心の的は何んと言ってもアクティビ

ティです。奉仕がその生命であるLにとっては当然の

事であります。ライオン誌の最も注日されるページは

各Lの心をこめた活動，奉仕の記事であります。その

奉仕活動の指針として世界中のライオンズのアクティ

ビティをあつめてみました（但し最近の報告による。）

○アメリカ

★Rcs⊃bud　Alberta　LC井戸掘一井戸を掘ってスケ

ー1・リンクの水を確保した。水が豊富になったばかり

でなくこの仕事で市民のリクリェーションに力を貸す

喜びをメンバーは深く教えられた。又病気のためにラ

イオンをやめたメンバーに980ドルを見舞金としてお

くった。クラブ所有の車椅子を病院から戻ったばかり

の14才の少年に貸した。

★Land　O’Lakes，　Fla．　LC過各．湖水，鉄道その他

観光ポイントを含む地図を作製，フロリダの5駅を通

じて1万枚を配付した。

★Menlo　Park　and　East　Palo　Alto　LC任務中に殉

職した警官の家族の将来の保証のための基金として，

バン，ケーキの売上金2，862ドルをあつめた。

★ハワイ，ホノルル（Koko　Head）LC陸軍就任式用と

して新約聖，1『，食事等を贈った。ハワイ保健省でゃっ

た交通安全計画に参加して心理テストの実験台となり

今後のドライバーの安全に挺身するところがあった。

★lslip　LC（New　Yorkノライオンズ会員が自ら俳

優となって（勿論有名なアクターの援助を得て）劇を

やり純益1500ドルを視力保護，厚生事業のために寄附

した。求められて病院慰問しその劇を演じた。

★Whitewell　LC（、Tenn．）下半身不随のCharley

Moor君のためにll！fll　l‘，・1・型モーター，銃，ポンプ等

の修結機械式を購入して与えた。幸福に彼はその1士

事に自分の家でいそいそと働いている。

★Ohio　LC智能，発育不良児並の学校に養魚鉢を与

え美しい魚を入れて贈った。

★Middlefield，　Conn．　LC人口3，000のlllr，40人の

LC会員は競披場にfield　house　（シャワー，トイレ

　10

ット，ボイラーなど）を建てて贈った。10、000ドル。

★Rockwel1，　Iowa　LC　80エーカー　（32町）の農地

を借り，とうもろこしを作付，秋の収酌与にとり入れ

脱穀等クラブ員の労力奉仕にょり2333．33ドルを得た。

○イ　ラ　ン

★Thiraz　LCスラム街に児童遊園場を設けるためガ

ーデンパーティをやり50，000リラを集めた。

○イ　ン　ド

★Swat，　Bambay　LC第5回診療キャンプをBodh・

an　Villageに開き1，500人の患者を診察し83人に手術

を施した。

★New　Delhi　LC全インドの病院におもちゃ，本，

教育，娯楽用器具を寄贈。水害被災地区に1，000人分

のコレラ，チプス予防注射をおくった。未感染姻児竜

homeにbaby　food，　Muli　Vitaminを贈った。無料

眼鏡配付はつづけられている。

★Coinbatore，　Madrai　LC智能発育不良児に250ル

ーピー相当の楽器を寄付。同地区の小学校にミルク配

付センターを設け200人の児童に無料配付した。

○フランス　　　　　　　　　　　　．

★Arles　LC　La　Boule文化センターに3，000ドルを

寄附，このセンターはフランスの多くのクラブから支

持されている。

○プエルトリコ

★Caparra　LC　クラブ主催でDis．51からチリ地震

被災者に金，食物，衣料を飛行機にておくる。

○フィリピン

★Legaspi　City　LC台風オリーブの被災地に援助，

500ドル。30台のRo†ary　and　pitcher　PumP　13台を配

付して台風のため水不足の地方を援助した。暗黒の市

のために懐中ランプを市警察に寄贈（6打）。

∈資金の集甑．
（その五）

　その方法（B）

　1チケット売捌き計画（前月サに続く）

　計画　（二）登録された候補者以外の若い婦人に投ぜ

られた票は無効とする。又，候補者は友人の指名であ

ってもよい。この場合には，チケット売捌き委員会が



その候補者にコンテストに加わってくれるよう納得し

てもらわねばならぬ。約1000或はそれ以上の申込みが

米るだろうが，1～2週間経つうちに，候補者のある者

は自分が他の有望な候補者に比べて大分隔りがあるの

を知り，辞退する事を希望するようになるだろう。こ

の場合でも規則を定めておいて，辞退候補者のために

買い，かつ投票されたチケットを他の候補者のために

転用出来ぬ旨定めておくべきである。申込期限が切れ

た後に，一般人の投票の便のために，登録候補者の名

簿を新聞紙上に発表する。コンテストの目的，ルール，

候補者のためすべき事，最高得票の1人に送られる商

品等についての明瞭な説明を附した承認書を各候補者

に送ると共に20枚綴りのチケット帳を同封する。

　チケット売捌き委員会は，すべてのチケット及び売

上金に対して責任を持たねばならぬ。綴られている各

チケットは，チケットを売った際，候補者の名前を記

入してもらう控えをつけておく。各控えに記された名

前の候補者に票の権利が与えられる事になる。

　各20枚綴りの背後には，クーポンを付けておき，全

20枚のチケットが売れた時に記入するようにしておく，

このクーポンは，その綴りからチケットを売った人が

記入する。その人は自分の選んだ候補者の名を記入す

る。このクーポンに記された候補者は5，000票の得票

とする。ライオンズクラブの祝祭本部にチケット代金

が入る迄はそのチケットの投票は記録されない。

　新聞は毎日コンテストの進行状況及びリードしてい

る候補者についての報告等を掲載する。これらの報

告に関する情報は，宣伝広告委員会によって準備され

る。こうする事によって，このコンテスト及びライオ

ンズクラブの祝祭を常に公衆に印象ずけ，チケットの

売れ行きを促進せしめる。コンテストの最後の週は活

気あるものとせねばならぬ。有力な候補者の写真は毎

日の新聞に掲載すべきである。LCの祝祭本部や新聞

社の事務所の外部とか，祝祭会場の中の日抜通りの場

所に設けられた公報所等は，昂奮を高めるのに役立つ

であろう。投票締切りは，祝祭の終る夜の前日の午後

10時とすべきである。最後の朝，第1，第2，第3位

の優勝者は午後8時に祝祭のグランドへ出頭するよう

通知きれるが，その順番は知らせぬ方がよい。これは

最後迄スリルを保っておくためと，彼等が立派に身ず

くろいするための充分な機会を与えようがためである。

　チケット販売委員会は，3，4人のライオンズ会員

の妻達に，若き婦人達が戴冠式で着用するガウン，靴

等を準備するのを手助けさせるようにする。3人の若

き婦人が午後8時に祝祭のグランドへ現れると，彼等

はライオンズ会員の妻でその役目を受持った者に世話

を担当させると共に，彼等にだけコンテストの結果が

知らされる。委員たる妻達は，若き婦人達の式典の準

備を手伝い．チケット販売委員会の委員の1人は彼女

達に戴冠式祭典の次第を指示する。午後g時にコンテ

ストの結果が一般公衆に告げられる。行列が組まれる。

最初の車には，チケット販売委員会の委員長と共に女

王に戴冠する人が乗る。この人物は，枢要の地位にあ

る公共の仕事をしている人がよい。2人の準女王は第

2の車に乗り，最後の車には女王のLCの会長に侍さ

れて乗る。車はグランドを一周し，女王は王座へ導か

れ適切な威厳をもって祝祭の女王として戴冠される。

　注；雨の場合には屋内でかかる儀式がとり行なえる

よう予め干筈をきめておくこと。

。脚鰻灘難難Ω難s難蟻態繍襲霧灘i灘i難難難

業界誌専門

大雅出版貿易KK
代取長野英次（大阪ライオンズ・セントラル）
大阪市北区曽根崎新地2丁目15マエダ・ピル
　　電8舌 （34）　　060　（3θ　3244
東京都千代田区神田西福田町2番地聖徳ピル
　　電3舌（291）

名古屋市中区新栄町2の8東栄ピル
　　　　　　　　09

　　　　　　　　　　　　　　　ら鮪の増収｛・なる．

帽子・手袋・靴下・子供服・下着類・セーター・ジヤムパー・マフラ

ー・ lクタイ・服飾雑貨・靴・鞄・ハンドバッグ・繊維技術図案・時
計宝飾アクセサリー・厨房・家庭用贔・金物・陶器ガラス器・趣味・

玩具・模型・スポーツ用具・ウインドウ展示・商工業デザイン・印刷

活字・プラスチック・包装・建築意匠設計・土木・家具・室内装飾・

冷暖房装置・照明・機械工具・電波技術・電気製品・経営管理・自動

海外流行生地見本繊の融・柄肌吐・ト
化繊・絹人絹・綿・毛織・室内装飾用・シヤーツ・ネクタイ・レース

マフラー・ジャージー・トリコット・ハンカチーフ　流行色見本帖
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　陽春の4月21日から3日「∬L福岡市スポーツセンタ

ーで国際ライオンズクラブ西地区の第7回年次大会を

厳粛に，また盛大に開催いたしますことは，ホストク

ラブとしてこの上もない光栄であります。

　それだけに西地区ガパナー始めクラブ員一・同は，大

会参加の皆さまに満足していただけるよう万企の準備

を進めています。ただ九州地区では初の大会でありま

すので，ああもしたい，こうもしたいと懸命の努力は

つくしていますが不馴れの点などから，あるいは至ら

ぬ点も起りうるかと心を痛めています。

　いずれにせよ，クラブ員一同はライオンズの「奉仕」

の精神に徹する「まこころ」で，皆さまを温かくお迎

えする決意であります。

　幸にも福岡県，市当局，官公私の施設を始め市民各

位も，ライオンズクラブの歩みに理解と関心を寄せら

れ，今大会行事についても協力の意を表明きれていま

すので，ご参加のライオンズ各位とともにカを合わせ，

エキスカーション　Aコース

福岡→嬉野→佐世保→西海橋→長崎→小浜→雲仙→仁

川峠→雲仙一〉多比良→長洲→福岡（3泊4日）

大会を有意義に終らせたいと心から望んでいます。

　ライオンズの各位はすでに「福岡」についてのご認

識は十分と存じますので，全くの蛇足ではありますが

「福岡」と「その周辺」について紹介とご案内をいた

したいと思います。

　月並みな表現ではありますが「福岡」は西日本一’の

雄都であり，九州の表玄関であります。むかしは「雌

くな〉ノ津」といい，中国，韓国など大陸との交通の

要津で，政治，経済，貿易，文化の導入点でありまし

た。これはせまい朝鮮海峡には壱岐や対馬などが飛び

石のようにあるので，大昔でも小さな舟で島伝いに波

れたからであります。古来大陸文化一中国で始まっ

たすぐれた文化が地続きの韓国を通って，わが国に…

番早く伝わったのもこの地方です。

　九州はもと筑紫の国と呼ばれていました。この筑紫

という地名は，もともと大宰府の南あたりが起りのよ

うで，筑紫村（現在筑紫野町）があり，この地方を筑

紫郡ともいいます。ここから南北に拡がり，北は博多

湾一帯の玄海灘沿岸，南は筑後川流域の平野まで筑紫

といい，これらの地方は大昔から九州の中心であった

ので，やがて筑紫が九州全体を現わすことにもなった

わけであります。

　その後九州のうちで瀬戸内海に面する地方は豊の国

（大分県）と，有明海をはさんで肥の国（熊本り1↓）と

よび，大化の改新（646年）で新らしく国や郡をきめ

たとき筑紫を二つに分け，玄海灘に流れこむ川の流れ

ている地方を筑前、有明海に流れている地方を筑後と

しました。この筑前の国で博多湾に臨んだところが福



岡市（博多）で，現在の大濠公園のところも昔は入江

でした。また博多の町も大昔は入江で，ここが上代の

「礁ノ津」であったろうといわれています。その後こ

の入江の中に洲ができたのが現在の博多の中心部で，

西はいまの中洲から住吉ト中社の辺りまで入りこみ冷泉

津といい，東は袖の湊また箱崎の津といったようです。

　志賀島から中円の漢・の王が送った金印が掘り出され

ましたが，これは湾の入Uで大昔から港として利用さ

れたものとみられ，委眺ミ（中国）に「奴くな〉国」と

あるのは古く雌〈な〉ノ津といった博多湾付近であっ

たようです。こうして博多の港は古代から中世にかけ

てはわが国最大力貿易港で，博多がLl本三津の一とい

われたのは足利ll！f代の対明貿易の結果でもあります。

　このように中世まで栄えた博多も大内氏の滅亡（15

51年）に続く大友と毛利，竜造寺，島津の諸氏との戦

火で，見渡す限りの焼野原と変ってしまいました。こ

れを再興したのは太閤秀吉で，天正15年（1587年）十

町四方に区切り堅（南北）横（東西）に小路を割りつ

ける「町割り」　（都市計li匝）を行ない，これが太平洋

戦争の空襲で焼けるまでの博多の町割りとして残った

のであります。

　このときの町割りに協力したのが島井宗室，神屋宗

湛で，これと黒田長政が中津から筑前に入国のときと

もに博多に移住した大賀宗伯を「博多の三傑」とよん

でいます。これら博多の商人は金融と酒造を中心に海

外貿易に活躍，その貿易船は遠くハノイ，カンボジア，

タイ，フィリピンに及びました。そして対外貿易の根

拠地としての商業都市を形づくり，町人が自治組織を

つくり，代表者に年寄，年行司，月行司などを選んで，

市政をその手の中に握ってヨーロッパの自由都市にみ

られるような生き生きとした市民社会であったといわ

れます。このような商都としての博多と対照的なのが

現在の福岡市の真中に流れる那珂川で区分された福岡

の町で，黒田52万石の城下町でありました。福岡城

（舞鶴城という）は黒田如水，長政父子の築城で，朝

鮮の晋州城をかたどった（熊本城は蔚山くうるさん〉

城を）といわれます。晋州城は文禄2年（1592年）黒

田長政が加藤清正，小早川隆景らとともに6万の大軍

を攻めたててなかなか落城せず，石垣を掘りくずして

やっと陥しいれた名城で，だから築城の手本にしたと

いわれています。ただ福岡城築城のころは立派な城が

作られた時代は過ぎ去って，どこか大工事を中途でや

めたようなところがあるといわれていますし，また天

守閣を作らなかったことでも有名であります。

　商人の田1’「博多」の「博多気質くかたぎ〉」として

福岡→玉名→熊本→坊中→山上→内牧→別府一〉由府院

→i？の洞院一＞nlll→有li岡（3泊4日）

エキスカーション　Bコース

は「博多のもんな横着もん，青竹割ってヘコにかく」

（博多者は気宇壮大で，青竹を割ったような気性であ

るの意）に代表され，博多商人が不屈の商魂をもって

いるぞということを誇る合い言葉であります。この中

世以来養われた独得の博多気質は今日でも残されてい

ます。　「博多どんたく」　「博多にわか」　「山笠」の川r

として知られるように，お祭好きで芸達者な明るいの

が「博多気質」といえましょう。

　古代，大陸との深い関係から，1中話や伝説も多くあ

りますがその一つに海北道中（うみのきたのみちなか）

があります。古い昔，日本では朝鮮半島を海北（うみ

のきた）とよび，玄界灘を越えて朝鮮半島と往来する

海路を海北道中といいました。神話によればアマテラ

スオオミカミが弟のスサノオノミコトの剣をとってか

みくだいて吹き出した息の霧から3人の女神が生まれ

筑紫に降り，タキツヒメは辺津宮（宗像神社）イチキ

シマヒメは中津宮　（大島神社），タゴリヒメは沖津宮

（沖ノ島神社）に鎮座して，海路の守り神となったと

伝えています。最近沖ノ島から古墳時代の人々が神に

ささげたいろいろのささげ物が，昔のままの姿で発見

されています。また神話の海神国（わだつみのくに）

の海神トヨタマヒメとピコホホデノミコトは，志賀島の

志、賀海神社に祀られ，この海神国は博多湾附近にあっ

た国であろうといわれています。志賀海那上をお祀り

しているのは阿曇くあずみ〉氏の人々で，この氏は海

神の子孫という伝えで航海の術に長じ，古代海上発展

をしたといわれ，漢の皇帝から金印をうけた「奴くな

〉」の国王はこの氏の首長だともいわれています。

　古代博多と切り離せないのが大宰府であります。九

州の政治と大陸とわが国との軍事，外交をつかさどる

役所が大宰府であります。そのはじまりは宣化天皇の

536年にいまの福岡市三宅におかれた那津宮家くなの

つのみやけ〉でそのこ「筑紫大宰府」とよびました。

その当時の事情はわが国と朝鮮（新羅くしらぎ〉）と
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の外交関係が悪く斎明天皇は百済を救援するため皇太

