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<今月の表紙> 

交通安全のために（3) 

写從は第二京浜国道鶴兄一子安問。 
下！4頁の校棣はロスアンゼルス郊外の 
萵速道路インター•チ：Lンジ。 
今日も色とりどりの屯が，猛スビー 

ドでつっ走る。悛性化した交}m唭故， 
铒日の新wm己帘にも笟かなくなってし 

まい，知人，友人の名前を見て改めて 
その恐ろしさに気付く，というのでは， 
m々の生活そのものが沢•抑•なのだ。全 
国のライオンズの協力で，1日も早く 
交通布故ゼロの日が達成されるように 
祈ります0 (來装デザイン製作') 
OUR COVER Symbolizes The Safety Traffic Sign — that is the 

Activity Slogan of Lions of District 302 for the fiscal year 1962—63. 
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302地区 ライオンズクラブ分布図 

1962年10月31日 

月日 No. 
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10月結成クラブ 

クラブ名 事務局住所 

唐 津佐贺県唐潍市城内西唐谏商工会議所内 

神戸六甲兵;iU県神戸市濉区八幡Hin-32田中隆男方 

宮崎橘苗崎市职町76上田強方 

大分府内大分市生石町水江太一方 

高松栗林商松市磨m町4 一 8杏川証券内 

大阪錦城大阪市柬成区本町1丁目福徳相互銀行今里支店 

東京自由ヶ丘朿京都千代田区丸ノ内2-18厣本ビル405号室 

伊都高野山和歌山W伊都商酑口町応;H：•鹿協組内 

小 野兵rポ県小野市小野商工会館内 

山 陽山口斟职狭郡山陽•町取狹商工会議所内 

例会場所 

同左 

日毛グリル 

宮崎奴光ホテル 

トキハ百货店 

策一生命ビル 

柬成中小企業会館 

束急ビル 

同左 

同左 

同左 

世界のライオンズ（10月末） 
ライオンズ国又は領域. 
クラブ 数. 
会 貝 数. 

日本のライオンズ（11月末） 
クラブ数 

E1地区 89 
E 2地区 93 
E 3地区 59 
W1地区 95 
W 2地区 1〇〇 
W3地区 _73 _ 

…118 
••16,717 
645,047 

会貝数 
4,818 
5,008 
2,883 
5,787 
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クラブ事務局住所その他変更 

固 

ク今プ名 琪務局住所 例会場所 例会日時 

那覇中央 沖繩那覇市松尾204-1 背い城 第1.3(木）12.00 

芦 別 北海；这芦別市南1条西1丁目川职傲科医院内 中空知信用金塊芦別支店 第2. 4(水）12.15 

江 別 北沲;mエ別市束野幌肥田製陶kk内 拓殖銀行江別支店 第2 (金）18.00 
第4 (金）12.15 

吉 良 愛知沿幡豆郡幡豆町役場内 來沲銀行吉良支店 第1.3(火）12.15 

岩 国 山口県岩国市麻]n布町72-4広岛銀行前 医師会館 第1.3(火）12.30 

柳 川 福岡跟柳川市本城町柳川商業商校豹 レストラン坂田 第1.3(木）12.15 

船 撟 千蕖県船熵市鲂飾町2-274兑飾典協組内 船橋信用金谢 第2. 4(金）12.30 
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イオンズクラブの公式訪問 

夫人は今月，クラブ記念日 

クリスマスの休日にはメイ 

大:n：牧師逝くライオンズ世界大会において2年問迚続して牧師役を務めたラビ•アイザ 

ック•E•ブロックはこのほど他界した。ニース大会での祈結は医者の反対を押し切って 

行なわれたもの。彼は英国で生を受け，笫1次大戦中はイスラエル兵団に従取し，笫2次 

大戦中はカリフオルニアのフヱニックスの周辺において従苽牧師を務めた„ 

コンゴのライオン•リーダージョゼフ 

のライオンズクラブの名脊会長になった。 

カサブブ首相はコンゴ共和国（409地区）内 

ウルンデはベルギーの信託統 

2つの独立国に分 

かれた。ルアンダはルアンダ共和国となり，ウルンデはブルンデ王国となった。この分 

割前，ルアンダ•ウルンデには5つのライオンズクラブがあったが，分割によりそのうち 

3つのクラブ（アストリダ，キガリ，シャングーグ）はルアンダ共和国に移り，他の2つ 

(キゲタ，ウスンブラ）はブルンデ王国に移った。しかしこのどちらもライオンズ国際協 

会409地区に屈していることに変わりはない。ルアンダ•ウルンデの分割により，普通な 

らライオンズ国は119になるわけだが，他方クラブ及び地区役員の希望により，アーラン 

ドのマリイハム•クラブ（それまでは独立した乡イオンズ領土とされていた）が107-A 

(フィンランド）に移行することを認められたので，118力国にとどまることになった。 

ライオンズ国とは各々別々の国家又は独立したステートを意味し，ライオンズ領土とは 

本国から地理的に離れしかも本国の承認を得ている領土のことである。例えば，本年7月 

1日アルジヱリアは完全な独立を認められたが，それまではフランスに屈していた。こう 

いった場合アルジヱリアはライオンズ領土として認められていたわけである。しかし完全^ 

な独立を認められたのだから，アルジヱリアは独立以後はライオンズ国として国際本部に 

登録されたわけである。 • 

前進するライオニズム1%2年10月31日現在ライオンズ国際協会の会〇数は645,047, 

クラブ数は16,717，ライオンズ国（又は領土）は118となった。 

昭和38年眾旦 

、年でありま併せて 

备暖にますます御I•涵^^、ま欠よう 

郎，原勝巳•中沢夷夫•森®.林»行•貝肩 

之-埴原有• 土井》• »r村康三•銪方益团 
302地【/.述辂私務;反 m 太平 

柬JKW中！;iK-H 本••«3—3油IttエR会館 
MLifi (271) 7061- 3 
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チヤ—夕—ナイL 

