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地方クラブの必要性 
ベアー.ストール国際会長の今月の論文は，全世界 

のあらゆる人種，国家間の友好関係を設立し，われわ 

れの世界を住みよいものとするためにはアクティビテ 
ィが第一だ。それにはホームクラブであるライオンズ 

クラブが最も重要な団体となり，さらに必要なことは 
クラブ員は例会はもち論のこと，地区大会，そして世 

界大会その他のあらゆる会合にも出席することが必要 

だと力説しています。 

会員増強月間 
毎年10月はシカゴ本部の規定により，会員増強月間 

と定められております。本年度の增強数は39,000人の 

全員を確保することを目標としております。そうしま 
すと1クラブに対して2人半の会員を確保することにな 

ります。わが国では作年の10月の会員数を見てみます 
と12,144名。7ラブ数214と，1年間に5,000名の会 

貝と1〇〇有余のクラブ数が新らたに誕生していること 

になる。本年は昨年にも増して成紐をあげたいもので 

す。 

浩宮さまに銀カップを贈る 
この4月長岡ライオンズクラブとアメリカのルイジ 

アナの子供逮の間で親睦と理解と友情を目的として， 

日本の干供违は着物とか6 メートルもある風を贈った。 

そのお礼としてアメリカの子供達はおこずかいを1ぺ 
ンスずつ出しあって銀のカップを瞄入し，去る9月8 

日，思木侍従の手を通して浩宮さまにおくった。浩宮 
さまの大変喜こばれた御梂予を御読み下さい。 

ライオンズ職場訪問一迫水郵政大臣を訪ねて 
2力月ほど休載しておりましたライオンズ職場訪問 

をまた今月からみなさまにお目にかけます。今月は私 

速の家庭に，職場に閲係のある郵便の週配，その原因 
は何か，又大臣とはどの位忙しいものか，問題をいろ 

いろと細まかく伺がってみました。詳しくは本誌に。 
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3 〇2地区ライオンズクラブ分布図 
1961年8月31日 
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世界のライオンズ 

ライオンズ国又は領域.113 

クラブ数.15,805 

会 M 数.625,910 

日本のライオンズ 

地区 クラブ数会以数 

302-E1 82 4,401 

302-E 2 56 2,982 

302 - W1 57 3,471 

302 - W2 121 5,657 

計 316 16,511 
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mine 夫人等に莱内された時の笟きの一瞬である。温室の中にはレイの花形となる準掘な 

花が咲き乱れている。熱带性植物一殊に椰子などの世界的珍種が繁っている。ハワイで 

見逃すことの出来ないところだ。 

Botanical Garden in Hawaii 

Brilliant flowers in Hawaii where every kind of flowers and tropical plants are 

growing. 

Hawaii Cabinet-Treasurer Mr Akamine’s wile took us ro a botanical garden when 

we were on the way back from the Atlantic Convention this Summer. Look at 

flowers shining brilliantly. 
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ライオンズインターナショナル 

302地区役員 
302—E1 

ガバナー:^原 有 

キャビキプト幹市一会計 

山岡保之助，松本 裕 
ガバナー事務局東京都港区芝公園 

芝パークホテル内窀(431) 4131 

302—E2 

ガパナ_ 土井 登 

キャビネット幹坩一会計 

山田治男，横江信秀 
ガバナー事務局金沢市西町1丁目 
金沢商工会議所内(3) 2221 

302—W1 

ガパナ-野村康三 
キャビネプト幹艰一 

広瀬省三，草川吾一 
ガパナー事務局大阪市北区中之島3_5 

新大阪ホテル内電（44) 1431 

302—W2 

ガパナ-緒方益园 
キャビネプト幹啉一会計 

佐藤 誠，宮本高義 
ガバナー事務局卨松市玉藻町64 

関西汽船ビル内C 2 ) 4280 

カウンセラー岡部五峯•進藤竹次郎* 

高棰貞太郎•原勝巳•中沢良夫• 
森 勇•寺田豊•林 隆行• 
p島義ク 
国胶代农葛野作太郎.时務符埋盎岡村武_ 
B本审務河H岡野昌長 
日本事務局束京都千代田区丸ノ内2 

の18岸本ビル400号 
常(281) 8584 • 8626 

ライオン誌スタッフ 

編染«任名殖栗文夫，国際協会代理力!]藤栄i台 

だ?:5?3ニジャー岡野昌長 
ライオン編集部C.P.O.BOX 985号 

ライオンズ香港へ 

第4回ライオンズインターナシ9ナルとアジア大会に出席する日本代表団一行57名は9月21日羽田を出発， 

香港に向った0なお今回はArea17大会の最後ともなるので大盛会となる模様である。なお一行は香港で大会 

に山席した後，帰途台湾に立ち寄り，台湾のライオンズと交歓したのち，29日帰国する予定である。 
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Vl^e, S/tS also serve 

KTA 

//A/»6 

「上frSASでのライ 

オンズ欧锐芮旅行 

はmnfiらしかった， 

來年•も二•ースへ足非 

S A Sで行きたいも 

-のだ„， 

昨年および本年，ガ八ナーの御承 

諾と御堆萌を得て，有志ライオンの 

欧亜親善旅行に当社をご利用敝き， 

すでに多数の皆様ご存じの通リSASジヱ 
ット機の快適な座席，行届いた乘務員の 

心使い，世界一流のレストランにもまさ 

る素啃しい北欧料理の数々はSASが自信 

を以つてお約束できる機内サービスでご 

ざいます。海外ご旅行には-足非S ASをご 

利用下さいませ。 

SASは北極空路，南方ルートおよび欧 

州北米大陸間にDC-8ジェット，欧州近東 
IHJにカラベルジヱットを使用しています0 

SAS空路は今や5大陸の56ケ国，115都市 
をジヱツト機で結んでおります。 

北極空路の開拓者X#T dc-s 
ス办二Liナtip航空会社 
東京*大手町産業会館 （笊）231- 5161 

大阪♦北浜束京建物 （征）202- 4 7 5 3 

東京千代田 ライオンズクラブ幹事 都筑忠春 



For Your Inforination 
国際会長の公式訪問始まる岡際会U•ベア•ストール氏とインガー太人の公式細出は中海米のライオ 

ンズクラブ,出問を皮切りに，、，1協会のために新しい同胞を料るべく既に始まった。8 lj中会M夫# 

はメキシロ，ニカラガ，コスタリカ，パナマ，コロンビア，エクアドル，ポリビア，.ペルー';^.こ滞 

ftする<rなお9 の旅fj•はチリー，アルゼンチン，ウルグァイ，ブラジル，べキゼェラブエル1- 

リコへの訪問が屮定されており，その後はio;m開かれるu總理.if会に間に合うよう米⑽に烟貧さ 
れる。 

会員増強月間10月は会n柄強，H■のためのれ1■が行なわれなければならない。：|K!際会K•べァ.スト 

—ル氏は次リ.のラ，fオン越においてこのJE没:な么14助強のためのキャンべィンについて詳細に述べ 

S■であろう心:ぐ::ベぶつ：::：:;;'い: 

ライオン誌の記事がリーダーズ.ダイジ.ェストによって転載せられたこの,,(II(はバール.フリ、ゲ 

ンス氏によ4てポかれたWit装教竹；と®するもので’矩文ライオン誌8 uリ•に揭狨されたもので 

ぁる"これはァメリカの火学において学屯の学術的な学習越より.、;^liの選択した分野における職業 

顧練の突習が次第に增加していく問題を取り.扱づたものである。 

世界のライオニズム柷在113力【旧の㈤乂は地理的;須域において総会贝数6255.190,クラブ数15.805 

クラプである。 



The Local Lions Club Our Most 

Important Group. 

地方0ラ:!の必i! 
by Per Stahl 

President 

Lions International 

私は1949年のあの日を決して忘れることはできない 

でありましょう0すなわちあの日私はスエーデンのェ 

問をさくのだろうかと気になっていつも#ねていまし 

た《例外なしに彼等はクラブにおいて見出した友情に 

ついてすべてを私に話してくれました。もちろん実施 

せられている班j箸な社会のァクティビィティについて 

も話してくれました。しかしライオンズインターナシ 

ョナルのような撖著な団体が世界平和促進のために何 

スキルスチュナのStadshotellet街の前に立ち，ライ 

オンズクラブの創立総会に出席しようとしていたから 

であります。 

その会合において，私ははじめてライオンズインタ 

ーナショナルの計_について間きました。私はあなた 

がたのすべてがお感じに 

なったように，この計画 

に非常に熱中しました。 

私と同様に，あなたが 

たはすベて次のようなこ 

とに感動せられことで 

しょラ0 

われわれのクラブと， 

日常生活において会員の 

問に見出されるKの友情0 

人のためにつくすことを 

実行してわれわれの世界 

をよりよい場所にしよう 

とするアクティビィティ。 

世界のすべての人種と国の間の友奸閲係を設立する 

ために努力している世界平和のためのプログラム。 

私が旅行中多くの機会に，40年間以上も100パーセ 

ントの出席率を持っているライオンたちに会ったこと 

があります。そして彼等がなぜクラブやライオンズイ 

ンターナショナルのために一生懸命つくし，多くの時 

もすることができないのだろうかと問かれたとき，私 

は大いなる幻影と幸福を感じました。私はそこで今迄 

見てきたものを基礎にして彼等に次のように話しまし 

た。われわれはみんなで日，そして今も，世界平和 

のために働いています。われわれはもちろん世界平和 

のために現存するK•も大きな潜在性を表わ 

しています。 

_ この重要な計「曲を実施するにあたって， 

一われわれのホームクラブであるライオンズ 

クラブは完全な組織を持った般も重要な団 

体であります。そこでわれわれは友惜をつ 

くり，会員を增強し，アクティビィティを 

ふやさなければなりません。他のクラブや 

他の国との閲係を強化しなければならない 

ことはもちろんであります。各クラブの会 

長は今年——この友愛の年にあたって一 

自己のクラブにおいてこのような計画を促 

進し，打ち建てなければなりません。 

この目標を達成するためには，われわれ 

は各会員を維持するために全力をつくさなければなら 

ず，各ライオンの教育をも強化しなければなりません。 

われわれは活動的になることを考え，われわれの世界 

的な計函に興味をもつように宣伝しなければなりませ 

ん。われわれは誰でも室内で坐っていることを欲しな 

いし，むしろE•初から各クラブの周到に計_されたブ 
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ログラムに参加することを望んでいます。われわれは 

世界の各地へわれわれの組織を拡張しなければなりま 

せん。そして今年こそはわれわれが7〇万人の会aに迮 

することが私の希望であります。 

吨方のライオンズクラブに代ってこれらのn標に努 

力することを拨助し，その努力に協力するた ， 

めには，われわれにはゾーン•チヱアマン， ° 

デビュティガパナー，ガパナー，理事，役S， 

加えて前会長，fiff理事，国際カウンセラーの^ 

方々がいられます。なぜならばわれわれはこ y 
のような深い経験と，われわれの問体の述設 

に多くの貢献をしている以上のような見識の^ J 

深い人たちに賴らねばならないからでありま 

す。 

さらに，もしわれわれがわれわれの団体のすばらし 

い米米を建設し，計幽しようとするならば，われわれ 

はクラブの例会に出席し，地区大会，關際大会に出席 

することが必要であることは明らかであります。これ 

らの大会はいずれも觅要な大会であります。出協会傘 

下の各クラブが1962年のニース大会で再び集り，新旧 

会長が平和と理解のためにこの大いなる示威述動に参 

加されることを私は確信してやみません。 

しかし，国際会議の前，特にわれわれの％:である今 

年中に，われわれはi?f少年交換計I面を充分に発展させ， 

援助を必要とする諸国を援助する方向に働きかけなけ 

ればなりません。また凼迚の影料を助大させるように 

努めなければなりません。シカゴの旧際木部を通じて， 

これらの計1两に関する報岩は得ら 

^ ^ れましょうが，その各部門ではど 

_ んな顯が嫂であるかを知らせ 
るこょぅ準備してぃます。 
私は今年あなたがたのリ-ダ- 

として仕事ができることを幸福に 

i セ，感じています。私は，われわれの 
• •..如.^ 理事会と国際本部のスタッフと共 

に，われわれの目的を速成するための手助けになるベ 

くいつもあなたがたの側にいます。われわれのライオ 

ン誌はこのための素晴らしい媒体であり，このライオ 

ン誌を通じて多くの経験は交換され，考えも発展され 

るでしょう。そして私はライオンズ岡際協会のこの_ 

大な目的について数々の考えをあなたたちとわかち合 

う機会をもつことを非常に幸福に思っています。 

ップはデュプロ 
分間I二〇枚 

どんな紙でも原紙に 
テュブロカ—ボンのぅ 

えから鉛筆かボールべ 
ン(タィプは勿論)で 

かけば原紙はできあが 
リです。 

どんな紙にでも印刷さ 

れます。 

一分間I二〇枚 
と云ぅ超スピ—ドで印 

刷でき、一度に五色が 

すれるのも特長です。 

事ム印刷はまさにデュ 
ブロの独壇場です。 

一一一 

株式会社 文松堂 
取締役社長国府田恒雄7>3| 

台東区御徒町一丁目「五^ 

電話(831).八〇七三•九九 二4 



——私たち新会風の知っておかねばならぬこと，分り切っ 

ておるような亊ですが，分り易く箇条香に書いてみます。新 

しい解訳となっていますので矣辈ライオンも是非お読み下さ 

い。— 

㈠ライオンズクラブの本当の名前は？ 

The International Association of Lions Clubs = 

ライオンズ国際協会と訳しています〇 

㈡ライオンズ徽章 

徽帘の中央のL宇は，Law, Liberty, Labor, Loy- 

ality, Love, Life, Lions (おきて，自由，労働，忠誠， 

愛情，生命）を現し，一つの円弧の中に囲れてライオ 

ンズとライオンズクラブが一つに結ばれていることを 

意味しています。 

御承知の通り左右のライオンの横顔は非利己的な奉 

仕のあらゆる機会をさがし求めるために四方八方を眺 

めています。上記のLionsの言葉は協会を表わし， 

下部のInternationalは国際協会であることを示して 

います。すべてのライオンズはこれを胸につけ誇示す 

る亊を喜びとして，義務とします。それからこの徽® 

は，特許局の登録を受けていますので許可なくして肉 

r：tuこ使用することは出米ません。厳重に取締られてい 

ます。 

㈢ライオンズカラーとは？ 

紫は国への忠誠，友と@己への忠誠を，心の廉潔を 

現わしています。又紫は力と勇気，われらの主張に対 

するうまざる献身をあらわす伝統的カラーであります。 

黄金色は目的への誠突，宽大なる判断，iVi:純な生活， 

隣人への宽容を表徴しています。 

㈣スローガン（標語）Liberty, Intelligence Our 

Nations Safety “We Serve”みなさんが入会をす 

すめられたのは偶然な事ではありません。委員会に有 

望な会員として，あなたを推薦する前に，ある一人の 

会員があなた.をよく.注意1710;又一緒に働いて来 

たからです。その結果，あなたが社会に対する责任観 

念に於いて滿足すべきものがあることを認め，あなた 

が社会を住みよい埸所にするために興味をもって働け 

る人であり，又自分の時間，自分のエネルギー，才能 

を捧げ，他のメンバーと一緒になって街を住みよいと 

ころとなし，人々の必要をみたし捋る人である唞が分 

ったからです。 

あなたの友人はあなたを推薦する#を熱しにもとめ 

たのでありますから，あなたがライオンのメンバー 

になったと言うことは，あなたがf.l:会に対する黃任を 

受けとり，クラブの計_をたすけ，自111にあなたの時 

問，才能，知識を捧げることを承知したと言う意味な 

のであります。各会員と一•緒になって又その仲間とな 

ってあなたのクラブを成長させ，社会に於ける大きな 

指導者とならねばなりません。 

さて，あなたは仲問の中に，友愤と兄弟愛の桁祌を 

見出す。われわれよりもめぐまれない人々をたすける 

ための深い，K剣な願望を指導者の中にも，一般会員 

の中にも発見する。更に世界中の人たちの間に，友情 

と信祗平和を打ち廸てんとする贳実な願いがあるこ. 

とを見出すような世界が要求する平和を，そして世界 

の国民が井に仲よく藉してゆきたいと言うことを望 

む0 

㈤ライオンズインターナショナルの組織について 

ライオンズインターナショナルは非収益団体であり 

まして，徽なも名前も本部に登録されております。国 

際®)?は_際半次大会で無記名投票により選举されま 

す。埋唞会の構成は，国際会長，fij国際会長，第一， 

第二，第三副会Kと25人の理琳からなっています。詳 

しい事は本詩9月号34ページのコンスティチュション 

改正の項を御1]rrrさい。 

(六）国際理事会とは 

国際理?好会は協会の菜務.\m:,資痄の企般を管理 

します。その決定はm終であります。協会の予算を用 

意し，全役a委員会を管理統御する最高の機閲であり 

ます。 

㈦役hの義務 

国際会長一図際牢次大会の今般に亘って国際理讲 

会を統軿し，w高執行者として協会の 

業務活動を司ります。 

副会長一国際会長が業務を見る事が出来ない圾 

合その代理をします。 

前m際会長一理事会の正メンバーであり，その他 

の阑際元会長は協会の終身役員であり 

ます。しばしば®要な委員に任命され 

ます。 

会則，細則，Area娄只会は元会長が取り扱います。 



元会長が理事会に出席した場合は役員として，理审と 

しての権限を初します。但〔©J議极出，投の権利は 

ありません。 

㈧地区の組織 

ライオンインズターナショナルは地区に分钴されて 

いる。二つ以上のSub-Districtがある場合は，Multiple 

Districtと称される。現在Sub-Districtを入れて374 

地区，これだけのガバナー数がある訳である。MultiPle 

DistrictをBaseとして計算した時は全世界94地区と 

なる。各地区に地区の会則があるで，標準会則に準拠 

している。これらの地区会則は地区大会に於いて代 

诫鐵の投票によってのみ改正される。但しこの改正I 

闽際本命会則の各条項に反しない事を条件をする。 

㈨地区ガバナー 

各地区には（District or Sub-District)執行省地区 

ガパナーがそれぞれDistrict or Sub-Districtにおい 

て逸挙される。地区年次大会は国際年次大会開催前に 

開かれる。新ガバナーは！^際年次大会の終結を以って 

就任する。 

(十）Deputy Governor or Zone Chairman 

地IKガパナーの下に Deputy District Governor 

(代埋ガパナーの息)，Zone Chairman (ゾーンチェ 

アマン）〇各地区はRegion (リージョン）に分轄され， 

Deputy Gorernorがその長となる。そのRegion (リ 

—ジョン）はZoneに分姑されZone chairmanが統 

姑する。Deputy District Governor と Zone Chair¬ 

man はガパナーが任命する事が普通である。ある小 

数の地区では遗举となっている。 

ゾーンチxアマンは各クラブと密接に迚絡する〇ク 

ラブの会長,幹取は諮問委員会のメンバーである。諮 

問委員会は（元顧問委員会）は年に3回開催する。第 

一回は9月中に開催され,年間の諸計_を決定する。 

(±)地区ガバナーキャビネット 

地Kガバナーキャビネットは地Kガバナーが地区連 

常方針の決定に当り，漉，議機閲となる補助機関である。 

構成は地区ガバナー，全ディビュティガバナーとキャ 

ビネット幹事一会計である。幹事一会計は議決権をも 

っていない0 

DI_ES讓 

Howie, 

600kus 

街]目曽基：I z 

ネ卸家庭に 

赢 株式会社 ■ 

泉屋東示* 
1 東京都千代田区麴町三丁目一番地 

^ 電話(331)代表5 541〜5番 
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主 少 年 交換 計 画 