子の中大兄皇子とともに新羅遠征軍を率いて那津（博

多）に下り，盤瀬くいわせ〉宮（福岡市高宮）から朝

倉宮（朝倉郡）に移り，この地でなくなられた。その

後百済救援軍は白村江の戦で唐，新羅の連合軍に敗れ

たため，わが国は急いで国土防衛を固め，国内政治を

整えねばならなくなった。このため大宰府を三宅から

いまの都府楼祉（大宰府町）へ移し，その防衛のため

に大堤を築いて水を貯え，水城と名づけました（664

年）。いまも大宰府町水域にその趾が残っています。

　大宰府の長官は帥くそつ〉といい，権帥のときもあ

りました。その下に大弐，小弐があって実際の政務を

行ないました。帥としては万葉歌人として有名な大伴

旅人，わが国で最初の図書館を作った学者の石上宅嗣

くいそのかみのやかつぐ〉など，権帥には刀伊〈とい

〉の入冠をしりぞけた藤原隆家，学者として知られた

大江匡房など，大弐には吉備真備，小野峯守などがあ

ります。いま大宰府町に都府楼趾があります。これは

大宰府政庁の正殿の趾で平城京くならのみやこ〉の大

極殿にあたる重要な建物で，いまでもその礎石がたく

さん残っています。当時の大宰府は天下の大都会で，

平城京のように朱雀大路を中心に東西南北に通ずる道

路の条坊制の都市で平城京の三分の一であったといわ

れます。いまも三条や五条の地名があって条坊制の名

残があります。

　また天智天皇が斎明天皇をとむらうために建てられ

た観世音寺があります。80年もかかって746年（天平

18年）に完成，奈良の東大寺につぐ立派なお寺であり

ました。有名な鐘は天智天皇が寄進されたもので，い

まも国宝として残っています。建物は平安時代に二度

も火災で焼け，いまの建物は江戸時代元禄年間に再建

きれ，馬頭観音，十一面観音など国宝の仏像がたくさ

んあります。このほか奈良時代日本中の国々に建てら

れた国分寺（大宰府町大字国分寺）趾やいまの学校の

エキスカーション　Cコースー

博多→長崎→雲仙→島原→内牧温泉→阿蘇山上→坊中

→芳IIばf→福「吊］（4｝白5日）

一＿エ⊥梱、鷲”ぷ

学業院，国立病院のような練命院（筑紫野町俗明院）

の祉が残っています。

　大宰府と切り離せないものに遣唐使があります。第

一回の遣唐使は630年で犬上御田鍬であります。遣唐

使の使節団は大使，別使をはじめ学問僧や留学生も加

わって少なくても百数十人，多いときは5百人以上の

ときもありました。船出は博多ですが船装の整うまで

大宰府に足をとめ，また使命を果して帰国した人達も．

まず大宰府に帰国報告して中央からの指示をまっては

じめて奈良や京都に上ったのです。そうしてこの人達

によって当時の中国の進んだ学問，芸術，宗教などの

文化がわが国に輸入され，わが国の奈良，平安文化の

花が咲いたわけであります。

　大宰府といえば天満宮一菅原道真の方が有名であ

り，いまきら紹介する必要もないでしょう。道真が大

宰府に配流されたのは901年（延喜元年）正月で，無

実の罪がはれる日の来ることを信じ，その生活を詩で

つづったのが菅家後集であります。道真の遺骸はいま

の天満宮境内に埋葬され905年（延喜5年）に祠がで

き919年勅命によって廟が建てられたのが大宰府天満

宮の起りであります。

　また大宰府一元冠一博多と連想きれる元窟の役

は1274年（文永11年）の10月であります。蒙古，高麗

の連合軍2万3千と9百隻軍艦を迎え博多を中心に鹿

原，鳥飼，赤坂，筥崎方面で激闘，ついに水城のあた

りまで退却，その間に博多の町，筥崎宮も焼かれまし

た。ところが元軍が夜になって船に引揚げたところに

突然殿風が起り，船は大部分沈み，残ったものはその

まま逃れ帰ったのです。つぎの弘安の役（1282年）ま

でに元軍の来襲に備え西は今津（福岡市）から東は名

島（福岡市）にわたって防塁を築きました。いま百道．

今宿今津にこの防塁のあとが残っています。この弘

安の役も博多湾周辺の海陸で激しい戦闘が繰り返され．

わが軍は防塁で上陸をくいとめ，河野通有らは海上の

敵艦に夜襲を行なったりしましたが元軍は再び殿風に

襲われ，ついに敗走したのであります。

　このとき亀山上皇は身をもって国難に殉じようと神

に祈られ，また日蓮もこの元冠を予言して国防の必要

を幕府に説いたといわれています。いま元冠ゆかりの

地、東公閲に上皇と日蓮の銅像があります。また箱崎

栴ll社頭には亀山上皇戻筆の「敵国降伏」の額がかか

げられています。同神社は約千二百年前の創建で1コ本

三八幡の一つであります。桃山時代の豪壮な様式のイこ

殿，拝殿は特別保護建物に指定されています。

　　　　　　　　　（西地区大会委員会長　杉森司）



　　2月25日，福岡市fllハ柳泰1亭に於て

　柳が芽ぐむ河畔，有名料亭仲柳の大広間では，昼の険しい

ふんいきもどこへやら，ふぐちり，三味の音にライオンズの

猪導者たちはしばし心のやすらぎをたのしんでいるのであっ

た。一方階下の部屋では，目随の問にせまった地区大会の各

委員の座談会が開かれていた。極東の一隅，全世界を驚嘆さ

せているライオニズムの海を進展する超弩級艦の祝祭につい

ての大抱負を聞くことが山来た。

杉森（大会委員長）　大会のメロディは既に決定して

いるのだから，後に残る問題は編曲をいかにするかと

いう事です。それを演奏する楽人一クラブの会員全

体が委員となってそれぞれの分野で働く事，全員が部

署を守る事を私は皆さんにお願いしています。

記者　こんどの大会で全体をつらぬく精神というか，

日的はどこに置いていられますか。

杉森　全国のライオンズをお迎えするのに真心をもっ

て当たる，この精神でプログラムを作っています。何

といっても火と燃ゆる九州男児の意気をこれに盛る事

これが自から特長ということが出来ましょう。

記者　代議員会が最大のエペントであり，これにより

来年のライオンズの方針が決まる事ですから，これに

全力を集中していられることと思いますが，1年1度

のお祝を楽しむという面もまたかなり皆さんのエネル

ギーを注いでいらっしゃる点だと思います。厳粛にし

て盛大なというキャッチフレーズがやはり今年のこの

大会のスピリットでしょうか。

杉森　まあそうですね。しかしこの大会だけという張

り切った党悟もあるわけです。

記者　ぜひ一つお聞かせ願いたいと思いますが，先ず

登録部会長さんの抱負を聞きたいものです。

峰重（登録部会長）　大体2，800位と見積っています。

～ぐ

　　　▲▲

北方政太郎　　白井　　肇　　杉森　　司

村上　米一

参加者の登録は大仕事です。迅速に間違いなくやらね

ばなりません。

記者　先日の豊中クラブのCNは1，800名集まりまし

たが僅か50分で立派にやり遂げました。そのこつを聞

いてみますと，多数参加Cの事務員を招へいしてその

任に当らせた。そのため顔みしりだし出席数の概数が

のみ込めているので何等差支えありませんでした。

峰重　私の方もすっかり自信をもっています。矢でも

鉄砲でもというところです。28名のアルバイト，3G乙

の会員を動員しています。窓口は10名，第一印象はこ

こからです。ここでもたつくと後は台なしですから。

記者　式典場は？

杉森　一・・切相撲で名高いスポーツセンターでやります。

ガパナー晩餐会も代議員会も前夜祭も余興場もここで

す。2，800名を収容出来る所はほかにありません。朝

食会だけは帝国ホテルを使用いたします。

記者　前夜祭の余興はなかなか凝ったものがあるよう

に聞いていますが……。

杉森　前夜祭では養老院，施設の青少年，その他一般

市民の家族つれを歓迎しています。全九州の郷土芸術

を坐りながら見られる。余興は①小倉のぎおん太鼓，

②佐賀の長もち歌おどり，③大分の鬼おどり，④日向

のひえつき節，⑤熊本のおてもやん，肥後人吉太鼓，

⑥薩摩の小原節，剣舞，⑦長崎の蛇おどり，⑧直方の

にわかおどり，⑨徳島の阿波おどり。このうちぎおん

太鼓を除いて全部パレードに参加します。先ずこんな’

豪華版はありませんね。

記者　九州の伝統的芸術を町の人に紹介しようという

この計画は全くワンダフルですね。パレードについて

教えて頂きたいものです。広島で火をつけられたパレ

ードムードは，いよいよ地区大会の華となりますね。

野見山佐一　進　三雄　松居真一郎

大庭　巌　　田中丑之助
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博多→指宿→鹿児島港→宮崎→別府（3泊4日）

エキスカーション　Dコースー

杉森　L村井が部会長ですが，今日は欠席しています

ので私が代りに申します。原則として市民の喜びとな

るようにしたいと思います。研を競う・て市民を喜ばす

郷上芸術が，余興館で市民に開放された後豪勢なパレ

ー、ドに参加します。長崎の蛇踊など出色でしょう。

記者　名古屋は郷土芸術などを遠慮していわゆるシカ

ゴのバレードを範としてスタンダードで行こうとして

いるめに比して，西地区の火の国ライオンズのプロジ

エクトはまた大いに特色を発揮するでしょうね。

杉森　パンドは9ヵ所に置いて隊列の整頓に努めます。

特に私はこのパレードで意を用いたいのは，紙吹雪な

ど道路でまき散らすので大分汚れる事が予想されるの

で，清掃隊をつけるつもりでいます。最後列の清掃隊

が飛ぶ鳥後をにごさずを実行したいと考えています。

記者　宣伝部の御計画はどうでしょう？

、大庭（宣伝部会長）　ライオンズのPRはこのパレー

ドでも大いにきくことと確信しています。TV，ラジ

オ，新聞は勿論情報宣伝には手ぐすねひいています。

記者　京都のこの間のロータリーとライオンズの此較

の記事が読光新聞に出ていましたが，かたや老舗，か

たや新興となかなかライオンズの方に肩をもった記事

が出ていましたが，何といってもまだ遊びの紳士達の

集まりだと思われるらしい所があるのです。もっと社

会奉仕の面でよい意味での競争がほしいと三段抜きの

記事が出ていました。どうもけばけばしい費用を惜し

まない行事はうまくやらないと紳士の道楽遊びと問違

　えられ易いと思います。はっ・きりと一線を劃するため

にアクティビティを何か計画されていますか。

大庭　宣伝とアクティビティは全く表裏…体のもので

す。奉仕団体である事を民衆に解ってもらうためにこ

の事を考えねばなりません。しかし，現在は何も考え

ておりませんが，自発的に参加者のうちから燃え上っ

　てくる。溢き上ってくるというようなものを期待して

　います。外人も参加する事ですし，英文のプロも用意

16

して世界のライオンズの一員として立派な所を見ても

らいたいし，大いに宣伝もしたいと望んでおります。

記者　宿舎の方はどうでしょうか？

福山（宿舎部委員長）　JTVに大体おんぶしていま

すが，宿舎は先ず自信があります。宿がないから遠慮

して下さいというような事がありませんから，安心し

てどしどしお越し下さい。名物のふぐちり，魚，旅館

は用意おさおさぬかりありません。

記者　なかなか景気のよいお話で，皆さん大喜びでし

ょう。食事部の意気はいかがでしょう？

松居（食事部委員）　どの大会でも一番やり玉にあが

るのがこの食事です。何といっても材料の良いのと新

らしいのと，魚は天下一品です。後は板前の腕一つ，

ぴんと弦をは・って矢を射んとする所を御期待下さい。

記者　設営部の御意見。

村上（設営部会長）　先程も話が出ましたようにスポ

ーツセンター一・本槍です。黒田節一本槍というだけに

なかなか苦労がいります。いかに同じ場所を有効に変

化的に扱い，・効果あらしむるかということです。

井上（意匠部委員長）　意匠部の苦心のある所です。

設営部と二人一脚で，渾心の勇をふるっています。

進（接待部会長）　最後の仕上げといいますか，正に

ライオンズが福岡を最後にお立ちになる瞬間まで，い

ささかも油断のならない役日です。大会の成功不成功

もこのライオンズへの接待のよしあしで決まると云っ

てもいい過ぎでありません。しかしこの成功の秘訣は

お客様に御支援を頂くよりほかに方法はありません。

杉森　観光はエキスカーション4コース，もう説明を

要しないほどライオンズの魅力だと思っています。時

あたかも花の頃，長崎の風光，雲仙の湯，阿蘇の煙，

熊本の情緒，別府の文字通り別天地ぶり，耶馬渓の詩

情，宮崎の懐古，鹿児島の桜島，充分な準備は自然が

既に作ってくれてあります。後は御参加願うのみです。

本日は総務部L北条，財務部L中園，大会事務局長L

太田，大会副長L北方の欠席で残念でしたが，私の準

備不充分と岡野さんの余り突然の申し出でこんな事に

　なりましたので，この点は重々お詫び申上げます。終

　りの言葉を大会副事務局長L野見山にお願いします。

　野見山（大会副事務局長）　L岡野がはるばる御来福

願い，大会のPRのため宣伝使としてお越し下さいま

　したことを有難くお礼申上げます。どうぞうまくまと

　めて，1人でも沢山のLが参加し，1人でも余計満足

　されるように田：いて下さいよ。あなたの責任ですたい。

　一仲柳の夜は更けていた。一同成功を祈って握乎して別れ

　る。
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＝＝＝L－＝：＝　＝＝＝L一

　　　　　大会プログラム
　月20日（土）　第1日

　　8：30～9：30　代議員登録受付　名古屋市公会堂

　　9：30～11：30　代議員会分科会　　　　〃

　　12：30～13：30代議員会総会　　　”

　14：30～17・30前　夜　祭名鉄ホール
　18：00～20：00代議員懇親会名鉄大食堂
5月2旧（日）　第2日

　　8：00～9：00登録受付公会堂
　　9：00～10：00会旗入場式　　〃’
　10：00～12：00　式　　　　　典　　　〃
　13：00～14：30　　祝　　賀　　余　　興　　　　　〃

　15100～17100　パ　レ　ー　ド　市内目抜通

　17：30～19：30　ガパナー晩餐会　県庁前特設会場

月22日（月）　第3日
　　8：00～8：50会長幹事朝食会　ホテルマルエイ大食堂

　7　00～15．30大会記念ゴルフ大会和合及東山ゴルフ場

　9：00～15：00市内観光
　16：00～18：00　サヨナラパーティ　名古屋城

東地区ガパナー

武重　本日は佐藤大会委員長が御欠席ですので，私が

代りまして御挨拶申しあげます。大会の準備もだんだ

ん進んで参りまして，昨晩も総合的な打合せ会をやり

ましたが，今日は幸い東京の日本事

務局の岡野局長に御来場頂きまして，

ライオン誌に大会の案内をしたいと

いうことですので，これから平子大

会事務局長の進行で話を進めて参り

たいと思います。どうぞよろしくお

願いします。

平子　それでは順序として大会委員の組織の編成など

これまでの準備の経緯から説明して行きます。去年の

新潟大会でホストクラブに任命され，武重前会長が引

受けに行かれまして，その時も会場ですぐ申上げたの

ですが，名古屋といっても名古屋4クラブ合同でホス

トになるということで，こちらに帰って来まして早速

8月に4C会長幹事が集まって，年次大会委員長を先

ず選ぶことになりました。これは1昨年，伊勢湾台風

の前に佐藤Lが大会委員長で名古屋で大会をやるよう

準備していた関係から，今度も佐藤Lにお願いしよう

ではないかということで，お引受け願ったわけです。

9月に大会副委員長を，4Cのそれぞれにお願いする

ことにして名古屋はL武重とL柴田，南はL加藤（嘉）

西はL間瀬，東はL中野に，それぞれお願いすること

になりました。事務局長は私にということで，これは

ライオンズのことは任命きれたら断わることが出来な

いというのが原則になっていますので，不慣れなもの

ですが出米るだけやらせて頂くということで引受けま

した。副委員長の下に17部会を設けて，各担当クラブ

から部会長を出して副委員長に御担当願い，全体を大

会委員長に掌握して頂くという組織で，全部のメンパ

ーに何かの役を割当てましてみんなで一生懸命やって

おるわけです。

　10月からいよいよ本格的に，先ず予算の編成にかか

りました。各部会で計画を立てて頂いて，それに並行

して予算を組み，11月20日ごろまでに大体それがまと

まりました。総計で19，417，000円ということで，今ま

での大会に較べても非常に大きなものとなりました。

それで，第一人数がどれだけ参加するかが一・番基本に

なる問題ですので，10月中ばに第1回のアンケートを

出して11月15日に締切りましたところ1，410名，名古

屋4Cから家族共で400名を入れて1，810名という線

が一応出ました。初めの予想では2，200名といってい

たのですが，これで少し減るんじゃないかと思ってい

ましたところ，最近になって1月15日にポスターと大

会案内を送りましたが非常に皆さんが御熱心で，西地

区の方でも京都や大阪のLと会いますと，大会にはぜ

ひ行くそといわれていますので，最終的には2，500名

位にまでなるのではないかとも考えています。何とい

っても出席者が多いということで会が盛大にたります

ので，大いに歓迎してそのように準

備を整えているわけです。

　何しろ年次大会というのはライオ

ンズの祭典の一番の華であり，LC

が発展する年々の一つの段階を表わ

すもので，これを盛大にやることで

21



その地方のLCは勿論また日本全体のLCの発展のた

めにもなると考えていますので，名古屋に来て本当に

よかったと皆さんに思って頂けるようにと，大会委員

長を初めみんな・一・生懸命にやっております。

岡野　今日は皆さんに大切な時間を瀕1いて頂きまして

感謝しております。私ども編集関係のものとしてぜひ

承わって帰りたいことが三つございます。それは，こ

の名古屋で地区大会を催すについての根本方針は何か。

それからこのPRですが，ライオンズのPRも勿論で

すが名古屋市のPR，この中京としての名古屋の日本

における重要な地位を，どういうふうに皆さんに理解

して帰って頂くかというような抱負を聞きたい。この

大会でまた東地区が二つに分れるというような時です

ので，どういう所に力を入れて大会準備を始められて

いるかということもお教え頂きたいと思います。

武重　今度の大会には概念的に二つの大きな意義があ

ると思います。その一つは名古屋が長年開催すべきと

ころを伊勢湾台風のために新潟にお願いして1年遅れ

させることになり，私が新潟の大会の席上で，東海地

区全体の人が伊勢湾台風の時のお礼もこめて来年盛大

にやらせて頂きますと申上げた。それが今度の大会の

一つの意義であります。今一・つは，大きな意味での東

地区としての大会の最後であり，こういう機会はもう

二度とないのですから，その最後の会を盛大に花をか

ざりたいということです。

加藤（嘉）　この名古屋という二卜地

が，産業都市として碇工業都ll∫とし

て今一大変貌をとげて大発展の途」二

にあるわけですが，こちらは京都な

どと違いまして名所旧蹟が割合少な

いので，御覧になる所は一一寸占い頭

でみるとないようですが，実は名］lr屋で見て頂き度い

のはこの近代産業都市という点です。例えば街路網な

ども全国で非1置に注目されていて東京では現在交通難

で非常に困っているとかですが，ここでは戦後復興が

早く出斗ミ立派な街路網が出来ていると他都市の方から

讃めて頂いています。この新しい都ll∫計lllllに基いて1∫t

化学工業が非常に仲びている。名古屋港などは殊に今

の日本の3番日の開港場になっているようなわけでし

て，こういう新らしく大きく生れかわる名占屋の産業i

の姿とか都市作りを御覧願うように巾内エキスカーン

ヨンの方も計1両しています。

中野　ただ今までのお話で大体尽きているのですが，

とにかく皆さんに名古屋に来て良かったという印象を

もって帰って頂きたい。それには式典の問題もあり，

22

座談会出席者
名｝1∫屋クラブ　武重　正知

　　　　　　平子　岩，1；

　　　　　　青ll｜房三

　　　　　　加藤　政敏

（大会副委員長）

（大会事務局長）

（パレード部会長i）

（都食部会艮）

安井’佳三郎　　（名ll∫屋C理・1‘）

南クラブ伊藤貴’
　　　　　石川　　巌

　　　　　加藤　嘉雄

　　　　　旺｜rlコ　　不llリ｝

　　　　　加藤　季彦

束　クラブ

西　クラブ

日本事務局長

中野健次郎

松浦　利雄

城戸　武男

岡野　昌長

（南c会長）

（〃幹D

（大会副委員長）

（エキスカーション

部会長）

（交通部会長）

（大会副委員長）

（西C幹事）

（設営部会長）

パレード，糧食にしましても全般に

関係するのですが華やかさの中に何

といいますか質実剛堅、盛り・ヒがる

ものはあくまでライオンズ精神を体

したもので盛り．ヒげて行きたいと思、

っています。ハレードは華やかで，

式典は厳粛，　　　　　　エキスカーションは行って良かったとい

うふうに皆さんを接待したい。これはいうは易く行な

うは非常；こ難いことでしょうが，ホストC全体で協力

してそうしたいものです。

岡野　大会の記念アクティピテfはどうお考えでしょ

うか。こちらにはト｝樋関；系の方もいらっしゃるようで

すが，何かアクテでピティのようなものがありません

と，単にライオンズだけの一’つの交歓会というもので

はニュースにもなりませんし，集ま’・て大きな会だっ

たというだけのことになると思いますが……

平子　われわれも京都の大会へ行きまして，その点は

1’分に注意してやらねばいかんと考えています。LC

の宣伝というのはアクテfピテfを通して宣伝するの

が本筋ではないかと思いますので，大会のアクティビ

ティにも勿論屯点を置いてずい分考え，またガパナー

とも田談しています。京都の時はインドの救らい事業

という大きなものが出たのですが，そういうものがあ

ればなお結構だが今のところは対ガン問題を取りあげ

ています。そのほかに名古屋4Cの通常のアクティヒ

ティを大会の前にかためてやるということも杉えてい



2ソ
一ます。名古屋城が出来て参観者も多いし，あそこでサー一．一．・て套員の気勢を」⊇ヂるヒと同川Fに1LC－’．

ヨナラパーティをやりますので．何かお城にピッタリ

調和するような無料休憩所を建てようといってます。

それから大会中に雨天の場合もあるだろうし，もし降

らなかったとしてもそのまま養護施設などへ寄附して

も良かろうというので，雨傘を相当数量購入していま

す。そういうことも十分考えてやっています。

中野　昨EIの会でラッキーカードの話も出たのですが，

これは式典の後の余興の時発表になるので何かこうパ

ッと，トヨベット1台も出してはどうかという話もあ

りましたが，あんまりそういうことをやるのもライオ

ンズとしてどうか，それ位ならそれをアクティビティ

の方にまわしてはどうかという意見がありました。そ

れはごもっともなことで，やはりLCの本質を忘れず

にやらねばいかんだろうという方針に決りました。そ

れに登録料が4，500円ですがその上ラッキーカードが

ほかのように1，000円では高すぎるので，一・・応500円

ということにしました。

平子　それではこの辺で御出席の各部会長さんから苦
，じ・言炎を・・…・

加藤（政）　　　　　糧食につきましては何

といっても衛生ということが第．一・で，

丁度雨期にかかる時ですし季節的に

十分考慮しなければいけない時期だ

ということを全員党悟して勘案して
参。ております．、れを　伽、翫直1

てみますと弁当，代議員のタ食会，ガパナー晩餐会，

朝食会，サヨナラパーティと大別出来，各々関係方而

と接渉していますが，昨日の報告会でうかがいますと

他の部会ではわれわれ以上の熱心さでやっていること

がわかりましたので，2，3日のうちにこれを全員に伝

えて今少し緊張味のある立派な趣好に変えられるとこ

ろは変えて行きたいというのが大要であります。ほか

の部会でおほめを頂いても食べ物で粗｝1｜があってはい

けないということにのみ，現在注意しています。

　なお2，500人もの人数のものをどうして，加工し提

供するかにっきましても，先ず200人分以上は1店舗

でお願いしないという方針をとっています。というの

は，一流料亭の板場さん↓こ聞きますと責任ある料理は

300人分までで，2，500人お出になるなら13，4軒で見

本を作ってみて良いのを選ぶ。旅行先きでやせて帰っ

たというのが今の慣わしですが，旅で太って帰ったと

喜こんで頂けるようなものをと考えています。お楽し

みの上に御期待頭いたいと思います。

青山　パレードの方は何とか盛大にはやりたい，そし

ア，／

のPRにつとめたいとは考えていま

すが，専門店協会でおやりのような

山車，仮装行列はやらないというこ

とに決定して，アメリカの年次大会

のフfルムを見ましたが，日本的な・

品のいいパレードにしようというのが

葛已〉蕊1㍍纏㌶ら‡㍑裟㌘コ

ドする。200人位を．一’梯団としてライオンズのスロー．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
ガンを願に・ボーイスカパガールスカウトの司

参加を得て梯団の問に音楽隊を沢山はさみまして，刷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロめて行儀の良い行進をさせて頂く・・恒にト・舛酬r

さんの御協力でデコレーションしたオープンカーを3…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ
台入れまして・それに自慢の名註ゴ殿人を乗せる・1当

にガパナー，カウンセラー用のオープンカーも用意し

ています。宣伝カーも2台前後させてライオンズの咽

を流す。通行する道路のビルからは所々で花吹雪を鵠

らす．或いはラ・オ・ズの歌を巨II肌たチラ・を配。1

てLCのPRをす・・大1にう・・うことで準Dlliしてい

ます。それから雨降りの時はパレードを取止めて，lh

でライオンズらしい美しいほのぼのとした映画を州意
しておいて，その1燗だけ1蜘端賞して頂きます．i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘田中　エキスカーションというもの

が各大会にもっきもので，各地とも

非常に適正な日程でおやりになって

いる。今回の名古屋大会でもこの

Ex．だけは他の大会に負けない内容

を盛らなければならないというわけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で，委員の皆さんと協議を頂ねました。特に名ilr屋ど

いうLocationを考えまして，近隣クラブとの規ll；1促

進ということも非常に大きな意味が出てくると思い劃
す。ですからせっかく参加された会員にもそういったl

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I方と親しく交歓も願い観光もして頂くということで訓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　エキスカーション　Aコース