s'こ月十六 

エキスカ—シf 

1七日 

1 
(心 

祝宴勝浦観光会館(建築中) 
予定 

式典妙法会館 

伊都高野山ライオンズクラブ 

来春、霊場高野山を中心に 

チヤーターナイト挙行の予定 

和歌山東•和歌山西•有田 
三クラブ合同チヤ—夕Iナイト 

三月十七日 

式典場和歌山市民会館 

碧 
祝宴場和歌山城 



日々の収支計算 

MAKE EACH DAY COUNT 

现在われわれが使川している暦は，グレゴリアン.力 

レンダーと呼ばれるもので，1582年に採用せられて以来 

全世界のI®々が今ではこれを用いて時日の計览のもとと 

しています。このカレンダーによって，1月1日が新し 

い1年の初めの日とされているのです。 

力.レンダーと云う言薬は，.ラテン語の「勘定通」とい 

う意味で，1年の終りの時期は例年決笕期として，年間 

の収支計览をします。それは単に金銭上の収支ではあり 

な惮人の日常生活あるいは影響力の大きい信仰,宗教が 

如実に物語っているように，利己的な人々は本当は「神 

に与えられた時問」を浪找しているのです。問題を明ら 

かにするために，ここで私は「あなたは自分の時問をど 

のように使いますか？ jと:いう惯用語に，簡単な言1を 

挿入すべきだと思います。そうすれば人問の惮大と卑小, 

真に常める者と.0しい者，指绰者と従屈者たる相興が， 

判然となることでしょう。そこで私はこう®問します。 

ません。365日をふり返ってみて，架しかったこ•と悲|し 

かったこと，勝利の日々敗北の日々，なし遂げた事業， 

失敗した計画なども，反省してみる時です。 

年の初めに当って，私達の机上には365日分の日計表 

が蹬かれます。意識的にあるいは無:S識に，私達は日々 

の生活の記録をこの日計.衣の新しい頁に，迸きこんで行 

くのです。1963年もまた，またたくうちに過ぎ去って， 

12月になると再びその記録を読みかえしてみることにな 

ります。人問にとって一番悲しいことは,' 日記帳を繰っ 

てみて，何も讲かれてない贝が多いことです。為すべき 

ことのなかった口々が，余りに多いことヤす。 

「時l!i]は，どんなものでも作り出すことの出米る原料 

である。起床した時には誰もが，自 

分のものとして24時問の原材料を持 

つ。これは誰でも持つことが出来る 

WiRな所有物であり，また他人には 

絶対に薄われないものである〇ぅm 
することの出来るものでなく，ある 

人が他人より多くも少なくも持つこ 

とが出来るものでもない。時問はJii 

も民主的に配分されるものであって， 

どんな刑:罚も他人の時|!!|を帝い去る 

ことはな'/、〇」 

これらの言薬はいずれも贳理です。 

しかし私は，これらが時問について 

すべてを言いつくしたものだとは思 

いません。利己的な人間は，日計表に 

しかるべき説明をつけないで,自分 

の時問を微細にわたって利川しますC 

彼等は自分では功成り名遂げること 

が出来，私的財®をも肥やして，® 

も有効に時冏を使っていると人にも 

云われます。-が，歴史上は，世界的 

「あなたは自分の時問を.他人のためiこどの.ように使いま 

すか.？-」-1年の計を立てる時，この「他人のために」と 

いう言菜を，全世界のライオンズは思い.起すべきだと思 

います。 

■あなたの幸せを，出米るだけ.多.くの人々と分ち合うこ 

とを贳犟に願うなら，この1年め_に数多くの扉が，あ 

なたの前に開かれることでしょ■う。そして，属が一つず 

つ開くたびに，あなたは自分の時間を「他人のために」使 

う.わけですか.ら，日計表上の数宇のパラ.ンスはますます 

増えて行きます。これから初ま.る365日r—'人間のもつ 

城.もWffiなる物，そしてあなただけの物^—の.101.H 

が収支似うように，大いに努力しようではあ:ITませんか。 

世界大会への誘い 

国際会則第7条第4項の規定にした 

がって，私はここに1963年の世界大会 

への公式な御招待を申し上げたいと存 

じま才。 
第46回の世界大会はアメリカ•フロ 

リダ州のマイアミ.ビーチで1963年6 

月19, 20, 21及び22日にわたり開催さ 

れます。 

マイアミ*ビーチは世界有数の観光 

地であるばかりなく，大会地として誠 

にふさわしいところであり，私達協会 

のような大きな組織に対して当局者は 

充分な便宜を図る由申し出ております。 

ホテル施設は他に類をみないほど立 

派であり，大会々場及びその他の諸会 

合のための施設はすばらしいものであ 

A^) - o^o-u^^P 

り，更に市の暖かい歓迎はすでに充分 

示されております。 

1963年の大会は新しい採相を呈すこ 

とになるでしょう。国際理事会の大会 

委員会は本部大会部の協力を得て，本 

木会をより而白く更により生産的にす 

るための大会の細目を発表致しました。 

大会講演者は参会者を充分満足させ？） 

でしょうし，大会中の諸行事も今まで 

に見られなかったような面白いものと 

なるでしょう。 

私はあらゆる会員に対し，6月の7 

イオニズムの®大な会合にあらゆるク 

ラブ及び地区が定員数全部の代議員を 

派遗するよう今から計画をたてること 

を提案致します。1962年12月20日 

5 
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四条啜（CN) 

奈良西，生駒クラブ結成式 
大阪大正，伊丹有岡結成式 
大阪南，天王寺，八)!g(公訪） 
城崎，八鹿(公訪) 

大阪住吉（CN) 

祌戸3クラブ（公訪） 
祌戸2クラブ（公訪） 
年次大会打合せ会 
海南，有田（公訪） 

尼崎北（CN) 

明石，小野（公訪） 
第3回キャビネット会議 
於祌戸オリエンタルホテル 

大阪中部CCN) 

大和高田（CN) 

強間)®"に対する彼の抱負はでもfflも" 

という驻だ欲深い理想論であった。これ 

には並居るキャビネット役員たちも笟き 

ました。このもaも"という目標の 

中に，彼のライオニズムに対する情熱と 

並々ならぬファイトが逍憾なく表明され 

ていると思う。理想に邁進する強烈な信 

念の持主でもある。 

この信念を例の不思殺な魅力でもって， 
ぐんぐん押し進めるのだから敵わない。 

私などいつもガバナーのお供をして，別 

表の如き殺人的スケジュールを消化して 
いるのですが，それにしても，このご老 

体，というと叱られそうですが，文宇通 

り家庭や会社を空っぽにしてライオニズ 
ムの為に柬奔西走，采してお身体が保つ 

のかと心配でなりませんが，実はまこと 
にカクシャクたるもの，むしろ16年も若 

い私の方が危いくらいです。 

勇将のもとに弱卒なし，このガバナー 

のもと，W1地区メンバーー■丸となって， 
ライオニズム高揚の大行進を続けている 

のであります，/ 

尺 

.-I __: 
11月7日大阪南C,天王寺C,八屋Cに対する公訪の一行。右からガバナー伊藤L,地 

区幹事柏岡L,ディビュティガバナー蜂谷L,ゾーンチヱアマン鳥潟L, PR委員山崎L, 

ゾーン幹亊中村L 

ライオニズム高揚のためエネルギッシ 

ュに活動をつづけるvsn地区ガバナー伊 
藤五朗L,公訪の席上その日も質疑応答 

に余念がなかった。 

さながら古武士の如く近部り難レ、威厳 

とK祿を異え，その実，老若男女を問わ 
ずどんな人問でも，まるでパテレンのエ 

レキのように惹きつけてしまう不思議な 

魅力の持主，それはわれらのガバナーL 

伊藤五朗です。 

一たびこの不思議な魅力にとりつかれ 

ると，どうもがいても脱出できない。私 

など役目がら一番の被害者？ですが，そ 

の被害者が忽ち協力者になってしまうか 

ら妙です。考えてみると，これは彼の内 

から滲み出る深し、人間性によるものらし 

い。彼は行く先々でこの魅力を発撺させ 

る。公式訪問や新クラブ結成式の際など, 

特に威力を発抓する。言わば，彼のこの 

不思議な魅力が，わがW1地区に於ける 
ライォニズム躍進の原®J力になっている 

のである。 

ガパナー就仕第一声に放った*会員増 

屋） 

- - — - ■ m ---— — _____ — 一 -- 

IHRii 
/ 

n レ/ /： 

兵/*県25クラブ1.444名 亲良県2クラブ 138名 溢K W- • 6クラブ 3彳2名 

京® m- 8クラブ 600名 大阪府35クラブ2.450名 和歌山讲丨丨クラブ 532名 

多忙なガバナー 

伊藤五朗のことども 
W1地区幹事 柏岡精三 

/我らがガパナーL伊滕五朗に満腔の敬 

总と感謝を捧げるとともに，ご健康を心 

からお祈り中し上げます。 

ライオンズクラブ行事予定表 
302—W1地区 

木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月 

1234567891011121314151617181920212223242526 
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w1地区年次大会への誘い 