— =.The Youth Exchange Program — 

本年度のスローガンを「青少年のために」としているライオンズインターナショナルでは，今度国際本 

部でも積極的に音少年問題をとりあげることになり，その手始めとして世界各国の靑少年を通じて各国 

の相互理解を図る意味においてひろく靑少年を交換することを計画している。さきに我国でも日米交換 

学生の実現を見たが，世界各地の靑少年による交換が積極的に実現されたならば，世界平和に大き〈貢 

献することであろう。 

世界の青少年の与論の重要性は自由諸国の市民によ 

ってますます認識されてきている。過去数年|出にわた 

り，ライオンズクラプはお互いの国のIlf]における.占:少 

年の交換,!1•画にたずさわることにI用心を示して米てい 

た。多くのライオンズ速はこの,什iiiに対してのアイデ 

ィァゃ柷案を行なったり，このW•少年交換,什Wiに桢栴 

的に参加するようになって米た。 

ライオンズM際協会理艰会はこの種の：i-hlruの调余:に 

多くの時間を赀してきた。理事会はこの計両の発展を 

充分に违成するためには，我々の闺際的な組織を通じ 

て系統立てられ.违成されなければならないというこ 

とで;t見の一致を見た。世界のライオニズムを通じて 

のM際閲係の根本的改番と，相：/J:flH解に坫づく l!t界平 

和の促進とはこの計闹を灾行することによって火現さ 

れるべき目的であった。 

W近の理:sJJ会でこの少年交換,丨I-通は承認された。 

それは今各地のライオンズによって灾際の効采が示さ 

れている。この計画はライオンズ身少年交換と呼ばれ 

£。それは或るIIのライオンズクラブと他の国のライ 

オンズクラブとの間に行なわれる休暇旅行者の計uniも 

含まれている。16才から25才までの说少年はその国 

の：7ラブによってスポンサーされ，他の国のホスト7 

ラブを訪問する。 

この計11は個人的関係のf(要性を強调し，そうする 

ことによって世界の人々の間の差異を解決しようとす 

るものである。この休暇旅行者はライオンズクラブに 

よって逸ばれた家庭で共同生活を共にする。この訪問 

は休み中の数週llljにわたるかも知れない。訪問者は訪 

れた11でいかに人々が生活しているかを個人的に’7:ぶ 

機会が与えられ.彼が本闽に‘Wったときにその家庭で 

得た生活0完企な考えを,げしく説明する。このように 

して旅行者は自分の国に*おいて外凼での生活の本当の 

姿を説明する立圾に立つのである„ 

この休み中の旅行者はスクリーンブロセスを;iflじて, 

入念に逸ばれなければならない。まず笫一段階として 

スポンサークラブによって难赍され，次いで地|メ:ガパ 

ナーによって难盘される。ライオンズインターナショ 

ナルの事務局は出身地の適切な;)よ-準と，訪問するIfの 

基準に基いて；#杏.に結論を下す。候M者がクラブの会 

長によって承認され，そのクラブが候補者をスポンサ 

一しようとした時は，この候補者の申込>1?はさらに难 

杏のために地区ガバナーにとどけられる。 

志願者がこれらの基準に合格したのち，彼の申込Of 

-は国際本部に送られ，そこで旅行者が希望の地区や 

クラブに照会される。ホストクラブは訪問客を家庭に 

招き，日常生活をしたいと希望する各家庭を会員の中 

から逸ぶのである。 

もし旅行者が学校に通学している圾合には，旅行は 

その自分の国の休み期間中に行われるよう予定されな 

ければならない。旅行者が目的国についた場合，旅行 

者はその围を旅行し，その国の家庭に入り家族と共に 

生活を始める。訪れた!！での家庭になれるに従って， 

旅行者はその家庭からちょっとした旅行に連れていか 

れる。またその国の2, 3の都市に旅行するためにも 

う•遇間の滞在が許される。 

スホンサークラブは行光の沿までの往復旅戕を含む 

すべての赀用を負拒する。旅行者は行先の国までの旅 

赀と保険金を負担する。なおホストクラブはその囤の 

入港地から灿_するまでの旅赀を負担する。それに加 

えてホストクラブは旅行者がその国に滞在する間これ 

ら+W少年のための赀用を負担する。 

帰®すると，旅行者は訪問した国において接した生 

きた経験をスポンサークラブに招かれて報告する。ス 
ボンサークラブは自己の地K内でこの旅行者の講演会 

を後援する。 

各クラブや各地区でこの新しい㈤際本部の;} Nj'iが直 

ちに関心を持たれんことを切に1^んでいる，そしてこ 

れは*善意の人には平和を，という普通的な探究に非 
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前に重要な一歩を踏み出すものである。 れた同胞ライオンズを確認するものでもある。 

これは新しいライオンズの活動に参加するための絶 この計_に関する詳U、情報を望まれるならば，口 

奸の機会である。これは国際的な友愛のきづなで結ば 本事務局に御連絡下さい。 

マハトマガンジーセンターの夏季学校終る 

8)13111 (木曜tH)はマハトマガンジーセンター 

のW.後の第3回以季学期のための敁後のHである。そ 

してこれはノーべル平和赏の受赏者ビール冲父にょっ 

てTihange-lez-Huyで創設され監督されていた0 

今年の夏，ヨーロッパ，アジア，アフリカそしてア 

メリカの35力国から150人以上のが年がガンジーセ 

ンターに滞在し，そこで彼等は平和に関する全問題に 

ついて完全な教育を与えられた。 

彼等はすべて平和のための有効な脚き手となること 

を7ぶことを欲している。彼等がガンジーセンターで 

示された方法は友愛問答の方法である。そしてそれは 

フランスの併*7:者Jean Lacroixが次の言葉で规定し 

ている。すなわち、他人に道を開く、というものであ 

る。このように，これら資年にとっては，ガンジーセ 

ンターは友愛問答の学校になっている。そしてそこで 

彼等は他人のための完全な尊敬を教えられている。 

ビール祌父によって各学期の始めに説明さている一 

般的な原則にちなんで，種々の講師はすべて充分な资 

格があるが，今日の政治的，経済的，社会的問題を担 

当した。 

彼等が去るに当って，ビール祌父は講演者の一人の 

言葉を想い出しながら次のようにいった。世界のW銳 

は効采のあるものにならなければならない。 

物質的状態がこのセンターの完成を許すかどうかに 

よって，一特に署レノヌ(候のもとにあるが一秋と冬の学 

期も組織されるだろう。 

ベルギーや，英|到やイタリーのテレビや，ドイツ， 

スイス，ベルギーのラジオはガンジーセンターに閲心 

を持って米た。 

このガンジーセンターの問答学校は世界が期待する 

ところのものと正に一致するものである。 
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会員増強月 

常に発展しつづけるライオンズ.クラブの主な目的の 

一つに，強力な会員を維持し，ライオンズクラブを発 

展させるという目的がある。そしてこれはこガパナ 

一を主とした地区役員だけの問;®でなく，各クラブ会 

長，会員個々にも課せられた一つの課題である。特に 

この10 1:1は会員助強月問に当っており，113.力闱， 

15,805クラブ，その会貝数625,910名を容する一大組 

織に史'に発展が期待されている。 

この会員増強月間にはすべてのクラブがこれに#加 

することを耍前されている。1917年に㈤際ライオンズ 

が削立され，奉比団体の中でリーダーシップをとって 

44芈|11|絶えず発展し絞けてきた。我々の絶えざる発 

取は確保され，そのfliW.f能な人々にライオンズ7ラブ 

tこ入会する機会を常にあたえてきた。 

会Sを枘強するにあたってはガパナー始め地区役與 

の努力もさることながら，その殆んどは各クラブの会 

民の力によるものである。クラブの選ばれたリーダー 

として，会長はライオンズクラブの資産ともなるべき 

社•会の有能な人速を迓任をもって入会させることが大 

Wである。そしてこのことはライオンズクラブはもと 

よりライオンズインターナシ3ナルの米米にとっても 

_1(要なことなのである。 

この会咼W強,计闹にとって必要な鉍初の段階は，活 

©J的な金®委貝会を指命することである。これはクラ 

ブを助けるために現会0を黹起させるだけでなく.入 

会を希0?!する人々にクラブの仕取の话则，恒久的な目 

的も充分認識させる要因となるものである。ライオニ 

ズムとはどんなことをしているかを見て，それに参加 

しようとし，社会'奉仕にあずかろうとしてその招きを 

待っているような人が社会には多くいる。クラブ会畏 

によって支援された強力な会員委貝会は大いなる奉仕 

のためばかりでなぐより厚い友坫と，社会生活によ 

り彩种をもつリーダーシップのために強化される屯が 

必要である。ライオニズムの発展にとって7ラブ会畏 

の®要性は非常に強く強调される。それ以上にこの会 

HW強,t h叫の成功は自己のクラブにおける，什闽を組織 

するリーダーシップをとる麥員会の熱追；の程度による 

ものである。. _ 

今月はライオニズムを祈たに発展させる会嶎枘強月 

間にあたり,会員委員会の重要性がより-咕強調され 

るわけである。そこでこのgn;?の衣柊及び会ww々 
の問题についてスポットを龙ててiiることにしよう。 

間を迎えて 

会員委員会の義務 

1) 役員会の承認を得て，会R增強計M案をねる。 

2) クラブに入会しそうな人のjii•も新しいリストを作 

り.彼等が入会するような効采的な方法をとり，役與 

会の承認を得て，招待したり，彼らがクラブに速れて 

こられるようにする。 

3) HI標を定め，各会Hに增加を確保させること。 

4) 国際本部によって定められている会強川出の 

ようなものを特に強調する。 

5 )社会で活则している祈しい人违に注すること。 

6) 退会した人を新会員や復w会呙として後；wさせる 

こと0 

7) この叶I面の迪行や，会員增強に閲する市柄を柄月 

の役員会に報告し，すべての予定が役員会によってじ 

ん速に行われているかを見ること。 

8 )クラブ会禺に会員枘強計刚の進行について裉告し， 

企会Hの協力を得ること。 

9) 会員問に会gチームを作りコンテストを行うこと。 

10) 見込のある会員にライオニズムの印象的な资料を 

与える。 

11) 新会feiを搜W•するために各会Rを活则的にさせる„ 

そしてよいライオンとなりそうな友人や仲間のリスト 

を作らせる。 

12) 品位のある，印象的な谈式で新入会員を迎える。 

13) 新入会員には特に|对心を払い，クラブに同化する 

ように見究めること。 

14) 会長が会員自身の選択によって好ましいと思われ 

る委員会に新入会舄を劄当てることを監視する。 

!5)チャーターメンバー，古い会長等に敬总を表し， 

彼等を活则的にさせること。 

16) Wも多くの会員を搜得した会gに敬总を衣するこ 

と。 

17) Key Membership Award Plan を推進すること。 

18) 圆際ライオンス•のコンテストに参加するよう指導 

する二と„ 

19) クラブの;!|爾に何か弱点はないかと見守り,役員 

会に報告をして会員增加のさまたげとなるようなもの 

を除く適当な活動がとれるように依賴すること„ 

20) W味を失った会員がいる場合その理山を確め，や 

めないように努力し，もしクラブに欠点がある場合条 

件を改めること。 

21) 地方の会則!题に閲して®際ライオンズ協会及び 
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日本事務局，故地K事伤局と迚絡をたもつこと。 

会員委員会の会議 
この® M会は任命されるとめ:ちに会合がBHかれなけ 

ればならない《ライオンズ国際除会により指定された 

ものとして，1〇月は会眞增強月間に当てられている。 

従って会員委員会はその時には有効な垠位として機能 

を采さなければならない。 

1) 委員長によって指名される会合 

2) 出席者の名前の記録 

3.)会長の予告声明，即ちその年の委員会の支持ど協 

力を要站するもの，委員会の義務の朗説 

4) その年の目標の;1択 

5) 会員增強計画の選択 

6) 会員のための加入見込者のリストの作製，委員会 

の各委員にクラブの将来を担っていけるような会員と 

なるような人の名前を逋き出してもらうように依頼す 

る。同梂にこのことを会員にも依賴すること。 

7) 次の会合の日取りを決めること。一力に一回も 

しくは必要に応じてそれ以上に開くこと。 

会負増強計画 

理想的な会員堝強目標はそのクラブを社会において 

jjjも効果的な奉仕クラブにするために充分に強化する 

よう保つことである。 

委員会によるたゆまない努力は会員を徐々に枘加さ 

せていくために必要なことである。 

クラブ会員金員が参加できるような特別のコンテス 

卜が新会員を多数獲得するために必要なことであろう。 

見込のある会負加入者への宣伝 

ライオンズクラブの会員は紹介を通じてのみ入会で 

きる。入会の見込のありそうな人を麽秀な会員によっ 

て紹介されなければならない。スポンサーするライオ 

ンは入会申込用紙に記入し，それを会員委員長に渡す。 

そこで会員委a会は入会希萤者の適性を考磁し役員 

会に推せん状を极出する。（会員委員会は入会希望者 

の採否をする力はない。）この決定は役員会において行 

われるものである。もし役員会がこ¢0入会希望者を認 

めたならば，会員委員会委员長はスポンサーしたライ 

オンにMembership blankと会赀の誚求Vifを受け取 

るようにすすめる„そこで入会希望者はこのクラブに 

入会するのである。 

移箱又は復帰会員もこれと同じような方法で承認さ 
れるものである。 

.会 員 
ライオンズ7ラブの会貝は紹介洛-のみを;(0じて確保 

される。 

ライオンズクラブの第一の目的は奉仕団体であり， 

それ故に会員がクラブを通じて社会に奉仕出来ること 

にW11 木を持っていると期待している。クラブは会員が 

社会に奉fl:することの出米る機会を与える衣伤がある0 

この奉任活動に加えて，ライオンズクラブの会員は 

会員相互問で友人となり，道徳心をこうようし，知性 

をみがく機会を得るのである。 

多くの物は金で買うことができる。しかしいかなる 

金をもってしてもライオンズクラブにおいて打ちたて 

られた人間の暖い心は買うことが出来ない。 

ライオンズクラブ会貝の意味するもの 

ライオンズの会員は奉仕粘祌の分野において®も® 

要な部分である。それは同胞，社会，国家そして世界 

の奉仕のために各人の義務を認識させている。ライオ 

ニズムは良いことのために決定的な影#をもつもので 

ある0 

各ライオンズクラブは各社会の最高の代表者より梆 

成されている。会員逮はこのクラブに時問的にも財政 

的にも捧げられる独立した地位に违した実業家,枣門 

家，教貿易業者達である。そしてクラブの活则を 

通じて社会の最も価値のあるグルーブの一人としてそ 

の評価は高められるのである。どの会員でも*私はラ 

イオンである，ということを自^•をもっていっている。 

しかし，この自信も各クラブの威信から出てくるも 

のではなくて，クラブの存在を知らせ，尊敬の念を抱 

かせている多くのァクティビィティから出て来るので 

ある。ライオンズクラブの動くところ，必ず奉仕があ 

る。.ライオニズムのモットーである"We Serve”は 

梅年約20万件のァクティビィティを夾施している。 

この盛大なァクティビィティの一つ一つの背後には努 

力，時間，仕事，世界の各地のライオンズの幾千の金 

があるのである。 

世界各地のライオンズクラブは，W際的な面から， 

设初の目的である*世Wの人々の問に宽容の心を#い 

創造する，ということをK行するために働いているの 

である。各クラブにある国迚委H会を通じてライオン 

ズクラブは近隣の諸国の間にW少年の交換を支持して 

いる。他の人の意見を理解すること，他围の希望，夢， 

望み等はライオニズムの基本的な主義の中に含まれて 

いる。各ライオンは彼HI身にライオニズムの精神を融 

合させ，偏見を捨て.兄弟として各ライオンを抱きか 

かえるものである。 

ライオンズクラブは各会員にか価侦のあることを 

する観念を与え，奉仕枯祌にとむ人违の世界の同胞の 

一部となること，有益な人になることにほこりを持つ 
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こと，有益な認識されたチームとしてM人をことに認 

識させる。各クラブの強さは顕著な会員の奉仕による 

ものである。各ライオンは同僚の’内にある正義感によ 

ってかん起されるものであり，必嬰と，すべてのため 

の观解にK容なることによってたつものである。 

ライオンズ道徳綱領に従い，ライオンズクラブの目 

的に吹き込まれて，各ライオンはクラブの大きな仕事 

に没入するのである。そこで始めて真の会員は*ライ 

オンであることは侦大である、というのである0 

エキステンションアワード ， 

この会員堝強月間に地区ガパナーを始めとした地区 

役員及び各クラブ会長，会員季員会，会員個々の一丸 

となった努力が望まれているが，ある程度の目標を達 

成したガバナーはそれにふさわしいァヮードを受ける。 

またガバナーを始めとする地区役員及びクラブ役員は 

次のようなァヮードを受ける。 

地区ガバナー 

ガバナーは地区におけるクラブがークラブについて 

平均一人以上の会員を增加したならば，表彰状を受け 

る。これは羊皮紙に印刷されており国際会長ベァ•ス 

トール氏の署名がある。 

ガバナーがークラブにつき平均2人以上の会員を增 

加させた場合，ガバナーはメダルを受ける。 

ガバナーがその地区においてークラブ平均3人以上 

の会員を増加させた時，上記の表彰状に加えてライオ 

ンの彫像が授与される。 

会貝増強委貝長 

ークラブ平均2人以上の会員を悄加させた場合，会 

員委員長は表彰状を授与される。 

ークラブ平均3人以上の会員を増加させた場合，； 

ダルを受ける。 

この地区においてークラブ平均4人以上の会員を増 

加させた場合，表彰状とメダルに加えて目党し時計つ 

きのトランジスターラジオが授与される。 

地区幹事•会計 

この地区において一^7ラブ平均2人以上の会員の肋 

強を行なった場合，会計幹事は表彰状を受ける。 

この地区においてークラブ平均4人以上の会Hを肋 

加さ.せた埸合は上記の表彰状に加えてメダルを授与さ 

れる。 

地区においてークラブ平均4人以上の会gを枘加さ 

せた場合は表彰状とメダルに加えて旅行用目党し時•计 

が贈られる。 

ディビュティガパナー 

各リジョンにおいてークラブ平均2人以上の会貝を 
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增加させた場合，ディビュティガパナーは表彰状を受 