・／2

名占’屋一〉知多鵜の池・り；∫川大坊　う内海海岸・・泊1；崎一〉篠

島一》伊良湖岬　〉渥美一〉伊良湖一〉西浦→．i：こ河．三谷．・三ケ

根山一〉蒲部一〉～，：橋（1泊2日）

　　　　　　　　　．z

転‘酸言高牢二‘



名古屋→今渡（ライン下り）→桃太郎遊園→犬山→

金粕h→岐阜（1日）

エキスカーション　Bコースー

画しました。名古屋を中心として1泊程度ですと五つ

位のコースが考えられますが，あまり沢山作るという

ことは斡旋上非常に難かしくなりますし，結局Aコー

スとして三河湾と三ケ根山，知多，渥美両半島を概略

見て頂く県内コース，Bコースとして日本ライン下り

と犬山，岐阜の金華山，鵜飼，それからCコースとして

湯の山の日本一ロープウエイ，御在所の展望，伊勢内

外宮，鳥羽という三つのコースを選んだわけです。

　近隣Cとの親善というものを大いに考えまして，先

般来関係Cを訪問してその土地の受入れ方を要請して

参りました。先ずAコースの豊橋クラブですがここは

非常に熱意が高く，このEx．にも非常に協力的でこ

のコースが豊橋で解散後別に豊川稲荷の参拝日程を作

るから，どちらにも参加して頂きたいということも

聞いてます。このコースの特徴としましては三河湾を

船でずっと波りますので，その長い時問豊橋Cの方と

一緒に乗って頂いて御説明，交歓を願うことになると

思います。それからBコースは主として鵜飼の見物で

すが，これも長い時間がかかりますのでその間中仕掛

花火を　“Welcome　Lions「’などの文宇を仕掛けても

らう。これは岐阜Cの計画であります。Cコースの湯

の山と伊勢のコースは距離的にも長く参加される皆さ

んが若干お疲れになるのではないかと心配しています

が，伊勢の方では内宮の橋のたもとで子供さんの伊勢

音頭の道中を見せて頂き，また聞くところでは少宮司

さんが会員だとかで特にその方の御配慮で内宮参拝は

垣内参拝をさせて頂くことになっています。これは非

常に得難い機会だと思いますので，皆さんの大きな魅

力になるのではないかと考えています。

　以止のA，B，　Cのコースについて私どもが…番早

く知りたいのは，一体どの位の参加者があるかという

ことです。当初の予想ではAコース120名前後，Bが

300～400名，Cは150名前後ということでしたが，参

加者が増えても相当の収容力のある観光地を予め選び

24

ましたので，出来るだけ多数の方に御参加願って盛×

なEx．にしたいと思っています。

城戸　われわれの承わっている設営

部会はいわゆる道具方ですから，各

部会の御指示を頂いて道具立てをす

ることになっています。会場は四つ

ありまして，最初の前夜祭は名鉄ホ

ールで名妓おどりを鑑賞することに

なっていますので踊りの背景を邪魔しないように装飾，

することにしています。式場の公会堂は，式典部会か

ら3月4日に御指示があるとかで大体その他の演壇以

外の部分はもう案を立てています。これは出来るだけ

厳粛に設営したいと思います。次のガパナー晩餐会は

県庁前の特設博覧会の建物ですが，これは鉄骨組の非

常に殺風景な所ですのでこれを何とか見れるように華

やかにしたい。サヨナラパーティは名古屋城の広場で

すがここには野点のお茶席を作り，広場には園遊会式．

に模擬店を置いて緋毛焼やパラソルを用いて華やかに

してみたいと思っています。

加藤（季）　交通部会は地味な仕事

ですがその代り当日のこととかパス

の運営，路線のことなどで皆さんに

御苦労をかけています。丁度シーズ

ンに向いますのでパス会祉の方の予

約もしまして所定台数だけはすでに

確保しましたが，代議員会へ当日参加されるには汽車

の時間が上下線とも良くないので，地方の方は19日か

ら市内に御宿泊になると思います。三重県や常滑，豊

橋大垣，岐阜方面から見える方のためには8時に所

定の場所にパスを待機させまして，ピストン運転で2

回位で時間までには公会堂へお運びするようにしてま

す。なお19日から市内にお泊りの方は20日の代議員会

には直接行って頂いて，21日の式典にはパス路線を定

めまして宿舎から会場へお巡びすることにしていますc

細かいところは参加人員など確定してから考えて行き

たいと思っていますが，なお市内観光等を合せて案内

図のようなものを作って，パス路線と時間も書きこん

で各宿舎の部屋々々へ貼りつけておくようにという汁

画もしています。

平子　ゴルフ部会のL船橋が今日御欠席ですので代り

に御担当のL中野1こお願いしたいのですが，この前私

が伊勢Cへ参りました時にあるLがほかの方は忙がし

くて行けないがゴルフだけは出させてもらうというこ

とで，それは一・寸困ると申し上げておいたのですが。

中野　従来のゴルフ大会は大会の開催される直前ない



し前日に行なわれていましたが，今回はこれを式典の

後にまわして代議員にもゴルフを楽しんで頂こうと計

画しました。全国的に一応名が通っていて極めていい

コースだという評判の愛知カントリークラブの東山ゴ

ルフ場と名古屋ゴルフクラブの和合ゴルフ場の二つを

L船橋のお骨折りで午前7時から1ラウンじの時間だ

けライオンズのために空けて頂いてます。従って従来

のゴルフ大会は人数に制限していましたが，今度は少

なくとも300人程度は御参加願っても大丈夫だと考え

ています。ただ今度は2会場を使いますので，どちら

のコースに入って頂くかは参加人員によって決まりま

すので，visitor　feeとかgreen　feeは各自御負担と

いうことになっていますので御注意願いたい。

　それから登録部会の方ですが，名古屋観光連盟の旅

館約50軒とそれぞれ昨年11月以来交渉を進めて，約千

人分の部屋を確保してあります。A，　Bの2クラスに

分けAクラスは2，000円，Bクラスは1，500円位の見

当でやってます。名古屋にはホテルは3軒だけで大体

200人位までです。日本旅館は全部で45軒，1部屋に

8畳で2人ということで計画中ですが，あと2，3百

人は増えても収容出米る見通しです。

田中　これも登録部会のことですがお帰りの切符はこ

ういった金国大会の場合はいつも非常に苦しいのです

ね。申込みを頂けば努力はしますが，各地で手に入れ

られるものは出来るだけ手に入れて米て頂くことにし

ないと，現地で何とかなると考えて来られては困ると

思います。

伊藤　私の方は大体には担当の各部

長から今お話願ったとおりですが，

このうち私どものスポンサーで出来

た豊橋と岡崎Cにこの大会に協力し

て頂くように云っていたんですが，

ことに豊橋では非常に熱意がありま

してパスをチャーターして全員参加されるとか，パレ

ードにも特別の服装を作るとか云っておられまして，

こちらが頼みに行って逆にネジを巻かれているような

次第です。

石川　市内観光部会長の代りに御説明しますと，先き

ほどのお話しのように躍進しつつある名古屋の姿を見

て頂くのが本大会の日的の一つですが，市内観光の方

はまきにそのためのいいチャンスになると思いまして

新らしい市内観光コースを選定しました。三つのコー

スに分けていずれもテレビ塔を出発してAコースは市

の南部地方，Bコースは最近東洋のデトロイトとまで

いわれている新興豊田市の白動車工業を中心した発展

の様子を，Cコースは室内の代表的

な産業である日本陶器，ブラザーミ

シンの工場見学であります。各コー

スでは工場ばかりでなく熱田神宮と

か自由ケ丘の新らしい住宅地，平和

公園，徳川美術館なども見て頂く。

ということでこの市内観光にも大いに御期待頂いて多

数の御参加を願いたいと思います。

平子　それでは最後に式典部長のL相馬の代りに御説

明しますと，代議員会と式典のやり方については大体

決めているのですが，ガパナーにも十分打合わせてや

らねばということで，3月4日に地区幹事，会計に来

て頂いて相談することになっています。式典後の余興

にも苦心していまして，東海メールクワイアの男性合

唱，西川流の日本舞踊を会員の西川鯉次郎，西川長寿

の両Lにお願いします。それから名古屋の無形文化財

の嫁獅子がありまして，これは市で非常に推奨してい

ます。その他木曽節とか名古屋音頭，桑名の殿様とい

うようなこの近所の民謡と踊りをやらせて頂きます。

名古屋城のサヨナラパーティですが，城内でパーティ

はやらせないのですが，市長代理のL杉戸が会員です

ので特にお願いしてここでやれることになったのですg

この前に名古屋4Cのアクティビティの無料休憩所が

出来ますので，これも丁度よいタイミングになると思

います。

　そういうことで，会員全員が一致して第7回東地区

年次大会を何とか立派な，思い出に残るものにしたい

と努力しておりますので，どうか今から御準備，旅行

計画をお立ての上，5月には大挙して名古屋に参集さ

れますようお願いします。

岡野　いろいろとお話し有難うございました。みなさ

んの夜もねられぬ位の御苦労が必ずや参加ライオンの

胸にしみ波り，美しき憶出を植えつける事だろうと存

じます。有難うございました。

エキスカーション　Cコースー
名古屋→湯の111温泉→御在所岳→外宮・内宮→二見浦

→鳥羽（1日）
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川　仔熊童話会へ　　　　　　　　　5，000円

別　Tl∫内第三小，第一一中学の特殊学級に17イ

　　ンチテレピ各1台宛贈呈C与：真左）

　　　　　　　　　　　　　　120，000円

　　市公民館で成人に贈る音楽会を開催

　　　　　　　　　　　　　　　5，000P∫

　　D　ll∫立図1｜；：館へLC文ld竃継続のための

　　図‘1｝寄贈　　　　　　　　　　25，000円

　　2）　市内幹線道路2箇所に交通安全標識

　　をllfへ寄贈　　　　　　　　　20，000円

樽　1）　当ll∫盲聾学校生に黄色スカーフ及帽

　　子カパー100人分贈呈　　　　18，000円

　　2）養老院へ煙草38本と現金32011」贈呈

　　松ケ杖母子寮へ幻燈フィルム4本寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　2，550111

　　台風被害地羅臼地方の住民に会員持ち寄

　　りの衣料品550点贈呈

　　1）ll∫官が岡ユースホステル落成記念と

　　して　　　　　　　　　　　　5，000円

　　2）　北海道ユースホスニルニュース誌の

　　印刷代を援助　　　　　　　　10，500円

糠　市内2小学校へ鉛筆削器各6個宛贈呈

　　　　　　　　　　　　　　10，800円

牧　市内の盲人16名に各1本宛の杖贈呈

張　紅葉山養老院ヘモチ米1俵及湯のみ茶わ

八

仙

福

横

新

新

尾

名

芝

潟

　　古

名古屋南

　　ん41個贈呈　　　　　　　　　　8，281円

戸1）全市内国旗掲揚運動を提ll昌，300町

　　内に国旗1竿宛贈呈　　　　　90，000円

　　2）刃物を持たない運動に協力10，000円

台新交通法啓蒙のためのスライドを市内の

　　映画館で上映　　　　　　　　18，000円

島　福祉事務所を通じて僻地の優良職員を表

　　章多　（一’ソニ）’r右）　　　　　　　　　　　　　　　10，500Fl：1

　　整肢療護園（肢体不印ll児施設）へ歯科

　　用設備費として　　　　　　　50，0001T1

浜1｝126［1，Lioコの創始者メルピン・ジョ

　　ンズ氏の誕生祝としてll了内目抜通りを防

　　犯，防火，新交．．∵．1標語を掲げて行進

　　（写真27頁左）

潟　県内優良で無1丁故の運転士9名表彰

　　　　　　　　　　　　　　18，000F∫

東建1．1』祭に．　　　　　3，000円

条　市内小中学校の習宇展に表彰状及賞晶贈

　　呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，200「［」

西市立第・中学校へ楽器購入費として

　　　　　　　　　　　　　　　5，000円

屋小児マヒ対策事業としてポリエチレンを

　　寄贈　　　　　　　　123，530円
　　巾瑞穂寮へ会員持寄りの雑誌，図書200

　　111｝有余寄贈
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岡

瀬

常

豊

羽

YOKOHAMA　L＞，poroded　the　cl†y　slre㊤1　wl8h　slogons

岐阜2C・

大垣・関

4C合同

岐

岐　阜

大

関

多　治

崎　ll∫内モデル地区3地区を表彰　6，000円

戸　刃物を持たない運動に協力，llf教育委員

　　会を通じて各中学校へ鉛筆削器50個寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　25，000円

滑　市内8小学校に希望図書333冊と5中学

　　校に172111｝寄贈　　　　　　　110，730円

橋　市内神明町角に交通安全さく設置

　　　　　　　　　　　　　　157，000円

島　市立竹鼻小学校の特殊学級へ　10，000円

　　林ガパナー公式訪問に際し県内4養護施

　　設（県立乳児院，美谷学園，藤井学園，

　　県立みどり学園）に各要望された用具寄

　　贈　　　　　　　　　　40，000円

阜1）僻地小学児童に正月のプレゼントと

　　して羽子板，バドミントン，カルタ等贈

　　呈　　　　　　　　　　　　2，500円

　　2）　クラブ結成5周年に際し記念誌を発

　　刊　　　　　　　　　120，000円

　　3）県内出身の大野良之君の波航費の一

　　部として　　　　　　　　10，000円

南1）CN2周年記念に県営グランドの正

　　而に大時計塔を設置（写真右）67，000円

　　2ノ　日独修好100年を記念，【lr内の盲人

　　生を米岐中のジーグフリード’ペーレン

　　　トのギター演奏会に招待　　10，000円

垣　刃物を持たない標il吾を印刷，　ll了内並びに

　　周辺の中学校に配布　　　　　　2，570円

　　市内2個所に学童横断標識を設置

　　（写真28頁左）　　　　　　213，650円

見1）母子家庭の子弟3名に1月分の奨学
　　資金支給　　　　　　　　　　3，000円

　　2）　市内貧困家庭の幼小児逢へ黄色両合

高

桑

高

金

2C合同

枚

大

道　頓

大　阪

大　阪

大阪梅田

豊

　　ヨ弓ll曽呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53011」

山　1）姉妹都llfであるデンバーへ市内学童

　　の絵画作品150点送附　　　　19，500円

　　2）　高山図工推進協議会へ　　　5，000円

名　歳末助け合い運動に協力　　　6，200円

岡　1）　市民病院のコマドリ学級へ図書購入

　　費として　　　　　　　　’　5，000「1』

　　2）　富山盲学校へ点字図書購入費として

　　　　　　　　　　　　　　　5，0001「1

沢　1）　辺地の小学校50校へ県児」］t協会編の

　　民話，伝説の童話集各21111’宛寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　11，000円

　　2）　市内定時制高校生5名に1月，2月，

　　3月分の奨学資金を授与　　　12，090円

岡　市盲人協会ヘテープレコーダー1台寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　20，000111

阪　成人式に市教育委員会へ寄贈　30，000円

堀　1）　メルピン・ジョンズ誕生祝に市立大

　　阪附属病院ヘペッド1台寄贈130，00011］

　　2）　南区内の幼小児童へ交通安全旗45本

　　寄贈　　　　　　　　　　　9，90G門

　　3）　大和法隆寺の提塾（精薄児収容）の

　　教育施設費として　　　　　15，300円

東　1）大阪水．L隣保館へ卓球台一式とお菓

　　子200個寄贈　　　　　　15，800円

　　2）　大阪児童福祉施設の中学生卒業記念

　　に協讃　　　　　　　　　　20，000円

南国立大阪大学医学部へ・卜児マヒ用ペッド

　　1≠「【1曽呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27，500ill

　　市内北天満小学校及済美小学校の鼓笛隊

　　編成費として各5万宛寄贈　　100，00011」

中　豊中高校及桜塚両校の10名に奨学金授与

　　　　　　　　　　　　　　　　27
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八

尼

芦

姫

神

神

西

京

　　　　　　　　　　　　　　　　　10，000円

　　尾市内のボーイスカウト隊及ガールスカウ

　　　　ト団に各必要物寄贈　　　　　30，000rr

　　崎　市内の生活保護家庭で自宅療養結核患者

　　　　380名にパター半ポンド760個を市福祉

　　　　事務所を通じて贈呈　　　　　34，200円

　　屋　1）　市内優秀警官4名に感謝状及金一封

　　　　寄贈　　　　　　　　　20，000円

　　　　2）豊橋健民少年団と芦屋背少年幹部隊

　　　　との交歓会を開催　　　　　　16、000円

　　　　3）　県野ケ原養護学校へ慰問品贈呈

　　　　　　　　　　　　　　　　　5、000円

　　路　市警察署玄関前に交通安全標識塔設置

　　　　（写真右）　　　　　　　74，000円

　　戸施設児童のかるた会に市婦人児童課を通

　　　　じて寄贈　　　　　　　　50、000円

戸東市立救護院の老人169名全員にはし入れ

　　　　を寄贈　　　　　　　　20，000円

　　宮市警察署へ交通安全標識を寄贈50，000円

　　都府立盲学校に盲人用点宇タイプライター

洛

大

白

和　歌

井

笠

児

　　4基贈呈　　　　　　　　　　64，000円

陽　1）市へ交通道路標識寄贈　　5，950円

　　2）　市内民生保護家庭100世帯へふた付

　　ごみ箱寄贈　　　　　　　　　32，000円

津　1）　メルピン・ジョンズ誕生記念に市内

　　の盲人中30名に夜光杖贈呈（写真29頁左）

　　　　　　　　　　　　　　　15，000円

　　2）　市内粟津中学，近江学園，湘南学園

　　の火災救援見舞金として　　　18，000円

浜田辺市周辺の貧困家庭に年末助け合い運

　　動資金として　　　　　　30，000円

山　市内の施設児童及老人を1日サーカスに

　　招待　　　　　　　　　60，000円

原　市内交通頻繁な30箇所に交通道路標識を

　　設置　　　　　　　　　　　100，000円

岡1）市農業感謝祭にライオンズ賞授与

　　　　　　　　　　　　　　　2，50011］

　　2）　市駅前に交通安全標識を設置

　　　　　　　　　　　　　　　80．000円

島　1）　当市に就職している沖縄青少年達に

静かで眺めの良い離れ家

　　熱海伊豆山温泉
政府綱際観噸

美・晴は館　＿大。会．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撞球・卓球・喫茶室
　　　　ライオン　須賀清次郎

T肌練案内所（釣1）0568・名古鹸内所（訓449・大阪新所｛醐的89

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》　⇔ラ

　　　　　　η㌘

亭一　　　　　一づ

茎畏
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｝

西　大

玉

津

福

広

広島平和

広島鯉城
　　呉

2C合同

松

尾

米

岩

下

呉

　　モチ，図書，酒138本等贈呈　　9，150円

　　2）市内味野小学児童（昨年11月新見L

　　Cとの交歓児童50名及その父兄，先生，

　　LC役員）の懇談会を開催　　1，600円

寺西大寺高校生3名に1月，2月，3月分

　　の奨学金授与　　　　　　　　9，000円

島　市中央遊園地整備資金として　5，000円

山　1）　尼崎LCより世界・1・学児童作品216

　　点借品市内4箇所で開催　　　30，000円

　　2）　rlf内の施設へ慰問品贈呈　7，500円

山　丁1∫内定時制高校4年6名に1月分の奨学

　　金授与　　　　　　　　　　　6，000円

島　1）市内原の丘学園（児童結核療養施設）

　　ヘテレピ1台寄贈（写真右）　63，000円

　　2）　世界同胞会の開催に協讃　10000円

　　世界同胞会の開催に協讃　　　10，000円

　　世界同胞会の開催に協讃　　　10，000円

　　1）盲目少年の開眼手術施行に当り入院

　　料を補助　　　　　　　　　3，000円

　　2）　市内の盲人に杖100本贈呈25，000円

　　豊浜学寮に会員持ち寄りの新旧図書200

　　111f寄贈　　　　　　　　　　　10，00011］

永　1）松永図書館へ図書6m｝寄贈2，000円

　　2）　国鉄松永駅待合室に伝言板を作製

　　　　　　　　　　　　　　　2，000円

道　三卿lf糸崎駅の救急薬品箱へ薬品の補充

　　　　　　　　　　　　　　　　1，600「｜ヨ

子米子ポーイスカウト団へ　20，000円
国　青少年に刃物を持たせない運動に協力，

　　市内13中学校に鉛筆削り器45個寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　33，000円

松　下松警察署へ教育スライド及少年不良化

下

高

高

防止の為の基金を寄贈 7，000円

関　光林園（盲学校）に盲人杖150本寄贈

高知鷹城

福

小

門

戸

若

松　1）

　　2）　県立盲学校へ点字製本援助金として

　　　　　　　　　　　　　　　　1，500円

　　3）　市内24名の福祉児童の修学旅行に菓

　　子贈呈　　　　　　　　　　　3，000円

　　4）　高松刑務所に離舎建築資金として

　　　　　　　　　　　　　　　13，960「1ヨ

知　市内高校生に育英資金として　　3，000円

　　婦人少年課を通じて働く青少年の協力費

　　として毎月500円宛寄贈　　　　500円

岡　1）　九州大学生4名に1月分の奨学金授

　　与　　　　　　　　　　　　　　8，000円

　　2）板付飛行場及博多帝国ホテル入口に

　　例会場，日付，時間を記した掲示板設置

　　　　　　　　　　　　　　　52，000円

　　3）箱崎宮にて世界児童絵画展及万国旗

　　展を開催　　　　　　　　68．000円

倉　市内23校中貧困家庭児123名の要眼鏡者

　　に眼鏡寄贈　　　　　　　　100，000円

司　1）市内の盲人40名に夜間用杖贈呈

　　　　　　　　　　　　　　　18，000円

　　2）火事で焼け出された古城地区の小中

　　学生40名に見舞に学用品贈呈　12，000円

畑　市内10小学校に登下校のための交通整理

　　用備品贈呈（写真30頁左）　　51，100円

松1）カソリック幼稚園及天使園の火災見

　　舞として　　　　　　　　　　4，500円

　　2）市内丸柏百貨店にて日韓親善のため

　　韓国児童画展を開催　　　　　5、000円

　　　　　　　　　　　　15，00円

讃岐学園へ補助金として　1，500円
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本　市内文化ホールにて恵まれない老人及子