大会委員長 南部知仲 
(大阪梅田c) 

27.火 

28水洲本（公防)，京都呱川, 

京都紫明結成式 
29木大阪淀川結成式 
30金大阪関西結成式 

公 訪… .7 ft 

C N 出席… .5件 
結成式出席… .4灼 
会 議… .2科 

計18件 

柏岡し多数の信頼を一身に集め，ガパ 
ナーとのコンビよろしく，その日も旺盛 

なところをみせていた。 

<1力月30日のうち18日は上記の諸項目 

のために当てられるわけだが，これだけ 

がガパナーのライオニズム髙裼のための 

日程ではない。公式の行事表に現われな 

いライオニズムのための諸業務を考える 
と，ガパナーの30日（1力月）は全部ライオ 

ニズムに棒げられていると考えてよい〉 

南部知伸し 

御承知の通り本年度の303—W1地区 

ガパナ_に大阪梅田L C所屈の伊藤五朗 

氏が就任され，明春大阪市に於て開催さ 

れる第9回地区年次大会も大阪梅田L C 

がそのホストクラブとなるため，先般饼 

藤ガバナーから計らずも不肖にその大会 

委員畏の御指命がありましたので城に菲 

才乍ら之をお引受けすることになりまし 

た。併し年次大会を盛大に且つ円滑に述 

営致しますことは仲々容易のわざではな 

いと考えますので，敬愛するブラザーク 

ラブ諸彦の絶大な御指禅と御協力を，！：、か 

らお願い申し上げる次第であります。 

先ず，会期及び会場は左の様に取り決 

めました。 

38年4月5日（金） 
懇親ゴルフ大会（•終日） 

4月6 H (土） 

代議員会（午肫.午後） 
於中之岛中央公会堂 

ftf液祭（夜） 
4月7日⑻ 

大会式典(午前) 

於フヱスティパル*ホール 

余判（午後） 
於同ホール 

1. 閲西交？?楽団演奏 
2. 郷土芸能 
3. 舞踊提谷川一夫外 
ガパナー晩餐会（夜） 
於見本市桓久展示場 

余興軽音楽と郷土音頭 
4月8 13 (月） 

キーメンパー朝食会（早朝） 

於新大阪ホテル 
エキスカーシ3ン 

汽船をチャーターし行先不明 
(ミステリー）の船旅に出かけ 
ます。 

計|山1は大略以上の通りでありますが今 
回はその準備実行に他のブラザー.クラ 

ブ総ぐるみのお世話をお願いすることに 

致しました。先ず大阪，大阪束，大阪南, 

圈みなさまの社交場HOTEL NEW NAGOYA 

SB ご婚礼はホテルニューナゴヤ 

團厳粛なお式、豪華な披露宴会場、無駄のないお食事 

圇新婚旅行プランのお手伝いもいたします 

圈ホテルニューナゴヤ9階は 

SB 味覚の殿堂“トツプオブナゴヤ” •です 

® グリル•バイキングルーム.バー 

天ぶらコーナーがあります 

名古屋駅前圖 HOTEL NEW NAGOYA tel (55) 5i3i /9 



写真はシカゴ本部より大阪南クラブに送られた入賞の知らせ 

道頓堀，大阪西の在阪5クラブと同ーゾ 

ーンの池田，豊中の2 7ラブの経験豊か 

な会長各位に誠に偕越乍ら同年次大会の 

副委員長に御就任方懇請し，各副委員長 

所诚クラブに大会行事の夫々一つを分担 

々当して頂くことに致しました。会長各 

位は之を快くお弓I受け下さいましたので, 

その後準備計涵は着々進涉して居り，不 

肖誠に感激致している次第であります。 

その分担行事内容を記しますと， 

1. 代議員会に関する行事…大阪LC 

担当 

2. アクティビティに関する事項…大 

阪東LC祖当 

3. 前夜祭に閲する行事…大阪南LC 

担当 

4. 大会式典，当日の余判に閲する事 

項…道頓堀LC担当 

5. 宿舎に閲する事項’…大阪西LC担 

6. エキスカーションに関する事項… 

池田LC担当 

7. 福引に関する行事…豊中LC担当 

此の各担当クラブとの間には夫々梅田 

LCから連絡委員を設け大会委員長，木 

会事務局との速絡に当ることと致しまし 

た。尚大会準備実行に必要な総務，財務, 

弘報，広告，司会進行，整備，登録，接 

待，会場，交通，式典，医務，記念品， 

ゴルフ大会，通訳，テイルツィスター等 

の委員会を設け，ホストクラブを中心に 

各ブラザークラブからの選出委員の協力 

を得て大会の円滑な運営を計ることとし 

ております。 

今大会は4月という敁もよき季節を選 

び会場も大阪の誇る最も素晴らしいフ：n 

スティパル•ホールを使用致します。余 

抖も荥華華麗，エキスカーションも亦ミ 

ステリーの船旅と夢多きブランの数々. 