取る0 

各リジョンにおいてークラブ5T-均3人以上の会員を 

増加させた場合，ディビュティガバナーは表彰状に加 

えてメダルが贈られる。 

各リジョンでークラブ平均4人以上の会段を搜作し 

た場合，ディビュティガバナーは上記の衣彰状とメグ 

ルに加えて旅行用目党し時計が贈られる。 

ゾーンチェアマン 

各ゾーンにおいてークラブ平均2人以上の会員を搜 

得した場合，ゾーンチヱァマンには表彰状が贈られる0 

各ゾーンにおいて一:7ラブ平均3人以上の会員を搜 

得した場合，表彰状に加えてメダルが贈られる。 

各ゾーンにおいてークラブ平均4人以上の会員を搜 

得した場合，上記の表彰状とメグルに加えて旅行用因 

党し時計が贈られる。 

アワードの必要条件 

このアワードを受けるためにはすべて現在あるクラ 

ブの新入会員を対象としてアワードが与えられるので 

あって新クラブ会員，復帰会員，トランスファーメン 

パー，チャーターメンバーはその対象とならない。 

地区でクラブ数20以下の場合は，地区ガバナーが 

アワードを受けるためには20人以上の会員增加がな 

ければその対象とならない。 

10クラブ以下のリジョンにおいてディビュティガパ 

ナーがアワードを受けるためには10人以上の会Hが枘 

加されなければならない。 

クラブ役灵 

5人以上の新入会員を獲得した場合，会長は衣彰状， 

メダル.それに特製の額を贈られる。 

8人以上の会員を搜得した場合，幹琳は衣澎状，メ 

ダル，特製の額を受ける。 

クラブ会灵委員長 

5人以上の会員を搜得した場合，会員委員長は表澎 

状とメダル，ライオン像のぶんちんを贈られるn 

8人以上の会員を搜得した埸合，委員長は表彰状， 

メダル，特製の額を贈られる。 

12人以上の会興を搜得した場合.会員委員長は表彰 

状，メダル，ライオン像入り机上ペンセットを贈られ 

る〇 
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淮宮さまに捧げられた銀のカップ 

The silver cup presented to Prince 

子供たちの代表によるカップ 

Boy delegates presenting tne silv« 



銀のカップ浩宮様へ 

-—太平洋を結ぶ国際親善の手—— 

H米少年少女による[¢1際親#のつどいとして.去る らした待合莖はH本怙緒もゆたか，それに加えて非常 

5 n141:1,151-1の両Rルイジアナ州，アレキサンド” に荘厳な感じのする所である„ 

アill•で盛大に開かれた「日本デー」は大成功のうちに 

終ったが，この「n本デー」を記念lてアレキサンド 

リアの-了 •供辻がhi本の少+年少女の象徴である浩宮さま 

へ贈る銀のカッフがn本屯伤局にffiいたn i;i本事務局 

では早速このアメリカの予供遠:の奸意を浩宮梂にお伝 

えするよう準備を進めていたが，このほどそのカップ 

のの1:1取りが決り. 9月14日代表が來宵御所をお 

とずれ，アメリカの少年少女の奸想を伝えた。 

この銀のカップはさきの7 —8ルウライオン誌に報 

ぜられたように，「1:1本デー」の行われたルイジアナ 

州アレキサンドリア地方の少年少女連がこの行:Itを記 

念して1=1木の少年少女の象徴である浩宮様に何か赠物 

をと1‘1分违のこづかいを出し合ったお金で銀のカップ 

をHったものであって，アメ .リカの少年少女のK心の 

こもった温い晰物である。このカップは高さ約15セン 

チ尚抒約1〇センチのもので子供用のカッフである。な 

おカッフ'には '1961年ルイジアナの予供述の心よりの 

贈りものを浩宮採に捧げる*と彫られている。この力 

ッフはin本に送られる前に*日本デー，を記念して州 

知'の下-紙と共にステートキャビトルの博■物館に展示 

されていたものである。このカッブと共に皇太子妃* 

哿予様には日本デーの記事を載せた，またアレキサン 

I•'リアの街の沢山の干供速の署名のある記録集をアル 

パムにして添えて来た。これは«&宮梂のために奕.宵予 

妃に保存していただきたいといっている。 

このような海の向うのルイジアナ州，アレキサンド 

リア市の少年少女违の心をこめた贈物は，太平洋を渡 

って日本にfiiけられた。宮内庁では一般からの献上品 

はお受けにならないのが前例となっているが，特にこ 

のアメリカの少年少女の温い気持をくんでこの贈り物 

を受けられることになったものである。 

さて9月14E1この銀のカッ，フを贈呈することになり， 

午後3時束宮御所tこてこのI的呈が行われた。ヤ|日アメ 

リカの少年少女を代表して閲東7ラブ会長レオンハル 

卜氏の令息ホール君とロパート君の双子の坊やがお母 

さんのヒルダさんに伴われて午後3時_|W新装なった東 

窗御所に贈物を届けた。祌宮外苑の緑を西にのぞみ， 

赤坂の国会図漭館の隣りにある東宮御所は木々の緑に 

州まれた辟かな埸所である。入口を入ると障予をめぐ 

さてポー/レ君とロパート君の両代表はあこがれの鬼 

太予夫迤はじめ浩宮採に会えるとあって大はしゃぎ。 

当日はお母さんと.はるばる横浜から来たのである„ 3 

時に黑木侍従が見えられ.鬼太于殿下は急用にて会え 

ないとの审で，黒木侍従が代理としてこのカッブを受 

け取られた。そこでこの両君が黑木侍従にカップとァ 

ルパムを華し上げた„いつも厳しゅくな顔をしていら 

れる™木侍従もこのポール，ロパートの両代表;こは二 

コニコ_で握丁.をされた後，お母さんのヒルダさんを 

交えてしばらくの間話をされた。この席上盅木侍従は 

■'ァメリカの少牢少女•よりの温い贈物は有雒くお受け 

します。なお殿下にはこのァメリカの少年少女連の奸 

葸をよくお伝え致しておきます。、と述べられ*これを 

機会にH本とァメリカの次代を背負って立つ少年少女 

が互に手をとりあって国際親善の役を果し,/世界平和 

のいしずえとなることを错みます，とこのil,iいll«物:二 

感激されたようであった。 

その後黑木侍従は浩宮採に一寸お会いしましょうか 

といわれ，ヒルダさんとロパート，ボール両哲は待頊 

の浩宮梂に会見することになった。丁度浩宮採は！[の 

日ざしを一杯に受けた芝生の上で一人で遊ばれており， 

思木侍従に伴われてロパート，ホール君が浩宮棵のと 

ころへ行くと，浩宮採はポール君とロパート君の所へ 

近哿り.乎を差し出されたが，ロバート君とポール君 

ははずかしがってお母さんの後にかくれてしまったと 

いうこともあった，なおお母さんのヒルダさんは浩宮 

様に会われて感激もあらた1可愛いいですね。可愛い 

いですね，を迪允レていた。 

去る3月シカゴ本部のM際関係部長ァントンKデ 

カム氏の紹介によって始まったこの企11iは，まだ雪の 

深かった頃の長岡市のライオンズの献身的努力によっ 

て身を結び，Mrs Phyllis Taylor Van Alstine の努 

力によって成功に終ったHI本デー*はかくして日米 

少年少女遂の問に堅く乎を結ばせたのである„贵少年 

の交換を始め，少年による親蒂をスローガンとして 

いる今年tここのような心あたたまるFJ米親薺の催しが 

開かれたことは,诚，二喜ばしいことであり，今後ともこ 

のような集いが世界各地において行われ，国際平和の 

•助となることを祈りたい。 
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希望号乗船記 

港のはるか沖を通っているのは大きな白い船で，そ 

の船体には大きな字で“ HOPE”と-;Ifかれていた。 

この船は货物船であるが，航海中に寄港した港で親 

_と親杏に役立とうと旅立ったのである。そ.してこの 

船は耶艦として，世界の一部で病気と恶健康に0Sうた 

めの武器と熟練した技術で武裝されているのであるn 

その反而また練閃脱でもあり，この船に設けられ'た研 

究审ゃ教室では，病気と08うための新しい技術と方法 

を教えようとしているのである。 

この白い大きな船はS.SHOPE号と呼ばれこの名 

の由来は Health Opportunity fo People Everywhere 

の頭文字をとって命名されたものである。この船は米 

岡の多くの人々によってその资金が調违され，People 

to People Health Foundationの計刚によって迎常 

されているものである。健康は自由にとって®本的な 

ものであり，これはHOPE計両がその任務をはじめ 

るゆえんのものである。人類に対する親#と利益は外 

交上の政策より医者のカパンによって述ばれる方が， 

より効采があるといわれてきた„このようにHOPE 

評両は医者，看護婦，診療合同班を送ることによって 

*白い船、の訪問に広く門戸を開放させたのである。 

この医療爽習船S.S希望サがインドネシアに行く 

にあたって，これに乘船する最初の医療志願者の一人 

として，私はすべての人速が特に家庭の比較的ゆう福 

な人々すなわち医者，看護姉，歯医者，薬剤師，その 

他この*希望号、に乗船し1：いる医者が行っている仕 

事を何か一つでも知るべきであると感じていた。 

今日，、希望号，はインドネシアの数百万人の人た 

ちにとっては浮ぶアメリカの象徴となっている。それ 

はアメリカの個人の寄附，ライオンズクラブのような 

団体，突業界及び労働者による寄附でまかなわれてい 

るもので，健康を維持する機会の少ない人违に準備さ 

れたものである。 

実際に私は最初に寄港したインドネシアにおいて， 

医者連の親切さと，インドネシアの人達の喜びと，圧 

倒的な辱謝の気持をそこに見出した。このことは希 

望号がインドネシアの-主都ジャカルタに着いた日の 

"Times of Indonesia”に截かれた社説において® 

もよく指摘されている。 

このアメリカの苋大な行為は我々にとって長い問忘 

れられないであろう。希望号に乗船’していたIS師，# 

デイヴイスダルハム 

護姉等の乗粗Sはなかなかインドネシアの人逮にとっ 

ては忘れられないであろう„インドネシアに来られた 

ことを歓迎し，我々に医学を教え，指導せられ，我々 

はこの一行が貯えられた法R学の技術は我々インドネ 

シアの関係者に充分伝えられるであろう。そしてこれ 

を教えられたことに対する辟敬の念は決して失なわれ 

ない。希望吁によるこれらの带は我々の記憶に長くの 

こるであろう„ 

HOPE計Piは以前海平の病院船であったCONSOL 

ATION !；•(15,000トン）によってfi•われた。そして 

朝鮮戦卞以前は极船にならんとしていたのを政府が 

People to People Foundation に貨し，アメリカ人 

の资附によって述符されていたのである。 

これに加えて，大部分の冈锯品や設備はR掭槳品会 

社によって寄附せられ，船の航行に必要な燃料はアメ 

リカの石油会社によって提供せられた。 

希望兮は約23〇のベッドをもっており，レントゲン 

と検査設備を完企に備えている柄院である„ 

常時駐在するスタッフは交代のV/•門家によって補な 

われ，その各々は数力月問勤務する。この船は6月中 

はインドネシア諸島を巡廻し，米闽のM海炸に‘Wる迄 

の4力月問は南ヴヱトナムに航海した„ 

この希塑サの來組員は民師15名，2人の擗区者，肴 

護姉25名と助手30名である。私は2力月から4力月の 

この旅行の巡廻基地にいった®初の志願者の一人であ 

った。このチームの志願者は自分の仕?)Iをすてて無報 

酬で働くものである。多くの人達がこの仕事に喜んで 

奉仕を申し出たということは，2000人以上の医療関係 

者が,志願したというポ灾によっても明らかにされるの 

である。 

この医療団の一部は®®I屯にのって寄港地の国々に 

巡廻診療に出かける。そして残りは船上にて診察した 

り，映幽，フィルム，巡廻テレビ等を通じて教室での 

講義，討論が行なわれる。 

我々の診療は病人だけではなく，医療設備や，健康 

管理上の専門家をも含んでいる„そして見学者も非# 

に多く，迚日1500人以上が見学に来た。 

困雉な条件で仕琪をしているクj•脚者速にとっては， 

この医療班はインドネシアにて非常に好評を得た。イ 

ンドネシアにおいては医者は7100人に一人の割合と 

なっており，彳I:琪に追われて，新しい枝術を習得する 
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哉会がないのである。彼等は高度の枝術の習得を得る 

/■こめにヨーロッパや米国に行くことは出來ない〇そこ 

でこのようなHOPE計両は夾際にこの地の医療関係 

者に医療教育をもたらしたのである》 

调人的な而から見ると，インドネシアにおいてK•も 

础いられた経験の一つは14歲の酉|!1,おし.つんぼの 

•:屯苦の少女の祝力を回很したことであった。我々は 

聰力や言語障害を取り除くことは出米なかったが，こ 

の少女の人生における少しの#びの機会をV.えること 

ができた„ 

私は灼膜移出に興味を持っている人违に出会ったが, 

彼，はこれらのための道+貝.や，経験';？を持っているが, 

たとえ死後といえども休の一部分を取り陳くことは不 

可能だという京教的伝統のために寄肋者がない。たと 

えばこれが検死解剖といえども行うことは1|f艾上不可 

能である。 

私はジャカルタの眼科医と一力/]に--冋眼のT.術の 

ためのフィルムを送る,卄両をたてた。これはインドネ 

シアにおいてこの問超に判味をもつ眼科Kに巡廻せら 

ナンパーを完企:こ取りそろえるようにした。これはま 

さしく人と人との站盤;こ立って迷成することが出来た' 

ものの例である。 

この船が3月インドキシアに立ち寄った時，この底 

療親苦mの会長であり，この,计_の;fa没者でもある 

William B. Walsh卜$士のところへ，この希留勺.に 

関係ある企員にあてケネディ大統領から一通の丁.紙が 

来ていた。 

大統領はこの丁.紙でHOPE ；?|-师に#加している眩 

師，看護婦，その他のすべての人々に対してあなたが 

たのなしているすばらしいft事にたいして感謝の.意を 

伝えて下さい。私はこの計両がインドネシア国民どlit 

界の他の圃々との利益のうちに絞けられることを確信 

致しますn希塑リ.はpeople-to-people programの浓 

礎となる,]-|-Wである。 

このようにケネディ大統領は希萤号になっている廃 

船となった海艰の沾院船を贷すことを承認したアイゼ 

ンハウワー前大統領の初の決定を再*認したのであ 

る。 

れるであろう„私はまたインドネシア旅行中に次のこ 更に数多くの船が貸出され，世界の各地に招かれて 

とを見つけた。すなわち医科大学では過去3年問も我 送られることが望まれる。そしてHOPE兮はもっと 

々の医学雑誌を受取っていないということである。従 世界各地で必要とされる。 

って彼等の図湛館に完備できるようにこれらのパック 

産業発展の原動力// 
徹底した品質管理：優秀なる生産技術.充実した機械設備により 

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 
油浸紙絶縁鉛被電カケーブル 

ゴム絶縁鉛被ケーブル 

鉱山用電カケーブル 

信号用油紙ケーブル 

合成ゴム絶縁電カケーブル 

、方 » 
3x 22%2 600V 

rAKe iwuuTEosjffiwfAW® 
LEAD SEATMEO WfFW 

Q # B 

大阪ヶーブル株式会社 
本 社大阪市西成区柳通七丁目一〇 
命一^ 征話天下茶里六八五一番（代表） 
柬京货莱所柬京都沿区芝浜松町一の- 

祗話⑬〇七六 一•〇九六五番 
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クラブ活動便 

愛の手を贈る Atlanta club (:米|到） 

2〇才になるコロンビヤのVFf-が6週間アトランタク 

ラブに招かれ，ポタンのはめ方.食事を一-人でするこ 

ととかを習った。この中南米から来た杏年は生活':を 

アトランタクラブによってまかなわれている。このVf 

•年は故郷のCaliで工場の屯故で両腕を失ったが，そ 

の代りとなる幣形手術を受けるためにアメリカに渡っ 

て来たものである。この宵年は英語を个然活せず，ま 

た闽肩から腕をなくしているためにいつも附添が必要 

である。このためにアトランタクラブから附添となる 

人が用:留されている。この宵年•を助けるアクティビィ 

ティはCaliクラブとアトランタクラブとの合同計両 

であり，Caliクラブはこの宵•年がアメリカに行く旅 

赀を提供した。また彼の失われた手にかわる義手の抑 

用は™の屜用主が負担した。なおアトランタクラブに 

よって支出された赀用は1,500ドルであった。 

貧困家庭の子供達にも楽しい夏休み 
Terrigal club (オーストラリヤ） 

20人の生活困窮家庭の子供達がTerrigalクラブ（才 

ーストラリヤ）によって4日間の休みを過した。赤十 

宇社の援助によってこの子供達はシドニー近郊のスラ 

ム街の学校から選ばれ，彼等はゲストハウスに宿泊し 

企我用はTerrigalクラブによってまかなわれた。柿 

日この子供達はらく乳工場を見学したり，オレンジ采 

焼失家屋一日で再現 
Littleville club f米|Tf) 

これはアラバマ州のLittleville clubが近くの人の 

援助によって焼文•したライト家の人述のために家を-边 

てたという話である。この家はフレーム附きのバンガ 

ローで，3つの菘室と，居問，台所である。I956乍に 

このLittleville clubは同じような状態のもとで近く 

の人の家を迚てたことがあるので，この度の災饵が起 

ったときにもちゅうちょすることなしに行なわれた。 

ライオンズの阀会が行なわれたときに，この家を迚て 

るために脚こうとする志願劣•がこの町のホールに集っ 

た。この家の設計Nに代ってスケッチが作られ.必要 

な資材のリストが作られたnまたこの地方の会社はい 

ずれも材料を祝供することに典論はなく，その問にラ 

イI•家のための金,衣類，货描等が人口 600の町から 

ボーイスカウトによって集められた。この家の妞築'こ 

応じた30人以上の労脚者のうち抒験のある大工は3人 

だけであり，その他は百姓，工場の職工，トラッ7の 

逆転乎，工場の货働者，一般の職某人等であった。こ 

の家を敁初に迹てるエ牢は午前6時にフレームを釘で 

打ちつけることによって始められた。そして夕方には 

sheetrockを迚て，かくして家は一で完成した„こ 

の家の家典の大部分は寄附されたものである-なおク 

ラブはこの計両に200ドルを費用として支出した„ 

澍園を訪れてパー^:キュランチをご馳走になったりし 

た。•また自则屯で燈台にも行った。これらの予供迷は 

10才から12才までの問の干供で，この地方の多くの人 

は約175ボンドにのぼる费用をこの子供迷のために寄 

附した。 

独り暮しの老人にベル取附け 
Driffeld club (難) 

一人きりで生活している老人の主とした惝みの一-3 

は急に病気になったり，倒れたりした場合に助けの人 

を呼べないことに対する恐れである。そこでこのよう 
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な緊念の場,*;■に対処するため.英国のDriffeld地方の 

ライオンズクラブではべルを附けることを採り入れた。 

このべルは各家に備えつけられ，近所の人や町を通る 

人にIIHえるようにしてある。なおこのベルの据附けは 

岡中で> n.货川も安く川米るので4(Wを得ている„ 

精神薄弱児にも楽しいキャンプ 
Tulsa club (米！^) 

Tulsa (オクラホマ州） 7ラブでは姑祌薄如児のた 

めに一週間にわたるキャンプを開いたnこのキャンブ 

はFt. Gibson湖にて開かれたもので,病人用の単椅 

子,松架杖,その他の補助器具の助けをかりて, 35人 

のft者述け-•週間にわたって笑V、に满ちたW春の•と 

きを送った。この35人は身体に障與があるために，キ 

vンプを送るためにはこの人数の2倍以上にのぼる附 

添が彼等のために必要となってくるのである。そこで 

85人のライオンズのメンパーがキャンブに必要な人U 

を光すべく附添と-緒になってこれを援助した。この 

•週問に要したキャンフの费用1550ドルはクラブの活 

動資金によってまかなわれ,この费用は•般にキャン 

フを受けられない不幸な子供速に幸福を与えたという 

:S味において充分に刪竹のある有意義な货用であった。 

フィンランドのアクティビティ 

フィンランドの107—D地区のライオンズクラブは 

1961外:の8力月の問に262のァクティビティを完成し 

た。これらのうち多くのものは赉长院，.病ん贫困家 

庭の人々に附物をしたり，少尔违に}!(動具を備えたり 

するような比較的少ないァクティビティである。しか 

しより要なものが*ノt•成された。Kiuruvesi clubは资 

金と資材を许附してスキーのジャンブ台を廸設した。 

Isalnii clubはこの地方に商柒卨等学校を建てるため 

の捉浆をした。またOuluクラブでは中古の家具を梁 

めて2 H1間にわたるパーゲンセールを行い，そこから 

得た純益2,500ドルをユースセンター迚築資金にあて 

た。フィンランドクラブではボーイスカウトのリーダ 

一を教育するための费用として90パーセントのI2,000 

ドルを集めたが，今会計牢度中には他の完成されたア 

クティビテその総額U150,000ドルにのぼるものとみ 

られている〇 

盲学校に美容院 
Parkville club (米国) 

マリーランド盲学校の学生達はParkville clubの 

好意によって美容院を持つようになった„すなわち孕 

Krtに特別の部屋が設けられ，そこで美容院に必要な 

すべての設備が学生速のためにクラブのIf川で術えつ 

けている。また梅週月曜日にはBaltimore Hairdre 

ssers’ Associationの監督と少数の炎容師が学校を,出 

れ，学生に特別の炎容を行った。 

図書館一周年を記念して芸術展 
Osburn club (米|Ji|) 

アイダホ州のOsburn clubでは図,1FM開舱一週半 

記念と，W立MJfM—週年記念を記念して公立閣m 
で芸術展を開催した。この図i!f館はOsburn clubの 

叶！！であり，熱心な会員達が新しい村の消防本部の屮 

に完成したものである。木棚を作ったり，猫品をHっ 

たりI社会が公立図迸館をもつように本の许附迎動を 

助けたりした。ライオンズの会員迷は奇附された本を 

整理するのを手伝ったり，ダンスリサイタルを開いて 

その純益から设初の一力月の费用を出したりした。ま 

たライオンズの姉人速は村の役員会でこのB的のため 

の予算がとれるまで，希望者をつのりW幼の一力月叫 

図漭館を開いた。 

1,890人の人速の間に図書館は約3,4001111•の遗ばれた 

本を所械し，300 IHI•の月刊誌を送った。|初迸舱開館一 

週年のopen houseには11人の地方の画家が汕給，水 

採111を出品し, 8人のhobbyistが陶器製品を出品し 

た。なおこの芸術服には400人の人が訪れた。 

米.英•仏•独.瑞.伊•和•直輸入 

見本常備•御報参上 

大雅出版貿易K K 
代取畏野英次（大阪ライオンズ•セントラル） 
大阪市北区曾析地2 丁目15マエダ•ビル 

羝拈（34) 3 0 6 0 06) 3 2 4 4 

朿京都千代田K神田西祕HIBf 2 *地W雉ビル 
•4£括（291) 58 O0-G26 6- 0887 

名-占«市中K祈栄町2の8 JK •米•ビル 
龙は（24) 4 0 9 5 

ネ薄を 

相子•手袋•靴下•子供服.下着奴.セーター.ジャムパー•マフラ 

一•ネ彳タイ.服飾堆»、靴.跑•ハンドバッグ.戡維技術図案.B冬 

=£計宝飾アクセサリー.him-家庭用品*金物•陶器ガラス器.迪味. 

* fJtn - .スポーツ用H •ウインドウ嵌>J•い商工龙デザイン.卬刷 

寺活字•ブラスチック•包装•让築盘吐设計•上木，rm-扭内装飾• 

バ嫩房装;e•照明•战械エれ.•ik波技術，圯シ(製品，较常符理• n動 

1 J '|C •航空機••自然科学•学術•作.パ/クナン/、•一各M他 

我社の独占二大サー 

世界中のあらゆる々タログがA山に災る- 
ご希望の现物姑本が抱山に取济せられる- 

-カタログサービス 
サンプルサービス 
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j\ 戸 C Hachinohe club :Presented the prizes 石 卷 G Ishinomalci club : Put up the slogan for 

to the boy's baseball game traffic safety 

jiliii川川m川川川川i川ii川i川川川mmm川川川川i川川川mm川川川川川m川川川川i川川川川i川川川mHmmm川m川川m川川川i川川im川川川川miiiHi川川川川川mmm 

旭川中央逍内水迸救済資金として砂川へ10,0001'J 

函館2 C市外レンガ台•貝塚允掘调盘のために博物舱 

合同 に調畓赀用■を援助 20,000|リ 

岩見沢水害を受けた幡向，北村地ド:へ30,000ドJ 

釧 路江南高校野球部甲予阑逋征赀として 

2 C合同 4,200円 

釧路まりも鶴公園へくず入れ取付け驶用として4000n 
登 別1)知Mrt志保傅士の迫リilと;稿の整理の 

ための处用として 4,500円 

2)粘祌病患者にゆかた，下着，mm 

百数十点を寄贈 

帯 広保育闽児用として3«•色いマフラー200枚を 

奇贈 10,000PJ 

小 樽1)旧際‘？生会議北海辺人会に#附10,0WJ 
赉老院に煙ザ36本と現金1000を讲贈 

小撙中央1)育成院へ煙取48本，現金32〇ド】贈呈 

2)国際常生北海逍大会に哿附 7,00011 

留 萠1)ボーイスカウトにナタ寄贈10,000|リ 

2)留萌高校定時制に焚学金を部附2000N 

札幌ァカシヤ八戸大火救済资金として 5,90on 
札幌エルム1)集中楽雨による見舞金として30,70on 

2)札條白石福祉園へタバコ302本を谢fi? 