　　供の為に映画「千一夜物語」を開催

　　2）市内在住の身体障害者のうち盲人30

　　名に杖贈呈　　　　　　　　　11，400円

府　市社会福祉事務所へ　　　　　5，700円

分　大分清心園（養老院）に会員持寄りの衣

　　料品贈呈　　　　　　　　　　27，000円

崎　私立日向学院生及私立宮崎学園生各1名

　　に育英資金として　　　　　　2，0001［1

コ

沖

OκINAWA　tらdo口led　on　ombulonce↑o
fhe　police　s↑o｜ion．

1」1“，、、d　　．　．1川．」．；lil．，F　F　．．‘　．：1川　Fll：‘「川1．‘’日’川川

ザ　1）ハワイLCより贈られた衣類50箱を

　　ilf内及宣野村の福祉事務所を通じそのう

　　ち約20点をコザ女子ホームへ贈呈45ドル

　　2）会員持ち寄りノ）衣類（毛C口1枚）を

　　巾福祉事務所へ　　　　　　　14tドル

縄1）澄察署へ救急市1台寄贈（写真右ノ

　　　　　　　　　　　　　　2，800ドノレ

　　2、盲人福祉協会へ3人の開眼下術費及
　　方欠鍵皆を笥：1，ド『　　　　　　　　　　　　1，000　ドノレ
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多イオンズ俳壇
星野立子選

）

みはるかす大雪原に春立つと 本岡歌子 温泉煙に渦巻くもありぼたん雪　　虫明月大

温泉煙の濃くなる時のぼたん雪同

　和歌のはじめの五七五のような句である。余韻は

　どのようにも，読む人によってひろがってゆくこと

，　であろう。一面の雪野原は果てしなく目の前にある。

　今日は立春ときく。この白々とある雪野原にも春が

　来たのである。その心は，ほのぼのと湿って来る。

｝

牡丹雪の美事な写生である。その景は，はっきり

と私共の目に映り，うず巻く温泉煙の中のぼたん雪　，

　　　　　　　　　　　　　　，が私の目の前に踊り狂う。又，温泉煙が濠々と立ち

のぼった時の牡丹雪が，あやしいまでに私の日の前

に描かれて来る。
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騒翻
一i纏

難譲

麟

君が代古筆名葉

（その二）

　枚方C
音　代　湘　園

三，元永本古今集

　三井家所蔵の本書は最も年代のさ

かのぼる古今集の完本である。筆者

は源俊頼と伝えられ，その本文は誤

写が第五句にあるらしく，誤写でな

ければ他本に見ることを得ない孤立

した本文である。題には「祈」とあ

る。

　わがきみはちよにましませさざれ

　いしのいはほとなりてこけのむす

　まで

伝源俊頼の筆蹟は相当数残っている

が，果して全部を真蹟として肯定し

得るか否かはなお研究を要する。例

えば「元暦校本万葉集」の有栖川切

と尼子切とは筆致異るが，共に伝俊

頼となすごときである。元永本は高

雅な書風で元永3年7月24日の日付

が同筆となっており，分量的には

「元暦校本万葉集」　「西本願寺本舟

六人集」に次ぐ古筆界の名葉である。

「三十六人集貫之集」上に筆蹟が似

ており，そのほか藤原佐理の「筋切」

即ち「通切」，三十六人集中の人麿集

の断簡である藤原行成の「室町切」，

．俊頼の「古今集巻物切」及び「下絵

拾遺集」等に属する筆致である。散

し習1に工夫をこらした流麗な逸品で

あって，「こけむすまでに」の本文

が「こけむすまで」へ移動している

所から見ても，この本の系統は新時

代に入っている事が判る。

四，藤原佐理筆筋切

　小野道風，藤原行成とともに3蹟

と称せられる能筆である。筋切は

「古今和歌集」の断簡であるが，幸

いに賀の部が残存している。その本

文の「君が代」は次のごとくである。

　わがきみは千よにましませさ＼れ

　いしのいはほとなりてこけのむす

　まで

「藤原清輔本」「元永本」と同じ本

文であって，原形に近い系統である

ことを語っている。筋切は通切とも

称する。京都平井仁兵衛氏，京都松

風嘉定氏，東京原邦造氏，東京三井

八郎右衛門氏，大阪藤田美術館、中

村富太郎氏，福岡氏等諸家に断簡が

分蔵されているが一所有者の変遷

は未調査一最も分量の多いのは名

古屋関戸家の巻一より巻十までの10

巻である。従って諸家に分散してい

るのは巻十一から巻廿に至る巻々で，

いつの頃か相分れて諸家の手鑑や条

幅に収まったのである。しかるに佐

理筆と称せられているものは他に

「室町切」「紙撚切」などがある。

陽明文庫蔵の室町切はその筆致まこ

とに研麗暢達，連綿遊島とも称すべ

き神品で，筋切の仮名の筆蹟とは全

然趣を異にする。また益田家の紙撚

切の筆致はやや力の寵った拮屈な運

筆で，筋切とは同筆とは認め難い。

筋切の特徴は縦に罫線がある所から

命名されたもので裏に籠目があるの

で，通切とも称される。筋切は「元

永本古今集」に筆勢が似ているので

同一人の筆蹟と断定するとせば佐理

の作品でないことになり，元永の年

号に準拠して佐理袈後に年代を繰下

げねばならない。筋切と室町切との

間に似た仮名書があるとすれば，若

年と老年との筆跡に分けねばならな

い。筋切年代繰下説に従うとすれば

百年の差が生じるが，仮りに本文が

百年下降しても，古本の系統を伝え

る「君が代」と解すればその価値に

は何らの動揺をも来さない。しかし

今直ちに繰下げには賭躇する。

五，藤原行成筆御物本和漢朗

　　詠集

「和漢朗詠集」の古写本で藤原行成

筆と称するものは数種あるが，その

うち御物本が3種ある。藤原公任筆，

藤原行成筆．及び源兼行と推定すべ

き関戸本と酷以の1本である。すべ

て完本であるのは嬉しい極みである。

行成筆は粘帖装で，かつて学習院で

習字の手本に使用された。私もかつ

てある会社の万葉集講座にこの朗詠

集を手本として書道を講習したこと

がある。楷，行，草，いずれの書体

も混えてその心憎いまでの名筆は人

をして嘆賞措く能わざらしめる。

「元暦校本万葉集」巻一，伊予西条
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藩松平家旧蔵「伊予切和漢朗詠集」

近衛家陽明文庫蔵「和漢朗詠集」関

戸家蔵，三井家蔵，馬越家蔵，大口

氏旧蔵の「法輪寺切和漢朗詠集」は

瓜二つの筆蹟であって，同筆と認め

ちれる。この集の君が代の本文は，

　わがきみはちよにやちよにさ、れ

　いしのいはほとなりてこけのむす

　まで

であって徐々に中世的歌詞に近づい

て来たことを知る。

六，藤原行成筆陽明文庫本

　　和漢朗詠集i

　世尊寺流御物本粘帖装と全く同筆

であるから彼を行成筆と極めるなら

ぜ，これも権くごん〉蹟である。一

権蹟とは行成が権大納言であったか

らその筆i蹟をかく称するのである。

楷行草どれを比較しても同筆ではあ

るが，ただ前者は丁寧な運筆であり，

後者は少し丁重さを欠く感がする。

陽明本は御物木を作るための試筆か

下出：かとも考えられるが，確認はな

い。また一案として御物本があまり

に美麗に仕上ったので複本を求める

人があって，それに応じて急ぎ作成

したのが陽明本とも推察される。本

文は御物本と同じく中世的格調に近

い。

　わがきみはちよにやちよにさSれ

いしのいはほとなりてこけのむす

まで

　七，嘉禄本古今和歌集

　紀貫之が醍醐天皇に奏覧した「古

今和歌集」の原本は乙夜の覧に留め

おかれたが，撰者自身も手控として

乎許に複本を残したであろう。その

後切継が行なわれたのか，多くの写

本が巷間に流布したが，何れも系統

を異にし，その後底本を異にする書

写の度毎に多くの異本を生じ，現存

する写本だけでも完本，断簡，切等

を合せて彩しい数に上る。なかんず

く通行本として世に汎く行なわれて

いるのは藤原貞家が貞応年中に校訂

した貞応本である。その後再び嘉禄

年中に校訂したのが嘉禄本である。

　定家は古典を多く書写して，それ

が後世に伝わり，国文学に貢献して

いるが，その筆跡は一種の癖を持っ

た独特の書風で，決して名筆，麗筆，

能筆の範嶋には入らない。「御物本

更級日記」　「前田本セ佐日記」　「松

岡本金槻集」「明月記」「近代秀歌」

等ことごとくその枯淡頸妙，狩野派

の岩石画を見るごとき奇岩怪石の連

続を思わせる。　「君が代」の本文は

貞応本嘉禄本共に歌詞を同じくし嘉

禄本は定家自筆本が伊達元伯爵家に

所蔵せられ，複製本も刊行されてい

る。　「頓阿筆貞応本」は図円寮にあ

る。

　わがきみはちよにやちよにさざれ

　いしのいはほとなりてこけのむす

　まで

　八，藤原清輔本古今集

　前田元侯爵家蔵本で書入が多いが，

藤原清輔の筆蹟であるとはにわかに

断定し難い。彼は「袋草子」　「奥義

抄」などの著者としてむしろ歌学の

上に功績を残した。前田本は特別に

能筆とは言い難いが，その太字書き

と細字苫きとを交えた筆致は元永本

などに幾分通う所がある。本文は

　わがきみはちよにましませさざれ
　　　　　　　　　　　　　ム　　ス　マ
　いしのいはほとなりてこけのむす
　デ　ニ
　まで

とあって，五句目の右傍に片仮名で

「コケムスマデニ」と古伝の校合書

入がある。通宗本の系統を引く所か

ら推定して，祖本が関戸本朗詠集や

今城切と同じ源流に湖るものたるこ

とを証している。清輔本の本文が清

輔著「奥義抄」の本文と符合するこ

とは清輔の筆と判断しても差支えな

いのではなかろうか。

九，藤原俊成筆昭和切

　藤原俊成には顕広切，御家切，了

佐切，昭和切というふうに古今集の

古筆も数々あるが，昭和切が分呈的

に多く，榊原家旧蔵のこの俊成本登

一乃至巻十は昭和3年｝こ分割されて

しまった。しかし複製本が出版され

ているので，全貌をうかがうことが

川来る。定家と同じく俊成の筆蹟は

一・ﾋして直ちに識別出来る特異なllF

風で，定家よりもi欧かく細く、しか

し達筆とは評し難い。親子揃って書

道は苦］三であったらしい。為家にな

ってもう少し軟筆になる。この切の

本文も既に平安末期の伝元i‘に固定し

てしまって最終段階に入ろうとして

いる。

　わがきみはちよにやちよにさざれ

　いしのいはほとなりてこけのむす

　まで

十，拾　玉　集

京都粟田口の青蓮院に慈鎮一天
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台座主慈円一の「拾玉集」の古写

本があるから，その最初の一・葉と最

後の一・葉とを調査して欲しいと熱海

の凌寒班で直接佐々木信綱博士から

依頼を受けたことがあった。昭和24

年9月だった。帰宅するや早速出か

けて行って執事の守谷範重文学士に

会いその旨を告げた。その時丁度蔵

の整理中であるから雑然としている

ので，後日しらべて書いて送るとの

回答であった．幸い希望は容れられ

て，それが資料の一部として採用さ

れ，佐々木博士から日本学士院に報

告せられ，拾玉集の古写本について

の紀要が刊行された。拾玉集は天台

座主であった慈鎮の家集であり，天

台の門跡寺院特に慈円大僧の住した

青蓮院に古写本があるのは当然であ

る。不幸にして私はその古写本はま

だ閲覧の機を得ないが，六家集本に

は「君が代」の本文は

　きみがよはちよにやちよにさざれ

　いしのいはほとなりてこけのむす

　まで

となっており，現在ll昌和する「君が

代」のi歌詞がここに初めて近代的に

確立したのであった。

　思えば永い年月を経て伝諦の形が

色々に移動して来たが，句々の異動

はあっても全体の意義は毫も変動し

ていない。民謡風な原初の歌が時代

によって，思想の変遷によって解釈

の．上に甲論乙駁はあっても，最後に

落付く所は上代語の確固たる地盤の

一Lに樹立された真義が最後の勝利の

祝福を受ける。この歌詞ほど人問相

互の信愛と民主的意義を包蔵する融

通無碍の祝蒔歌はないであろう。終

りにのぞみ歌詞と古今集諸本の系譜

を掲げる。久曽神昇氏の説を敷行。

1一韻之蝶本「御物本醗卿集

奏覧本一
P［近衛本酬詠集

　「（教長本）一今城切

　　　　　　　　　　　ぽ

　　　　一　・麹隆竺ニコ
i

　　　　　　　　　　rましませ　までに｝

一（二条家本〉「俊成本一　　δ本
　一校本清輔本L了佐切＿　　二まで）

　（ましませ　までにノ　　　　　　　　　までラ　　　　　　　くやちよに
　　　　　　　L昭和切一　　求本
　　　　　　　rやちよに　±で）　　（やちよにまで）

一増補本一　変改本　　筋切

　　　　1二耀本

　　　　　（ましませまで）

一関戸本和漢朗詠集
　　　　（ましませまでに）

ホールインワンの記

東京C

門脇良教
　「あさかぜ」で1甘と一緒に広島

駅に着いたのは旧ろう23日の朝6時

半，s海運のS君が迎えに来てくれ

ていた。旅館「天城」で風呂に入り，

軽い朝食をとる。1君が社長をして

いるN船舶の最初の内航タンカーの

進水式が明日行なわれるので，今日

はその進水記念のゴルフ会をやるわ

けである。N火災のA支店長が迎え

に米て下さり，9時に宿舎を出る。

昨夜汽車に乗るまで東京は冷い雨が

降っていたのに，今朝の広島は雲一

点もない青空で全くの無風，小春日

和のように暖い。西条まで立派な鋪

装道路を約1時間の快適なドライブ

で広島カントリークラブに着く。

　　　◇　　　◇　　　◇

　K銀広島支店長の1さんとY課長

はすでに先着してパットの練習をし

ていた。年末の金曜1三1のせいか，ゴ

ルフ場は閑散のように見えた。

　A，Y，私のスリーサムが先発，

1，1支店長，Sの3人組がこれに

続く。エックスキューズではないが，

昨夜車中でよく眠れなかったせいか，

私は足がフラついて，どうも安定感

がない。アウトは二つも0．B．した。

　昼食にビフテキを食って出る。イ

ンは組合せを変えて私は佐川君と入

れ替り，後の組の1，1支店長の両

君と一緒になった。ビフテキのせい

か少し調子が上って米たような気が

してきた。

　13番の池越145ヤードのショート

・ホールに来る。　125ヤードはキャ

リーしなければ池を越えない。しか

もグリーンは3ヤード位の高さの台

になっている。前のホールをパーで

広島カントリークラブ13番ホールにて
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　注意

側TlO

上った1君がオーナーをとる。6ア

イアンで打ったらしい。球は少しフ

ックしてグリーンの手前で傾斜には

ねられ僅か左にそれた。私は5アイ

アンをとり出した。低くテイアップ

して打った。いい当りで真直ぐに飛

んだ。球はグリーンの手前に落ちた

ので，ショートかな，と思ったのに

真直ぐにパウンドしてグリーンに上

り，旗の方向ヘスーッと寄って行く

ように見えた。

　「ワーッ」とグリーンの上の3人

が飛び上って踊り出した。

　「入ったのかな」と思った。

ポーッとして意識がなくなるような

気がした。夢心地というのであろう

か。1支店長が寄って来て強く握手

をしてくれる。彼は私と同様ポーッ

としている1君のところへ行って握

手をする。グリーンの上では若いS

君，Y君も初老のAさんもまだ騒い

でいるようであった。昭和35年12月

23日の午後2時頃であった。

　私は自分にはホールインワンなど

というものはない，とあきらめてい

た。昭和23年に関西の広野でゴルフ

を始めたのであるが，13年日のクリ

スマスに広島でホールインワンが出

るとは，全く神のみぞ知るである。

しかしゴルフをやる人は誰しも一生

に一度はホールインワンをやって見

たいものだ，という潜在意識を持っ

ているであろう。一生に一度ホール

インワンに恵まれた人は余程幸運な

人だといわれるのだから，私は全く

幸せであった，といわねばならぬ。

　2尺位のパットを狙って入らぬこ

とが度々あるのに，145ヤードが一

発で入るとは不，巴議なことがあるも

のだ，と今になってつくづく思う。

　どこかのゴルフ場でホールインワ

ンの統計をとって見たら，約10万シ

ョットに1個の割になったそうであ

る。世界の名人サム・スニードでも

今までに8回，ミドルコフでも4回

というし，一昔前の世界の神様ボピ

一・ Wョンズは一度もなかったとい

うのはちょっと信じられないが，プ

ロのコンペティションでもなかなか

出ないところを見ると，ホールイン

ワンというものはなかなか出ないも

のらしい。

　一昔前，アメリカのどこかのゴル

フクラブの酒場で，数名のお金持の

問でホールインワンの話がはずみ，

そこの専属プロに続けて50発打たせ

てホールインワンが出たら「俺は自

動車をやる」「俺は千ドル出す」「俺

はあの別荘をやる」というようなこ

とになり，専属プロ君もムキになっ

て50発続けて狙って見たものの，パ

ーディ・チャンスはいくらでもあっ

だが，遂に一度も入らなかったとい

う物語りが残っている。

　ところが，日本にはホールインワ

ンの世界レコードというのが伝説と

して残っているそうである。一昔前，

ところは程力谷コース，何番かのホ

ールで誰かがホールインワンしたの

でテfグランドでもグリーンでも大

騒ぎになった。しばらくして次の人

が打ったら，これがまた入ってしま

ったというのである。程ケ谷の古老

に逢ったら，この話をして真偽を確

かめたいものだと思っている。

長岡地震記

長・岡C

　　　　　　十　見　正　男

　昭和36年2月2日午前3時39分に

発生した長岡地震は，その特徴とし

て，深度5，000～10，000mの間，即

ち比較的に浅い地層において発生し

たため，激震と変りなく，震度6，

余震回数58回という福井地詫に匹敵

するものでありましたが，幸いll∫街
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長岡地震の被災現場

密集地を多少離れ，奇蹟的にも火災

発生を見ず，被害範囲も4平方キロ

という一部分に止りましたが，一時

は全く人心錯乱し，空襲下の様相を

偲ばしむるものがありました。

　またその被害としても範囲の少な

い割合に大きく，中央斯界の権威者

も調査に参り、驚歎しておったほど

です。

　この事は60年来の豪雪と言う，文

守：通りの白魔の来襲により積雪は2

メートル以・Lに及び，このための家

屋の倒壊の危倶がありしところに連

日の降雪にて，正月以来1ヵ月の間

に7．9メートルも降り続け，　この被

害の発生中に加えて突如として発生

したため，誠に見るに耐えざる悲惨

な現状におかれております。

　このため市，県当局は勿論各政党

及び衆，参両議院からも視察議員団

が来訪し実情を調査致しましたが，

被害者のほとんどが単作農家である

ために，自力にての復旧はなかなか

困難な状況です。

　　　　　被害状況調べ！

　死　 者　5名　 重傷20名
　全壊家屋151戸　半壊家屋284戸

　小壊家屋430戸　公共施設8力校

　非住家倒壊59棟　罹災世帯877世

　帯　被害総額8億1千万円（2月

　10日現在）

　ただし農地，果樹園，山森の被害

は解雪期にならぬと判然としないが，

家屋被害額に優るとも劣らないもの

と推定される。

　被害者においては大人は言うに及

ばず，子供までも荘然自失しており，

家屋を失なった人々は住むにも仮小

屋を雪のため作れず，又家屋の復旧

も積雪のため至難にして，附近の民

家に疎開，または甚しいものには雪

中穴を掘りて住んだ家族もいるほど

です。

こ圭
’月

ザ宴会」に
新で優雅な設備　お手頃な　予算
お好みフランス料理はグリルワゴンドールで

渋谷・東急文化会館7・8階　ご予約・お問合せ（401）4181～5
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ライオニズムを共産圏へ

302東地区ガパナー

林 隆　行

　昨年7月，私がガパナーとして東地区を引継ぎまし

た時のクラブ数は94，会員数4，795名という記録が残

っています。当時のわが束地区でライオンズクラブの

ない県は六つでしたが，秋田県は昨年10月，千葉県は

今年2月，いずれも有力なメンバーを擁してクラブが

結成され，さらに埼玉県も川口市が近く東京クラブの

面々のご努力でわが手に陥ちるとのことであります。

いよいよわが国全都道府県にライオンズの錦の御旗が

打ち立てられる日も近いことと確信しています。

　　きてわが国におけるライオニズムの進展ぶりは，す

でにいく人ものライオンズによりいく度もくり返され

　ていますように，まさに驚異でありますがここで目を

海外に向けて頂きたいと思います。3月号のライオン

誌の報ずるところによると，またアフリカに新らしく

ライオン国が誕生し，ライオニズムは世界111の国又

は地理的領域にわたることとなったとのことでありま

す。この111力国のうちいったい日本は何番目の国と

　してライオンズ世界に登場したか，すでにご存じかと

、思いますがここで念を押しておきます。1952年3月5

日に結成された東京ライオンズクラブは，第37番1ヨの

ライオン国め最初のクラブとなったわけであります。

第36番目は51年12月のドイツ，日本と同じ52年中には

　ペル．ギー，．ブラジル，パラガイ，レバノン，モロッコ，

スコットランド，オーストリアの各国が参加していま

す。以後10年たらずの問，毎年8～9力国が協会に加

盟しています。ここで私がつねに奇異に，そして多少

の物足りなさを感じますのは，この多数の国家群フ）中

に共産圏諸国の名が一つも見出されないことでありま

す。宗教，政治を超越し，社会の改善と奉仕を目的と

するライオンズ精神に国境はない，またあり得ないと

いうのが私の確たる信念であります。

　昨年スタール第一副会長の訪日の際東京における東

地区合同歓迎会の席上でも，私はこの信念を披涯いた

　しました。これにたいするスタール氏の見解は2月号

本誌に掲載されましたとおり，共産国の協会加入が唯

一最大の望みであり，本部でも何回か努力はしたがそ

の都度失敗したということでありました。
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　ここで全国のライ．オン諸賢に借ll・llします。われわれ