何卒全国のブラザークラブ諸彦も振って 

御参加頂きますよう期待致します。 

「凡ての地区問題は诲年一回開かれる地 

区大会に提出され採択されるのだから， 

本クラブは地区大会参加を認められた金 

定員数の代議員を派逍し，必要と認める 

場合は代議員参加费用を負担しなければ 

ならない。」 

(註）義務完了のチャータークラブは 

会員10名毎に1名の代議及び1名の補欠 

を地区大会に派逍する権利を有する。 

(クラブ会則第13条B項） 

大阪南クラブは1961〜62年度のライオ 

ンズ国際協会出席コンテストの月2回例 

会を行う部門の第17部門で頭初の成钺を 

おさめた〇(このコンテストは毎月の例会 

の回数，クラブの会員数等によって，ク 

ラブを種々の部門に分け，各々の部門内 

でクラブが互に競走するもので，61〜62 

年度の入赏グラブは，日本では大阪南ク 

ラブの他に，一宮中，一宮南，宮崎，福 

井，豊橋南，尾西，一宮，江南，大垣， 
閲，多治見のクラブが夫々の部門で寧1 

位となった）。 

この第1位入賞の知らせは国際本部よ 

り当該クラブに送られ，英文ライオン誌 

11月号（1962)に発表された。入賞した 

各クラブには後日赏品が贈られることに 

なっている。 

11月7日役風会にて 

左会長堀L 右幹事矢部L 

さて，入赏したクラブの喜びはさるこ 

とながら，かくも多数の入赏クラブを出 

した302地区は全世界にこのことを誇っ 

てもよいのではなかろうか高度の出席 

率というものはいくら萵く評価してもし 

すぎることはない。というのは，出席率 

がよいというのは，i|iにクラブ例会に多 

数の会員が出席するということの表われ 

だけでなく，クラブ述営の合理化，クラ 

ブ内でのライオニズムの高揚，クラブア 

クティビティの活発化等ライオンズクラ 

ブ全般に亘る活動強化の具体的な表われ 

と考えられるからである。 

全国の各クラブは出席率高上のため種 

々努力を続けている梂予であるが，ここ 

では第17部門出席率第1位の大阪南クラ 

ブの内蘇をさぐってみよう。 

大阪南クラブの出席率をかくも高めた 

ものは一体何か。第1にそれは大半の会 

員の従事する職業状況によるという。即 

ち，168名（10月末現在）の会員の大半 

が中小企業の経営主又はそれに類する题 

位にあり，例会に出席する時間が比較的 

容易に捻出米るという。更に同クラブは 

新会員の入会を承認する際にライォニズ 

ムの厳守，特に出席厳守を確約させてい 

る。ついでながら同クラブへの入会の門 

は狭く，入会希望者のうち承認されるの 

は極くわずかだという。 

さて，このような構成メンバーを保有 

している大阪南クラブはP為度の出席率を 

維持するために，どのような具阼策を駅• 

使しているだろうか。会員であること自 

体すでに例会に規正しく出席することを 

義務づけられているわけだが，このよう 

な受動的な義務感のみでは萵い出席率を 

保てるものではない。個々の会員が自ら 

冽会に出席したいと绍むような魅力がク 

ラブ内部になければならないI大阪-南ク 

ラブの場合は例会のスピーカーの選定に 

特に力を入れている。中.に有名だからと 

いうのではなく，贳に有®:義な話しをす 

るスピーカーは，会員の傾聴の意欲を充 

分に盛り立て，例会においてライオニズ 

ムを高度に高揚させるものだ。次に大阪 

南クラブの多くの会員は孤高•というより 

は大衆的であり，1人1人の会Mの持つ 

空気が例会の空気を非黹に活兄に充ちた 

魅力あるものにしているという。 

徳島中央のCNにて大阪南Cの会 

霣張り切る 
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次にこのようなクラブの特つ好性格を 

背後から支えているクラブの方策を見て 

みよう。 

先ず新会員のスポンサ—に対し，例会 

には必ず新会員を伴うように強く義務づ 

けている。スポンサーは単に新会員をク 

ラブに紹介して入会させるというだけで 

なく，入会後も新会員の例会出席という 

羨務を負わされているのである。 

それでもやはり欠席者は出る。その場 

合7ラブは幹事の名に於いて早速欠席者 

に通告を行う。更に2回迎統の欠席者に 

はきつい連しが送られる。その文面の1 

部……「出席しないライオンズはクラブ 

入会の意峩はなく， メンバーとしての義 

務を遂行しないそしりを免ぬかれない 

……」大阪南7ラブも他のクラブの例に 

もれず，近接クラブでのメーク•アップ 

を椎めているが，同クラブと特に親しい 

叫柄にある，大阪西，天王寺，大阪堂島, 

'布施，八尾，河内クラブとはメーク.ァ 

ップ例会出席の場合は会食®をとらない 

という申し合わせをしている。このよう 

な申し合わせ及びクラブ問の融和は，メ 

ーク.アップを成功させるのに大きな効 

采を持つものと思われる。 

1962年6月ライオネスのミーテイング 

その他大阪南クラブには親睦委員会と 

いう特別な委員会が1961年より設置され, 

10月27日には京都にパス旅行をする等盛 

んな活動を誇っている。その外にライオ 

ネスの会合も定期的に開かれ，ライオネ 

スの実生活に役立つような講習会等は奸 

評を博しているという。他にクラブの内 

部にはゴルフ部，マージャン部が設けら 

れているという。これ等のクラブ会員の 

親睦のための特別の配硪が桢楔的に促進 

され，今回の出席：受贤となったのであ 

る。しかし例会出席は设終的には，会員 

個人個人のライオニズム認識の如何にか 

かっているように思われる。大阪南クラ 

ブは今日も明るい南国的な空気の中でエ 

ネルギッシュに活動している。大阪南ク 

ラブを初めとして，今回出席赏を授与さ 

れる302地[Xの多くのクラブを高く評価 

する所以である。 

のよ32ぴ 
京都平安クラブ会畏 

林 房一 
10月25日跑岡ライオンズクラブのチヤ 

ーターナイトに子供や孫など一行14人が 

参力卩しました。絶好のチャーターナイト 

日和で祇園石段下からライオンパスで京 

都地区の方々と賑かに％岡へ。会場旭岡 

高校体育館前ではライオンズの歌のリズ 

ムがスビーカーから流れライオンズムー 

ドを盛り上げていた。登録をすませライ 

オネスの盛んな拍手に迎えられて会場へ 

入場する。孫共にもそれぞれ名札のリボ 

ンをつけてやりお土産に莨った菜子を渡 

すと大喜び。やがて定刻になって式次第 

がブログラムに従ってスムーズに進行し 

参加者900余名の心からなる祝福を受け 

盛大に且厳粛に伝達式は挙行せられライ 

オンズローアを高らかに一同が唱和して 

無事式典を終了せられた。孫達も可愛い 

い声でローアを.。 

式後川上のぼるLの司会でアトラクシ 

ョンに入り参加者に各種の表彰があり， 

我が平安ライオンズクラブは同伴者多数 

貧を，私は最多家族賞を受赏した。14人 

も参加したのは全国でも稀であるという 

ことでほんとに面目をほどこした。 

エキスカーションは保津川下り0係の 

方の好意で一艘の舟に私の家族だけで乗 

船。漸く色づき初め初秋の渓谷美を観:K， 

スリルを満潔しつつ激流を下る0しぶき 

にぬれながら，溥蘇嵐山にて下船嵐亭に 

て少憩の後帰途につく。ほんとに楽しい 

1日であった。 

途中保津峡の橋上からの紙吹雪の歓迎 

を受け非常に感銘した。終始m岡ライン 

ズクラブの方達及御姉人方がまごころこ 

めて接待にあたられ参加者一同に大に满 

足を与えられた御労苦に対し衷心より感 

，射の意を表しこの稿を終ります。 

多数の子供，子供の配偶者，子供の子 
供に囲まれて林房一会畏写真には11名 
しか摄されていないがこの他に3名計14 

名が揃って参加した。 

馬にまたが3 
づ、川I泰太（京都葵c広報委R長） 

すみ波る爽快な秋の日は10月22日，京 

都では「時代祭」が行われました。 

平安遷都以来，東京遷都に至るまでの 

1千有余年の文物，風俗を往年の姿その 

ままに再現し約5キロを3時間半程もか 

かって行列が行進しますが，その行列に 

参加する人は総数約2千名，馬が約70頭, 

牛2頭という雄大なもので内外観光客， 

市民らに披瀝します。 

その行列中の織田公上洛列の中「丹羽 

長秀J(写真）にわが京都葵クラブのL辻 

英雄（市政協力委員）が騎馬参列希望者 

多数の中ら選抜され，八貫目のよろいか 

ぶとに身を固め，馬上毁かに英雄ぶりを 

発揮しました。 

馬に乗ったライオン辻に感想をI州いて 

みると「何しろI7年目に1回しかチャン 

スが回って来ないので，英雄になりたい 

人はたくさんいる。反対に馬は不足して 

おり，滋賀県などから別当tいっしょに 

連れて来なければならず苦心した。•とも. 