静 内洪水で罹災児萤に教育资金として5,000円 

砂 川水蛊罹災児蛍に対し勉学援助資金として 

(8月末日現在) 

クラ ブ名 会員数出席率 クラブ名 会員数出席率 クラブ名 会員数,出席率 クラブ名 会員数出席率 

302- -E1 江 別 31 76 釧路ま りも 26 94 小 唏 83 75 

北海道地方 阄 館. 67 72 室 m 53 85 小傅中央 70 80 

旭 川 69 88.4 阁 館 朿 62 70 室蘭 來 32 70 '小搏みなと 34 80 

旭川 中央 63 85 本 別 17 76 奈井 江 20 j留 m 44 90 

旭川大雪 45 93.3 岩 見 沢 34 73 登 別 46 82.4 札 幌 106 76 

1 气 別 24 93 俱 知 安 38 82 •!if 広 69 95 +L中晃アカシヤ 61 90 

美 唄 42 100 训 路 71 80 術広^ 卜央 39 97 纟札幌中央 95 82 
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郡 山 C Korlyama club : Donated television sef 

to the elementary school 

浅 草 G Asakusa cIud : Presented stationaries to 

handicapped children 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lllll；11111111111111111111111111nm 

40,000|*J 

滝 川1)水古対策本部へ兄舞金夼附10,000PJ 

2)俺川種畜場30周半記念行事夼附金とし 

て 2,000円 

夕 張M山•子供盆踊りコンクールに赏品代として 

10,000ドJ 

八 戸1)沿2 M小屮学V/•少年育成啓紧迚動後援 

K金として 10,000円 

2) ^4问少半親蕃野球大会後拨丛金とし 

て C;ぬ:26頁左） 10,000PJ 

秋 田駅⑽広場の喷水池とブロンズの像を迚設し 

秋田市に奇贈 

仙 台PJl•多贺檢费所のベッドスクールの子供速を 

2 C合同七夕M物に招待 24,600ドJ 

仙台中央1)1げに妃遛ブール川泔台1基を都贈 

75,000ドJ 

2)修礎学協にスポーツ用品を寄贈 

29,800円 

2)開成小*'ス•校礎護‘？級K也34名にテレビ 

一式を贈呈（ザ贳左） 

東 京YMC At休不III由1A!のために海辺キャン 

ブへ夼附 50,000|'J 

浅 草1)NTVの*この人を、へ饰附3,000N 

2) 説売新咄主fill*光のプレゼント，へ饰 

附 50,000|LJ 

3) 板橋区内身冰不自山W施設へ文房只•等 

を奇贈（写:^右） 5,0001リ 

神 田1)YMC A少芈キャンフ補助金として 

10,000|rJ 

2) NTVの番組48この人へ，に寄附 

2,000円 

3) U本赤十宇社に夼附 10,000円 

丸ノ内都内I2力所の保育闷へおやつを12,000FLJ 

芝 1)砂川集中粢附の見舞金として10,000円 

2) YMC A少年キャン.ブに寄附5,000円 

新 橋母子家庭の子供の為の海浜キャンブに寄附 

福 島 BBS迚盟にテント，ハンゴウ，スコップ 100,000円 

等を贈呈 15,300H 横 浜1)日本水上学校に部附 30,000円 

郡 山1)八戸大火の兌舞金として制5(、r 3,400N 2) W•少平憩の家に哿附 30,000円 

クラ ブ名 会員数!出席率 
クラ ブ名 会員数i出席率 

1 

ラブ名会員数出席率 ク ラブ名 会員数1出席率 

札IIエルム 101 76 八 雲 28 87 盛 岡 67 81 会若松 38 82 

白 槠 21 88 余 市 40 61 秋 田 78 73 福 島 56 71 

他 内 19 55 夕 張 49 92.8 能 代 34 75 郡 111 21 100 

砂 川 42 81 東北地方 山 . 形 44 100 関東甲信地方 

川 47 70 1-： 森 50 80 石 42 91 東 京 131 73 

•S， 、牧 38 98.7 八 戸 38 90 仙 ム 92 79 浅 草 60 97.5 

洞 爺 23 83 弘 liif 65 100 仙 台中央 85 84 干 代m 84 79.2 

歌ミ -ミ内 35 87 水 沢 26 74 志 津川 22 97.2 銀 座 118 80.4 
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三条 C Sanjyo club t Donated reconstruction 甲府C Ko»U club: Erected the lamp pillar to 

fund for the heavy rain to the city prevent crimes 

|i 川 iihiii 川 ii川1111111iiuii 川imii川 11111111111川"mimiiuii川 ii 川uimmuiim ⑴川川川 ummmmmmi 川 miumiiiimiiimui 川 nil 

新潟東 

佐渡 

三条 

浜千鳥詩碑附近に水銀灯を寄贈70,0001'j 

屯内水番の被災者見舞金として30,0001'] 

1) m商工会議所前で冷水サービスをガー 

ルスカウトの応援を得て行う 9.6401'] 

2) 水害に活跑した自術隊高田，祈発Wrt 

部隊に感謝状と記念品を贈呈 20,200円 

1) 鹿瀬町船波部落の火災に対し同役場に 

救援金を贈呈 10,000円 

2) 県下の水畨に対しD赤を通じて見舞金 

を贈呈 50,000円 

H本赤十宇社に 5,000円 

八戸大火の見舞金として 2,400円 

集中楽附の救済基金としてポへ(左) 

64,000円 

2)良野姑〇卜那地方水)ifに舟附10,0001リ 

諏訪湖ソ迚のH本人墓参に対しちょうちん2丛•を 

猶 2,5001'J 

御殿場1)沼渖盲7校に教材購入資金として 

5,0001 >1 

2)沼沭ろう啞学校に教材眺入资金として 

5.0001JJ 

3.)當士山ffl+_対策姿W会に;！標资金とし 

て 10,0001 ■] 

4) i|/教育委W会にアコーデオン購入資金 

として 38,0001'1 

5) 八戸大火見舞金として 6,200Pj 

100,000円 

高 田1)不良化防止迪®(の標語1500枚を印刷各 

家庭に配布 5,000H 

2) 町内対抗少年野球大会に後勝カッフを 

寄贈 3.600H 

3) 肢体不自山!;dの林間学校に学習用ノー 

卜を谢!W 3.0001'] 

甲 府1)1U北新町に防犯灯2基を妞設戊右) 

«)诹訪湖Cに水辔罹災者•救援資金として 

4,5001'] 

磐 田1)褚薄児収容施設，老人ホームへ菜子を' 

贈呈 2,500 H 

2)予供会に会旗を贈里 19,20011-1 

静 岡1:'1本盲人会迪合細人部Wf+修会及び大会開催 

の経货助成金として 15,000H 

静岡葵H本肓人会迚合如}人部lijf眵会及び火会開他 

ク ラプ ，名! 会員数出席率 _1 
ク ラブ名 会員数出席率 ク ラブ名会員数_出席率ク ラブ 名 会員数出席率 

神 田i 
60 93 新 86 | 85.8 長 岡 69 90 甲 府 65 78 

m 東 
49 ； 80.6 新 宿 i 63 ； 66.2 新 潟 | 104 88 足 利 42 83.3 

丸 ノ 内 64 78.5 小 in m , i 49 ! 75 新 m 東 59 92 302 - E2 1 

a 本 橋! 76 ； 89 横 浜 115 67 佐 波 25 , 74 i\)j 湖 58 100 

大 森j 37 88 1|J 川 60 67 , 三 条! 1 59 90 東 海地方 
芝 63 91 川 □ 58 68 高 田: 50 82 熱 海 41 1 73.2 

渋 谷i 46 78.4 柏 崎 38 ! 85.1 燕 45 80 :賜 枝 59 : 
品 >'L\ 39 72 見 附 22 i 77i 

新 津 23 83 
i御 殿 場| 45 : 82.2 
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C Hamamatsu club: Ptesented souvenir 岐阜南 C OlfU Mlnami club t Set up traffic safety 

to Okinawa middle school swimming team board to the street of the city 

iiiiimiiimi川im川mmmim川mil川川mm川mmmmm川ii川i川mmi川川i川im川im川i川mi川川川m川川i川m川川川m川川i川mmimmi川mmm 

の助成金として 0,0001JJ 

浜 松1)ボーイスカウトにテントの油修货とし 

て 5,000門 

2) AFS浜松女部に讲附 12,000|'J 

3) 企W屮7生逸拔水泳競技大会参加チー 

ムの沖縄代表に土座を贈呈（；寘左） 

3,2601JJ 

尾 西1)山•内4力所のプールサイドにベンチを 

寄贈 .56,000円 

2)艮野狱下の水畨兑舞金として4,200F*J 

半 田ボーイスカウトにテント寄贈 25,000|'J 

一 宮屯小中学生水泳大会に赏品を寄贈3,0001'J 

一宮南小小中学生水泳大会に赏品を寄贈3,000円 

一宮中1)ボ小中学生水泳大会に赏品を舟贈 

3,0001JJ 

2.)水泳逸乎波米として10,0001jj 

江 南社会を明るくする迚泐に除资寄附18,000け】 

名古屋小•内I3力所の施設児盘（r99名）に脚人宛に 

文通をはじめ,プレゼントを㈣73,935円 

名古屋1)永牢勤杖•交通巡車16名を我彰69,745|リ 

4 C合同2)ボーイスカウトにテント奇贈 

116,90on 

名古屋西オリンビック徜金;象集のための映_会に協 

23,000PJ 

岡 崎 M崎地K綜合体育大会に陵勝旗奇艄 
13,000MJ 

豊 播 1； 迓期盲人#年研修会に杏附 3,000H 

2) 水禍車故防止活動器材設超援助金とし 

て寄贈 9,880円 

古 川, 1) K•野烘下の水咨兌舞金として 3,300円 

2) 古川町観光宣伝に協力 3,000n 

岐 阜 1) マンドリン演奏会の夕べを1相催 

2) ハワイ尚校逸抉野球チームとの親#野 

球に寄附 10,000|リ 

3) 设野揿下の水咨見舞金として 7,3001'J 

4) AFS交換学生を招待 30,000|リ 

岐阜 南 1) 天滿公Nにベンチ2 at舟贈 6,8001M 

2) ボーイスカウトに太肢寄附 57，180|リ 

3)交通標識3個を市に寄贈（:ゲ贳右） 

18,400円 

郡上八幡1)•山‘内5の小屮学校にオルガン，ステレ 

す等を饰附 375,000|rJ 

ク ラブ名；会員数出席率 ク ラブ 名 会員数出席羊 1 'ク ラブ名 会員数出席率 ク ラブ名1会員数:出席率 
1 1 

泝 松 112 69 宮 53 100 名 古匣西 86 82.91 岐 阜 73 100 

in 51 86.5 — 官圮北 39 100 ㈣ 崎 48 90.31 岐 弘南 61 100 

7« 51 76 7!'； iW 60 100 :m • 57 76. 5 I1. mi 33 87 

水 82 88.2 一 屮 39 100 ii 城. 31 92 郡 上 ‘10 100 

m 80 82 江 54 100 1黹 rhl 48 86 羽 島 46 100 

m 岡葵 45 75.3 名 iV m 115 74 豊 滴 69 83. 8 名 伤原 39 97 

尾 m 47 100 名 かM束 71 78 3. 橋•南 62 1〇〇 ! 祌 岡 19 89 

半 田 50 94 
，名 占屋南 78 76 田 46 

82-6i "f 児； 
28 95 
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多治見C Tajimi club : Presented bookshelf to the 滑 Jl| D Namerikawa club : Presented clock to- 

civil library wer to the city 

|川mmii川川im川mimii川111m川川川imi川i川川川川川mimmii川i川i川ii川i川川iim川i川i川川川川mil川ii川iimimmm川m川川ii川川mmmm 

2)逍路標識10本を讲附 35,000H 

羽 島•在住の老人750名に記念V以を贈呈 

45,000|リ 

神 岡_が少半を水禍より守るための監祝を行なう 

大 垣 「老人憩の家jに-碁盤，将机盤を•都附 

11，400円 

関 ilぼimこ氺故告知板U6を诉贈48,0001•】 

多治見1)||收に,！?架贈呈（写3上左） 

25,000円 

2) M野W•下水;y見舞金として20,000円 

3) 母子家庭の校生に焚学金を3,000円 

髙 山1)ボーイスカウト野兌訓練キャンブに健 

康診断を灾施，見舞金を贈呈 3,500円 

2) 爪教育委«会に水泳場整備資金として 

40,000円 

3) AFS交換9生1名の国内訓練旅行费 

用補助金として 36,000円 

伊 勢，岛羽地区盲人に盲人杖を窬贈 14,000円 

桑 名1)阱下珠算競技大会優勝者にタテを贈呈 

1，000円 

2；'ユネスコ国際会議U本代表者1名に我 

川の一部として 10,000円 

滑 川ポへ時計塔を贈呈(微右) 160,830円 

高 岡M•野！W下水ぶ見舞金として 6,1001'J 

金 沢1)迓期助け合い；M!/に險凝M助金として 

10,000円 

2) 身沐陣迸者榀汕施設「いこいの家」姐 

•没丛金の一部として 3,0001リ 

3) M野姑下水边見舞金として 6,800円 

金沢東1)ボーイスカウトへ你附 30,000円 

2) M•野!ft下水ぶ見舞金として 5,0001'J 

3) 身障者いこいの家迚設基金の一部とし 

て 3,000円 

芦 原M野赂下水迸見舞金として 5,600円 

福 井1)K•野姑下水咨見舞金として 8,300円 

2)大野i|f火災見舞金として 20,000円 

布 施箬祭に少年補導用輕垠琳を奇贈（写寓31 

頁左） 50,000円 

枚 方市内小学生親善ソフトボール大会を開催， 

参加赏,昼食,交通費を贈呈（写真31頁右） 

142,000円 

枚 岡ボーイスカウトへテント进•贈 20,800|JJ 

ク ラブ名 会員数1出席率 クラ ブ名 会員数_率 ク ラブ名1会員数|出席率 ク ラブ名 会員数1出席率 1 

大 垣 58 100 北陸地方 金 沢東 70 87 枚 方 69 81 

m 37 100 伏 木 30 74 小 松 45 90.5 枚 岡 51 72 

多 治 見 51 100 氷 見 32 89 芦 原 29 61 池 田 56 96.4 

商 山 44 93 滑 川 43 90 ネ“i 井 83 100 大 55 92.7 

伊 勢 52 91.4 尚 61 95.1 大 野 23 40 和 III 64 89.5 

桑 名 39 91 山 62 90 3 0 2-W1 焚 面 25 91 

ル 42 69 加 贺 36 72 近畿地方 守 口 48 66 

四 B •IT 64 77 金 沢 65 92 布 施 61 94 大 阪 125 62.3 
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布施 C Fuse club t Donated motorcycle to the 枚方 C Hlrakata club: Presented prizes to 

police station softball game of the elementary school 

iiiiimmmimmmmmm川mmmiiiim川 m川i川mmmmimmm川i川i川m川mmm川mmimimmmmmmmmmm川i川 immiinnmmmmmmmm川mimimi 川川 

泉大津施設也容者に慰安として大阪的一周を灾施 

(写贵32頁左） 40,000H 

岸和田1)収容施設印和田学I制の生徒を迓期林叫、 

学校に招待 34,600|>J 

2) 钟沐陣害者州に埋髮用椅子2 

台を部贈 

萁 面泔内在住の*時制敁校生87名に妃念品を贈 

呈 12，180円 

道頓堀1)山•ユースセンターキャジブ大会資金の 

一部として 10,000ドJ 

2)ライ収容施設光明阑へ慰問ff人杖15本 

を撕的 10,950円 

大阪東il■係W子寮へ野球道興を贈呈45,680円 

大阪港1)海上生活者兇菹を対象にした収容施設 

の堝築赀用として 100,000PJ 

2)山•内の4小孚校にオルガンその他備品 

を寄附 120,000|り 

梅 田市内母子寮女子児赉を割学校へ招待 

20,000|'J 

堺 全図w少年交歓大会i必赞会に寄附10,000n 

豊 中1)盟屮，桜塚w碗校へ焚学金1〇,00on 

2)市茁美会へ補助金を贈里 30,00ON 

尼 崎1)海水浴に米た孤!；(1収容施設の子供述75 

名に弁当,ジュースを贈呈(ザ货頁32农) 

7,9101JJ 

2)腺煺被ぶ者の会へ厚生援助金として 

5,000円 

3) 餐老院K•安寮に西瓜を贈M 3,500円 

4) 西独W•年団一行16名に記念品，1:1米交 

換学生にタオル及びテーブルバナー贈呈 

芦 屋 1)原爆铋牲者慰ぶ祭に寄附 5,000円 

2)彦根より米芦の妞民少年:U1130名の後 

援资金として 20,000円 

3) m 3保育所を慰問し194名に西瓜， 

タオル，ビスケットを贈呈 15,886円 

姫 路 U米交換7生に記念品を贈呈 9,100円 

姫路鷲城 1)姫路,ITザ養護学校へ哿贈 7,900円 

2) U米交換学生を招待 73,060円 

伊 丹 母子寮へ野球道具一式を寄贈 10,000円 

加古川 R米交換学生に，記念品を贈呈 26,000円 

神 戸 肢沐不自由度季キャンブに寄附 30,000円 

神戸東眼ガンセンタ.一にI*頭台製作Wを寄附 

ク ラブ 名1 会員数|出席串 クラブ名 会員数|出席串||ク ラブ名； 会員数出席率! ク ラブ名 |会員数|出席率 1 

大! 阪堂 島 82 84 梅 1\.\ : 61 90.l| 姫 路 88 92.6 祌 戸西 73 82 

道 頓 堀 60 . 95.1 堺 60 67. 5 姫路铋城 79 99.4 祌戸三宮 53 86.8 

大 阪 東 94 71.2 “ハ 槻' 30 70 j 姫路白B 58 100 西 
宮1 

51 81.4 

北浜船場 51 76.2 毁 中| 62 86.4 伊 丹 .52 83.4 西 宮中央 31 76.7 

大 阪 南 153 ! 85 豊屮屮 央 36 86 : 加 *川 39 67 洲 本 48 82.1 

大 阪 港 55 | 1 87.3:八 尾 67 70 川 西 61 91.3 高 砂 43 90.7 

大 阪 ' 76 80. 9 ;尼 崎 62 . 87.9 神 戸 99 74 塚' 49 81 

天 王 寺 64 77.4: 芦 屋 50 83 祌 戶束: 82 80 % 岡 31 83 
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泉大渾 Cl Izumi Ohtsu club :Sailed around the 