の信奉するライ寸ニズムの精神は，単：三自由世界にの

み通用するものであってよいでしょうか。しかも世界

全地図がライオンズ・カラー一・色に染められてこそ，

われわれの念願とする世界平和が可能となるのです，

平和がなくて何んの社会奉仕でありましょうか．共産

圏諸国の参加協同なくしてなんの世界平和でしょうか。

そこで私は咋年暮，国際協会々長F．E．　Davis氏にあ

てて今一度この問題について本部の見解を質してみま

した。下に掲げるのは丁度会長が旅行中のためKcaton

総理事から寄せられた回答であります。

　私は戦後の対日悪感情を克服して日本にライオニズ

ムを伝播させたマニラ　クラブの諸ライオンの故事に

ならって．わが302地区から中共ちるいは北鮮の地に

ライオンズのくさびを打ちこむ人物の現われることを，

そしてその機会が早くやってくることを，ひそかに待

ちのぞんでいます。1960年はわが国が，日本のライオ

ンズが世界に飛躍する年と期待されていることを付記

して，私の提案といたします。

　　302東地区ガバナー　　　　　　　1961年1月16日

　　　　林　隆行様

拝啓　昨年の暮お目にかかれて非常に嬉しく存じます。

（中略）

御高承のとおり中共，ソ連を含め世界全域にわたってライオ

ンズクラブが出米ればという発言は，歴代のわが協会首1悩陣

からありました。そして鉄のカーテンの向うの国々，例えば

ルーマニアとかチェコスロバキアにたいして，クラブ結成の

努力が為されました，これらの国々を訪ねる機会の多いスエ

ーデンのライオンズはこの問題を慎重に検討した末，これら

の国で今許されている自111の範州では，ライオンズクラブが

たとえ出来たとして活動は出来ないだろうと報告してきまし

た。

　また私が韓国を訪れました時，北鮮にクラブ結成の可否に

ついて京城のライオンズと語り合いましたが，それは非常に

望ましいことではあるが現状では不可能だということでした。

北鮮に縁者1）あるメンバーも多く，彼らは向うからの便りを

しきりに待っているそうです。そこで私は北鮮にライオンズ

クラブき1｜i成のきっかけもつかめないか，つねに注意していて

ほしいと頼んだのです。

　貴下の着眼は本当に素哨らしく，またわが協会の綱領とも

実に一致するのでありまして，私は心から嬉しく思います。

そしてこれは私のみでなく，国際会艮および理事会の意見も

そうでありますが，貴下ならびに全ライオンが国際社会の動

静に注目していて，中共や北鮮にたいするエキステンション

開始の一番良い時期を見つけ次第，どうかわれわれにお知ら

せ願いたいと思います。　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　国際ライオンズクラブ総理事

　　　　　　　　　　　　　　　R．Roy　Keaton



春のお部屋の装いに

カーペット・タフトン・だんつう
ハンタフ・モケット・ドレープ

　　　　　　　　　　や　　　し
　　　　　　　　　慈

　　　　　　　　　　’　H　　o

本社営業所　大阪市南区安堂寺橋通4－55　電話（25）81～88
東京支店東京都港区芝田村町4番地電話（431）4166～4169
出張所札幌・仙台・名古屋・金沢・広島・福岡

　・春です9夏です……
これからの温泉行楽は……

何と云っても箱根です

冷気をふくんだ空気がうまい

　　〃07ε乙　〃〃κ0〃Zご

日本で最初の…

　豪華な温泉ホテル…

モテル箱根



　No．　D－10　額皿　　　　　（枚方クラブ製）

伝統ある陶芸家吉向松月謹製の額皿で，しっとりと

落付いた緑色地，中央に金色のマークを附し，気品と

優雅に溢れております。事務室，客間にふさわしい

贈物です。御利用下さい。直径24cm。　2，000円ヨリ

No．　D－14

　No．　D－14　オルゴール

美しい小箱でアクセサリー，バッジ入れ等に好適。

上蓋にモザイク模様とLionマークをつけ，開ける

とライオンズの歌が流れ出る素暗しいもの。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，000円

　No．　D－11花瓶
ノリタケチャイナの特選品で白地に黒の縞模様がさ

えてドッシリとしてお部屋に調和します。下方に金

地でライオンマークを入れてあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，000円ヨリ

No．　D－15

ツ

No．　D－15　寒暖計

1・・’dK・y型寒暖澱用・装食蹴ねた顕



No．　D－12

　No．　D－12　旅行用眼覚時計

7石の目覚しで皮ケース入り，ケースの表に金文字

のライオンマーク入りで，寸法は10cm四方。2，500円

　No．　D－16　置物

ボーンチャイナのライオン置物で，客間にふさわし

い豪華なもの。大，中，小あり。

　No．　D－13卓上セット
大理石にペンとペンホルダーをつけ．手前にライオ

ンマークをあしらったもの　　　　　　　1，500円

　No．　D－16　オペラグラス付手帳

一見何の変りばえもしない手帳だが，残りの部分は

ごく薄く，オペラグラスがそっくり納っている。競

馬，観劇等にしゃれている。　　　　　300円ヨリ
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鋤綱セぬ⑭ぢん了ζ白」ご

あ〆∫‘・靴の

　えんえん27台のパスが山路を駆けあがる。パスの横

腹の豊中ライオンズクラブちゃあたあないとの文字が

急峻を竜の天上するにも似て埃り（誇り）高き道を舞

い上る。2月19日，余寒酷しと言うところだが，天気

暗朗にしてこのあたり，有馬の山は春の香りがたちこ

めている。名物の笹一いなの笹原一が沿道に茂ってい

る。この笹で筆の軸が造られて名産となっている。道

路工事のため，蓬莱峡の峨々たるところは割愛したが

その昔，山つなみで大惨事をひき起した六甲川に自然

の鋭い牙のあとを恐ろしく見る。

　伊丹の国際空港をゆるりと一周一なかなか一般の人

には見せぬ空港は，ライオンズにのみ許されたものと

後で教えられた。小林一三さんの傑作，宝塚を縦断し

て，われわれの車は，ちゃあたあないと，えきすかあ

しよんの最中なのである。神代の昔，大己貴，小彦の

二神が発見したと言う有馬のいでゆはさすが天下の名

湯一特にこの湯を愛した豊太閤さんになったつもりで

ゆっくりとあたたまってくださいとの，クラブのみな

さんのお言葉で一・同宿につくなりワット湯槽におしか

ける。湯槽はいもを洗うような賑々しさとなったが，

天下の有名なるインテリジェンスのライオンの事とて

いささかも騒ぎ乱れることはなかった。湯はタオルが

たちまち茶色に染色されるほどでもないがクロールの

香りが鼻をつく。カルシュームの含有のせいか何んと

式典会場をはみ出したライオンズ，ライオネス

苧

　　　　　　　　　　　』x　　　　　　　　＜．‘

　なくザラザラとした

感じの湯だ。

　ゆっくりと浸って

いる中にライオンズ

の群も去り急に静か　　●　　●

になる。外を見わた

す。たそがれの山の

奥には木々の葉ずえ

を通して点々と灯が

見えはじめる。旅人　　豊中市原田神社の準神体獅子頭

の目を休めようとクラブの人達が特に動員した怪しげ

なべんけいが高下駄をはいて，真白い顔に大目玉を見

開いた異様な姿が未だちまたに動めいているのが見え

る。湯はあつくもなくぬるくもなく、ゆっくりと没っ

ているにはもってこいだ。

　浴場のとなりはピヤホー・ル。あさひビール飲み放題

のキャッチフレーズで舌つづみをうっているライオン

ズが群れていた。中の坊，御所の坊，兵衛の3旅宿に

分れての祝宴。会長はそれぞれの宿を忙がしげにまわ

る。中の坊だけで約600名，鈴木会長の開会の挨拶で

幕が切っておとされる。なかなか気のきいた記念品．

ことにライオンズマークを生かしたすき焼なべなど，

大喝采を博した。料理もよし，酒もよし，美妓の踊り

もよし，宴は佳境に入った．

　3月にちゃあたあないとを予定しているクラブの面

面が，この機会を逃がしてはと盛んに宣伝戦がはじま

る。お祝いもここまでくるとなかなか骨の折れること

だ。大阪地方の情のこまやかなところが惜みなくにじ

み出たこの1－1の祝宴も8時ともなるとだんだん人影が

まばらとなり最後のライオンズロアー，又会う日まで

が登場する頃には淋しいものとなった。パスのヅi吐還の

都合もあったには連いないが，座につくなりもう帰り

支度している姿の多いのには，何かしら合点のゆかぬ

ものがあった。パス群が山を去って中の坊には静けさ

が戻る。クラブの会長，幹事，その他役員と共に話し

がはずむ。事終りてほっと安心した顔のみなさんの苫
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心談は何かしら動かされるものがあった。まるで他区

大会のような大軍を集めたクラブの役員の苦心談，そ

れを芙’1［にやりとげた満足感，さこそと承る。最初は

1000名フ）予定が100，200、300とこきざみに増える。

みやげものから印刷物など次ぎから次へと増やさねば

ならぬ。が最後は断然中込を断わった。当日申込のご

ときは1名も受けつけなかった。将来，この種の集会

のためにも是罪やらねばならぬことだと平岡幹事は強

く主張する。心を動かされた苦心談の1つ1つを今後

のちゃあたあないと委員長の参考のために書きしるす

事とする。祝宴場と式典場がはるかに離れたために，

その準備に式典場は’P数しか残存せず，その他は有馬

の祝宴場の準備のために活躍していた。1800名に垂ん

とするライオンズの料理からみやげものを用意するに

はさもありなんと思う。全員それこそこの1日に力を

1主いだというわけである。

　パスの中でそれとなく語る豊中ライオンズの話しを

聞く。「私はクラブに入会するならこんどからチャータ

ーナイトのすんだクラブへ行きますわ」へとへとに疲

れて腰もいたい位に働いたライオンの話しは考えさせ

るものがあった。しかしここまで全員を協力させ感激

させるものがこのクラブの中にある事を知って，この

大きな指導力に敬服せざるを得ない。私はかんじんの

式典の事にふれていない．何んとしてもそれは書くべ

きであるが、ライオン史上未曽有の1800名動員のチャ

ーターナイトを成功させたカを先ず分析して見たい。

①美事なクラブ員全体の協カー致

②会長，幹事の仲のよい夫婦にも似た調和，意気の投

合

③スホンサークラブ池田LCの理想的な援護射撃

④適材適所がうまく行なわれたこと

⑤成功せしめようとの熱意が足に働いて、極めて精力

的にPRが行き届いたこと。特に会長，幹事の遊説行

脚は美事なものであっだ』

　スボンサークラプのL今田の努力，L杉本の計画に

かかる和紙を使用したlll「子一プログラム，酒屋の通帳

を模した参加者人員名簿一これは正確を期して2日前

に印刷したそうだ。最後のギリギリの所まで待機した

ところなど地区大会運営上にも参考にすべきものだ。

　式典にかんじんの会員が揃わない。スポンサークラ

プの会員も入場出来ないで場外で立ちんぼと言うのは

いかに来客が大勢であったためとは言え，チャーター

ナイトの立場として一考に価するが，これだけの人数

を美事に整理し，それぞれに満足させた点は敬服すべ

きものであった。会員を総動員したこの力が，願わく

ばこのクラブにいつまでも生き残って天下一の名声を

持続してもらいたいものだ。

　2月18日，晴れのチャーターナイトを明日にむかえ

てのみなさんを陣中見舞する。幹事L平岡の居城、赤

壁薬局の2階へ招じられる。10名ばかりの若き戦士が

明日の準備に忙がしい。袋に入れたり，文字を；ll：いた

り戦いはたけなわであった。会場の大池小学校はすで

に準備が完成していた。

　2月19日，定刻登録がはじまる。1800名，105クラ

ブのライオンズを僅か50分で登録させる計画を見てい

ささか驚いたが，いよいよ開幕となって美事に進むの

で又驚いた。各クラブの事務員がそれぞれの担当の部

所に置かれているので来訪者の顔も，来訪者の数もす

でに大呑み込みなので，何等てまどる必要がない。立

板に水を流すごとく行なわれた。これ賞賛すべき第1。

　第2に従来の洋風の司会と異り，司会者も会長も．

ガパナーも衣冠束帯，鎧姿だ。テールツイスターも古

えの宮人の構え，純日本式だ。前述の通りプログラム

も案内状も，名簿もみんな古典風、大きな提灯が左右

に3コ宛どっしりとぶら下り，）に賓も小さく見える位，

舞台の前の可憐．なる花が美しかったこと。

　第3に、余興が大阪音楽大学の学生達によるオーケ

ストラ演奏であったこと。純真な女学生の真撃な演奏

　　　上昔装束のテールツイスター
　　　　下　余興の一こま
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　　　式典が始まってほっと安心のライオネス

姿が心を衝った。曲目が一応聞きなれているものでよ

く了解出来たこと。万才や奇術などでなく，ライオン

ズらしく智的に撰ばれた事が賞賛の第3。（天国と地

獄，金と銀，ラデツキイ行進曲など）

　第4に賞賛されるべきこと，時間が司会者の円滑さ

に助けられ，最初心配していたほどのおくれもなく後

半取り戻せたこと。

第5に，昼食に伊丹国際航空場の航空食をもってきて

思いを遠く，高きみ空にまで蓮んだこと。

　第6，来賓に代理がなくみな正真正銘の本人であっ

たこと。豊太閣の豊をとって村の名前としただけあっ

て，豊中のライオンズも太っ腹の方々が多いと見えて

ラッキーカードを開いてみると，電気洗濯機，冷蔵庫，

半年分のパヤリースオレンジ，足袋など豪華な贈りも

のにやんやの喝采がおくられた。

　この日のファイン73万円，これもけだし豪華版であ

った。チャーターナイト記念事業として，時計台その

他を市に寄贈など40万円に達するもの。けだしこれこ

そライオンズの使命。貝島ガパナーの洒脱な祝辞は雄

弁に30分もつづけられて，ライオンズの使命を強調さ

れる。ライオンズの使命は陣羽織をきる事でもなく，

1800名を集める事でもなく，実にこの仕会への奉仕で

あることを力説されてライオンズをひきしめる。∫副麦

の中村DGのぼたんに唐獅子の話は軽く人々の心にし

み込んだのであった。

　「何から何までこのちゃあたあないとは日本式であ

りますので，私もライオンを獅子と呼びたいと思いま

す。昔からぼたんに唐獅子と言う言葉があります。ぼ

たんにもいろいろあります。カフスボタン，洋服のボ

タン，押すぼたんなどボタンがとれていますとしめく

くりがなくなります。又一寸押し間違うととんでもな

いボタンがあります。世界を滅亡させてしまう恐ろし

いボタンもございます。獅子の仕事はこんなボタンを

押させないようにする事でございます。

　本日世界15，000のクラブの仲間入りをいたしました

このクラブの誕生日に，私はこのボタンの事を申し上

げまして，どうぞ世界の平和のために御尽力を願いた

いと存じます。

　世の中のしまりのつくようにボタンをつけ，又恐ろ

しいボタンは絶対押させないようにいたしたい。」

　摂津の国，ちゃあたあないとの事はけだしこのライ

オンズの世界的使命を果させる事にあるようであった。

史上未曽有の大ちゃあたあないとの事も中村先生のお

話で落ちつく所へ来たのでありました。　　（M．0．）

，白

■■一■　　　　　　　　　　　㎜1

　　　　　ライオンズクラブ旗
　　　　　　　　　バナー・横　幕
　　　　　　　　　垂　旗・タスキ
　　　　　　　　　帽　子

　　　　　　　創業70余年専門メーカー

●

‘ ‘　・．

平岡旗製造株式会社

●

　　　　　京都市下京区四条通西洞院東入ル

　　　　　TEL　（22）　809・1500
各地ライオンズ・ラブ様よ・御用命を賜り感謝致し居ります。
　　　　御一報賜り次第カタログ御送り申上げます。
　　　　　（バナーの図案も考案させて頂きます）
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語リ手束竜太郎
　　（関東C名誉会貝）

聞き手岡野昌長
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ン～／－’昌“∨、　，「ン、z～｛　　　　　　　　　、1w＞

一A’’’”・A一へAA〔
一へくく≠／一へヘへヘハ（’〔＾一（一　　　　　　　　A
　　　　　　　　いろいろと例えば東京の交通問題，人口問題もあり

　　　　　　　ますが，今日は焦点をオリンピックの方にしぼってお

　　　　　　　話を承わりたいと思います。われわれライオンズの中

　　　　　　　にも昔運動選手だった人がかなりいるのですが，この

　　　　　　　間集まりまして何とかしてこの選手強化を，ライオン

　　　　　　　ズで資金を出し合って援助したいという申し出もあっ

　　　　　　　た‘か世界平和とか都市美化とかが私どもの使命でも

　　　　　　　ありその面でも，ライオンズとしてこれから御援助す

　　　　　　　ることもあると思うのですが……

　　　　　　　それは大変有難いことでして，オリビックはいう

　　　　　までもなくスポーツの大きな国際競技ということが本

　　　　　質ではありますが，問題は世界選手権競技とはやはり

　　　　　違った，それ以上の使命をもっているものなのですク

　　　　　ーベルタンがこれを始めた時は普仏戦争があったり，

　　　　　ヨーロッパの風雲が非常に急で，国民がお互いに猜疑

　　　　　の目で見るという時代だった。ことにフランスはドイ

　　　　　ツにこっぴどくやっつけられた時で，クーベルタンの

　　　　　考えの底には丁度われわれが戦争直後に経験したよう

　　　　　な状態があって，青少年が将来にたいする希望を失な

　　　　　って自暴自棄になり，社会的にも道徳的にも非常に乱

　　　　　れた時だったと思うのですが，そういう風潮の中にあ

　　　　　ったフランス国民を奮起させたい，それはスポーツと

　　　　　いうのがいい方法じゃないかと考えたのでしょうね。

　　　　　当時はフランスよりイギリスの方がスポーツにおいて

　　　　　は先進国だったに違いないので，そういう国の状況を

　　　　　見たり研究しているうちにだんだんと視野が広まって

　　　　　きて，単にフランスのみでなく，スポーツのフェアプレ

　　　　　イの場で各国の若い者が接触し合ってお互いの理解を

　　　　　深めることが，世界平和を進める一番よい方法ではな

　　　　　いかというので、昔のオリンピアの競技のことに思い

L東竜太郎略歴
　明治26年1月大阪生，大正6年東大医科卒，同10年

ロンドン大ユニバーシティカレッジにて物理化学及生理

学を専攻，同15年学位を受け助教授を経て昭和9年教授

に進み，來京高等体育学校長，南西方面海軍民政府衛生

局長，厚生省医務局長，茨城大学長を歴任，同35年東

京都知事に当選。主著「スポーツと共に。」現在医学博

士，東京都知事，東京大学茨城大学各名誉教授，国際オ

リンピック委員，日本水道協会会長。東京関東ライオン

ズクラブ名脊会員。　（チャーターメムパー）

　　　　w∨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞V

～　　　　　　　　　　　　　　　〈A∨（（A（　へAAA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AAA－A

　ハハ／A　　　　　へA〈〔A（ハ．〈AA〈　　　　　’戸’A〈ヘーA

ついたのですね。ギリシャは例の都市国家ですから都

市国家間の戦争もあったのですが，オリンピックの行

事のある時は休戦して，ギリシャのどこからでも安全

に旅行ができる保障が与えられて，皆がスポーツ々い

う場に集まってお祭りをするというのですから，そう

いうことを考えると昔あったオリンピック競技という

形の国際的な青年0）接触の場を作ることが，将来の平

和に一番いいのではないかとクーベルタン自身の考え

が成長して米たのだと思います。ですから本質的1ここ

れは平和の運動なのです。

⑪五輪を転機に新らしい東京へ

　　　ところで世界中をお歩きになって御承知のように，

　　あちらでは実に町がきれいですね。この間私が見てい

　　ますと，自動車の運転手がわざわざ窓を開けて鼻紙を

　　道路に棄てているのですね。それから写真を撮る時に

　　あのフィルムの袋を破いてバッとその辺に放る，そう

　　いう面で町をきれいにするという努力が非常に足りな

　　いようです。これを呼びかけてライオンズの一つの大

　　きなアクティビティとして，このオリンピックを目標

　　に都市美化運動をやりたいのですが，いかがですか。

一それは非常に結構ですね。このオリンピックが果

してどういう効果，影響をもたらすかについていろい

ろな考え方があるでしょうが，要するにこれが現在の

日本にとって東京にとって，蘇りというか起死回生と

いいますか，私はこのままの状態で東京を放っておい

たら物質的にも精神的にも二進も三進もいかなくなる

と思います。そういうことを考えますと，これが一つ

の転機となってですね，新らしい東京というものの方

へ動いて行く動機になる，またそうでなければオリン

ピックをやる価値は半減する。これを立派にやりとげ

ることは，日本なり東京なりの国際的信凧地位が高

まることと同時に，それ自身東京にとって非常にいい

転機になると思います。これだけ多くの外国人を迎え

るのですから，立派にやることの一つは受入れ態勢が

出来てなくてはならない。施設の面のみでなく東京都

そのものの今の姿が，外国人に恥かしくなく見せられ

るものではない。この姿をわれわれは直さなくてはな

らぬ。それには今の町の美化があります。

　　　こんど道路予算が大分大きく増えたとかですが，道

　　をいくら良くしてもそこに住んでいる人の気持が変ら

　　なければ，相変らず平気で物を棄てたりしますね。

一そうなんです。結局これは広い意味での社会教育
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ですが，これはなかなか一朝一夕でやれないので，絶