あれ，武装して馬上から沿道を地める数 

10万の人々を眺めた気持は何•とも云えな 

v、爽快さで一杯だった.，私は行列が般後 

に近ずいて来た時は本当に名残り惜しか 

った」とは偽らざる告白。 

そこで，テイルツィスター登場という 

ところだが，彼氏はわが7ラブのテイル 

ツィスター。自ら進んでビッグ.フブイ 

ンと相成り,さすがは見上げた馬上の今 

イオン英雄,，なごやかな京都葵L C例会 

風景のーコマであります。 



m J：i 

宝塚歌劇11月公演内海L演出の「皇太子の勲章」のフィナーレ 

私は舞台の演出家であることをとても 

幸せに思っている》なぜなら，あらゆる 

人間像を思い通りに作り出すことも出来, 

その批判も自分の信念通りにほどこすこ 

とが出来るからである。 

その上，私の職場である亩塚歌劇団で 

は，演出者は作者でもあるので，人間の 

喜怒哀楽の表現はもとより，自分が今日 

まで経験したくても不幸にして出来なか 
った華やかな理想的な恋愛すら，甘い夢 

をみている梂な恋の告白を存分に加えて, 

ひとり悦に入ることも出来るのである。 

夢を実現出来る仕車.，これ程幸せな職 

業は一寸見当らないであろう。 
「お前は毎日美人に取り囲まれて羨や 

ましい男だ」と，特にライオンズの面々 

は模範的な家庭人ばかりであるだけに非 

常にやきもちを焼く度合が激しい。それ 

を察して，私の所屈する西宮中央LCの 

催しのときには，時折宝塚の美女を迚れ 

者の作品にも通じる訓えで，このモット 

—が忘れられた場合，世界に一つしかな 

い女性ばかりの劇団である宙塚の存在価 

値はなくなるのである。 
関西の喜劇王，渋谷天外さんがまだ若 

かりし頃，甲陽阑にあった撮®所の脚本 

部で，恶が栄え莕が亡びる……といった 
テーマの本を®き，それを撮影した処， 

所長が見て，上映禁止命令を出したので, 

御本人の天外さんは撮影所を逃げ出した 

という話を間いたことがある。演劇界で 

も勧善懲悪は金科玉条である。この「淸 

く正しく」の上に，「美しく」をつけ加え 

られている処に，小林一三先生の立派さ 

が現われている。この突しさこそ，1[塚 

の舞台の美しさであり，宝塚の生徒の美 

しさであり，すべての人間の.1:、の美しさ 

て行き，中和策を講じている始末である。 

宝塚歌劇凹には，創立者の小林一三先 
生がつくられた一つのモットーが今もな 

おうけつがれ，まもられている。それは 

-清く正しく美しく-である0 

これは生徒（宝•塚は俳優という言葉を 

つかわない）の立場はもとより，私達作 

内海重典L大正4年11月10日生れ。 
昭和9年3月関商学院中学部卒業後，閲 
西大学ガ•門部法科に学ぶ。家菜の郵便局 
をつぐため，大阪通信局短通課に4牢勘 
務。その後大阪忪竹歌刺に脚本が採用さ 
れ，二本上演される。これを機に昭和14 

年宝塚歌劇団に入団。現在劇団理琪。昭 
和26年演劇界では戦後最初にアメリカへ 
視祭旅行を行う0北野劇場のシaウなど 
も演出0ラジオ，テレビの密査などにも 
出ている。 
昭和36年1月発会問もない西宮中央L 

Cに入会。現在1年理市。 
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美わしくそして5びし < 稽古場にて 

TAを作って下さっている。その会長が 

太田垣士邱氏であることをも附記してE 

を求めていられる処であろう。 

昭和39年には宝塚歌劇団は創立50年の 

喜ばしいときを迎えるのである。一つの 

劇団が50年もつづくことは珍らしいこと 

で，ライオンズクラブの発足より2年前 

に，この淸く正しく美しき精神でもって 

誕生していることは，一寸誇り度い処で 

ある。 

各界のE要ボストにあるクラブの皆さ 

んに，宝塚を見たことがありますか，と 

問くと必ずといってよい，篠原浅莴に熱 

を上げましたよとか，創立当時の髙峰妙 

子など大スターの名前を上げられる。昔 

は宝塚ファンでしたよと，笑って答えら 

れるその顔に，私は必ずその人の美しさ 

を発見する。宝塚ファンだった人に恶人 

はいないと信じている私である。大阪の 

大会社の経営者の集りでは.宝塚歌劇P 

こぅ。 

この様に愛されている宝塚に働く私は 

本当に幸福な人生航路を迪っているとい 

つも喜んでいる。 

勿論，つらいこともある。自分の作品 

の出来が惡い時は，1力月の上演期間の 

間，良.亡、をせめたてられ通しである。 

然し，いつも恥じない力一杯の仕事は 

しているつもりである。お客梂である大 

衆に背を向ける物は作りたくない。清く 

正しく美I く——そして社会に奉仕する 

精神を忘れずに，私はこの仕事を絞けて 

ゆきたい。宝塚褚祌プラス.ライオンズ 

精祌は，すべての職業にあてはまる言葉 

だと思う。 

宝塚の古今と女の園と 

藤井健造 
(W I地区PRチ:^アマン） 

L内海が宝塚歌劇の名演出家であるこ 

とは論をまたないが，彼を降参させ得る 

只一の手は彼がまだ生れて（？）来なかっ 

た先の古い話を持ち出して，くやしがら 

せるのが一番面白い。彼はそれ程若い靑 

年ですから……大正の初期，大雨のため 

淀川に架っていた焚:而氓取の橋が落ちて 

1E班が不通になり，その橋が復旧するま 

で，長い間仮板橋を徒歩で波って十三側 

につき，そこから折返しの觅琳で定塚ま 

で通った熱心なファンが私の家内であっ 

たことを私はなつかしく思う。その当時 

の宝塚は温泉場としての設備が主で，そ 

の余興の一つとして「少女歌劇」と銘打 

って小さな劇場が併設されていただけの 

ものであった。温泉の入場料が30銭，そ 

れさえ払えば歌劇はただ。ただ程安いも 

のはない害で内部は土間で坐り込み，特 

別席は両側にあってそこへ上るのには10 

銭いる。この10銭がなかなかの値打ちが 

藤井健造L 明治39牢4 J114H大阪に 
生れる。楠公扣4祌の大阪府立四条嗫中学 
に学び，そのためか忠岩愛国，滅私奉公 
精神に笟い。その後閲两大学法学部に遊 
び，人の恶口を谢くことを党える。昭和 
13年大朿3U戦争に召され，支那で5年問 
転戦018牢に中部取司令部報逍部付とな 
り新問，ラジオ等の報道機閲の指搿に当 
る。当時陸取大尉。昭和21年洱让日本の 
使命を自ら負い女子教宵に捧分する。現 
在大手前女子短期大学々疫。 
昭和33年9月川西-LCのチャーターメ 
ンパーとなり，第一副会長，会長をつと 
める。36年度W1地区PR委臣，37年度 
'V1地区のPRチxアマン。エキステン 

シsン•アワード，キーメンパー赏等多 

数受ける。 
「星太子の勲章jの舞台稽古風景 
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あったのでお客は大抵坐り込みのただ見 

が多く，歌劇はあんまり儲からなかった 

ものらしい。今太閤といわれた故小林さ 

んも色々と苦心したらしい。 

以上は家内の思い出話であるが，その 

頃私はこれとは凡そ縁のない七生奉国の 

桔祌教育で有名な大阪府立四条畋中学で, 

子日くをやっていた不枠な田舎少年であ 

って，「少女歌劇」なぞというものは口 

も出せない禁句であった。 

私の希望は天下の士風を尊ぶ都の西北 

早稲田であったが，英語の時間，セキス 

ビヤのR5]题が出た時その教師が又国枠主 

箱者で「早稲田の坪内は少女歌劇の女使 

を妻にしている。そんな教授のいる大学 

は而白くない。」となかなかの剣幕:，その 

お蔭で私の早稲田志望もお流れという始 

末。雲井浪干が私の人生を変えたとも言 

える。今日私はL内海に負けぬ程の女の 

園で，お山の大将わし一人，をきめこん 

でいるが,女性操縦のむつかしさはLion 

操縦よりもむつかしいことを身を以って 

コタエている彼と私であってみれば，相 

い哀れむの心が通じて何かと言えば彼を 

引き出すわけである。 

この拙文を草してL内海の職場ルポに 

贈る。 

佳人ありて 

永楽焼き（茶器） 
永楽善'五郎(京都しC) 