Osaka Bay on the vessel of Maritime 

Safely Agency 

尼•崎0 Amagasakl club : Presented souvenir to 

the handicapped childeren enjoying a 

bathe in the sea 

Hllll 川 UIIMMII"川 IHHIIIHIHIIIII川 I 川 1111 川 III 川川川 I 川川 IHIIIIIIH 川 IIHUHII 川川 

100,000|JJ 

神戸西1.)H米以期交換7:生-姿W会に10,000N 

2) 眩休不ぬ山児キャンフ货用として 

10,0001'J 

3) 姑立ろ唖7:校へスベリ台設立35,000|リ 

神戸三宮BB S；!li盟:k(ft!の非行少年サマースクール 

の援助資金として 4,000円 

西 宮1)泷⑻兕収容施設#明学阐にビニール製 

ブール2敝奇贈 12,000PJ 

2)防犯協会主催少％:野球大会の临资费と 

して 3,000円 

西宮中央沲;»大岛の!;t；*に玩凡頌を讲贈30,00on 

高 砂商工会議所へ邦文タイフ许贈 50,000PJ 

京 都保護施設収容圮遛2〇〇名をキャンフに招待 

(写 K33良•左） 109,610円 

京都平安北野線阶止につき花輪その他を贈呈 

10,000|JJ 

洛 陽教A•映I如のフィルムを府警に部贈 

125,000|'J 

彦 根も柳！向'成W龙拨助企として 9,840H 

大 津1)BBS大会に赞助金として 5,000H 

2.) 6名に焚学資金贈M 30,000|'J 

奈 良W•下肢沐不出由Kのための&李林問療白フ 

嘲を姑と共间にて方施 104.468FJ 
海 南1)防犯野球大会へ令加パッジを20,000|'J 

2)占:少年補嵊センターに饰附10,000|リ 

白 浜1)•"•少年補垛センターに浒附10,000円 

2)邸予家庭113名を白浜に招待40,000H 

新 宮il/rt 5小ネ校に汕淖赀を奇附C0:“33M右） 

50,000 |リ 

和歌山葵図ぶ航柳こ水銀灯1搖を进贈 40,000|リ 
備 前ボーイスカウト西U本大会資金の-•部 

として 10,0001 rJ 

日 生ボーイスカウト四U本大会資金の一邰 

として 10,000n 

笠 岡1)肢阼小ri山wi必会沒•期訓練へ浮袋，ボ 
ーリング，ケーキ等贈s 5,0001リ 

2) 13本版I叫®共催！^用として 2,0001リ 

児 島1)ボーイスカウトにテント贈呈Oj:ft:34 

良•左） 10,900 |lJ 

2.)干W•会ソフトポール大会に贤品を贈呈 
2,2001'J 

ク ラブ名 会員数!出席串 7 ラブ名I会員数■出席率#クラ ブ名会員数|出席率 クラブ名 会w数出席率 

京 都 I 125 85.4 近江八幡 23 78.2 3 0 2- -W2 _ 倉 败 46 78 
)il 63 99.2 八 II i|i 20 87 中国地方 

H 
：| 愈败水岛 39 87 

T: .女 68 95.6 か 73 81備 m '10 85 :• f.- 33 85 

洛 80 90 海 iW .50 84 )[■ m 34 71.6 新 ^ 35 55 

彦 tu 43 65 新 沿. 47 73笠 m 50 100 i«i iii 74 70.8 
草 33 83 白 浜 50 75児 岛 70 77.9 岡山柬 49 100 
畏 浜 50 83 和 歌山 78 80 金 光 38 90.6 1叫山後楽 53 85.6 
大 64 90.1.和歌山葵 50 91'U 生: 40 75 岡山烏城 77 67.5 

32 



津 ill 

渖田雲田江 

江浜出益松 
5 

7 0 5 9 3 
7 8 8 6 9 

2 2 116 
3 4 5 3 4 



児島 C Kojlma club :Presented the tent to boy 玉 野 C Tamano club : Treated a medical exami- 

scout of the city nation on doctorless island 

iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiitmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuuiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiii!!11111111111111111111111minimis 

3)市内幼ち阑迚合大巡動会開催に当り寄 

附 3,000n 

府 中市街地入口に水銀燈1基寄附 20,000n 

福 山1)定時制尚校生6名に獎学金贈呈 

6,000円 

2) 市少年親苒ソフトボール大会に対し， 

後援赀として 3,000円 

3) 粘薄児施設「福山六方学_」に菜予を 

贈呈 4,000円 

広 島1)I[〖内児贲収容施設及び母-了•察の児童 

•郎〇名を映|刑に招待 26,000H 

2)社会を明るくする述動に協寶2,000n 

広島デルタ社会を明るくする迎動に協賛 2,000 

広島鲤城取保M所へ三兼械一台贈呈 129,000PJ 

呉2 C】）JC主催中学校野球大会を後援，赏品 

合 同を贈呈 6,0001*j 

2) 2つの孤児施設の児®:130名を高須海 

水浴場に招待 70,000円 

松 永1)市立図谌館に図迸を寄贈 1,000円 

2)市内少年ソフトボール大会を後援 

15,000N 

尾 道孤W収容施設三美阑の収容児® 95名に写K 

アルパムを贈呈 5,000 H 

竹 原市内の3力所の保育所，幼稚阑に®梯3個 

\m 22,500円 

倉 吉ボーイスカウト西本大会参加補助金とし 

て 4，100円 

鳥 取©•立秘善学阳ヘスベリ台を寄贈47,000円 

米 子育人協会へ 20,000円 

出 雲1)ボーイスカウト育成会に寄附20,00〇門 

2) 島根ライトハウスに寄附 5,000円 

3) 贫困家庭の中学生キャンプにジュース 

2打を寄附 
益 田市ボーイスカウト笫一団を結成200,000円 

松 江対抗野球大会に賞品として鉛® 396本，ベ 

ルト10組を带贈 

岩 国1)社会を明るくする迎動の標,250,000 

枚印刷各家庭〉こ配布 20,000円 

2)音楽会を没少年のため}こ開催 
131，07〇ド】 

門 司V沙牢に対して風師山早朝登山をS期学生 
休暇中に举行，皆勁者を表彰 2,020円 

ク ラブ名 会員数，出席率 クラブ名 —串 7ラブ《 会M数出席率 クラブ名 会M数出席率 

小 野田 39 72 丸 屯 70 67.5 新 居 浜 60 70 九州地方 

下 閲 58 100 坂 出 44 57 大 洲 23 81 甘 木 27 

徳 山 51 78.6 高 松 61 50 宇 和 24 81 豊 前 30 72.4 

豊 浦 30 100 高松玉藻 • 53 81 宇 和 •% 57 64 築 後 18 92 

宇 部 70 81.4 徳 島 69 90 八 幡 浜 43 81 福 岡 193 52 

山 口 51 78 徳島眉山 59 90 高 知 78 77 飯 塚 55 75 

四国地方 道 後 60 85 高知黑潮 48 87 小 倉 85 55 

音寺 18 80 松 山 64 100 高知鹰城 61 86 小倉中央 42 77.2 
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し Matsuyama club: Camped at seaside 

for handicapped children 

ノV卿洪し Yawatahama club : Made medical 

treatment on doctorless island 

11111川11111川i川mmi川川mm川川mi川m川川ummiium川i川川川m川_im川川川mmmiu川川umiim仙 

2C合同 

高 松 

il1；アクティビティ交通安全建設費とし 

て 70,000円 

2)市民民芸盆お•どり大会へ寄附5,000円 

関門トンネル入口に道路案内標識を設置し 

下関譬察署に寄贈 25,000円 

市内に道路標識寄贈 35,000P1 

1) 小串小学校へアコーディオン寄贈 

15,000 H 

2) 豊浦女子高校へ電気洗たく機一台寄贈 

15,000円 

1) 宇部市スカウト育成協議会へ援助金贈 

呈 20,000円 

2) 善和園の園児80名を秋芳洞に招待 

10,000円 

f三豊中央養老院と観音寺養老院に盆踊り 

のためのダンプリングを贈呈 3,000円 

1) 市内高校生一名に奨学金贈呈1,500円 

2) 坂出民謡踊の会共催資金として 

5,000円 

10合同家族会に謝皮学園児25名を招待 

12,500円 

2)母子寮生徒63名に菓子贈呈 3,150円 

1)讚岐学園へ補助金として 1,500円 

高松玉藻 

徳 島 
2C合同 

徳岛眉山 

松 山 

新居浜 

八幡浜 

高 知 
高知M城 

2) 県立盲学校に点宇製本援助金として 

1，500円 

3) 贫困家庭の生徒2名に対して奨学資金 

として 3,000円 

貧困家庭の萵校生2名に焚学金を授与 

3,000円 

児童福祉施設の児童を対象として60名を招 

待しキャンプを開催 40,000円 

ボーイスカウトに寄贈 10,000円 

肢体不自由児のために海浜キャンブを開催 

(写 K35頁左） 88,559|JJ 

市内全中孕校対抗陸上競技大会に優勝旗を 

寄贈 12,500円 

無医村に健康診断並びに治療を行なう（写 

K35頁右） 30,000円 

高校生に育英資金交付 3,000円 

1) ポ〜ゼスカウトに寄附 2〇,000円 

2) W少年の初を嘗く会に奇贈 1,000円 

子供会少年平，> ボ_ 4大会に儍勝楯奇贈 

4,500円 

小倉点宇訳協会に+ -ブレコーダー1台を 

寄贈 ' 30,000円 

市内内ク碳キャンブ村に簡易水道施設を寄 

クラブ 名|会員数席率Iクラブ名会員数1_率）クラブ名|会員数I出席率!クラブ名会員数I出席率 



直方 C Nokata club: Don_aled watir way to 長崎 C Nagasaki club! Sponsored garden party 

Uchigaiso camp to welcome South-East Asian students. 

i川 i 川 iimiiim 川川 i 川川川川 ii 川川川川 i 川 ii 川 m 川川 mi 川川川川川川川 mim 川川川川川川imm1111111111111111111111111111111111111111111111111111ill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iinmii^ 

贈（写真左） 107,000円 

戸畑1)少年問題の協力団休オパール婦人会か 

ら指導のための援助資金として10.000円 

2)ボーイスカウトにテント寄贈1,000[1 

若 松1)畠m#老院に石驗，タオルを寄贈 

7,2001*1 

2) 海上生活者苦松児帘ホームにタオル， 

ハンカチを贈里 8450円 

3) 晚の鋪如こ野球招を贈^ 5.600PI 

4) 肢体不肖FhKに栗予を赠7 2,0001'I 

5) 小児マヒ救济事業{こ饰附 1.0001'J 

6) IS A赞助金として 2,0001'j 

山 田||吶#老院へ四瓜2〇斛を部贈 3,0001_j 

柳 川T|f立図巩館へライオンズ文賴W 6,6001'J 

長 崎1)柬闸アジア留*7:生歓迎ガーデンパーテ 

ィ開催?として右） 15,000N 

2)ユネスコハウス处設资金として 

5,00on 

荒 尾ポーイスカウト，ガールスカウ：.の助成余 

として宵附 6,0001'J 

人 吉设乜施設を訪問しユカタを赠免50,0001 «J 

熊 本1)アジア留7:屯歓迎会に饰附10,00〕|»j 

2)肥後帒園の№1W70名を映_会に招待 

1,750円 

水 俣開拓部落の生徒9名に雨具と古:外裙S0HII•を 

寄贈 7,640円 

別 府1)原爆後遗症研究資金として]9,〇〇〇円 

2)白菊寮の老朽姥物改築資金の一部とし 

て寄贈 10,00on 

杵 築1)ポに交通安企塔1倘を贈呈16,000円 

2)チリ箱15コを駅,銀行，官庁に贈]3 

22,5〇:”リ 

中 津三剐に危険水域及び水深を衣示した地 

NS•板を衣示 5,0001'J 

佐 伯设长院に8名分の小；gを部附 2,400|リ 

鶴 崎山•内の父のいない予75名を海水浴i 

15,000円 

臼 杵燹•に交讪安个対策仰を请附 1,6001^ 

宮 崎1)11向•？院.宵崎？別ハ生徒i ft名に焚 
•7:金を寄附 4.000|'1 

2) 7H•崎地方後拨会に夼附 50,000「J 

高千穂小中7:中.ゾフトボール大会tこ儍勝媒と赏品 

を夼咐 9,3001'J 

鹿児島山•内の3 #護施設に策T*を贈沿 1，760「1 

コ ザ琉球文化センターのM ,リ部(こ額を•制的 

72,0001'] 

7 フブ名 会員数出席率 クラブ名 会員数出席率 クラブ名 会K玫出席率 クラブ名 

FI RI 1 41 86 久見 29 76 1宮 崎: 70 98 鹿W 岛 i 78 74.9 

中 46 91 鶴 崎1 •28 96 H Wi' 1 15 80 37 ザ 33 58 

九 m 16 闩 忤 26 57 延 岡 26 82 沖 抑 81 58.5 

杵 21 1 8f) ri 向 18 72 | 面 都: 117 | 

大 
分 

62 81 串 \1\\ ! 19 100 高 千锶| 15 1 80 

伯 滓 30 76.7 都 城 18 83 1萵 鍋 I 15 90 I 
t 
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ライオンズ職場訪問== 

語り手 

迫水久常 

I坩き手 

岡野昌長 

初秋とはいえ東京から夏はまだ去りやらず，残暑の 

ひざしは去りゆく夏に名ごりを惜むかの如く照りつけ 

ていた。午的中降っていた雨も午後にはやみ，西日を 

一杯に受けて郵政省へと急いだ。ここは麻布狸穴のソ 

迚大使館のすぐ近く，郵政省に大臣迫水ライオンを訪 

れた。古い迚物ではあるが，一般に大きな影裡力をも 

つ郵便，诋波の総もとじめである。2階にある大臣室 

の隣りにある秘,If官室に行き，大臣に面会を求める。 

JGしい秘汲官が見えて，*大臣は米客中ですのでしば 

らくお待ち下さい。，といわれた。秘逍官といえばいか 

にも堅くるしいように問こえるが，古い述物にはそぐ 

わないような若い女性であった。この秘龙官は宮内さ 

んといV、迫水郵政大臣の令娘だそうである。しばらく 

の間応接室で待っていると，そこは大臣に面会を求め 

てくる人で一杯であり，特に9•日より大臣が新潟方面 

へ出張されるとかで，その打合わせで秘溢官室はごっ 

たがえされていた。 

程なく大臣室へ通される。広い部屋に会通に使われ 

るのであろうか，大きなテーブルと椅子，入口から見 

て右の炎，窓ぎわに大きな大臣机，その左に必接用の 

セット，テレビが1台，ルーム7—ラー1基が備えつけ 

られていた。大臣は笑顔で迎えられ*銶音にはクーラ 

一の音は邪妣になるでしょう，と自らの手でスイッチ 

を切って下さった。9,000万の日本凼民の行政をあずか 

る一人として，その顔は责任感に充ちあふれ，殊に太 

迫 水久常 

火正15年柬大法学部を卒龙後，大成®に入り米MW:在， 

过相秘此6•，理WW金融,!企B院第一課W，総伤WM， 

内閣参水’6_,銀行保険を経て，昭和2〇年鈴木内IKJの内 

IX) となり，終®後W族K雄Wに勑逝さるも公職;£1 

放にかかる。追放解除後M 27印.以来2 M衆,淡に当 

逸。同31年参饿院にI当；Sす。 

い眉毛，長いまつげが印象的であった。背広の襟には 

凼会,强眞のパッジと並びライオンズのパッジが光って 

いた。左-;]1首に巻かれている白いほうたいは大臣の激 

務を物語るかのように痛々しく感ぜられた。忙しいな 

かをまた來京ライオンズクラブの会長をもつとめられ 

ており，現職大臣の会長は世界にも類のないことであ 

り，—また我々ライオンズの誇りでもある。忙しい中を 

さV、て郵便遅配問題，ライオンズの楮祌等々有益な話 

をliHかせて戴いた。今後とも郵政大臣迫水ライオンの 

御盹康と御活躍を祈りながら，夕S大臣室をじした。 

今日はいろいろと大臣の御管辖の御仕亊や，普没大臣の生 
活がどの位忙しいものであるかみな？ん知りませんので一つ 

お聞かせ頂けませんでしようか。 

それはですね，どんなにお話しても普逝の方には御 

理解出来ないでしょうね。まあ，私の一Uの生活を申 

しますと，朝は7時から7時半には起きますと，もう 

自宅にはお客さんがお見えになっております。中には 

自宅ではお目にかからないという人もありますが私は 

速いところからわざわざ来られますと全部の方にお会 

いしたいのですがそうもいきませんが，だいたいみな 

さんにお会いしております。私は世田谷に住んでおり 

ます。普通議会のない日ですと9時半ごろまではたい 

がい家におります。普段の日でも朝めしを落ちついて 

食べたことはありませんから，パンを食べながら服を 

着ているという状態なんですよ。楽しんでする会合と 

いうのは1力月にいっぺん位，昔の同僚が集まってや 

る会ぐらいで，後は企部座談会で録音をとられたり， 

そして10時から10時半ごろ家に帰りますと新聞記者が 

やって来ましてね。そして自分で調べものでもしよう 

としておりますと11時半から12時，だいたい毎晚狡る 

のは12時で起きるのが7時というわけですね。せめて 

日！®日だけは10時まで誰れにも会わないことにしてい 

るのですが，10時には起こされて，起きますと，もう 

■お客さんは応梭問にたくさ-ん来ておりますよ。そのお 

客さん速とお話を済ませ，後は地方の視察とか，応援 

演説をしたりして，まったく普通の方にはいくらお話 

.をしても赴1、像がつきませんでしょう。 

よくそれで健康が保たれますね。何か特別な方法てもある 

わけてすか。 

健康というものは不思議なものでしてね。大臣みん 

な健康ですけれども，元米紐.康というのは，诌分®身 

がこわすものですよ。それと9千ガ人の方々の生活に 
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ついて责任を持っているという気持が，自らの健康と 

いうものを保っているのではないでし±うか？ 私は 

元来酒は飲みませんが，各大臣に健康のことについて 

聞いてみますと，深酒は戒めておりますし，個人で® 

制はしているようですね。 

夕食はほとんど家庭ではしませんでしようね。 

夕食はほとんどしたことはありませんね。しかしお 

かしなことに夜はいろんな会合がありましてその会合 

にはみんな出なければなりませんから，その度にちょ 

っと手をつけますが，結局家に帰りますと腹がすいて 

しまって，また食事をすることになります。よく世間 

の方々は大臣はよく宴会などが多くあってほんとうに 

いいなあ，とおっしゃいますがあれは一つの務めであ 

りまして，齿方がこなければ恰^?がつかないからとい 

ってまったくこちらとしましては有難迷惑なことなん 

ですよ。 

それでは味も何にもございませんね。よくそれでライオン 

ズクラブの会長を務めておられますね。 

実はライオンズクラブの会長をお引受けしましたの 

は，7月でお役ごめんになるだろうと想像していたの 

ですからお引受したのですが，郵政大臣になりまして 

ね。これは困るなあと思いました。でも副会長さん達 

が充分にお助けして下さるというのでお弓I受けしたの 

です。さて，お引受けしましたからにはそうそう副会 

長さん連におまかせするわけにはいきませんから私も 

一生懸命例会には出席しております。 

私共のクラブとしましては地方の市畏さんとか県知事さん 

が会長をしてい5人はありますが，日本以外の国ではそうい 

うのは少ないようです。しかし大統領が名誉会員になられた 

ことはあります。大臣の現職で会長さんをしているのは初め 

てではないでしようか。 

私がお引受けしたのは間通っているのではなかろう 

かと思いますが，私のお引受けしたのはそうではない 

だろうと思ってお引受けしましたわけですよ。 

ほんとうに感謝しております。先程健康法についてお話を 

伺いましたが，結局仕事に全部を打込んでいるということが 

健康にはよいのではないでしようか。 

そうですね。私はライオンズという桁祌が利己的で 

はなく，世のため，人のためになることが基本的な措 

祌ですから，それは大臣になりますといやが応でもみ 

んなそうゆう風な気持になりませんと務まりませんね。 

ですからライオンズの楮祌になりますと自然健康にな 

りますね。 
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李.ったくですね。名首ですね。ちょっと大臣の予定表を見 

ますと又明後日は出張のようですが…… 

そうです。郵便の遅配を前にして私が地方に行きま 

して出来るだけ励ましてやり，それを锻少限度にして 

ゆきたいと思いますので，私はなるべく多くのところ 

を激励しながら地方を廻りたいと思っております。 

その運配の問題てございますが，世間では随分大きく取り 

上げてSいでいるようですね。実際問題としましても.私ども 

の事務局としましても手紙がクラブと円滑に届かないわけて 

すね。そのためにほとんど全部速連にしていますので予*が 

超過致しますので，おこられるというようなわけです（笑声J 

一日にお弓I受けします郵便は約1,600万通あるわけ 

です。郵便はその日に始末するのがたてまえですから. 