えずやってそのうちに慣い性になるのでしてね。ヨー

ロッパやアメリカの町がきれいだといいますが，何も

百年前からきれいなわけでは私はないと思うのでして

われわれが今は汚ないからといって決して悲観する必

要はないのであって，今から2年3年の問にみんなでだ

んだんその気持になればこれは何でもないことですよ。

⑪オリンピックムードの醸成

　　よく新聞などを見ますと，受入れ態勢もできてない

　のにという批判も出ていますが，今おっしゃるとおり，

　　これを転機として東京が新らしい一つの飛躍をすると

　　いう意味で，確かにいい機会になると思いますね。

一私は必ずそうしなければならんと思います。今の

はやり言葉でいうオリンビックムードというものが今

のところないのですね。このムードを作りあげること

が今のわれわれが一番力を尽さねばならんことです。

それには社会教育的な面もありますし，またPRとい

うようなこともありますが，それは東京都自身がつね

に先頭になったり中心になったりしてやるというので

はなく，あらゆる機関なり組織が同じ方向を向いて動

いていかせることがわれわれの努めなのでして，従っ

て東京都としては考えられるいろいろな組織等に働き

かけて，御協力を願うように計画しています。その中

にライオンズやロータリーに対しても早速考えたいと

思います。

　　　ライオンズは交通安全とか交通道徳というものを世

　　界的な運動としてやっていますし，知事さんもわれわ

　　れの名誉会員になって頂いていますので，この機会に

　　ぜひともライオンズも東京のために，私たちの町のた

　　めになりたいと思います。町を愛するということ，自

　　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆、〆一／／　〉L”、・．！　（〔’＾’〔一

　　　　　　　一〉、・、・、’、＞W）V＞》＞V）L／ン　’　プ　・’～　s　一　ノ　ン）’〉、

　　　～＞＞一）＞＞）〉∨〉∨∨　’ノ〉　，　・・）、　、　一　、　】　　　　　’　一　！ゾ）ン〉ゾWV

　分たちの町だという気持が今足りないのではないかと

　思いますね。そういう面でもこのライオンズという世

　界的な団体を一つ使って頂きたいと思います。

一わかりました。具体的にどうしたらということに

ついて御相談なりありましたら，いつでも喜んで御協

力します。都市美化運動も現在あるいろんな組織を動

員してやるつもりにしていますが，それとは別の，縦

の組織があれば横の組織でというふうにやることが徹

底するもとですしね。ぜひライオンズの積極的な御協

力をお願いします。

　　知事さんとしまして，われわれ都民にたいしオリン

　　ピックについてはこういう心構えでありたいとか、こ

　　ういう風にしてほしいとかいうことはございませんか。

一一ﾉめて基本的なことですが，この大会は東京都が

招聰したのですから都民としてはそれに全面的に協力

して頂きたいということは申すまでもないことですが，

そこでしばしば誤解されるのは東京がやるんだからほ

かの府県は関係ない，東京が勝手にやったらいいでは

ないかというように考えている人が多いのですが，そ

れでは困るのでして，これは東京大会とはいいますが

日本国民が招いたものであり，もっと広くいえばアジ

アの各国全部がぜひ東京でということでやっているの

ですから，少なくとも日本としては国民的な世論の上

にそれが行なわれねばならない。そういう意味で全国

津々浦々までこれをよく理解し，協力してもらうとい

う態勢を整えねばなりません。私どもとしては少なく

とも東京都に早くそのムードを盛りあげて，今から3

年間もちつづけて，だんだんと尻上りでもっていかね

ばならんという大きな任務をもっている訳です。

　　資金の問題は？
一これも私はそう心配しておりません。今資金財団

　ぷ

瑛
カロi犬

’国鷹観顯蟻，

梧

ライオン　　新
　　　　　・隷’1

関西随六（一嚥本場
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　　　　　　　　　　　　ニ　ノレ　ノシば　ノソげ　　　　　　　らへ

　　　　で集める必要を感じておられる金は40～50億程度で・

　　　　これもみんながこれに協力して，皆でこれをやるんだ

　　　　から皆で応分のことをしようというふうになってくれ

　　　　ば，何しろ人口が多いという強みがありますからね。

　　　　これは計算だけですが，とにかく9千万人の人が毎日

　　　　1円で9千万1llですからね。しかもこれから3年間の

　　　　うちですから何でもないことで，結局実際の方法より

　　　　もやはり日本の国民の心の中にあるというわけです。

⑪選手の強化育成

ン　　ン　）W＞L∨V＞　、’　u「〉　＾

　　そうしますとわれわれの考えています選手強化案も

　　そんなに心配しなくていいでしょうか。

一これは昨日も組織委員会で問題になったのですが，

選手の強化ということは今度のオリンピックを成功さ

せる最も大きな要素です。私がつねにいうことですが

アマチュアスポーツの世界では外国からお客さんを招

んで試合をする場合，招んだ方の主人側が強いという

ことが唯一の儀礼だと思うのです。その意味でも強く

なくてはならないし，同時にまた強くなければ国民企

体の意識も上りませんしね。それには今までやって来

たように出てくる選手を待っているのでは駄目なので．

こっちから出て行っていい選手を探してこなけりゃな

らんのですね。全国津々浦々まで立派な選手を，オリ

ンピックに出られる出られないは別問題としても大勢

のいいものの中から選ばれるのですから，自分の村か

ら自分の部落から職場からという風に，みんなでこの

強化という方向に働いてもらわなけりゃならんという

，わけで，昨日も各府県，市町村すべてにたいし私から

一手紙を出してくれというので今準備しています。そう

いうわけで，これは行政区別の末端への組織ですけど

今おっしゃるライオンズの方々がやられるというのは，

　　ソリ　ね　き　　シ　ざ　ヒ　ヒ　ト　　　　　マ　こ　ト　　　　しマ　ド　　ヒ　メセ　ボざ　　　　　　も　ロ　げ　ザ　コ

ズ　職　場　訪　問…一戸一一一一…　　　一・一

　それはまた横断的なことになってまことに結構なので

　して，具体的な方法など専門のそれぞれの競技の委員

　というのができてやっていますからそちらに連絡して

　おきます。どんな方法でも，或いはどんな立場でもブ

　ロックでもいいのです。1人でもいい選手を見出して

　それを作りあげることに努力して頂けばいいのです。

　　　　われわれの一番気になっていますのは東京のこの交

　　　通地獄ですが，これはオリンピック前にはどうしても

　　　解決しなくてはいけないですね。

　一エエ，これはオリンピックの有無にかかわらず早

　急に解決しなけりゃならないのでして，まだ実施には

　至っていませんが昨年の8月に都の条例で首都交通対

　策協議会というのを作りまして，そこでさし当りやる

　べき交通規制について審議してもらい，その答巾は先

　だって受けたのですが，実施に移すについてはいろい

　ろ関係部門があるものですからその間で今調整しても

　　らっています。なお引続いてその審議会でいろいろ部

　会を作ってそれぞれ研究してもらっています。まあ根

　本的には道路を作ればいいのですが，なかなかそう簡

　単には行きませんし，先きほどもいいましたように結

　局みんなが交通問題を自分で解決しようという気にな

　ればいいので，今まではそういうことを人がやってい

　　るように思っていて，いわゆる「我関せず焉」といいま

　　すか，自分は自分だけというようなところがいけない

　　のでして，みんながその気になって協力してやればそ

　　れだけでも相当解決するのです。

　　　　確かにオリンピックはそういうことを反省したり実

　　　行に移したりするのにいい機会ですね。

　　一そうなんです。ですから，やったあと東京都とい

　　うものがこれで先ず違ったじゃないかというふうにな

　　っても’らいたいと思っているのですがね。

》　∨　　∨　））∨〉～）　ン～
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，　　∨　）　、〈「）〉　ノ　　11“　ンー

湯

野天風z

ライオン 市川喜八朗

河
，θ

↓皿 泉

儒

TEL（湯河原）　（代表）2511～25155
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ライオン誌を読もう

久留米C

井　上 束

　ライオンズのスローガンにIntelligence，インテリ

ヂェンス，知性というのがある。ライオンズヒムの歌

詞にも唱っており，ラィオンズクラブの歌にも「叡智

のきつな」とたたえている。およそ人間完成の条件は

幾つかあろうが知性も大切な条件の1つである。豊か

な知性は，必ずしもその人の教育課程に比例するもの

ではなく，むしろその人の日頃の心掛の賜物ではある

まいか。あらゆる機会をとらえ年代をかけて知性を高

める人もあろうし，読書によって知性の昂揚を積む人

もあろう。

　外国人は日本人の読書に感心するという。実際乗物

の中なぞ老幼男女を問わず「かつぎ屋」さえも本を読

んでいるのを見受けるが，要はその本の内容である。

肩のこらない週刊誌から低俗な講談本もその人それぞ

れの好みであろうが，知性の酒養の糧とはなり難いで

あろう。それはとにかくとして，読書に親しむ習慣を

つける事が大切である。本と取り組まねばならぬ職業

人は別として，日頃多忙な実業家には読書の寸1暇を持

たない人もあろうが，又読書の楽しみを体得していな

い人もあるかも知れない。そういう人がもしあったと

したら，ライオン誌The　Lionの写真を先ず見ること

をお薦めする。そうすると説明を読みたくなる。読ん

でゆくうちに本文も読んで見たくなるものである。か

くてその人は何時とはなしに読護：に興味を持つことに

なりライオンズの知性豊かな人となるであろう。

　ライオン誌の執筆者は，国際協会やn本地区のお歴・

々も必ずしも学者ではない。種々の職業の階層の人達

であるが故に，その述べるところは皆珠玉の価値があ

り知性のソースである。更に又ライオンズ会員の知り

たがっていることが詳しく親切に説明してあるので，

ライオン誌を読むことにより立派なライオンに成長す

ることにもなる。

　ライオンズ会員は，各クラブの華々しいアクティビ

ティを仔細に目を通して頂きたい。そして新たな創意

を練って，わが久留米クラブのためにどしどし進言し

て頂きたい。ライオンズ諸君ライオン誌を読もう。

こ

涛

1∨へ

≡

じ・

お買求めの節は中味をご覧下さい……

iiiiiiiii

ハ⇔フォームデラックス

この素晴しさを・……・…

お隣へもどうぞ
手入れがいらない！打直しもいらない！

ほこりが出ない！クッションは最高！

etc．etc，やっぱりハマフォームは
最高のおふとん。

お使いになったこの素晴しさをお隣りや

お知合に是非おすすめ下さい。

フォームラバーの最高級品！ノ

日1零07■■白
　　　弓芦号・”」7工

識鵠況記
覇宕織告㍑
禽●島●●●哨

　他社デラックス

株式会社　ハマゴムストアー
本　社東京都港区芝Ill村町5／7　　　　1じ、｝‘「i（501）イC2ξ7111・7121・7131⇒7141∫珂線540－3

銀座支店　東京郡‘1．央区銀∫4t8／2　電話銀「’1｛（571）2978～9

×手町支店　※京都千代m区大乎町1／4　大手町ピル地下二階
　　　　　　　　　　　　　　　　　電3舌　（201）0947
池袋支店東京都“島区池袋東1／50電話（982）7633
福岡支店　編岡市東中洲町212　電循（2）4814
名古慶支店　名古甲市中区南大津通り2／7　電話　（24）　1848
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そして知性を高めよう。（久留米C会報22号より）

讃ライオニズム．
広島C

阿部　幸　次

　早いもので，私がライオンズクラブに籍をおいてこ

1の11月でまる5年になります。その間，無欠席100パ

ーセントの出席をする事ができ得た事は，何といって

もライオンズの持つ偉大な理想と友情，自由の精神が

私の身にぴったりとしているともいわれましょうし，

その力がそうさせたと思います。

　熱烈な奉仕観念に燃えるライオンズのメンバーの組

織と，築きあげられた世界最大の奉仕団体であるとい

うプライドが指導理念といいますか，各個々のクラプ

メンパーの協調する生命であるからでしょう。私はこ

のライオンズクラブの優れた美点を考えます時，会員

はすべて対等の位置，平等の立場にあり，共通の基盤

の上に立ったライオニズムによって，お互がしっかり

と結ばれ，あらゆる職業の人々がそれぞれ本分を心に

・持って，このクラブの発展に努力しているからではあ

りますまいか。誰がガパナーであり，又は会長であり

幹事であっても，これは誰かが何時か必ずやらねばな

らぬ役であって何も特別な階級的な上下のある役でな

く，それぞれの会員が偉大なる会員であるという事を

’自覚し激励し合わなくては，完全なライオンズクラブ

の構成体はでき」二らないと思います。

　国際ライオンズの創始者，メルビン・ジョンズ氏は

40数年前「先ず他人の事に尽す事なくては，この会は

・伸びないであろう……。ライオニズムの主な目的は，

．人類に対して兄弟愛に根ざした愛と理解の原理を説く

事である」といわれた。このような崇高な目的を持っ

た主義主張を同じくするライオンズメンパーの実践に

努力する事が，如何に偉大な尊いものであるか。これ

らは全世界の何処にも見出し得ない事であります。奉

仕の精仲の涌養に努力する事が，われわれの務めであ

り，ライオニズムは社会や人類に貢献する人々の集り

’でなくてはなりません。

　人間は下等動物でないが故に，ルールを作る事がで

きる。そしてそのルールを知性と教養によって守る事

ができ，これ以上に超越したものを生み出す事ができ

ます。ライオンズクラブには，ライオニズムの真髄を

謳ったルールがあります。そ

のルールにのっとって奉仕の

念に燃える献身的な人々の集

りが結ばれてこそ，いわゆるライオニズムの真髄とい

えるでしょう。このルールを守り得る人々は，ライオ

ニズムは世界の人々の心と心の障壁を突き破り，世界

に平和と同胞愛とそして相互理解の新しい理念を創り

出す偉六な能力が有ると確信を持つものであります。

　　　　　　　　　（広島3C会報No．25より）

長い幹事をやめて

岐阜C

所 光　弘

　そうですか。もう5年になりますね。月日のたつの

は本当に早いもので，あの当時つまり発会当初は胸に

ライオンズのバッジをつけていると皆さんからそれ何

ですか，へえライオンズ。面白い名ですな何する会で

すかとか，又九州路では今は大洋ホエールズ三原監督

がひきいる西鉄ライオンズの後援会と間違えられたり，

その他随分いろいろの事があったものでした。ですか

らメンバー同志の親近感はなかなか強く，汽車の中で

お互いが会ったりするとすぐ何処のクラブの誰ですと

名乗り合い，おたくのクラブはどんな活動をしておら

れますか等・と尋ねたりしたのでした。

　今では大きく生長発展し当時の話をしても本当にし

て貰えない位です。初めて一宮クラブ結成の御世話を

した時はとてもうれしう御座いました。それからは大

垣，岐阜南等々と一口で言えない程のエキステンショ

ンをしましたが，とりわけ最初の感激というものは忘

れられないものですね。クラブの運営ですか。これは

すべて小寺元会長の指示をあおぎ真面目にコツコツと

努力しただけです。そうしてL茂原と絶えず相談をし

っっ，皆さんにどうしたら喜んで貰えるか考えたので

す。出席率100％，デラックス奉n：’拝業も私共が企画

し今やわがクラブは日本超一流にとどまらず国際的に

知られるようになっております。そうです，私は丁度

西部の開拓男の役でした。ささやかですが泥にまみれ

た努力の上に立派に出来た近代社会，それが岐阜ライ

オンズであり，EI本ライオンズであります。そしてパ

イオニアのみが味わうひそかな喜びを全身で感じつつ

末席をけがしております。（岐li1C5週年記念誌より）
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部落民に医療診断 登別c

日の当たらない人たちに「愛の光を……」と慈善運動

に乗り出している登別ライオンズクラブでは29日，会

員の医師4人とサンタのおじさんも加わって札内開拓

地を訪れ，・卜学校で医療診断と，一足早いクリスマス

プレゼントをして開拓者の家族たちを慰めた。登別ラ

イオンズクラブでは本部のパースタール第一副会長の

来日を記念して，去る11日札内小学校に救急セット1

箱を贈って喜ばれたが，この第1回に現地を訪れたさ

い，井上会長が岡田校長から部落の経済状況や要望事

項をきいたなかに医療検診や診断の回数をもっとふや

してほしいときかされ「できるだけお力添えをします」

と約束したのが今回実行されたもの。

　当日は会員のなかから精神神経の千葉，外科の伊藤，

　内科，小児科の深瀬，歯科医の藤崎各専門医がそれ

　ぞれ午後の往診時間をさいて小学校にかけつけた。

　札内部落でも各専門医がそろって無料診療の奉仕に

　出向いてくれたのは今回がはじめてとあって，午後

　4時ごろまでに50人ほどの部落民が慈善診療を受け

　て感謝された竺

一方，医療班と同行した10人の会員は，岩原会員がサ

ンタクロースの姿で百人分のみやげ物をどっさり抱え

「この前にきたとき約束したおみやげ物をもってきま

した」と，小中学校の児童生徒や受診にきた乳幼児た

ちにクリスマスプレゼントをしたが，サンタクロース

をみるのが初めてだという子どもたちばかりだけにみ

んな目をパチクリさせて大喜び，またこのおみやげの

ほか，菱川会員がクラブを代表してノートや文房具代

として現金5千円を岡田校長に千渡し，校長先生も二

重三重の贈り物にすっかり恐縮していた。

　　　　　　　　　　　　　　　（11月30日　室蘭民報）

ミシンを3台 宮崎C

宮崎ライオンズクラブ（古賀作会長，会員70人）は歳

末助け合い運動の1つとして7日宮崎中央授産場にミ
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シン3台を寄贈した。同授産場には母子世帯26人が働

いている。ミシンは20数台あるが，13年に購入したも

ので古くなりほとんどが使用不能でllf福会にミシンの

購入方を要請していたやさきだった。

　思いがけない新しいミシンに働いているオパサンた

　ちは「これで手内職もすすみます」と喜んでいた。

なお宮崎ライオンズクラブでは先に宮崎消防署にポン

プを，宮崎ポーイスカウト隊に食器一式を贈るなど積

極1杓な奉1」：活動を続けている。　（12月8日　日向日n新聞）

3施設へ贈りもの 渋谷C

渋谷区の奉仕グループ「ライオンズクラブ」（松本博

会長）では会員の募金により次の団体へ毛布，フトン

8ミリ映写機などを「年末助け合い」の行事として贈

る。9日午後零時半から東急ゴールデン・ホールで寄

贈。昼食会を開くが，贈られるのは，東京医療少年院，

福田会，聖ヨセフ幼稚園の3施設。

　　　　　　　　　　　　　（12月9日　朝日新聞東京版〉

鉛筆ケズリ贈る 宇部C

宇部ライオンズクラブでは青少年に刃物を持たせない

運動に協力して，宇部市内公立中学校の各学級に鉛筆

ケズリをおくることにし，総計230個（約12万円）を

11日手渡すことになった。この鉛筆ケズリには「やめ

よう刃物の持ち歩き」と書いたクラブからの寄贈の言

葉をそえることにしているが，9日水田クラブ会長か

ら星出宇部市長に寄贈，目録を藤本宇部警察署長の立

会いでおくった。　　　　　　　　（12月10nウペニチ〉

市に植樹目録贈る 名占屋南C

名古屋南ライオンズクラブは伊勢湾台風で緑を失った

港区港北，南区道徳両公園を選び，7万3千余円をか

けて11月末からサクラ，ツツジ，モクセイなどの苗木

209本を植樹していたが，手入れの終わった9n朝，

伊藤貴一会長ら代表10人が公園を回り，港区役所で井

上市土木局長に植樹の目録を贈った。

　　　　　　　　　　　　（12月10日　毎日新聞名古屋版）

交通整理ご苦労さん 札幌’エルム2C

「交通整理ご苦労さん」と10n，ライオンズクラプが

市内の小学生に黄色い帽子や警笛を贈って励ました。

これは登校中の事故をなくそうと毎朝，学校周辺の横

断道路で交通整理をしている小学校の子どもたちに今

後も事1文防止に協力してもらおうと札幌ライオンズク

ラブ（三井武光会長）が黄色い帽子，エルムライオン



ズクラブ（小原正生会長）が警笛と腕章を230人分ず

つプレゼントしたもの。

　午後1時過から市民会館で贈呈式が行われ交通整理

　をしている市内23校の小学校を代表。中央創成，西

　創成，豊水大通4校の男女1人ずつの児童が三井，

　小原両会長から10万円相当の贈り物を受けとった。

「これからもがんばってね」とライオンズクラプのお

じさんたちに励まされたよい子らは「はいッ」と元気

いっぱい。さっそく帽子をかぶり，腕章をはめて交通

整理のおまわりさん気取りだった。市教委では23校に

10人分ずつ配分する。　　　　　（12月10日北海クィムス）

加賀市で世界児童絵画展 加賀C

世界小学児童絵画作品展と加賀市江沼郡小中学生絵画

作品展（加賀ライオンズクラブ主催，加賀市教委，加

賀江沼教育振興会，北国新聞社後援）が14，15の両日

加賀市教育会館で開かれた。

　世界小学児童絵画作品展は，ベルギー，ウガンダウ

　ルンディ，スイス，アイスランド，西ドイツ，フラ

　ンス，日本の小学生が書いた絵画116点が出展され，

　また加賀市沼郡内小中学学生絵画作品展は描画，デ

　ッサン，デザイン，版画の4部門にわかれ，36の小

中学校から4点から5点が出展された。

　　　　　　　　　　　　　　（12月11日

16小中校に地図を

北国新聞）

名古屋C

名古屋ライオンズクラブは13日，中区の小中学校16校

に畳2枚分ほどもある大きな世界地図を1つずつ贈っ

た。どの学校も最新の地図を社会科の教材にほしがっ

ているのを聞いて，このプレゼントとなったもめ。同

クラブから代表約10人，小中学校から5人の校長先生

が午後2時に中区役所4階の会議室に集まって贈呈式

が行なわれ，須江侯三会長から前津中の小島校長（中

区校長会長）に手渡された。（12月14日毎日新聞名古屋版）

若草寮に音楽慰問 新潟C

4日夜6時半新潟ライオンズクラブの仲村洋太郎さん

など数人が，1月27日から新潟市にツエをとどめてい

るアメリカ人の禅僧エマヌエル・シャーマンきん（44）

とともに新潟市川岸町の若草寮を音楽慰問に訪れた。

シャーマンさんはギター片手に，上手な日本語で「夕

焼け小焼け∫赤い靴」などの童謡をごひろう，仲村さん

が尺八で伴奏をつけ，子供たちもいっしょに大声でう

たい出して，楽しいひとときだった。（2月5日新潟日報）

産業発展の原動力〃
徹底した品質管理・優秀なる生産技術・充実した機械設備1より

生れる大阪ケーブルの製品は広く各産業部門に採用されています。

営業品目

油浸紙絶縁鉛被電力ケープル

コム絶縁鉛被ケ　プル

鉱山用電力ケ　プル
信号用油紙ケ　プル
合成ゴム絶縁電力ケープル

大阪ケーブル株式会社
　　　　取締役社長　　」．堀猛太郎（大阪南C）

本　　社大阪市西成区七丁目　○　　　　　電話　天下茶屋⑯六八五一番（代表）
東京営業所　東京都港区芝浜松町一の一一
　　　　　電話③〇七六一・〇九六五番
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一広島3LC一