余分なものは何もなかった。迎え入れ 

てくれた部屋，仕事場，庭等に，底俗と 

しか呼びようのないあの仰山な都会生活 

のデコレ”ジョンは何一つなかった。そ 

してそれが氏の生活,.氏の考え方，氏の 

格調であるのかもしれない。古い名だた 

る伝統，何もそれが尊いのではないが， 

伝統の現代的な義を見出してこそ，伝 

統も伝統として意味をもつもの。その日 

も氏は仕事に枣念されていた。氏の指紋, 

1つ1つの関節，更に物骱かな氏の眼は, 

300年にわたる陶工の苦心と努力を受け 

m、で見事な調和裡に活励していた。氏 

の語るところによると，段近は実に見事 

な規格品が市内に出回り，それはそれな 

りに全く完全性をもっているという。し 

かし人問の好みというものは完全な中で 

の不完全性というものにより憑かれるの 

だという。これはその道の名人にのみ許 

された言葉だと思うが，不完全性という 

こと，これは言菜をかえていえば，人間 

の願い，人間の愛，要するに人間らしさ 

というものではないだろうか。氏のもの 

する茶器の中には車なる氏のみの人格を 

越えた深い人問性というものが宿ってい 

るのだろうし，これが氏の名を束西にひ 

びかせている所以であろう。 

時代のヒ ーロー と 
ライオニズム 

近鉄野球社長 
永江与三吉（大阪南LC) 

「野球；！手は現代の数多くの英雄のう 

ちの一人だ。一般人の関心は強く野球に 

向けられ，選手諸君の一般人に対する影 

涔力には極めて大きいものがある。であ 

るから，選手諸君はブロ，ノンブロの差 

はあれ，正しいフィルドマナーの持主で 

なければならない」とは氏の選手に対す 

る一貫した態度だという。ストーブリー 

グ，トレード，フィルド.マナー等•に閲 

し，とかく話題の多い球界にあって，氏 

が主張される態度は球界におけるライオ 

ニズム的な態度なのだと氏は重ねて主張 

される。さて近鉄チームについては，近 

年余り芳ばしい成紙をとってはいないが, 

それでも試合内容は年々向上し，今年度 

は別当監督を中心に優勝への大きな前進 

をスタ_卜するといわれる。 

神戸地方のライオニズム 

力善博美（w1地区PR委0) 

郷土色がないのが，いわば特色でしょ 

う。問われるままに，いつもこんな風に 

答えている祌戸であるが，その逆に最も 

捜かな郷土色をもつ，明石，淡路島を含 

めてライオンズクラブ分布では祌戸地方 

と称している。正確にいうと，302—W1 

地区，第5リジ3ン，第1ゾーンである。 

明治以前，実に1千有余年の間，わが 

国の首都であり，古典の都，わが国第一 

の観光都市，京都ゃ铿臣秀吉が大阪城を 

築いて以米，大商工業都市を完成した大 

阪の文化と伝統を誇る。これら一連の府 

に隣接する神戸は全く対照的な，明治以 

後，西洋文明の輪入に伴い脚光を浴び50 

数力国の外国人と共に，なんのこだわり 

もなく，日々，雑然と住んでいる，小国 

迚的都市である。いわゆる，この国際都 

市を中心に，ゾーン内をもう少し地理的 

に説明しよう。 

朿海道本線と山陽線の接続地，この起 

点が祌戸である。大阪湾の北岸に束北， 

西南にかけ，六甲の連峰を背に，市街地 

は狭長な一本の彳ifを拡げたような平野に 

有り，明石市に絞いている。その内海の 

南には，R本で一番设初に出来た，夢の 

島，淡路島がある。この夏は涼しく，冬 

は暖かく，源平，楠氏の古戦場，彡磨， 

舞干，明石の天下のfr勝地，左党のメッ 

力灘五郷，牛肉良し，魚良しの生活には 

股も良い環境が祌戸地方であるといえる, 

さて，深い傷あとも，未だ癒えない， 

1953年10月2 0,西日本に初めて，25名 

の創立会員をもって祌戸ライオンズクラ 

ブが誕生したのであるが，早いもので， 

もう10年の春秋を迎え送っている。 
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ガン は 予防 出来る 