その日に始末が出来ないのが遅配というわけです„統 

計に表われた遅配というものはたった2%です。100 

通のうち2通ということです。それが統計に表h)れな 

いものは，仮りにそれを5倍としても100通のうちW 

通位なのです。90通というものはだいたいおくれずに 

届いているわけです。 

この現象は大都市に多いわけですね。 

そうです。これは宝くじよりも当る率が多いわけで 

すから，まぎれこむ可能性も多いわけです„それだけ 

国民に不安があって速達にし，世の中の人逮には大変 

ご迷惑をかけているわけですが，これは，根本的な問 

題としましては，道路に自励車がみちあふれ，港に船 

がいっぱいという現象と同じなんです。この状態は極 

めて顕著なものですから，ご承知の通り国民所得倍增 

計画ではその点に着目して，いわゆる公共投资と民間 

産業投資は今まで1対3だったのを1対2まで公共投 

資をあげるように計画したのですが，最近では民間の 

方がどんどん生産をあげております。そこで昭和36年 

度はこの割合が逆に1対4位になるのではないでしょ 

うか。ですから新PHでも民問投資をもっとゆっくりし 

てくれといっている訳です。それですから郵®も非货 

にふえております。昭和30年当時と比べますと，数の 

上では5割，容秘の上では倍ふえているわけです。そ 

れに郵便局の面棟が拡がっているのが14%,人間もや 

はり14%。そこにアンパランスがあるわけですよ。そ 

れを従業員は克服して一生魅命に働いてい<6ので，感 

謝にたえないのですが，ちょっとした組合員の先鋭的 

なのがいる局では，そんなことではおかしいのではな 

いのかといって，意識的に郵便物を邪魔して組合；1泐 

を起す。こういうようなことをするので遅配の原因と 
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なるわけです《そしてこれが慢性化して来る。こんな 

のが全国に40局位もあります。 

東京の国鉄があんなに混雑している現象と同じわけですね， 

つまり乗客がふえたことと同様郵便物もこれに比例してふえ 

ているということですね。 

結局，これはですね，広い社会ではこうおっしゃる 

方がいる。われわれ産業人がどんどん郵便をふやせば 

それだけ収入も多くなるわけですから，郵便局は笑い 

が止まらないでしょうと。正に今がそういう状態なん 

ですよ。しかし民間の方でもじゃんじゃん注文が来て 

いる場合，注文を納期までには応じきれないで延ばす 

でしょう（笑い）そういうこととまったく同じことです 

よ。それが週配なんですよ。もう一つ困っている事の 

敁大の原因ははがきとか信蜇というものが大体毎年7 

〜8%ずつ増えている。何が原因かというとダイレク 

トメールいわゆる広告の宣伝ですよ。広告の世界では 

最近ダイレクレメールというものが流行ですので，商 

店会社にしてもデパートにしてもこれを利用している 

わけです。これは結構なのですが，これが本来の郵便 

の仕事なのかなあと思うのですよ。SS骨にいいますと 

郵便やさんというものが苦しんでいるのはデパートあ 

るいは生浼会社のチラシをアパートの5階まで上り下 

りして郵便を配っているということが郵便やさんを困 

らせているわけなんですよ。 

郵便配連員ですが，給料が安いから働かない，と首う様な 

亊がありますか。 

それは月給の問題もありましょうが日本全体が安い 

のですね。全体的に上げるべきだと思いますが,.郵便 

の関係だけを上げることは出来ません。そこには公労 

委，すなわち公共企業体等労働委員会というものがあ 

りまして，この公労委が調停で決めましてその線にそ 

っておりますから，郵便だけが特に恶いということは 

ありません。しかし給料はもっと上げるべきだと思い 

ますね。遲配の事で私も先だってからお願いしている 

のですが，この人はやはりライオンズの方で殖栗さん 

という人がおりまして，リーダースダイジェストの方 

でこの人が中心になって「協力会」という会を作って 

下さって週配のために協力して頂き大変ありがたいの 

ですが，もっと民間の方々にもご協力をお願いして頂 

きたいのです。具体的な例をいっては恶いのですが， 

日立製作所で株主総会を開いていっぺんに33万通の手 

紙が出る。それを予告なしにどかっと持って来られた 

ら最後ですよ。ほんとうにこまるんですよ。こういう 

のは，いっ何辟に.持っていくからという予告があれば 

助かるんですよ。例えば東京中央郵便局では午後の4 

時ごろに持っていくからという風に，またこんなに持 

ってゆく場合には出来るだけ地域別に分けて持ってい 

ってくれればと思うのですよ。そこ' で殖栗さんが中心 

になって「協力会」を作っているわけです。 

いつか新聞に出ておりました企業精神の導入のこととは違 

いますか？ 

あれとは別ですね。私が郵政大臣になりまして考え 

られますのは，要するに郵政省の物の考え方はお得;t 

様という風な企業的な物の考え方ではないのですよ。 

よく民間の方が官僚的と簡琳におっしゃるようにまっ 

たく官僚的であるのですよ。そこで反省しまして企業 

的な精祌を取り入れて行こうと.Sっているわけなんで 

すよ0 

要するに刺激がないということですね，雎れかが自分の仕 

事を認めてくれてそれに感激して働いているという風な気持 

が今の人連にはなくなっているのではないでしようか。 

それはですね，組合の恶平等というか，そういうよ 

うなもの一ぽかぽか休んでV、る人と反対に全然休ま 

ずに働いている人と，月給の上る速度が同じであって 

は一といういう点にも問題があるでしょう。私は労 

働者の労働強化にならないようにと思って，人的物的 

施設を拡充しようと思って来年度の予箅を余分に要求 

したのです。それと同時に労働者にも平等に働いても 

らいたいものですよ。2, 3の特別の局ではわざと郵便 

物を遅らせるという局があります。非常に遗憾ですね。 

そういうのは，労力の強化は出来るだけ避けて行く。 

それには働く者は働いてもらい，働きもしないで権利 

だけを主張するのは困るのですよ。極たんにいって俺 

は安保条約には反対だから働かないんだという風なも 

のの考え方であってはまったく困まりますよ。 

みんなの共同資任だというところにあると云うのならいい 

のですが，ただ給料が少ないからといっているだけではまだ 

まだ解決は出来ないでしようね。ほかに何か大臣として大き 

な抱負というものはないですか…… 

これは私の抱負というものでも何んでもないのです 

が，日本の経済というものは私は経済企画庁長官をし 

ておましたからよくわかるのですが非常に力の強い 

経済ですよ。昔はね一国の経済というものが資源を確 

保しているかどうかという点に左右されるという物の 

考え方だったのです。それだから日本も外で資源を求 

めたわけなんですよ。それで満州事変が起り，支那事 
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変が起ったわけですよ。こういう物の考えは世界共通 

の事ですよ。そして終戦後四つの島に9千万人の人が 

押しこまれて，ほとんど絶蜇的な感じになりましたね- 

こ れは何故かといいますとこんな资源の少なレ、岛にい 

たってどうしようもないということですよ。しかしそ 

の考え方は間迪っていることに気がつき，一Mの経济 

が発展するかどうかということは，その国民が働く場 

所を持っているかどうかということで，资源があるか 

どうかということではないのですよ。このように多く 

の人に働く場所を与える事が出米たとすれば11家は発 

展していくわけです。いわゆる完全雇用——みんなに 

働く場所を与える。国民所得倍助計_というのは完全 

雇用計画というように考えられて米たのです。みんな 

に働く圾所を与えるようにしようという物の考えです 

から今0のtl本経済も発展し，従ってH本の経济の丛 

礎け強い。強力なものですよ。自動屯(こ馑えてみれば 

経済速力で走っているわけですからエンジンにも熱を 

もたないし，ガソリンもあまりいらない。ところが経 

済速力以上にスビードを出せばガソリンも余;什にくう 

し，エンジンも熱を出すということですよ。これと同 

じように日本の経済の成長も適正な限度でゆくと万事 

うまくゆくのですが，ややそれが超スビードになって 

しまってそこにエンジンの故障でもなければよV、がな 

あと思ってるいのですが.今のような状態になります 

とみんな競争を意識的にしておるし，ことに自由化と 

いう問题があってはなかなか自分を极性にしてまでも 

ブレーキをふんでくれそうもないですよ。こう急いで 

くると何かにつまづくなあと感じますね。しかしこの 

けがはm傷というものではないと自分では^!、っている 

わけです。それ程し、まのU本経済は強V、ものですよ。 

従って郵Mも认1して減らない。これから先.充分に腰 

をすえてみんなにも働く気持を持ってもらって働いて 

もらわないと®配の冏题を解くことは困錐ではないで 

しょうか0 

要するにみんなで協力し合ってa配は自分の問題として全 

て人の問題てはなく自分速にも責任があるということなんて 

すね。 

まあ，そういうこともいえますね。それと文化程度 

の冏題もあるわけですよ。私はライオンズクラブに厄 

介になっておりますが，ライオンズというものの楮祌 

が自分のことはあまり考えないという。こういう考え 

は道徳の本質とは何んだろうかということです。道徳 

という物の本質は自分の欲望を社会的見地から自制す 
I 

ることです„これが道徳であるn—番不道徳なものは 

どういうものかというと人のもののをひったくってと 

る。では一番K高の道徳とはどういうものかというと 

ぜんぜん欲のない人。こういう人が最高の道徳であるc 

終戦時私は内閣,!I記官長を務めており，その時の御前 

会議に陛下は自分はどうなっても構わないがこの峨肀 

を止めてもらって一人でも多くの人に生残っていても 

らいたいといわれた。まったくほとけ梂ではないかと 

思いましたよ。それから昭和20年の9月27日と思うが 

天皇陛下がマッカーサー元師にお会いになった叫，マ 

ッカーサー元師は助けを乞いに来たのだなあと,1i1，った 

らしく，陛下が握手を求めてもマッカーサーは握手•を 

受けようとしなかった。ところがその時の陛下のVi•架 

はこういうことだった。今度の戦争の贵任は一W私の 

以任であるからどんなにこの皇室の物を货方が処分し 

ようが桃わない。しかしただ一っお願いがあります。 

それはいま日本の国民は戦争のため餓死しようとして 

いる。どうか一人でも餓死のする人のないように，ど 

うか適叻な设方の国の援助をしてもらいたいもので 

す。それをIIHいたマッカーサー元師はズカズカと陛下 

のそばにあゆみ寄って両手でしっかりと陛下の平を冏 

く握って来たということである。そこで初めてYour 

Majesty——陛下と申しました。 

日本の陛下は正にGodであるとマッカーサーはい 

っている。D1本の皇室がこれまで存fct•しているという 

のもこういう陛下が居られるからだ。一これがW高 

の迫徳であるということである。われわれはこの中間 

にいるわけだ。この欲望を拾てるわけにはいかないの 

だ。そうかといって人の物をひったくるということも 

出米ない。欲望の自制を国家的に社会的に見て.自分 

の欲钽をどれ程锿牲に出来るか，それが高ければ尚い 

程道徳が高V、という。さいわん、私はライオンズにおり 

ますがライオンズクラブの方々はその程度が高いとい 

うことを私は確信しております。 

世界中の人がそうゆう風になれば戦争も起らないと思いま 

すね。 

それはそうです。ライオンズ7ラブの方々はそうい 

うような高いところにいるわけですから，また®らそ 

ういうように®いている立派な人速ですからそのよう 

に高い所にいると私は確信しております《 

もっともっと伺いたいことはあるのですが時間もありませ 

んし，今日は本当にお忙しいところをいろいろとお話をお聞 

かせ下さいましてありがとう御座いました。 
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星野立子選 

水音も濃き片陰の山の町 木村木仏 

盆布施を陬裡へとどけて墓詣で ク 

踊り子の背なに夜店の青き灯が ク 

木村木仏さんの三句は，それぞれに趣を持ったも 

のでありますn山の町にとうとうと流れてゐる水 

音，鹉い片陰の町巾，如何にもすがすがしい感じが 

描かれております。盆布施の三句は，-寸添削して 

見ましたが，中七の*陬裡にとどくる*を■'とどけ 

でとしまじた。••よ■く味わって頂きます。一宇一句 

を大切に用いてこそ，俳句の力を出せるのでありま 

す。踊り予の句は，あたりのさまを正確に描かれた 

点がよいと思いました。 

水打ちて生るる風をたのしめる 星野立子 

(函館)松本菊生 

昆布を千す路上すれすれパス通る 

(來京)小野 藍 

行く程に浅間ぶどぅの原となり 

(浜松)安田余白 

炳葉の吹き抜け通る坊宿り 

(岐取)木村木仏 

水啻も«き片陰のIIIの町 

盆布施をJ-K裨へとどけて墓詣で 

踊り子の背なに夜店の青き灯が 

(令•沢)本岡歌子 

二千人泊めて涼しく永平寺 

打水や石に倨え;Kく鉄燈， 

(姫路炫城)野一広美 

防波堤迥れば灕のHの螌 

(児岛)大淹久香 

御陵をいただく星の舐送 

(総社)伊円草平 

明nznx-かむ芙蓉を数へつつ佇ちぬ 

(玉® 和田登喜子 

蘭草千す川原へのびてゴルフ場 

(呉)徳川洸 

牒薬の旗立ち揃ぅ端居かな 

(境港)足立歩二窀 

夾竹桃蔭なき刻の道曲る 

(丸％) 林 久 

隣より仲びたる糸瓜大いなる 

(宇和岛)井関年 

たつぶりと庭に水打つこと楽し 

(斑方)讚井義 

松原に泳ぎ疲れてEる人 

投搞規定 

、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c .P. 0 

985号ラィオン編集部 

、応募者所属クラブ住所氏名明記のこと 

人 光 代 風 
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藤 井 健 造 

は最後に頭を下げて有難う御座し、ましたと叹く御礼を 

述べていた。 

過去3年来の懸案であったライオンズ子女交換が漸 

く実現の姿となってアメリカ側(女子9名，男子4名） 

が8月21日15時45分国艰三宮駅に降りて来た。一番 

先に我々の目についたのは黑のワンビースに日傘程の 

大きさのある山の高いメキシコ幅をかぶった女の子で 

ある。彼女は旅の疲れにも拘らず皆愛想よくほほえみ 

をたたえて日本側のおじさん達の頭を下げる挨拶に答 

えていた0 

家庭に引き取られた後の彼等の生活は悲喜こもごも 

で，それでも日本人家庭の4'too much service’’に 

約一力月の滞日中彼等の体得した経験はあまりにも 

ゴチャゴチャしすぎて，これを整理するには時間がか 

かることであろうが，わかってもらえたことは日本人 

の善意であり，浴衣とたたみの生活の味であったこと 

は次々のGail Louise Stanfordさんの感想文にもあ 

ますところなくいわれている。なお彼女の父は現国際 

理事Dwight E.Stanford氏で,加州の名門Stanford 

大学の創立者は彼女の祖父に当る。 

JAPAN : A LAND OF LESSONS 

I tmnk perhaps the first part of present-day Japanese culture that noticably 

manifested itself as being different in a remarkable way from western culture 

is the bath. JL had always thought myself to be very clean. Since at home I 

normally take one bath per day, but imagine my astonishment at having to take 

three! In Japan，it seems that bathing is more than just reaching a desired 

state of cleanliness, it is rather a social affair. Instead of offering a guest cock¬ 

tails, one asks him as he walks in the front door if perhaps he would like to 

take a bath! Is this not true ? It was for us，on the second day, between Ha- 

kone and Nagoya, we had a three-hours wait for a train at Atami. A Lion there 

owns a hotel, and he kindly invited us to stay in his establishment for the neces¬ 

sary time in that city. How were we entertained ? By a nice bath, of course! 

And I must add that it felt delightful, and we were much refreshed when we 

started the second lap of the day’s journey. I can honestly state that Japanese 
bath is to me perfectly wonderful! 

On the more serious side, we have all,I think, been most favorably impressed 

by the harmoneous combination of ancient and modern culture found in Japan. 

For instance, there are still to be found works of art thousands of years old, 

and in the same cities, buildings as modern as those anywhere in the world. 

This is also true in daily life-men who live their life in a western way, as doc¬ 

tors, lawyers or any profession，return home at night, bathe and don a yukata. 

I think that the most important lesson that Japan has taught us is a rather 

basic one: people are people the world over. I really cannot adequately stress 

the importance of this lesson, for we (anyone, anywhere) tend to grow up think¬ 

ing ourselves to be right,” and all others not of our own race，creed or nation¬ 

ality, “different.” Of course this is a fallacy, and it takes only a first-hand 

visit across the sea to expose it. There are smart people, kind and generous 

people, warm people, everywhere one can go, and Japan is certainly no excep¬ 

tion. The Japanese people are wonderful, as only people can be. 

Gail Louise Stanford 
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欧州の日本料亭 

京都C 

浅山亮二 

叶:sr,北廻りで訪欧の際，先ずハ 

ンブルグでジxット機から解放され 

た。空®による全滅に近い打蛾から 

立上った街で，新しい奇麗な妞物の 

並らぶ淸潔な市街がまず目につく。 

役目柄第一に大学訪冏を济ませた唞 

は勿論であるが，，地に祇阅の舞の 

名手の妹が夫荽で「I本料理店をI用い 

ているというので，教室員2名を連 

れて世話人のドイツ人を招待する窓 

味もあって行ってみた。小さいが小 

奇麗な店でよく流行っている。料理 

もうまい。客はその0はわれわれの 

外に，顔見知りになったドイツ人が 

日本人を案内じて入って来たが，ほ 

かは皆日本人である。若い主婦にも 

会い，その健％なさに郷土人として 

の身ビイキもあって心をうたれた。 

その後パリーでも日本料理店へ通 

いずめ，冷奴に舌鼓を打ったりし， 

K後にロンドンでは滞在中の友人教 

授を誘って同行の教室aと共にスキ 

ャキ等を食べに行った。ここの店は 

可成大きく適度に立派で，堂々たる 

体格の同邦美男子が主任をしていた 

が，これは地下にあり，地階にある 

中h料理店と共同経営と思われた。 

客は何れも日本人である。 

日本料理店は欧州都市では拾い上 

げる程僅かしかないが，中国料理店 

は各大都市到るところにあって大き 

い規模で壮麗といってもいい店を作 

り上げているものが多い。殊に西べ 

ルリンの料亭は立派だった„客は朿 

洋人のみとはいわず，H本人が沢山 

入っているし，御常迚が多い。勿論 

小さい薄汚い店もあって，パリーで 

通った店もその一例であるが，美味 

が評判だと見えて何時も多くの日本 

人，中国人，多くの白人客で立て込 

んでいた。 

ここで頭に浮んだのは，中[SI料理 

の国際^!；という琳である。日本料理 

はこの点では劣るが，その料理の盛 

付けの美しさ，濃淡種々の味わいは 

外人でもtfUaれば数日で，その良さ 

が判るだろう。現に先日パリーから 

訪れたP教授はF1本料理がうまいと 

いって奈良ffi.沢あんまで食い終り, 

パリーに日本料理店があるといった 

ら，是非場所を教えてくれという始 

末だった。 

あるH本料亭の若主人はコセコセ 

した日本には帰る気がしないといっ 

ていたが，若さがいわせる術気であ 

るとしても，大袈裟にいえば日本文 

化の欧米進出というか，II際化とい 

うか，こうV、う棟な想味からいって 

心うれしく問いた。日本料理の欧米 

進出にはまだまだPR逆®(も大切で 

あるし，第一に外地の中！！人に見ら 

れるような相互扶助による強固たる 

経済的パックァッブが何よりも必要 

な市と感じた事である。 

(京都クラブニュース 

N0.4 7月やより） 

欧米のライオンズ 
みてある記 

岐車C 

所 光弘. 