会員の汗のアクティビティ

長　崎 孝

　広島，鯉城，平和の3LCでは，咋年12月13日よ

り6日間，「第一回年末助け合いライオンズバザー」

を，福屋百貨店において3LC共催で行なった。何

分初めての催しでその成果が案じられたが，予想以

上の盛会裡に終了し，バザー収益実に30余万円をあ

げることが出来た。これにより毛布300枚を購入し

て，寒さを迎える施設の子供達に毛布を贈るという

輝やかしいアクティビティを実行したので，提案者

の一人として報告し，ブラザークラブの御参考に供

する次第である。

　〔趣旨〕現在アクティビティの資金は，主として

ファイン収入および会食費の残金を当てている。ま

た場合によっては，会員個人より一人当り何円とい

う具合に拠金して行なわれている。しかし，クラブ

で何か事業をして，会員個々の汗により生み出され
　　　　　　　　　ヘヘハ　　　　　　へ　へ　ヘハ　ハ　　ムぞ
㌘金歪三乙なエ慧乙で窯惹哀ゑ汲，一層理想的

と考え，バザーを行なうことになった。

　なおアクティビティにPRはつきものであるが，

バザーと同時にライオンズのスローガン，アクティ

ビティの実際をパネルにして，一般市民に理解して

頂くことに努めた。

　即ち，バザー収益によるアクティビティとLCの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ⑰B酬として，ライオンズバザーを行なった。

　〔名称〕　「ライオンズバザー」としたが，他に

「ライオンズ祭」「ライオンズ展J等の名称も考え

られた。丁度年末だし一般的にうけるだろうという

　初日テープ切りの後広島市長を会場に案内する各L
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ので「バザー」ということになったが，　LCのPR

と会員並びに家族の製作した絵画，陶器，手芸等の

文化的な出品物を主体としたので，ライオンズ祭の

方が文化祭流行の折から良いかも知れない。

　　〔バザーの実際〕開催初日午前9時30分，浜井広

島市長夫妻によりテープ切りが行なわれ会員並びに

報道関係者の出席のもとに開会した。それと同時に

一般のお客がつめかけ、たちまち展示の数点は赤紙

が貼られてしまった。2日でほとんどの品は売切れ

てしまい後で追加するほどで，嬉しい悲鳴をあげた。

　実行面の要点を次に列記しよう。

（1）出品は会員または家族の出品を必ず1点以上出

陳すること。その作品は出来るだけ文化的なものと

し，会員自身が作成したものとする。購入品を出陳

する際は，会員が手をかけることが望ましい。（例

えばシャツに刺繍をほどこす等。）

　出品物の種類（概略）は，写真7点，バッグ類25

点，千芸品90点，色紙40点．絵画15点，陶器40点、

人形30点，その他。

②　各会員は出品物に価格を附して提出し，なるべ

く大衆価の80％で奉仕販売する。価格は1個または

組合わせで500円以上とする。売約と同時に金額を

頂き，現品引き波しは終了日に引渡すのを原則とし

た。（実際には会期中に現品を渡してしまった。）

（3）会場には毎日3LCからライオンズ帽を被った

会員を数名派遣し，出品物の監視や即売1時の処理に

当った。

（4）パネルの一’例，「We　Serve」「このバザーは…

…」という見出しで，下に趣旨を書いた。ライオン

ズクラブは社会に奉仕する世界最大のクラブです。

このバザーの売上金全額は奉仕活動に使用します1

御買上品はすべて3クラブ会員及びその家族が奉仕

の為に出品したものです。　「子供の為に」これが今

年の奉仕目標です。幸うすき子供達の為に，直接役

立つ品物をお贈りするのです。

　　主イ崔｛1……iξi嘉三三i…三…i…；；

また，3クラブのこれまでの奉仕活動の爽際を写真

と共に列記した。その他ライオンズクラブPRのた

めに，7枚のパネルを展示して一般人のLCの理解

につとめた。

⑤　PRのために各新聞社，放送局に連絡をとり，



報道を依頼したが，年末にふさわしい催しだったた

め大々的に取り上げられ，PRされた。ことにNHK

テレビでは，全国版ニュースでとり扱かわれたこと

はヒットだった。また会員よりは知人に案内状を配

布し，会場には趣意書をおいて来会者に配布した。

　〔アクティビティ〕厳寒を前に直接不幸な子供達

に喜こんで頂くという意味で毛布300枚を以下の施

設の子供に贈った。

　広島修道院　101枚

　新生学園　74枚
　八幡学園　　30枚

後で施設の代表者より，

童　心　　園　　30枚

豊浜学寮　40枚
原野ケ丘学園　　25枚

「お世辞でなく，非常にタ

イミングの良いうれしい贈物で，子供達も大変喜こ

んでいます」と心よりお礼の言葉を申された。

　最後に，会員個々の汗のアクティビティという新

らしい企画であったにも拘わらず，会員はよくこの

点を理解して，家族ぐるみ出品物を作成して頂いた。

全くライオニズムの発揮に外ならない。また報道関

係者にはわれわれの趣旨を汲んでPRに力を入れて

頂き，また一般人もよく協力してつたないわれわれ

の作品を買って下さり，予算通りのアクティビティ

が出来たことは御同憂に堪えない。広島の3クラブ

では毎年このバザーを行ない，広島名物にまでした

てようと意気込んでいる。　（鯉城LC第三副会長）

一福岡LC一
「世界の童画と国旗展」

を終えて
田　村　克　喜

　1961年4月は302地区における栄えの年次大会開

催の意義ふかい年であり，このチャンスをとらえて

世界の平和と繁栄に奉仕するクラブの存在と使命を

一般大衆へPRする必要を痛感しかつ今年のアクテ

ィビティが「少年と老人のために」であるところか

ら，年頭清新のこころみなぎる1月元旦から15日ま

で福岡市筥崎宮の大廻廊をお借りして当クラブ主催，

福岡県と市の教育委員会の後援で数一卜万の参詣者を

対象として「世界の並画と国旗展」を開催した。

　幸い咋年尼崎LCが世界の竜画展を企画実施され

た後の各クラブの活用についておすすめの次第もあ

り，童画はそれをお借りすることにし，万国旗の用

／19
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世界の童画と国旗展会場

意は北方地区幹事の上京の折，日本事務局岡野局長

に御斡旋を願い，幸いにボーイスカウト日本連盟の

美事な世界の国々の旗を送っていただいた。

　正月3日間で推定25万人が参詣したので，参詣者

全部がゆっくり見られなかったとしても，相当多数

の人々の観察に供し得たと思っている。楼門を入っ

て拝殿前で拝み，それから廻廊つたいに御本殿の周

囲をまわられるようになっているので，参詣者は自

然に展示された旗や絵を見られるようになっている。

　ポーイスカウト連盟から借りた国旗は37力国分，

これをアルファベット順に並べ，国名とその国の位

置を朱で示した白地図をはりつけた。出米ればその

国の国勢の概要を示す資料も欲しいと思ったが，こ

れは準備期間がなくて出来なかった。現在世界には

100以上の国があるとか聞いているが，展示した国

旗はそのうちの約1／3，国名を示してなければこれ

はどこの国旗と自信をもっていえるのは極めてわず

かで，自分の無智を恥ずると共に，20世紀半ばの現

在の世界各国の移り変りのテンポの早さに目をみは

らせられる思いがした。

　大晦日に会場を検分した所，ソ連，中共の国旗が

なくてバランスがとれない。係職員に聞いた所「私

も気にかかってはおりましたが……」というだけで，

積極的な処置を講じようともしない。調べてみると

ソ連，中共はポーイスカウトの組織がないので連盟

に国旗がないとのこと。理由は分ったが，故意に出

さないかのように思われてもいけないのでとりあえ

ず装飾担当者に紙で作らせて掲出した。世界各国の

国旗を展示するとなると，何かと問題が起らないよ

うにと，細かいことまで気の配りようは並々ではな

かった。国旗の外に国連旗を博多織元の中西Lから，

赤十宇旗を日赤福岡支部から，ロータリー旗を同ク
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ラブから借りて，「世界の平和と繁栄に奉仕する旗」

と題して一緒に展示した。オリンピックの旗がどこ

にもなく，装飾者にデザインさせようとしても図柄

がはっきりせぬ，年末多忙のため等でついに間に合

わせられなかったことは残念である。

　また北欧からアス．リカ大陸の奥深い国まで世界10

余国の児童の絵の数々を見，それぞれの国民性が表

現きれながら，子供の心の世界の共通点が巧まざる

筆にあらわされていて，心あたたまるものがあった。

　国旗は出米れば境内にポールを立てて空高く掲げ

たいと思ったが，大切な借物であるので汚れや破損

を慮って，廻廊の中に絵と一緒に展示した。絵は室

内で静かに観賞するもの，国旗は出来れば空高く掲

げて仰ぎ見たいもの，これを一緒に場所的に余りよ

くない所で展示せねばならなかったが，神社々頭に

おける催しとして，不十分ながら一応の成果を収め

得たと思っておる。

　終始快く御相談に与かって頂いた福岡クラブ，岡

野事務局長，尼崎クラブその他御協賛御後援を賜わ

った各位に厚く御礼申しあげ，拙い報告の結びとし

ます。

一名古屋LC一

日米親善交i換学生紹介

森 勇

　国際ライオンズクラブの交換学生として，名古屋

大学医学部の学生を昨秋，合衆国ロスアンゼルスへ

送ったが，過日この学生江崎優君から下記のような

近況報告が届きましたので，ここにご紹介します。

本誌前月号のグラビアですでにご存じかと思います

が，これはシカゴ本部の国際関係部日本代表に指名

せられた私がとりあげた最初のアクティビティで，

名古屋Cの後援によって実現したものであります。

　名古屋大学医学部に在学中の僕が国際ライオンズ

クラブの交換学生として，ライオンズクラブ国際協

会カウンセラー兼国際関係部日本代表の森勇氏のお

世話になり北西ロスアンゼルス　ライオンズクラブ

にスポンサーして頂だいて，アメリカの生活を見る

事の出来るようになったのは感謝に堪えない次第で
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す。

　当地へ昨年の11月17日に到着，早速北西ロスア／

ゼルスライオンズクラブが，どんな旅行計1画で，ど

んな協力を当ライオンズクラブへ望むかなどの親切

に相談に乗っていただいた。さし当ってロスでは大

学，高校その他著名な地点を見たいと相談しました

ら，早速各方面への手配に当っていただいたので，

僕の旅行計画にいろいろと援助し便宜を受けており

ます。スポンサーのNorth　West　Los　Angeles　Lions

Clubは会員50人，毎週水曜日の正午に，少しうす

暗く古風なメキシコの雰囲気をかもし出した食堂に

一同が会し，食事をとりながら親交を深め，いろい

ろなアクティビティを行なっています。一番特徴の

あることは，活気に溢れ，皆が叫んでいるかのよう

な感じを受けるほど大きな声で話をしていることで

す。チェアマンがペルをいくら叩いても静まらない

ようです。しかし，ゲストが紹介される時には一度

にシーンとなります。

　なお，アメリカ人は全体によく冗談をいって笑い

ます。従って話，講演なども，いかにユーモアなど

を織り込むかにカが注がれます。当クラブはロスア

ンゼルスでも一番活発なクラブといわれ，諸々の行

事を行なっています。例えば会員間で，未経験者も

参加するゴルフゲーム，会長のべッグス氏はゴル7

は初めてですが，他の1人と組み優勝，ライオンズ

・トロフィを獲得されましたが，氏のハンディは60

だったそうです。また家族共にピクニックを持ち，

それにいろいろなゲームが織り込まれ，普段顔を合

わすことのない家族などがお互いに知り合い，各分

野の人およびその家族と交わる機会のあることは，

明日の生活へ何かを送りこむのではないでしょうか。

　対外的には，当地区内にある公立高校の運動選手

にディナーパーティを，学校の食堂で開き，学業共

に優秀な成績を収めた選手にスカラーシップ・トロ

フィを贈呈したり，全国高校弁論大会の地区予選の

スポンサー，また以前に南米の学生のスポンサーを

試みようとした計画があったそうですがそれは成ら

ず，結局この動きが僕の所へ幸運にも巡って来たの

ではないでしょうか。またクリスマスには同地区内

の貧しい人々へ七面鳥などの食べ物を寄附したり，

近き日には大々的にバザーを開くなどの活動で，各

会員が自分の仕事にもカを入れてはいますが，クラ

ブ全体としてもよくまとまって動いているようです。
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　先日地区会長の委員会に同席させていただきまし

た時，クラブの発展などについての討論がなされ，

ただ機械的に昼食に集まり諸機関および諸行事へ寄

附しているだけでは，会員はクラブそのものに飽い

てしまうような結果になりかねないとある会長さん

の言に，当クラブの上記のような活動は耳を傾りる

べきものではないだろうかとの発言がありました。

　ある大きなクラブへ川席させて頂きました時に，

大世帯のために会員相互に親密さがなく，名前すら

知らない人達の集まりでは形式的に流れ過ぎるとの

同席者のお言葉でした。ここには会員数の悩みがあ

るのではないでしょうか。ロスより300キロメート

ル北上した所のエキスター　クラブに講演に出まし

たll寺ここは農業に従事しているメンバーが多く，作

業衣そのままで集まっていました。ロスアンゼルス

は大体informalな土地ですが，当クラブはざっく

ばらんな風格でミーティングに出席しています。

　最後に，少しでも日本のことを知っていただこう

と，少しずつEl本の紹介をしていますが，　West

Lake　Lionsでの講演の記事が新聞に出ていました

ので，お送りします。とにかく私は今後より一層日

本学生としての衿度を保ち，物事を冷静に判断し常

に世界平和への貢献を旨としてわが国状の紹介活動

に当る所存であります。　　　　　江　崎　　優

一長浜LC一
チャーターナイトについて

　　　　　　　　　　　　大塚誠次郎

日本で丁度200番日に出来たLC，それは滋賀県

は琵琶湖のほとり長浜Cです。わがLCは京都LC

をスポンサーにして，昨秋31名のCMを擁して発足

したのですが，現在会員もようやく50名となりまし

たが，平均年令40才という若さに満ち満ちています。

全国各クラブの皆様のお力により今後1人前に育て

上げ戴きたいものと紙上を通じてお願い申上げます。

　つきましてはCNを来る4月16日に行ないたいと

思っています。4月16日に致しましたのは，当長浜

は御承知の通り大閤秀吉が最初に城を持った所で

「長浜」と言う名前も長く続くようにとそれまで

「今浜」と言うのを改めてつけられたと言うことで，

住民は非常に秀吉をしたっていたのであります。と

ころが秀吉に一子が生まれたのを喜んだ住民が御祝

品をいろいろ献上したところ莫大な金子を秀吉が街

へ与えたのであります。住民はまたこれを喜び記念

に京都の紙園祭の山車のような山車を12基（山車の

見送りには有名なナポレオン戦争の図を織り込んだ

国宝のゴブラン織り等もあります）作りその上で12

才までの男の子にいろいろな歌舞伎をやらせ秀頼を

なぐさめたのであります。これがその後400年後の

今日まで続いているのでありまして，京阪では有名

な祭の1つになっているのであります（先般NHK

の私の秘密にも出ました）。

　CNの4月16日はその祭のElになりますのでこれ

を御覧になって戴きたいと思っています。またi琵琶

湖に面したお城跡で桜の木の下，表千家の家元の野

点もお願いすることに予定しておりますので，皆々

様御家族御同伴で，4月16rコの当長浜LCのCNに

お出で下さいまして，わが若獅子をお育て上げ下さ

いますよう御願い申上げる次第でございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　（長浜C会長）

新築落成開館
／広い海原をいだくモダンなホテル

熱海温泉昌纏瓢欝蛋讐竃馴；蕊
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キー・メンバーの件

　従来は周知のとおり，新会員2名をス

ポンサーし・1年と1日新メンバーが会

員としてgood　standingであった場合，

キー賞を与えられたが，今般国際理事会

において次のとおり別則が定められた。

「前記の場合，新会員が期日前死亡した

る時，また他の地方（Community）に移

転した時も，例外としてキー賞を与えら

れる。」

日本事務局訪問によるmake　UP

　自分のライオンズクラブのある地域以

外の土地のライオンズの地区事務局を訪

問したる場合もう正式にmake　upと認

められることとなった（昨年ロスアンゼ

ルス国際理事会にて）。従来間題となって

いた日本事務局訪問のmake　upも，こ

れで正式に認められることとなった。ガ

バナー事務局を訪問の場合もまた同様で

ある、例会が間に合わぬ場合一make

upのための日本事務局訪問大歓迎！

東地区第3回キャビネット会議

↓

8
i

8

3

8

；

　2月12日（日）午前10時～午後3時，

金沢市湯涌温泉白雲楼において，第3回

CMが開催された。白一色の白雲楼の閣

議に参集した役職員の氏名は次のとおり

である。林ガバナー，相沢地区幹事，笹

井地区会3十，斎藤DG，飯室DG、中川

DG，福岡DG，小野DG，小関DG，

安田DG，谷野DG，カウンセラー森，

前国際理事岡部，日本事務局長岡野。種

々報告事項ありて，次のとおりの協議に

入った。主たる事項下8己のごとし。

①代議員会議事規則

②代議員会正副委員長選任

③代議員会議題について

④次期ガバナー候補について

⑤国際理事選出について

⑥地区大会記念アクティビティについて

　（その必要）

⑦地区再分割の必要の有無について

⑧国際年次大会参加計画について

⑨新結成クラブにたいする迎絡強化につ

　いて

　　　第44回国際年次大会

　　　　　　　　　　参加申込引受開始

一邸MM〈A＿＿
’

一クラブを通じて至急申込を乞う一

｛

1方もどしどしご参加下さい．申込過剰の場合は両地区。，く

8

　今夏6月21日～24日，合衆国ニュージャーシー州アトラ

ンティック市において開催の国際年次大会への参加申込

みを引受けます。申込用紙は各クラブ宛送付いたしました

から，奮ってご参加下さい。外貨保有の方は勿論，その他の

3ナーにおいて人選をいたしますので，ご承知置き下きい。

　Attendance，　Activityなどが決定の基準となります。
8
　　　旅行日程　6／13～7／1422日間

訪問都市サンフランシスコ．シカ≠パップ．・一，二。

　　　　　一ヨーク．アトランティックシティ．ワシントン，

　　　　　フェニックス，グランドキャニオン，ロサンゼル

　　　　　ス，ホノルル

経　　費　￥630．000（但し飛行機賃，全行程ホテル

⑩ライオンズクラブの歌のレコード作製

各役員の熱心なる討議あり，次期閣議開

催日を5月19日，名古屋に決定して，午

後5時散会となった。

西地区キャビネット，Z．C．

　　　　　　　　　P．R．会議

　2月25日（土）午後1時より福岡市‘中

柳において開催，協議するところがあっ

た。参加した役職員は次のとおりである。

貝島ガパナー，北方地区幹事，白井地区

会計，中村DG，八木DG，平田DG，

挾間DG，下田PRC，村上RC，野村

ZC，山本ZC，田中ZC，山田ZC，

奥野ZC，小林ZC，高崎ZC，カウン

セラー岡部，カウンセラー進藤、カンセ

ラー原，蜂谷PR委，北林PR委，滝本

PR委，続木PR委。諸報告事項ののち，

次のとおりの協議が行なわれた。

①次期ガパナー候補者

②年次大会における優秀クラブ並びに個

　人会員にたいする表彰

　　　　　　　滞在費，tipを含む。食事を含まず）

　　取扱業者　日通航空

　　外貨に就て　一般外貨による便宜が数を限り与えられ

　　　　　　　　る予定

第45回国際年次大会（ニースにおける）予告

　来年1962年6月20～23日に開催される第45回国際年次大

会参加計画案が，下記のとおりに出来ました。

　　旅行日程　1962年6月16日東京発，約30日間

　　訪問都市・一マ．ナ剥，ベニス．ニース．ジ．ネ＿ブ．

　　　　　　　インター一ラーケン，チューリッヒ，パリ．ロンド

　　　　　　　ン，ストックホルム，ハンブルグ，ベルリン，ハ

　　　　　　　ィデルベルヒ

　　経　　費　77万円（三食付，飛行機賃，tip等を含む）

　当方充分な準備をいたし，みなさんのご参加を期待して

いますが，待望の欧州旅行にたいしみなきんのご準備，ご

計画をお願いいたします。明細ご希望のむきは日本事務局

宛お申込み下さい。郵送いたします。
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③日本事務局の新機構について