神戸西C 藤 田 登 (奴1地区5 1^—2乙チュア マン） 

近時脳出血とガンが成人病として死亡 45才女35才以上の人をガン年令として集 

この日本に於ける，第3番に生れた， 

神戸ライオンズクラブを中心に最近結成 

された，ヤング六甲クラブを含め，7つ 

のクラブが，お互いに援け合い，肢舞し 

1クラブが功を抜く愚をさけ，友愛と奉 

仕に格調高ぐ力強く歩調を揃えて，前 

進している。併し，これとても，良い意 

味の競走を忘れた,沢では決してない。例 

会出席パDメーターを御览になれば，Jii- 

近の車倍を納得してもらえると思う。 

これは委員会活蚴の活発化の賜ものと 

いえないこともないが，つまり，前の屯 

が回れば，後の琳が自然について来ると 

いえば失礼である。この場合，委員会活 

励と出席率の向上は，矢張り個人の自党 

が高まった結采と見るのが適当であろう。 

時の流れとライオニズムの成長は奉仕 

の有り方にも，大いなる成長と変化があ 

って当然，という愆見は尊mせねばなら 

ぬ。年々成々，行われる年次大会で謎決 

される，奉仕に対するスローガンは大会 

中の華であり，頂点であり，いうなれば, 

歴史をきざむ一瞬でもある。 

次年度の奉仕に対する指針，敁大の至 

上命令である302地区全クラブが，この 

線に添い奉仕することは論をまたないの 

であるが，併し，あとあとの责任という 

点についてはどうであろう。 

祌戸地方では，この問題をとりあげ， 

*奉仕と责任は絶対不可分"という点を 

再確認，アクティビティは肌に感じる飛 

躍と工夫に新らしい理解の道を拡げて行 

うとしている。その一つとして，日米夏 

期交換学生が生まれているのは論を待た 

の第1, 2位を占める様になってから， 

ガン対策が漸く国民の閲心事となったこ 

とは文化国家として当然のことだが嬉ば 

しい。私も年米ガンと斗っているので， 

その2, 3を述べて見よう。 

ガンの死亡率について 

生省白3?や統計を見るまでもなく， 

昭28年からそれ迄首位死亡率だった結核 

が公衆衛生の普及とよ.い薬で.昭26年 

2〜6位（昭31年）にと転落したことは 

我国が文化ISI家に始めてなったことを物 

語るもので，これに代って脳血症死とガ 

ンが第1, 2と上座に上るようになった 

のです。 

そこでこれが逆転して今の第1, 2位 

から4〜6位に下降するようになること 

が超文化国家になったことを示し，国民 

の平均海命は80保以上に上昇することに 

なるので是非とも，これはインテリジェ 

ンスを目標にしている吾々Lionsの■ク 

ラブ員一同の願望と謂わねばならない。 

この目標は，とりもなをなず科学立国の 

日本の今の国状から萝ではないと思う。 

L C各位の自党と笛起を希望するもので 

あります。 

ガンはどんなに悪性なのか 

身体の各所にガンは出来る其-地がある。 

検診の対象とすべきだとされていたが, 

股近1力年に私の方で治療したものは男 

女20〜30才の11例あり先日学会に発表し 

た。それは胃ガンと直腸ガンです。何故 

ガンが若くなったかは軽々に論ぜられな 

いが，空気の汚染に由来するとの説には 

锊成です。この点からも核突験は許され 

ないと思う。 

ガンの治瘵成嫌は何故よくないのか 

治療には限度がある；目下病気の早期 

発見，早期治療の原則から程必、姿で， 

ガン患者が私等を訪れるからです。 

この病気の性質上初期には何等芮痛が 

ない，自然放1されて，或る程度発展し 

周囲の淋巴腺や血液内に入って遠くまで 

転移（謂わば，病気の支店や出張所に相 

当）するもので，初期には発生した処， 

即ち本店だけでガン細胞の集団を作って 

いるのでこの時期が治療の適期です。 

ガンを早期に発見する方法には 

⑴ガンの啓蒙迎動を充分にして，一般人 

にガンの知識を普及させることが，先ず 

大切です。 

⑵健康な人でも，健康な時に定期的に検 

査を受けどこか恶い処はないか，しらべ 

てもらうこと。又一定の地区で一定の年 

令以上（私は20才以上を主張する’もので 

ない。 

ともあれ，歴史，事実について，決定 

的な解，沢を下すことの錐しさは，いうま 

でもない。併し，ライオニズムの奉仕は 

そのことに関りなぐ永遠に絞くであろ 

うことが何よりも重要なことである。 

恶性なものはどこにでも出米る可能性が 

あり正常の細胞が，突然にガン細胞に変 

化するとあとはガンとして無統制下に分 

袴增殖して宿主の生命を薄うものです。 

ガンが多く出来る場所とガン年齢 

男女を通じて胃ガンが圾高で男62%, 

す）の人に集団検診をすること。それで 

一寸でも疑のある人には更に坫密検査 

(胃ガンでしたらレン-トゲン，胃ラメラ， 

細胞診等）を受けること。あと3〜(5力 

月毎に追診させることが肝要です。 

⑶各職場で集団で定期検査をしてもよい, 

㊉褒惠(辦娜/ 

女48%を占め，次で男では食道，肺，直 

腸.女では子宮，乳房の順ですa従来男 

胃潰瘍大小多数あり 

⑷年1回ドック入りと外来ドック検査を 

胃ガン胃を横行結腸合併切除粘膜 
面にシワの無い所がガン 

•特許•商標• 

黒川特許事務所 

弁理士黒川美雄 
(新橋ライオン） 

東京都港区芝虎ノ門8 

虎ノ門実業会館7階 

TEL. (591)1516-7766 

S36 // 
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その間2回受けることも良い方法です。 

最も多い胃ガンの初期症状の盛期以後 

の症状 

戦後日本人の栄费状態は良くなり，食 

生活の好転から肥滿している人にも，可 

なりの率に胃ガンがあり，而も従来の観 

念から胃ガンの人は瘦せているのが多い 

印象や，胃ガンだと胃部にカタマリをふ 

れると云う知識がまだ医師にさえもある 

事がいけません。カタマリをふれること 

は，確かに1つのよりどころであります 

が肥満の人から腿癌を探ることは，人間 

わざではむつかしいのみならず，こんな 

時期では既に進行して支店，出張所も多 

くなっている所謂手遲れに近いか，それ 

以後のもので開腹しても手のつかないこ 

とがある。 

今まで胃症状（註）のなかった人が最 

近食物の好みに変化が出来た。即ち奸き 

な酒の味がなくなるとか，肉類が嫌いに 

なったことを觉話で問いただけでも判る 

程です。初期だと診断は難しいが手術は 

容易で予後は全く良奸です。これに反し 

盛期以後だと診断が容易で治療が困難で 

予後が恶い。 

(註）胃症状について：特別不摂生を 

した訳でもないのに，胃症状（みぞ落ち 

の痛，膨満感，不快惑，嘔吐，塊をふれ 

る）が続き，医薬や食费生をしても治り 

錐いことがあり，更に体重の減少がある 

と一日も早く診察を乞うことです。 

ガンは予防出来るか 

ガン細胞に突然変化すると云うけれど 

も或る体質に変った人に後で起る現像で， 

それ迄に相当長期の準備期間がある。こ 

れがガンの前の状態即ち前ガン期です0 

この時期に早目に治療しておくとか，そ 

の体質を改善して所謂『ガンに強くなる 

法』を講じておくことが恐るべきガンを 

殆んど予防することになるものです。 

胃ガンについては慢性胃炎のあるもの, 

ボリーブ，胃浙疫を徹底的に治療してお 

くこと，同時に肝機能を正黹にしておく 

ことが，胃ガンを高度に予防することに 

通ずると謂えます。 

要するに無智な諸々の费生法も，惡く 

はないが少しでも，ガンの知識を高めて 

恐れず抵抗をつけ，早期発見治療が肝要 

なことを申し上げたい。 

(神戸医大教授） 

第1回「日本ライオンズ• 

デー」 を迎えて 

尼崎C 

高岛三次 

全世界に先がけて，今年から梅年10月 

8日を『ライオンズ.デー』記念日とす 

ることが決定せられ，その第1回『ライ 

オンズ•デー』が実施せられたが非常に 

良い事だと思う。しかし，今年は当然第 

1回と言うことでその準備期が無かった 

ことは事実である。8日のガパナー合同 

会議で決議せられたので，これは無理な 

いことと思われる。しかしながら我々の 

クラブとしては，何とかこの第1回『ラ 

イオンズ•デー』を意義あらしめたいと 

色々な記念行事を計画し，会員の認識を 

深めることに努力した。 

記念行事の1つとして，創始者『メル 