私は本年1月当初から4月中旬ま 

でR本生避性本部の御使いとして， 

アメリカおよび西欧10数力を歴訪 

致して参りました。 

いたるところでライオンズクラブ 

の楞式を見受けたのはハワイ，アメ 

リカ本土であり，素咭らしい勢いで 

発)！しているのはスエーデンとイタ 

リー，ドイッではないかと思います, 

国によってそれぞれクラブ運営に 

特揿があり，例えば日本ではライオ 

ン帽をかぶり，ライオンズローアを 

唱え例会形式を爪んずる惯行がある 

が，アメリカでは例会も大体夜行わ 

れ，かなり騒々しいようですが，西 

欧諸国においては地域社会の紳士の 

社交機閲のような感じで，多くは胸 

にパッジもつけなければ帽子もかむ 

りません。もっともストックホルム 

の近郊ではライオン何某と呼んでい 

る光设にぶつかった帟があります 

ので全体がそうであると断定するわ 

けには参らないと存じます。もちろ 

ん，アメリカは建国以来歴史も新し 

くかつ世界のリーダーの®•右塊とし 

てフロンティア牯祌が強ぐそのた 

めに形式よりも灾質，歴史伝統より 

も今日のリーダーシップが先行する 

気風が底流に強く流れているのにた 

いし，西欧にはこれと全く反し，歴 

史伝統を尊び，軒:非浮溥を軽んじて 

いるので，それぞれがライオンズク 

ラブの在り方までに影?？されて来る 

のでしょう。ただ全く共通のことは 

ライオンズ梢祌であり，知性，友愛, 

自由の諸点については国を越えて共 
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通した点だと存じます。 

サンフライシスコの加州カバナー 

会議に出席し，•ン.カゴの圆際本部を 

訪問し，ローマの家族パーティに招 

かれ，ボン，ストックホルムの例会 

等々に出てビジター外国人ライオン 

として本当に心温まる親切なもてな 

しに預り，今H メンバーの末端につ 

ながることが出米た事をあらためて 

W•認識し，社会のお既とつくづく感 

謝致しております。 

この上は外国で受けた各国ライオ 

ンズの友愛粘祌を-*人じめす乙こと 

なぐこの気持を皆梂にも徹底し 

さらに也まれざる人々にたいし，お 

よぶ限りの串什と地域社会に務めな 

ければならないとff:じております。 

特にストックホルムの先生の家庭に 

まで招かれて速い異闽に楽しい•夜 

を与えられ，瞼の熱くなるンt持が致 

しました。 

この；はローマのパーティにお 

いて卞.赉席1こつけられ，なみいる紳 

士，淑女.由•数拾人の前でローマライ 

オンズクラブの会長と握手をしてい 

る場面で，この砹後日本とイタリー 

の両_のライオンズが今H両I到1111に 

種々懸莱となっている政治，綷済に 

横わる幾多の陴害を越えて共Iこ仲良 

く，共に繁采し世界のf和と人々の 

幸福のために大いに手をつないで頑 

張ろうと演説を致したのであります。 

思うに日本のライオンズでも，よ 

うやく年を経るに至り今や世界のラ 

イオンズに伍して劣らぬ品位を高め 

るべく，或は例会の形式にしても， 

しかめつらしい形式主義を脱皮し， 

体につけるライオンズの各用具にし 

ても今一度W検討する時機に来てい 

るのではないかと考えます。 

そして#界の名実共に超-•流のラ 

ローマCの例会で会長と握手する私 

fオンズにならねばならないと存じ 

ます。 

欧米を一周してW:界は余りにも小 

さく交通機問が余りにも便利である 

ことに笊いたりしたものですが，何 

故に，このような現火とは反比例し 

て国際緊張は激化し.随所に血を流 

したり緊;Dの度を加えなければなら 

ないものでしょうか。 

シカゴ本部とゴールド 
コーストムLCを訪問 

奈设c 

石井政一 

私•がシカゴに谙v、たのは，1J12〇 

1?1大吹雪の翌日で，シカゴの街にも 

米だ1尺以上の雪が残っていて，零 

下10度以上の非常に寒い円であった。 

午後2時，日本事務局長の紹介状を 

もって，_際本部のII際部長アント 

ン•ケ.デカム氏を訪ねた。デカム 

邰長は大変心よく迎え.られ，クラブ 

の国際tiV勢その他いろいろ話をきか 

せて下さった。 

私がアクティビティについて意見 

を5いたら，それは乎近かなところ 

からやるべきだ，との答。又国際会 

館述設の議があるかとたずねたら， 

不赞成だといわれ，束京における会 

館建設の議が保留になった話はむし 

ろよかったと思うと答えられた《本 

部には塩崎孝氏（この人はn系米人） 

外2人の日本人が勤務しておられ， 

通訳案内等何かとお世話をして下さ 

って誠に有難かった。 

その翌日TF•午，ゴールドコースト 

クラブの例会にデカム氏と一緒に出 

席した。このHはクリスマスバーテ 

ィそして1今:1度だけお酒のサービ 

スがあるI:彳というので，出席者も特 

に多いということであった。 

デカム氏はアメリカの金持が飲む 

酒だといって，戊にマルティーす、の 

コッブを下さった。H本に駐在した 

というX/ボ人のメンバーもいて，W 

をいただきながら，朿Mや箱根の 

をし，すっかりアットホームな'メ(持 

にさせられた。開会のゴングで会は 

始まった0如何にもアメリカ人らし 

く，万唞こだわりなくサラサラと会 

が述ばれ，酒のせいもあるのか会場 

は割合賑やかであった。今1:1は日本 

からお客さんが来ているから余り喋 

るなと戯言をいいながら盛んにハシ 

ャイでいる人もいた。ご馳走はジュ 

—ス，ハンパークスティーク，ボテ 

卜，宵エンドー，パン，コーヒーと 

非常に簡単。 

終り頃，ファインボックスが廻っ 

て来たので私は1ドル入れたら，デ 

カム氏は側からそんなに沢山入れな 

くてもよいといわれた。成るほど大 

抵は銀貨を入れているようであった。 

私はニューヨークへの飛行機に乗る 

ため少し早く中座したが，会長が廊 

下まで見送って下さったのには*恐縮 

した。 （奈良C創刊ぢ•より） 
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活発な愛の奉仕 玉野C 

31年3月31日，日本で25#目のライオンズクラブとし 

て名來•りをあげた。25#目にちなんで？ 会員数は25 

人だった„岡山ライオンズクラブの元老原勝已氏（医 

師）のキモ入りで，太田市長.横畑議長（当時）らが 

発起人になって発足，同年6月，玉野閩際カントリー 

クラブで，チャーターナイトを行なった。 

初代会長は北条武文氏，その後宵井仁，大野省三. 

飛鳥音久，大野敏维各氏について現在は和田寿太郎 

氏（三井生協理事長）が会長に就任。第一副会長原 

势寿，第一.副会長長尾敏郎，第三副会長大塚隆治， 

幹事加藤安雄，会計岡田義平，テールツイスター山 

木澄二，ライオンテーマ中家千文の各氏などが役員 

をつとめている。 

社会制_1:活勋は活発で，母予察，费老院の慰問は年中 

行根のひとつ。結核性疾患の児mを診療しながら教育 

しているべツドス7-ルへテレビ，特殊学級へ自転車 

の贈りものをはじめ，市内の盛り場へ交通標識を妞て 

たり，渋川，Hの出の観光地へクズカゴを設Kするな 

ど，町を明るくする述砌に.W年会議所とともに率先 

協力している。 

玉野ライオンズクラブがアクティビティとして行な 

っている無K島の医療診療は,他に例がなぐ35年 

4 J1,広岛で開かれた西部地区大会の席上，日本ラ 

イオンズクラブの302西地区から表彰された。 

これは34年10月からはじめたもので，玉野保健所管内 

の児島郡朿児町石島の住民が対岑。.章員の前田哲夫三 

井病院長が有信副院長と看護'！Wさんをともない，宅野 

港から使船で岛へ渡り朿児中学校石岛分校で行なって 

いる。 

島民は设初，あとから診療代を謂求されるのではと 

警戒気味だったが8力月目ごろから前田院長らの熱 

心さにほだされ，4, 50人が分校の仮診療室を訪れ 

るようになり，最近はこどもの健康状態が目に見え 

てよくなったと，島民から感謝されている。ことし 

の目標「老人と予どものために……jもアクディビ 

ティとして続ける方針だ。 （s/non夕刊岡山WHO) 

日の丸のお礼に「唐ジン」 商鍋c 

児湯郡高鍋町のライオンズクラブ（会長m崎一夫さん 

ほか15人）はさきに沖純へ遠征した商鍋萵校野球部一 

行に託して日の丸の旗2枚を沖縄ライオンズクラブ（会 

長竹内和三郎さんほか72人）に贈ったが，その返礼と 

して9日沖縄クラブから「カラジンj一対が届いた。 

高さ15センチほどの焼きものだが「魔よけの守護祌」 

といわれる沖縄の特库品„ H鍋クラブではさっそく 

事務所（高鍋商工会議所）に飾って披露している。 

なお，日の丸の旗は選甲.団に同行した高鍋クラブ員立 

津政雄さん（髙鍋髙校PTA会長）がけたが現地で 

はとても感謝され礼依IF.しV、接待をうけたという。 
(8月lin 日新問） 

アコーデオン•せんたく機を寄贈賧浦c 

锼浦ライオンズクラブ（会長ra立山口病院小野寺修 

二医博）は小串小‘7:校にアコーデオンー基，毁浦高等 

女子学院（川棚）に教材用觅気洗たく機一台を赉贈す 

ることになり，8日川棚M光ホテルでRf?呈式を行なっ 

た。これは去る7月23日同クラブがライオンズクラブ 

(本部シカゴ市）による認証式当日小串小学校鼓笛隊 

と女子学院生徒に式典行取の協賛を依賴したお礼で， 

小串小学校長代理武久教論，见帘代-表6年生三浦逍也 

さん，宮崎孝君，女子学園代表者に小野寺会長からそ 

れぞれ寄贈品が贈呈された。同クラブはさきに交;Hi標 

識4〇本（10万円）を立てたが，钸月ベストセラーの著 

溢5—10部を問係町の教育委員会に贈り先生たちに説 

んでもらっている。 C8iU3ii 

肢体不自由児を三笠温泉へ招待奈良C 

県肢体不自由児協会（平岡明海会長）は県と奈良ライ 

オンズクラブの後援で，ことしも14日，不自由児32名 

を三笠温泉へ招待した。この日はライオンズクラブの 

会員が乗用取を出して送り届け，人形劇や室内遊ぎ， 

福引きなどで一日を楽しんだ。きょう15日は春日奥山 

で林間キャンブなどを行なう0 

(8月15日大和タイムス） 

へき地児童へ愛の手 津山C 

全国で11番目の結成というのが，津山ライオンズクラ 

ブのじまん。6大都市についで，岡山，姫路，広島， 
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津山という結成順からみれば，中国山地の都市として 

I土企国の中小都市にさきがけて結成されている。この 

あたりに「名門」の誇りがあるわけだ。 

ことしで結成7年目„新会長日下惣太郎氏（i車山菜 

予工業組合長）のもとに，60人の会員ががっちりと 

手をにぎり「奉仕の祜祌」に貫ぬかれている^柿月 

第2,第4木曜日が例会日，午後零時15分から1時 

30分まで„この1時問半の会合の時間は.，会Rにと 

っては何ものにもかえがたいWEな楽しい時である。 

和気あいあいのうちに，アベックで仲のよいところを 

見せっけた会Sから，百円を献金させたり，うっかり 

取り引き先同士が商売の話に身を入れようものなら， 

これまた何がしかのファイン（罰金）を頂戴して拍手 

でおさめるといったこともある。地位や名眘の上下は 

無論なく，会員はすべて会合を楽しみ，奉仕すること 

のよろこびを滿喫する。 

会合ごとにゲストを招いて懇談するのも会の重要な 

行事で3年前には式場降三郎氏が山下??;•両伯を伴っ 

て招かれたこともある。津山市をはじめ，県下に在 

住する学識経験豊かな人々の話に耳を傾け，見聞を 

広めている。 

る程度だったが，この治療室が完備すれば，手足の 

不尚由な患者に迎励療法を施せるわけだ" 

治療機械は，身体がマヒした部分に応じて十五種の機 

械，平行棒.車イス，ろく木.予ども用のオモチャな 

どが備えられる。治療室は旧病陳の玄閲横に出来，妞 

面稂100平方メートル，総エ赀15万円となっているn 

小児マヒの子どもを持つ母親たちからの強い要望や 

小児マヒ対策協議会の要望を受け入れたもので，小 

倉ライオンズクラブから治療器具の寄贈があったた 

め，病院側では看護学校の学生用食堂に予定してい 

たあき部屋を治療室に変更したもの。 
(8月15H新九州(門司):) 

ライオン嗅水を囲む芝生広場 ®山c 

富山ライオンズクラブでは7ラブ結成5周年記念事業 

として常山城跡公園を150万円で整備したいと17日， 

市島坩太郎会畏（常山新専務）ら代表者6人が湊 

市長をたずね工事赀の寄付を申し入れた。富山ライオ 

ンズクラブは結成されてことしで5周年となるので， 

クラブのモットーとしている奉仕の楮祌を形にして社 

会のためになる仕事を残そうとかねてから協謎してい 

忘年会，7リスマスには，家族会が開かれ，口ータリ 

ークラブ，靑年会議所とは，毎年交換会が行なわれ， 

お互いのクラブを理解し合っている，海と山のへき地 

の児®や，想まれない施設のことどもの交換会が毎年 

催されているが津山市へは一昨年，音色も美しいミュ 

—ジッグサイレン（50万円）を寄贈して鶴山公阑に設 

備.朝夕市民に心の憩を与えている。また.咋年は. 

鶴山公IIの夜を美しく輝かせ，安心して散策できるよ 

う，けい光4基（15万円）を寄贈，市民から喜ばれて 

いる。会長の日下氏は，在支13年ののち帰津，商工会 

謙所副会頭などをつとめ，5力年問無欠席の会員とし 

て昨年表彰された人。美声の持ち主として詩を吟じ， 

短歌をものして朗詠する日下氏は会の代表者そのもの 

の姿。口ータリークラブより結成が早かっただけに会 

員は多士済々で力強い。 （8月15n夕刊岡山〕 

た。 

34年に城跡公園に80万円でライオンニ頭が地球谈を 

かかえている喷水を奇付したので，今回は150万円 

でその両隣の4,800平方メートルの芝生広場を整備 

しようというもの。芝生広場は藤だなが一つあるだ 

けなので，同広場の中心に日時叶をつくり，ベンチ 

を配し，桢樹してりっぱな公ISとする計舰。 

整Wiiが完了すれば喷水広場をふくめて，城跡公11内の 

ライオンズガーデンとして山•民にいこいをあたえる広 

場となる。この寄付申し入れに対し澳市長は「市民の 

いこV、の広場が整備される心あたたまる好.®に深く!® 

謝する」と答え，巿も枝術援助することを約した。 
(8A18B苗山斩間) 

•特許•商標• 

小児マヒ治療室完成 小俞C 

小倉市.馬借町小倉市立病院（宫田三郎院長')では，北 

九州5市では初めてという小児マヒ治療室がI4日でき 

上がり，近く治療器具をそろえ小児マヒ治療と本格的 

に取り組むことになり.小児マヒで悩んでいる人たち 

に明るい話題を投げている。 

いままで同病院では，小児マヒ患者24. 5人が外来 

患者として通いマッサージや低周波療法をうけてい 

黑川特許亊務所 
弁理士 黑川美雄 

(:新搞ライ大ン） 

南京部港n芝虎,ri6.成南会館 
TEL.(59J)1516 - 7766- 
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厄払い始末記 

岡山來C 

佐野恭平 

「どうせ，するならn本にない，世界にも前例のな 

いライオンズ式の厄tムいをしよう。如何なる厄祌もし 

cの面々の前にはあり得ない0勇ましいライオンズロ 

ァーで払いのけよう。一，二，三•ウ}ー ウォー 

ウォー。パチパチパチ。」 

これは去る7月15B夕刻,石山花壇大広間で開かれ 

た5し（し圮野，L小衆，L児玉，L伊丹，L松觅） 

42才の厄拉リ、の劈頭にあたってのし別役の挨拶の一端 

である。宇宙旅行も出米ようというご時世に，或るい 

は笑われるかもしれないが，昔からいわれている如く 

42の厄年になれば.早所祈厄■('ムいした方がよさそう 

だ„しかも5名もおれば，一緒に行なえば何かと便利 

だし，多数集まればクラブ員相互の親睦にもなる。又 

42谢こ限らず，61哉', 70哉の方も合流して頂いたらど 

うだろう。 

ライオンズ式に「'磨は5、げ……」と話はとんとん拍 

子に進み，L|T<|锘，U4体，L安井，L波辺，Lmi 
L佐野と世話人も決り，企員に「聖徳太子」一枚持っ 

て集会の旨，案内状を出したところ，われもわれもと 

布志の而々が参加，42歳の厄松、いに，42名参加と相な 

り，数の上で42と42の偶然の一致とはいえ世話人一同, 

いやが上にも張り切り.当日を迎えた次第。会は光ず 

忡話人LH富より5 Lへ記念品料を，又し高田より心 

づくしの可愛いい記念パッジを5 Lの胸へ，大拍手の 

内に行なう。次に5 Lを代表して，L松尾が挨拶，続 

いてお客搽側を代表して,最年長者（L別役）のぉ礼, 

世話人を代表してL岸本の経過報告，最年少者（L岡 

野）の音頭で乾盃という順序で裳に入る。タケナワに 

なるに従いL小泉の色っぽい寸劇,児玉の「槍さび」 

「おてもやん」，平Wの詩の披SS (即興)，L膝崎の® 

談，し挺野のややこしい「高等数学」，L膝沢及びL岸 

本の渋い小卩貝，L磯田のH本舞踊，L松尾絵風（えふ 

う）師/大奇術等々と絞き次第に気分を盛り上げてゆ 

く。よくもまあ——これだけ芸達者，口達者が揃った 

ものと感喫n又5 Lのスポンサーで抽減により，企員 

へ「蚁とり線香」「孫の下-」の実用的なものから，辎 

入りの「パンティ」「スリッブ」のネス用土鹿に到るま 

での设品と紅白の鋸頭を頂く。また5ライオンより， 

クラブのア7ティビティの一助にと，金一万円寄贈の 

「記念事業」の発表あり，ティルツイスターに手波さ 

れる。最後にL甶中(最遅刻者…失礼)の音頭で5 L 

の健康と來L Cの発展のため万歲三唱，L高田のアコ 

ーデオン伴赛で「L Cの唄」の大合唱で閉会。 

私の子供のころ 

岡山.®城C岡山C 

三宅紀夫 

一初恋の話一 

私は小学校時代は本山の下に住んでいた。学校は現 

在の岡山付城小学校.当時の男干師呢の附Kへ通い， 
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柬山公園の附诚へ通い，來山公B1の一诳でよく遊んだ 

ものだ。私は小学校入ネ前に慢性の1胡W炎をしたため 

入学が2年迩il8歲の時入学した。そのせいかも知れ 

ないが，5平になったあるH,平索よく遊んでいた近 

所の4年生の女生徒に特に好怠を感じるようになって， 

しだいにその予と颜を合せるのが恥しく，逢うと顔が 

liてってきて，その子だけに特別な感が起るのを％ 

兄した。ついにはその子だけが非常に美-しく思え，附 

Wでは一番美しくお姫栊のようだと僧ずるようになっ 

た。しかし生来'メ (の胁、私は気持を相手に伝えること 

ができず（もちろんその子は小学校の4，5年の子供 

ですから恋を打開けたとして何の効采もなかったと思 

う。）そのうち私は：11時の岡山-中に入穿した。この鉍 

战にしだV、にASれ去ってしまった。その予も今は』はな 

る女性としか考えられないが，この初恋の時代には彼 

女が火に美しい乙女に思えたのだから不思議だ。恋が 

いかに人生を美しくするかという尊い体験をしたわけ 

である。 

一命拾いした話一 

6年生の頃だった。玉井宮の北龙を西大寺へ通る県 

迫が，山の一部を切って右にカーブして走っている部 

分がある。当時はいまより道幅は狭かったが,その削 

った山の崖は約30 メー トルほどあった。子供心にも機 

Mいじりが好きだったせいか，非#に魅力を感じてい 

たので，lil動屯学校の周辺でよく遊んだ。また留険奸 

きなのは男の子の普通だが，灾はある日ふと，たった 

ひとりでその崖をaってみたくなった。ところが一# 

上まで登ってもう一歩というところから足場がなく乎 

の掛るものはなんにもなく，上へも下へも勵けなくな 

ってしまった。心臓が早鐘のようにドキドキするし， 

もうどうにでもなれとあきらめたとき，下の向®1¢学 

校の学生さんにやっと助けてもらった。あの時の学生 

さんは，今どうしておられるのやら命の恩人なのです 

が，その坳は一言「すみません」とあやまったきりに 

なっており，いまだに気掛りでならない。 

(岡山烏城C会報N0.26より） 

ライオネスチャーム.スクールについて 

H山C 

庭瀬欣一郎 

4クラブのラ.イオネスの集いを計両して，その名前 

を当世流に「チャーム.スクール」と名づけたのは， 

何も化粧品会社のお先棒をかつV、で美容相談室を開設 

したのではなく，こうした集ま 

りを通じてライオネスの間の親 

睦を深め，ライオンズを一塯All 

解して頂きたいと思ったからでした。 

敁初の試みのこととていささか気がかりでしたが， 

70数名の#加を得てまず盛大裡に第一lulを迎えること 

ができました。小寺会良，股'カウンセラーと，烏城ク 

ラブの佐倉会長によってライオニズムについてそれぞ 

れの持ち時間でユーモラスにお話をされ•「現代#少屯 

の教育についてjと逝して岡大教授より子弟の家庭に 

おける教育のあり方にっいて，身近かな,活題をとり上 

げて約40分講浈がありました。 

ライオす、スの皆様も感銘深く終始熱心に聴講されて, 

敝粛な空Mが場内に滿ちていましたが，次の「圾を迎 

えての美容」についての戈油と講習に移ってからは， 

さすがに女性の集会らしく熱心の中にも軟かな霉囲気 

につつまれて緑川ライオンの「写以の美しいうつされ 

方」にいたっては，お,话もまことにザックパランで笑 

いもあちらこちらで起って参りました。とはいうもの 

の長時間姿勢もくずされずに誠にお行儀のよいライオ 

ネスの皆様も少々お疲れかとお見受けしておりました 

が，K•後に木村，册I山iライオンによるまことに乎際の 

よい歌唱指導で和'ヌ(皲々と大笑い，大宽ぎの中に会を 

閉じることが出米ました。（岡山C会報Vol7より） 

家庭訪問（その一） 

池IUC会報N0. 2より 

——ライオン今田家訪問記—— 

大阪は，天祌祭で有名な天神さんのそば，阐森町交 

叉点のちょっと北，そこに索入社という印刷社，索人 

と迸くが，仲々煅高の印刷技術である。ご主人ライオ 

ン雄隆は來西両地区にその名をとどろかす，名ライオ 

ンで毛並至って上等で，今更説明に及ばない。ここま 

で束奔西走を助ける陰の力，それこそ京子夫人の並々 

ならぬ内助の功である。 

お子さんは小学一年と幼稚®！のお娘さんく二人，近 

代女性にふさわしいなかなか活発なお干さん？（やや, 

ごんたさん）で記者がお邪！)！するなり敦予ちゃんが 

「オッチャンこんなもんもってるか？」見れば遠方の 

チャーターナイトの参加者の名札である。すかさず和 

美ちゃん「オッチャンもっとチャチャーナイト行かん 

とあかんヨ」これには言己者べシャンコ「サヨウナラ」 
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-海外のライオン誌から-- 