④国際理事選出について

⑤経理報告

第44回国際年次大会

　先月号にて募集要項を通知しましたが，

各クラブの幹事の御注意をお願いいたし

ます。商用のためアメリカに渡航のつい

でにアトランティック大会に参加フ）場合

も，大会申込は日本事務局を通すこと。

①アトランティ・ク市におけるホテルの

　申込は当事務局で一括いたしています。

　単独申込は閑難です。

②ボスビタリティーブックの申込も10ド

　ル支払も当局｝こて一括扱います。

③参加申込も以上の関係で，単独渡航さ

　れる場合も日本事務局に申込んで頂き

　ます。

現地で統一行動をとりますのにも，参加

者の登録をするにもぜひ日本事務局を通

すこと。パレードの参加，ボスビタリテ

ィルームの使用等，統一行動を厳にとっ

て頂きます。

デイビス会長夫妻3月の旅程

　ライオニズム親善使節として世界旅行

の途次にあるわがフ7イニス・E・デイ

ピス国際会長夫妻の3月の旅程は，イギ

リス，ノルウエー，スエーデン，フィン

ランド，デンマーク，ドイツ，オースト

リア，イタリーギリシアのヨーロッパ

諸国である。去る2月28日合衆国に一旦

帰った会長は，故郷ルイスビルで若干の

仕事を片付け，シカゴのライオンズ本部

に顔を出した。3月15目，夫妻はニュー

ヨークにあるアイドルワイルド空港から

大西洋横断ジェット機に乗ってロンドン

に向い，4日間をイギリス各地のライオ

ンズ（スコットランドまで足をめばすこ

とになるかも知れぬ）と過す。それから

彼等は北に向って，3月21日はノルゥエ

ーのオスロー，23日はスエーデンのスト

ックホルム，25日フィンランドのヘルシ

ンキ，26日コペンハーゲン（デンマー

ク），27日ハンブルグ（ドイツ），さらに

28日にはオーストリア，29日イタリー，

30日ギリシアという日程だが，旅慣れた

人なら誰しも思うようにこれでは全く眠

る暇もない強行軍である。4月の初旬も

同様の日程が続く。イスラエル，フラン

　

クラブに事業資金を

ライオン誌に広告を

　　読むに価いする3己事をもたない雑誌

　は，誇るに足る事業のないクラブと同

　様，意味がない。クラブのアクティビ

　ティのための資金は，雑誌の広告料に

　あたります。あなたの機関誌であるラ

　イオン誌をより立派に，充実した内容

　のものとするには，会員皆禄の一層の

　ご支援が必要であります。

　　ここに提案します。ライオン誌の広

　告料の1割を，広告をご斡旋いただい

　たクラブに．事業資金として払いもど

L　　　　　＿一
ス，ベルギー，スイスのライオンズが首

を長くして夫妻を待ち構えているからだ

その後デイピス会長は，5月の第1週に

ルイスビルで開かれる春季国際理事会，

さらに6月下旬の第44回年次大会のため

に忙がしい日々を送ることになっている。

新クラブ，新入会員のライオン誌

　従来ライオン誌は，新らしく結成また

は入会された翌月号から配布していまし

たが，両ガパナー事務局の合意の上その

月から（例えば3月中に入会または結成

されたクラブの会員には3月20日発行の

4月号から）雑誌を配布することになり

ました。そのため編集部ではあらかじめ

500～600部の予備を作っていますので，

その範囲内でクラブ幹事さんからの御註

文に応じます。また新クラブのスポンサ

ーは出来るだけ早くそのチャーターメン

バー数とクラブ住所をお知らせ下さい。

なお註文数が予備部数を越えた場合，雑

誌をお送り出来ないことがありますので

御了承下さい。

　本欄末尾で毎月，発会，CNの予定を

お知らせしていますが，中に日本事務局

に通知洩れが時々あります。スポンサー

やCN予定クラブの幹事きんは，必ず注

意して御知通をお願いします。

第4回アジア大会予定

　1961年度における第4回アジア大会は、

9月22～26日，香港において開催される。

今から準備されてライオンズの参加を待

つ。いずれ精細は当局より発表する。

します。ライオン誌に広告すること

すなわち，クラブの事業活動を活発

し，誌面を充実させることになるので

す。

　すでに各クラブ幹事さんあてにご送

付しました広告料金表及び申込；弓様式

をご覧の上，ドシドシお申込み下さ

い。ご照会先，印込書送付先は，

　　東京C．P・0・BOX　985号

　　　　　　　　ライオン編集都

　テールツイスター各位に一言，クラ

ブ事業資金多額納付者でもある雑誌広

告スポンサー会員には，何か格別の俊

遇法をお考え下さい。

　　

1
　　　　　　　　　　　　＿＿‘，
2月末現在302地区現勢

　2月中に新らしく発足したクラブは，

束地区3西地区12，合計15クラブ，これ

で302地区の2月末現勢は下記のとおり

となった。

　　　　　　　クラブ　　　会員数

　　東地区　　　112　　　6，129

　　西地区　　　144　　　7，467

計 256 13，596

ライオンズクラプー覧表出来

　先月号本欄で御紹介しました302地区

ライオンズクラブー覧表及び1960年度会

員名簿汀正追補は，いよいよ3月15日発

行，各クラブ宛送付されることになりま

した。この雑誌が届くころにはもうお手

許にあることと思いますが，まだ入手さ

れていない方はクラブ事務局にご請求下

さい。全国各クラブ事務局一覧とともに

都道府県別例会日，場所の一覧表もつい

ていますので，皆様のご旅行の際のメー

キャップの手引きとしてご愛用願います。

B6判本文36頁，豪華表紙，無料頒布。

2月の日本事務局来訪者

2月1日

〃　　　〃

〃　2日

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　6

〃　　　〃

神　戸C

弘前C
尼　崎C

姫　路C

秋　田C

福　岡C

〃

〃7日　四日市C

〃9日　京都C

葛野作太郎

中村照秋

河合陽雄
河合　武朋

古沢　彦造

白井　　寮

北方政太郎

赤井　良平

中沢　良夫
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〃18日

フ20日

、〃　　　〃

〃21「1

〃　　　〃

．〃　　　〃

、〃　　　〃

．〃22日

．〃　　　〃

高山C
登別C
富　山C

岩見沢C

高　岡C

清水C
滑川C
　〃

弘前C
清水C
　〃

〃

　〃

富　ll1C

砂川C
弘　前C

長浜C
下関C
弘前C
函館束C

金沢C
岸和II．｜C

京　周～C

桑名C
高岡c
常滑C
富　山C

長瀬武宣

岩永敏男

島田　三郎

神野　　進

野原　甚一

望月　廉造

菊島俊雄

藤谷　玄雄

小野吾郎

伊豆川武雄

稲葉　由蔵

lh本幾太郎

片山　令二

植村　将一

石村丈夫

小野　吾郎

大塚誠次郎

川口　　清

小野　吾郎

山元三良

新居　三郎

川原藤rl∫郎

納屋嘉治

小林慶蔵

野原　甚一

伊奈嘉三
植村　将一

〃　　　〃

〃23日

〃　　　〃

〃　　　〃

〃24日

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

〃25n
〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

〃281：1

〃　　　〃

〃　　　〃

New　York　C

　　　　　Robert．　J．　Blum

荒尾C　高岡長雄
清　水C　　帯金佐之助

Bombay　C　AB．　Bhansali

清水C
笠　岡C

　〃

諏訪湖C

宮　崎c

大阪南C

高　岡C

　〃

岐　阜C

登　別C

〃

児島C

山本幾太郎

増成嗣正

守谷　一男

力rl∬秦　　　　＊1き

山本　良雄

市川　泰三

松本武雄

園　　直竜

加藤政之助

岩永　敏男

菱川栄一

高畠　退策

CN発会予定
3／2　：fl’二津C発会　No．257

　　　　　　　　　　　Sp．洛陽C

3／5　争息　ljlCCN

3／7　天王」」℃発会

3／8　1！r川C〃

3／9　 各務贋〔C　〃

No．258

Sp．大阪南C

No．259

Sp．轟旙山C

No．260

Sp．岐阜c

3／10　静岡葵C　〃　　No．261

　　　　　　　　　　　Sp．静岡C

3／12　小　林C発会　No．262

　　　　　　　　　　　Sp．宮崎C

3／12　八　尾CCN

3／13　日　南C発会　No．263

　　　　　　　　　　　Sp．？i「山奇C

3／14　北浜船場C〃　No．264

　　　　　　　　　　　Sp．大阪東

3／19　多治見CCN
3／20　　11】　　ln】CフSフこ　　No．265

　　　　　　　　　　　Sp．若松C

3／21　布　施CCN

3／26　新城C，備前C　CN

4／2　Z恵1島llコlllC　 CN

4／9　羽島C，lll口C　CN

4／16　長浜C　CN

4／29　半田C　CN

5／6　 1湖lh月↓C，　1均1」｜f麦楽C　 CN

5／14　江津C　CN

5／28大阪港C　CN

可児C発会

琴似C〃

三笠C〃

No．266　Sp．岐阜C

No．267　Sp．札覗C

Nα268

　Sp．岩見沢C

世界各地
　　　Distnct

Conventions
　　　　1961・

　　　P∫αco　　　　　　　　　　　　　　　Dαオ¢

阜T1；蒜1♀：ぷ．∴＿，．，瑠鵠：…1

2・T2　Lぐvdland．　Texas，：．．．．．．＿Junc　2－3

2－T3　El　Paso，　Texas．．．．．．＿．．Aprn　28・29

2．El　Breckemridge，　Texas＿．，．．Jlme　3－4

2－E2　Fort　Wo曲．　Texas＿．．小me　10・11
2－X2　Paris，　Tρxas＿＿＿＿．．．．Moy　12－13
2・X3　Marlin、　Texas＿＿＿．＿．．．May　7－8

認1烈譜隠ご：：：：：品賠6
2－A3　Kerrv川e，　T《・xas，．＿＿．．April　27－29

2－SI　Beaum《川t、　Tcxas．．．．May　13－14
2－S2　Housto11，　Texas．．．．．＿．．．．May　19－21

2＾S3　Austin．　Texas．．．．．＿．＿．．．．」1mc　4－5
2－S4　Vict《ハ・∫n，　Tρxas．．．＿．．．．．．．．」11ne　2・4

、き黙品蹴∴：：：」ご、∵品a温
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2：ε毒融e識ε11d正二濡罫｛き：弘

4－AI　Yosemite．　Naピl　Park．

4－A2
4－Ll
4－L2
4－L3

5－M
6
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11
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13・Al
13’A2
13・B
l3－C
13・D
l3－E
13，Fl

13－G
13－H
14
15
16
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24

26
27
28

次大会
　Cal，．．．．．　　　．．＿April　21’23

　　　　　　　　　．April　2工一23Fresno、　CaL＿．＿＿．．
Avalons　CaL＿＿＿＿．．May　l8－20
Pa】m　Sprillgs，　Ca1．＿＿May　25－28

6忠品k？爵：ばll∴当識弩
8瓢謂需61・c。1。：・1：：艦2：8

署。忠忠誌：・：…：，：．：：」慧詫：I

Grand　Rapids、馬licl1．，．Mny　12－14
Chattanooga，　Tenn＿．．M‘、y　12参14
Toledo．　O｝1io．．＿．＿．．＿．M　　25－27

C↓mton．　Oh｛o，＿．＿＿＿．：：：April　19

Columbus．　Ohio＿．．＿April　15・16
Gre《・nvi11ぐ．　Ohio．．．．．．．＿．April　30

　　　　　　　　　＿＿Apri口6Findlay，　Ohi‘｝．＿＿．＿．

Frem【〕11t、　Ohio．＿＿．．．March　18’19

α搬竺二．竺．。。b，、町1阜19

Wj】mi‘lgton，　Ohio＿＿．Marcl119
1ronton、　Ohiα＿．．．．．．．．．．Apri122’23

H▲trris｝川rg，　P‘、．、＿＿＿May　14－16

Lander，、Vyo．．＿．＿　＿」13ne　8－10
Athntic　City，　N．」．．．．，．．．June　1・4

WicMこ、＞K‘m．＿＿＿＿．．．June　24
エρkyll　I51a，、d、　Ga．＿＿」11ne　11－13

Tac《｝ma．　W柚．．＿　．．May　16－18
B11∬alo、　N．　Y．＿＿．＿＿＿June　4－6
No9こ、les．　Ariz．．．．＿＿．．．馬，ay　18・20

Atlantjc　Citv．　NJ．＿May　24・27
Richln‘）nd、　Va．．＿＿．＿June　8－10

1ndiiulapolis，　1nd．＿．∵Elay　】9．21
Kansas　C“y，　Mo．．＿＿．．June　9－11
Green　Bay，、Vis．．＿．．．．May　19－21
St．　George，　Utah．．．．＿＿＿．May　4－6

36
37

38

40

42

105
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202
301

302－W
302－E
A

B－3

E
HB

定

9認b撒、．亘≡艦2：2
Greensboro’N．　C．＿＿．＿June　1－3
Charleston、　S．　C．．．＿＿＿june　4・6

8㌫漂ll．竺：．：：：：lx跳嶽

Tampa，　Fla．．．．．．．＿＿．May　25－28

漂㍑齢バ…May　19’21
　C仙adハ．．＿＿＿．．．．．＿．June　7－10
Kearney．　Neb　．．　．．．．．．．Xfay　12－14

Sun　yalley，1【1aho＿．．．＿June　2’4
妄瓢。え・品ε二：ll汀（呈：egヨi↑

Groton．　Com．．．　＿．入｛ay　19・21
Bretton　Woods，　N．　H，．．．　une　2－4

闇i：鞭：響犠i
賃；農蹴。瓢臨：ll：五三篇部

Zam1ミoanga　City，
　Phllippmes．＿＿．．．．．，．April　28“30

Fukuoka，　Japan．．．＿．．，，April　21°24’

Ni、goyi1，　Japan．．．．．．．．＿May　2C．2：）

Kmgston．　OnL、
　，Camda…・……・＿・＿．May　28←31
Cmda【！Valles，　S．L．P．，

§：灘蹴慾㌍・…鵠
　Bollvia…．＿＿＿．．．＿．Apri113－17

≦蕊蕊離㌔1瓢～，Clud司y　th・・e
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北海道　　登別温泉

　　　国際観光旅館連盟会員

　　　TEL（登別温泉）代表一番

　　　　　常務取締役井上晴夫（L）

磁品格と風味翻デラックスな贈物

　　　　　　南蛮直伝金装

東京繊；1。註㍊｛㌶京都議禦懸ヒ12馴×阪二1：：：1籔
　　ハけ　にせ　　　わ　ホミ　ど　　　　　ト　ピル　　ぱ　ニゑ　く　ラ　　
　。本翻晒・．　　　　　大丸・　功サ勿出張店　大卿r・1大舳張店’
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読者だよ　り

　最近のライオン誌を手にいたし特に感

じますことは内容が柔くなりましたこ

と，又温い感じが出てきましたことでほ

ん己に：喜んでいます。私としましては更

に温く読者に親近感を与えるために俳壇

の頁にしましてもカットが慾しいと言う

こと一季節を現わすよいカットがある

筈です。又まん画一ウイットに富んだ上

品なものがあったらどんなに頁を開けた

時にたのしい事でしょうか。

　アクティビティの頁については写真が

もっと慾しいと言うことです。写真を小

さくしてでも出来るだけたくさんのせて

慾しいと思います。それにより各クラブ

はよきヒントを与えられるわけです。会

長の巻頭言でありますが，大要をダイジ

ェスト式にのせてくれたら忙しい私達に
｝まオ］「英｛〔し、o

　勿論，今月号のよみものの中にも一応

言ってはありますが，もうちょっとくわ

しく頭に入るように書いて慾しい、クラ

ブレポートの場合でも写真が慾しい。い

ろいろと慾しいだらけでありますが。

　職場訪問，ライオンズの紹介はほんと

に大歓迎です。映画でもライオニズムに

ふさわしいよい映画をうんと出して慾し

い。映画に限らず何んでも、）1糖でも，

ラジオでも，世問を動かし大切なものを

紹介して慾しいと思う。

　日本事務局通信，みんなの知りたがっ

ていることなど第1題字が柔くて内容も

私達幹事にはよい勉強になるのです。し

かしライオニズム自体の高遠な理想の反

映として固いと言う感じがいたします。

　映画批評の場合でも少々正面切って真

而目過ぎるという感じです。もっとユー

モラスな面があって慾しい，このユーモ

ラスがほのかににじみ出ている事が必要
な事です。

　それから配付の件ですが，どうせ例会

場でみなさんに乎渡すときは，そのクラ

ブに関係のあること，又トップニュ・一ス

など簡単に説明してゆくとライオン誌に

対する関心も高まり会員も大いに益する

ところあるのではないかと思います。亙、

のクラブではすでにこれを実行しライオ

ン誌の中の而白い記主1『，必要な記事など

はあらかじめ説｜り．して喜ばれています。

　　　　　　（児島　高畠退策）

○何げなく昨年の4月サ，編集を終えてをよむ。昨年

の今日2月23日の記事だ。宛も第1副会長デイビス会

長がNTVから放送された日でほんの少し違いで浩宮

さまの誕生が放送された。おめでたい浩宮さまの初誕

生日を新聞もTVも寿ぐ。生命の成長はたのしいこと

だおととしの4月号の編集を終えては皇太子の御結婚

を祝っている。麗しき4月よ，西地区の大会が開かれ

る凡めざましい成長を寿ぐ月に栄えあれ。

○本月はデイビス国際会長が巻頭で交通事故防止のた

めにライオンこそ挺身し，人命救助の悲願を達成すべ

きであると警告きれた。新しい道路交通法が実施され

た当初はちょっとばかり慎重になったかに見えた動き

が，日がたつとともにもとへ戻りはじめたように見え

る。交叉点では横の通りに黄信号が出るとたちまち走

り出す車，赤信号におかまいなく車道に踏み出す人波，

そして広くもない道でスリルをたのしみでもするかの

ように車の追い越し，交通事故は相変らずあとを絶た

ない。場所や時間によって長短があるが普通赤信号の

時間は40秒位，黄信号の問は5秒位だ。危い追越を敢

行し黄信号を無視して結局のところ何秒をかせぐ事が

出米るか，これほど時間を惜しんでまで急がねばなら

ぬ用事とは何であろうか。まるで英雄きどりで赤信サ

のままで車道に踏み出す男，それにひきずられて又踏

み出す車道の人の波を私共は毎朝自分で経験している。

急いでという習性，ノイローゼとさえ見られる。他人
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　　より一歩でも前へ，一秒でも早く，絶えず追1、・まくら

　　れて急がねばならぬ。一瞬も立ち止まっては居れぬと

　　言う強迫観念に支配きれている人々を会長は強くいま

　　しめている。

　　○近代祉会を支配する異常なテンポに驚く。人間は死

　　ぬために成長しているのではない，生きるためなのだ。

　　何か一本抜けたような世相。春ともなればかげろうが

　　立つ。のどかな春の日，われを忘れてうつらうつらと

　　する静けさが私共のものとならねばならぬ。最近有名

　　な俳優が頭を割って死んだ。スピードのぎせいだ。ア

　　メリカ人の年とる最大の原因はスピードだ。パイロッ

　　トが普通の人よりはるかに老化する話しはほんとの話

’　しだ。交通安全ののろしを全国にあげたい。みんな生

　　き残れるために。　　　　　　　　　M．0
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アメリカへ…ヨーロツパへ…南米大陸へ…

’

航空界のリーダーパンアメリカンが誇る
全世界を結ぶジェットクリッパーの航空網…

パンアメリカンのジェットクリッパー＊は太平洋と大西洋を
結びアジアとヨーロッパの両大陸を横断　その上北極もとん

でいます　南米に於ても　パンアメリカンのジェットクリッ

パーはニューヨーク、ブェノスアイレス間を時速1，000キロで
往復しています　どのルートをお選びになっても　世界で最も

経験あるパンアメリカンのジェットクリッパーは　必ず快適
で空の旅を楽しんでいただけると信じます

ご用命は最寄りの航空代理店又は弊社営業所で承ります

　　東　京・千代田区丸の内三菱商事ピル　　　電話（211）2441
　　大　阪・北区中之島大阪グランドホテル　　電話（26）6048～9
　　名古屋・中村区堀内町ホテルニュー名古屋　電話（55）5131

　　世界で最も

　　経験ある
　　航空会社

○

：ゲ

現在まですでに1，300，000人を越える旅客がPAAのジェットク11・／パーをご利用になりました

＊合衆国登録商標