うるわしき都 

——ドイツライオン誌（111，114,102地区）から——• 

ライオン誌の大部分はザルツブルグ•ヨーロッパ大 

会（オーストリヤで9月14日〜17日に!]3催された）に 

閲する記琳に当てられていた。この大会に際してヨー 

ロッパ.ライオンズの敁大の課I®は益々激化するヨー 

ロッパの危機，それは同時に世界の危機でもあるが， 

またいかに対処するかということであった。第一次， 

第二次大戦を通じてキリスト教は統一的指®原理とし 

ての力を苦しく弱められ，ルネッサンス以来のヨーロ 

ッノ く文明の伝統はその根底からゆさぶられている〇ド 

イツはべルリン問題に頭を痛め，恶口家の口を借りれ 

ば「病めるフランス」もまたたいへんな問題をかかえ 

ている。「このような危険な時代にあっては国境を越 

えた友奸的迚相互理解をいかなる努力を私っても 

述成しなければならない。」（114地区ガバナー•ネヵ 

ム）ヨーロッパ内（全世界についても同じことがいい 

得ると思う）このように個々の特興性，差異を主張す 

るのではなく，反対に多栊性，差異の中に共通性，統 

一性を見出すことが组而のヨーロッパの課Mであり， 

それは伝統，歴史，文明等の洱桢討であり，宽大な人 

間性の涵赉でもある。このような時に当って「ハイマ 

—卜•オイローパ」ふるさとヨーロッパの古き都（ザ 

ルツブルグ）でヨーロッパ大会を開くことは誠に意義 

深いことであった。 

ここではその記祺の一つ「うるわしき都」と題する 

ザルツブルグ*iJ赞の按苯柒を紹介します0笫二次大戦 

の終末期にナチむ:供;'Uしたパリー人速は街灼でお互い 

に背を抱き合って「メルシ，モンパリ」私のパリよ， 

ありがとうといって涙を流して婧び合ったそうである。 

そこまでは行かないまでも，®•近益々肋大する都市の 

騒音，混乱等が問題になり，比®山に登ったチャッブ 

リンを喚かしめた。日本においても1：!本特イ1•の意味で 
ハイマート•ヤーパン（ふるさと日本）を求める有効 

な努力がなされて然るべきではないだろうか。 

Stefan Zweig (昨日の世界) 

重大なことは極めて胙かにやって米た。人口 4 ノ/4 

千の小さなザルツブルグの街は，空想の遠い国として 

とっておけばよかったのに，今では笟くほど変わって 

しまった。夏の間それはヨーロッパばかりでなく全世 

界の芸術の都だったのに……。 

Wolfgang Amade Mozart Sohn (旅日記） 

私が美しい地方で見た凡てのものはザルツブルグの 

すばらしい自然美に較べても比較しようがない。ザル 

ツブルグでは一歩前に進む前に新しい凤Sと祌々しい 

笟きが待っててくれる。 

Franz Schubert (1852) 

午後になり天気がよくなったので，あまり高くはな 

いが実に索晴らしい姿をしているNonnenberg山に 

登った。外からはザルツブルグの谷問が見下ろせた。そ 

の美しさはとうてい言葉では表現できないほどである。 

Heinrich Reinhold (1818) 

街の家は全部屋根の平坦なイタリヤ風に妞てられ屋 

根の上に屋根がffiなり，それは非*tこ親しみに充ちた 

光ffで，私にはこよない界lit?/緒を与えてくれた。 

Otto Nicolai (1841) 

ザルツブルグで私はモーツァルトの生家を訪れた。 

そしてこの音楽の巨匠が世界の光を感知した部座に入 

ってみた。その光设は生涯忘れられないだろう0それ 

から私は彼の米亡人Frau von Nissenに会った。彼 

女は高令だったけれど丈夫そうな品のいV、如}人だった。 

彼女は非前に好怠に充ちており，モーツァルトの像と 

子供たちの肖像をくれた。 

渗 闪原m泉 

野夭風落 翠衫锼 
TEL (湯河原）（代表）2511〜2515 

東京案内所 TEL (281) 1 0 6 6 
名古屋出張所 TEL (55) 5 2 5 0 
大阪出張所 丁 EL (64) 9 9 8 9 
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ガバナー協議会チェアマン決定 

8 JJ18II,大阪グランドホテルに 

おいて開催のガバナー協議会におい 

てチェアマン担当のガバナーが決定 

された。 

8 11, 9J1,1〇月 

W1野村康2ガバナー 

111),靴1月 

E1塩原有ガパナー 

2 JJ, 3月，4J1 

E 2 土井登ガバナー 

5月，6月 

W2緒方益囫ガバナー 

4地区年次大会の日取り決定 

302-E14月2 0 — 3日於東京 

302-W2 4 \\ 21B —22tl於商松 

302-W15 )\ 1113 —13U 於大阪 

302-E 2 5月18 U —20IJ 於金沢 

顧問委員会の名称変更 

今後諮問委員会と改称する诉となっ 

た0 

4地区の呼称について 

既報の通り，302-1, 302-2, 302- 

3, 302-4の地IX呼你は理事会承認 

の手練の関係上従米通りE, Wを川 

い，302-E1, 302-E 2, 302 W1, 3 

02 W2を使川することとなった。 

ガバナー公式訪問 

策一回閣議，幹私スクールとそれ 

それ意気高く出動したが,いよいよ 

9月より公式訪問が開始された。な 

お今迄に究衣されているガバナーの 

1〇月中の公式訪問ti程は次の;Hiりで 

ある0 

302-W2 $g方益园ガバナー 

3 H徳島，徳山肩山LC 

6 13岡山,岡山烏城,岡山後楽L C 

11U児辟，金光，笠岡，井原LC 

12111倉敷，総社，高梁，新兄LC 

13日玉野，玉岛LC 

16日fcj山,府中,松永，腿LC 

25 U烏取，倉吉，米予，境沿LC 

26 U松江，出雲，江淖，浜田，益 

III LC 

ブラジル元大統領訪日 

元ブラジル大統領Juscelino Ku- 

bitschek氏はリオデジャネイロライ 

オンズクラブの名び会员であるが， 

今般U本政府の招待を受けて日本に 

8 IJ間滞在される事になり,シカゴ 

本部では歓迎を依姒してきたので準 

Wli•をはじめた。本部では朿京LCに 

迚絡方を依賴してきた。 

香港における第4回アジア大会 

Area17のアジア大会も今回で敁 

後であるが，いよいよ9 J12213より 

261：!まで下記の通りのブログラムで 

行なう0国際理事進)®竹次郎氏はシ 

カゴ本部を代衣して参加する0なお 

団長は, 302-E1地区ガパナー塩W 

淅氏に決定した0参加申込は65名と 

なったが大蔵省の迤定で47名に制限 

するの止むなきに至った。 

大会ブログラム 

9月22日(金曜13) 

12時一16時 

地区ガバナー，国際木部役員，大 

会委員長の昼食会 

於パークホテル 



16 : 30—17 : 30 

mi 於ミラマホテル 

18 : 00—20 : 00 

親睦レセプション 

於ミラマホテル 

9月23日(土曜日) 

12 : 30—14 : 00 

開会昼食会於ミラマホテル 

14 : 30—16 : 30 

開会 

於ミラマホテル 

20 : 30 

晩餐会と余興於ミラマホテル 

9月24日（日_日） 

17 : 00—22 : 00 

旅行 

9月25日(月曜日） 

10 : 00—12 : 00 

ライオンズ集会於ミラマホテル 

12 : 30—14 : 00 

畏食会於ミラマホテル 

16 : 00—23 : 00 

船遊び 

9月26日(火曜日) 

11: 00—12 : 30 

閉会式於ミラマホテル 

12 : 30—14 : 00 

広束料理による昼贪会 

20 : 00 

お別れ晩餐会 

東南アジア諸国とは 

いてはシカゴ本部よりは別に指定が 

なかったが，外務省の兑解にかかる 

分類を御目にかけます。 

国際迚合ではこんな分類をしtお 

りません。#に加盟国として列举し 

ているとの事ですn 

外務省でも南東，柬西アジアの二 

つが事務と惯習とで分課されている 

だけです。 

南東アジアヴヱトナム，ラオス， 

カンポジャ，フィリピン，英領ボル 

ネオ，インドネシヤ 

東西アジヤタイ，ビルマ，マラヤ 

シンガポール，印度，パキスタン， 

セイロン 

なお台ぬ:は中国として取扱い，香 

港も英領として別課で取り极ってい 

ますが，地理的柬阐アジアに含まれ 

るものです《 

最近のシカゴ本部よりのニュース 

① 会計年度1960—61年の間に各国 

ライオンズ（アメリカ，カナダを除 

く）で行った奉仕活励は25,800件 

② 各国ライオンズ（アメリカ，力 

ナダを除く）から報告された月報 

の枚数480,000枚 

③ 各国ライオンズ（アメリカ，力 

ナダを除く）のクラブ数は4,000 

④ 1961—1962年の世界中のガバナ 

一は374人 

⑥ 元阳際会長44人 

⑦ _際埋唞会委凤26人 

⑧ 男女背少年交換ブログラム 

国際本部では昨年度から計研I中で 

あったフログラムを発表した016才 

から25才までの男女靑少年はクラブ 

の推せんとガバナーの許可，国際本 

部のあっせんによって海外見学が出 

来るという訳である。この詳細は別 

項に報告したが，例えば日本のある 

クラブが候補者を決定したら，ガパ 

ナーの許可を求める。ガバナーは国 

際本邰に迚絡する0この際，スボン 

サークラブは往復の旅费を負拒す 

る。ホストクラブは本人が入国した 

時から自分の町までの旅赀，滞在中 

の諸赀を負担する。この事により， 

世界親善，世界平和に寄与せんとす 

るものである。 

青少年の交換により，各国の家庭 

が開放され，世界の平和，親#のた 

めに多くの男女が訪問する日の米る 

ことを祈る。 

編集部のお願い 

月報は毎月5日、11H本审務局に必 

麕するように決められております 

が，fi•近は5日になっても月報が个 

部そろいませんので統計を集計する 

ために非帘に困難を感じておりま 

す〇なおライオン誌にても似•新のク 

ラブ活動状況を雑誌に掲戦したくこ 

9月号において国際規約の改正を⑤1961—1962年度の地区の数は復の日を原稿の締切りと致しますの 

報告したが，Area17に代るOrient 合地(K52地|んサブディストリク で，何卒5日には必着するようお願 

に含まれる東南アジアの諸国名につ 卜332地区，準地区42地区である。い致します。 
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301神田クラブ（CM60名） 

6月26I I 発会 S P ^-^C 

琳務所朿京都千代miK丸ノ内 

18岸本ビル4階 

'IH 281-9420 

例会場YMCA 

，例会日時第1. 3.火曜 

12.30—13.30 

302八日市クラブ（CM20名） 

6月28 H 発会 S PmK-C 

<事務所滋贺県八日市市浜野町 

八1:1軸•ェ会議所内 

\ 例会埸同上 

\ 例会日時12.15—13.30 

303近江八幡クラブ（CM23名） 

> 6月27 FI 発会 SP 大ii|tC 

'事務所滋賀限近江八幡帘新町3 

丁回公民館内 

例会日時第1.3.木曜17.30-18.45 

例会埸滋贺銀行八幡支店 

304日南クラブ（CM15名） 

7月1日発会 SP宮崎C 

•1T務所宮崎贴日商屯岩崎港百K 

店内 

冽会場同上 

例会日時第2.4•土曜12.3013.30 

305白駑クラブ（DM59名） 

7J13日発会SP姫路狨城 

事務所姬路市本町68 

姫路商ェ会議所内 

例会埸同上 

例会日時第2.4.木曜12«30-13*30 

新発会クラブ紹介 

306千代田クラブ（CM81名） 

7月7日発会（S P丸ノ内C) 

雜所東京都千代田区丸ノ内18 

坪本ビル4階 

例会埸丸ビル粘#軒 

例会日時第1.3•金曜12.30-13.30 

307一宮尾北クラブ（CM39名） 

7月8日発会 SP江阐C 

事務所’一宮市千秋町 

甩北織物ェ衆協同組合内 

例会場同上， 

例会日時第2.4.土曜12»15-13-15 

308高槻クラブ（CM30名） 

7月15 ri発会5?枚方匚 

卞務所尚槻巾'北大乎1一133 

尚槻商工会議所内 

例会坳同上 

例会日時第2.4.火曜18.30-19.45 

309志津川クラブ（CM22名） 

7月26 R発会SPM*C 

事務所宮城県志渖川町 

志渖川商工会内 

例会埸旭町振興相/):銀行 

志津川支店内 

例会日時第1.3•金曜12.15-13.30 

310足利クラブ（CM42名） 

7月2811発会 SP2C 

事務所足利市通3 丁目 

小淹四邱方 

例会埸卜1本相互銀行 

例会日時第1.3.火曜12-30-13-30 

311芦別クラブ（CM24名） 

7月30日発会S P滝川 

市伤所芦別市北一条中空知信 

用金跗内芦別支店 

例会埸同上 

例会日時第2.4.水曜12_15-13ぺ5 

312日生クラブ（CM40名） 

8月3日発会SP 

啡務所岡山県知気郡日生町 : 

日生商工会内 

例会場同上 

例会日時第1.3.木曜12*15-13*30 

313九重クラブ（CM16名） 

8月6日発会SP 

琪務所大分県坎珠郡九m町 < 

飯田公民館内 

例会場大船食觉（第1火曜）う 

九重高原ホテル(第2日曜) 

例会日時第1火曜，第2 m®、\ 

11.30—12.30 、、 

414臼杵クラブ（CM24名） 

8月7日発会S P 

屯務所大分©臼杵市祇園洲 \ 

鶴峰内璀話2315 < 

例会場春光荘（第1水曙） \ 

山田別驻（第3水曜）< 

例会日時第1.3冰曜12.15-12.30 

315藤枝クラブ（CM59名） 

8月9卜:!発会S P 

屯務所®岡©藤枝巿益}奉 

滕枝商ェ会議所内 

例会日時第2.4•火曜12.15-13.30 

AIR CONDITIONING 



<NHN> ■备! 

參日曜大工で簡単に 
とりつけられる…… 

格と風味を誇るデラックスな贈物 

南蛮道伝 ルド 

カスチ-5 

ナftサキ十 
二田店（嗖応大学前）（451)3846 _ 京都本W河原Bf四条北(22)6661〜2 梅川阪总デ,、•ート出张讲 
冇楽町店(冇栾7— ドセンター内）(561)1939 足都四条大苻估四灸大）:■;免(W)8801大阪 
伊势丹志に补街•丸物出拓；？j V. ffli v. fiD %'[ 2 PS (37)7758 梅田P5神デパート出張店 

'1 .い,-で1^ 凡灼山汝Vj 切jHビル店河取町：条北(22)9757 
日本炫岛fi圮.描浜商ft圮出张沾 大九•商ft吊..九物出張店 大阪釈界門大店出張店 
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声 

数卜前のことである。私の家の近 

所に石を敝き詰めた4〇メ 7■トルばか 

りのだらだら坂がある。私はその坂 

を下がっ.て行くと，材木を満載した 

一台の荷車が上がって来たp 

初めのうちはその小石をバリパリ 

と小気味のよい音をたてながら，一 

気に進んで来たが，10メートル，20 

メートルと上るにつれて速度は鈍リ 

出し，中顷の所で卓はばったり止ま 

ってしまった。車はこうちゃくした 

かのごとくまったく動かない。私は 

気の谣になって後から押してやっ 

た。すると車はパリバリと石を踏み 

つぶして動き出した。ここで私一人 

の力が容易に認められ，ライオンズ 

の姑：神を想う存分兌撺したのであ 

る。それは美しい人間性，t•和なM: 

会，をモットーとしているライオニ 

ズムの精祌一寛容の姑神をしめした 

のだと思うと，言うに言われぬ快感 

を呼び起こした。 

ライオンズ精祌とは別にむずかし 

いものではない。 

人の闲っているのを見て索;ifiり出 

米ない粘祌なのだ。 

車が坂をすべり落ちようとしてい 

るときに疑も_もない《 T.を％し 

のべるだけだ。 

人問の生き方とはこんなものでな 

かろうか。 岐舉x.Y生 

〇現職大防のライオンズ会長ライオン迫水久常氏は 

ライオンズクラブの会長をキチント勤めつつ，大臣の 

激務を無事にやって居られる。われらの大臣会長は， 

大詎の^:、境もすベてライオンズ楮神ですと言いきる。 

奉仕のW祌に生きる大Kは政治を離れて人間的にも 

美しい心を示した。この七、があれば，問題の遅配も遠 

からず解決される事だろう。 

〇ソ迚の一方的核灾験洱開強行をきっかけとして大衆 

迚勤としてのf和闭休，あるいは国際親苒のための友 

奸団体に大きな®！揺があらわれてきている。原水協や 

日ソ協会の動きがそれである。人道的な立場から，両 

II問の文化交流を進めるために生れたこんな平和友奸 

囲体が，偏向を暴露したことは残念である。 

大多数の#意の人々が生かされ，Kにある多くの平 

和愛奸団体の本米の使命が生かされることを祈る。 

〇われらの敬愛する闲際カウンセラー寺田嫂氏，中秋 

名月と共に長I、病床生活にも耐えて恢復近V、とのニュ 

—ス0岡部カウンセラー御見舞の報告が広島から届い 

た0願わくば祌助により闘病に打ち勝たれ，ライオニ 

ズムのために御SIWのBの近き日を沂る。 

'〇予て読者の要错のあったマンガ欄が今月よりお目見 

えする。旺文社で活蹓中の新進，飯塚よし照氏の出馬 

を得た。題してライ助君。助はライオンズの助け合う 

心から取った。誌上でどしどしライ助君の御活躍を沂 

り度い。読者のみなさん，殊に，小さい家庭のベビー 

ライオンズのみなさんの御後援を得たいものである。 

〇本誌は般初3,000で出発したが，いまでは17,000。6 

倍弱まで達した。いささか302地区のためにつくし得 

た喜びを思い浮べ，誇りを感ずる。もっともっと多く 

の家庭に，心の中に入りこむ必要がある。素通りして 

いるのではあるまいか？17,000人のライオンズのた 

めに，また愛されるものとならんために，おしみない 

努力を蜇い，より 一®の充実したライオン誌とするた 

めに，読者のみなさん！あらゆる感想，随筆，俳句, 

自_,お国自慢等のご哿稿を願って止まない。ライオ 

ン誌を活発たらしめるのは，読者であることを銘記さ 

れたい0 
M.0 
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東京•ホノルル間毎日就航 
ホノルル•アメリカ間週39便 

パンアメリ々ンのボーイング707ジェットクリッパー*は、 

東京ーホノルル間をわずか7時間20分でとんでいます。 

またホノルルーアメリカ本国間は週39便も頻繁に就航してお 

り、ボートランド、シアトル、サンフランシスコ、ロスアン 

ゼルスに連絡しています。ホノルルにお寄りにならない方に 

は、柬京とァメリカ西海岸の最短距離を結ぶグレート•サー 

クル.ルートをお選びになれば、12時間でカリ7ォルニアに 

到珩いたします。 

ご予約は、デラックスなファースト•クラスのPresident 

Specialと、お安い料金のRainbow Economyクラスが 

あり、ご予灯に応じてどちらでもご自由にお選びになれます。 

パンアメリカンのぢ世紀にわたる長いil•屯な経験はあらゆ 

る*に.巾.越しており、海外旅行者に万全の信賴をもたれてお 

ります。 

W 
世界で最も経驗ある航空会社 

アメリカ本国なら、どこへでも最高99日間99ド 

ルで旅行ができるグレイハウンド•バスをご利 

用下さい。 

ご用命は最寄りの肤空代理店又は弊社當業所で承ります 

東京.r代H1K九の内二轚商办ビル ^ (211) 2 4 41 

大阪.北K中之ft大Kグランドホテル 圯站(202) 6<»4«'9 

名古屋.屮MK垠内町ホテルニューfノI吊诳姑（55} 5131 
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最高の品質•最大の信用 
】き 

5,500 
5,000 

国産の?3級クラブ 初心者向き 

"THxutvt T^OCl 

現金正価 現金正価 

ゥッド1本¥ 4,000 ゥッド1本¥ 2,800 

アイアン1本¥3,500 アイアン1本¥ 2,500 

HALF SET ¥25,500 
FULL SET ¥47,500 

HALF SET ¥ 18,000 

•新しいゴルフカタログができました。 

ご入用の方は住所•氏名•年令をご記入の上 

大阪市東区淀屋橋美津漣RC係まで 

长店大阪淀屋橋東京‘支店神田小川町 

〇 