ビン.ジョーンズ』の小伝記の再録と， 

ライオンズクラブの参考的記事を編集し 

た小さなブックレットを発刊することに 

決め，ロビル国際会長のメッセージを依 

してあったが，そのメッセージには日 

本ライオンズ•デー制定を非常に有意義 

なものとし，日本ライオニズムに就いて 

国際協会や世界で自慢の種が出来たと， 

大いに期待しているようであった。ガパ 

ナー合同会議でこの制定を決定した以上, 

シカゴ本部はともかく，全国のライオン 

ズクラブがこれに呼応して，この記念日 

を意義あらしめることに協力することは 

当然である。 

そこで私は私見としてこのライオンズ 

•デー実施について1，2の极案をした 

いと思う。 

① 先ず事前の計!®を周到にしてァクテ 

ィビティをこの日に集中夾施すること。 

② 各ガバナー事務局から全国統一的に 

ライオンズ•デーに閲し，ライオニズ厶 

精祌昂揚のP•R刊行物を出すこと。③ 

この日に一般地域社会に対しても，ライ 

オンズ•デーのP•Rを加味実施するこ 

と。④出来れば全国的なアクティビティ 

をこの日に実施すること。数クラブ合同 

でも良い0⑤メルビン•ジョーンズの;3 

族に何等かの形で故人追悼と班i彰の微意 

を表すこと。 

我々の尼崎:7ラブでは，この第1回ラ 

10月8日ライオンズ•デーの 

屋崎Cの例会風景 

イオンズ•デーを迎えるに当って，一応 

次の搽な行事とアクティビティを実施し 

たので，ここに御参考までに紹介したい 

と思う。 

① 10月8日の例会場の飾り付けに意を 

用い『メルビン•ジョーンズ』の大写し 

写Kと.「祝第1回ライオンズ•デー」 

の横長揭示を掲げた。 

② 尼崎市新庁舎屋上に第6周年記念琪 

業としてミュージック•サイレンを設H 

(68万円），ライオンズ.デーに市に奇贈 

した。 

③ 梅日新問社と提携してライオンズ• 

デー記念として，前記チャイムの「愛称」 

一般蘇集，入選者表彰式をライオンズ• 

デー例会場で举行。 

④ クラブ特別記念誌の発刊 

⑤ 前記『メルビン*ジョーンズの生涯』 

ブックレット発刊（1,000部） 

我々尼崎クラブのほか，第3〇2—W1 

地区内阪祌間の各ブラザークラブでもま 

たこのライオンズ•デー記念日に，一斉 

に記念アクティビティを実施したが，誠 

に我が意を得た思いであった。芦屋クラ 

ブでは芦屋署へ交通係垠用車（ライオン 

•マーク入り，80万円）1台。 

宝塚，伊丹，川西各ライオンズクラブで 

は，警察署交通係（白バイ各1台及び水 

銀灯7基。西宮，西宮中央2クラブ合同 

で米国製の「逍路に白線を引く機械」（フ 

口ーライン•口ーラーマシン）1台。尼 

崎北クラブは交通係用，中型自動艰1台 

(60万円）を，警察署へ夫々寄贈するの 

ほか，各费護施設問慰等，300万円以上 

にのぼる記念アクティビティを集中実施 

した事は，第1回ライオンズ•デーとし 

てはかなりの成采を示したものとして誠 

に喜ばしいことであった。 

来年度のライオンズ.デーにはより事 

前の計_をたてて，より有意義な記念日 

にしたいものである。 

(尼崎C幹事) 
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日曜大工で出来る平安式“カタザイセット”は御家族揃っ 
て、御家庭内でいろいろな場所（柱、天井、床、壁、家具等） 
の補強に！！装飾に！！或は建材の継目にと、あなたのア 
イデアで、広い用途に御使用頂ける、美しく、便利な補助 

材です。 
(1)コー十ービード（2)アングル（3)チャンネル（4)フフツ 

トバー⑸ティーパー(6fc止（7)エッジ⑻ヂョイナー 
(9庐車レール（10)力ードレール（11)ドア密封金具（12)スハ- 

ン ドレ ル等を シリーズ とし て御提供致しております。 
せいぜい御愛用下さい。 

耐蝕軽合金-63S製 
•実用新案意匠登録• 

平安の日曜大エカタサイセット！！ 

平安の組立シヨーケースを 

平安式アルミショーケースは、軽くて美しい、近代的セン 
ス豊かな、耐蝕軽合金一63 Sを使用しており、木材と異り 

強くて、ケース内の感じを明るく一層商品を引き立たせま 
す。お店の繁栄は、ショーケースにあると申せましよう。 
特長⑴非常に軽い。（2外観が美しく、近代的であります。 
(3_性が大きく強い。（4組立簡単。（5)気密性が良好。(6^ 
暖房による歪みがない。（7)扉の開閉がスムーズです。（8)ケ 

—スは市販サイズのガラスに合わせてありますので、ガラ 
スの調達が容易です。（9施す触性が強くさびない。 

私 

い！ 1_1 
广 

r 
製造品目 

☆発明賞に輝く// 

各饨興型捧押出型機平安式特胙各純 

階段ヒ止レール目地捧コーナービ 

ード押え金具アルミサッシスハ•ン 

ドレルP®段手摺ドアー取手問仕切 

アルミ製陳列ケース陳列金具 

大阪府優良工産品知事御指定製品/建設省、住宅公団、 
大阪府、市営住宅御使用/日本国有鉄道御指定工場 

あらゆる押出型材のデパート 

半安坤獅エ業棟式會社 
取締役社長往井達二 
大阪市東淀川区三津屋南通り3 丁目3番地 
带驻け⑴、nmi〜nrns •モし.，クブヘイ7、ノ 197 
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第51回世界大会招致運動にご協力下さい 

-海外旅行Lにお願い- 

て親善の意味の記念品を添えたメッセー 

ジを送り，東洋で始めての世界大会開催 

突現のいとぐちとしたいのである。 

今春4月上旬開催される国際理琪会が, 

朿京で行なわれる事に決定したのは何か 

第51回世界大会へ通じるものあるやに感 

ずるのは，私1人の先走りであろうか。 

シカゴ本部を打診して帰った数名の日本 

Lの言葉のなかにも，なにか明るい見通 

しがうかがえる昨今，どうか全302地区 

のLがこの招致迎動にご協力いただける 

ならば，その成采は予想以上のものがあ 

笫51回世界大会招致委0長福岛正 
るのではないかと思われる。 

海外旅行の僅かの時間を日本のライオ 
われわれライオン 

ズの股高権威は言う 

までもなく国際理事 

会であり，その構成 

はシカゴ本部の会提, 

元会長，副会長及び 

福岛正雄L 26名の世界各国から 

出ている国際理事である。 

日本の全ライオンズ•メンパーが久し 

く熱望してやまなかった世界年次大会を 

わが国で举行しようと云う悲願を，是非 

1968年に実現したい（196ァ年までは決定 

済）と，今年度に入ってからガパナー会 

議等でその希望は白熱して来た。それで, 

その委員会が全302地区として組織され 

て，現在各方面に種々述泐を統けている 

純な親莕のプレゼントと解されるもので 

ある。 

であるから私もこの流■で軽く，そし 

ンズクラブのため，特に割愛してこの遝 

動にご協力下さるよう切にお願いする次 

第である。 （E1地区ガパナー) 

春季国際理事会歓迎委員会決まる 

前月号本欄でE1地区光野幹事の紹介 

記事にあったように，春季国際理事会は 

いよいよこの4月，朿京で開催されるこ 

とが確定した。国際理事会の東洋進出は 

初めてのことであり，しかも1968年の第 

51回世界大会を日本に招致しようという 

重要な時期でもあり，この国際理事会は 

日本ライオンズにとって，非常に記念す 

べき催しになるにちがいない。 

先きのガパナー会議（京都における） 

では，国際理事会歓迎及び世界大会誘致 

委員会の委員長を，E1地区ガバナー福 

島正雄Lに委嗎した。E1地区では都内 

クラブから適任者を選んで国際理事会歓 

迎各部会委員を任命，歓迎準備を本格的 

に始めることになった。理事会の接待法 

わけである。 

世界年次大会開催地の決定は上記の国 

際理事会であることは，ご存知の通りで 

ある。それであるから，招致委員会とし 

ては許されることであれば，シカゴ本部 

と世界各地の国際理事を親しく訪問して， 

招致懇請の速®)を展開したいのであるが, 

現在のところそれが諸般の事情から困難 

なので，ここに次の迎動方法を提唱した 

いと思う次第，何卒よろしくご協力をお 

願い致したい。 

それは海外へ旅行されるLにお願いし 

て，上記国際理事会構成メンバーのとこ 

ろへ，当方で準備する招致連動のメッセ 

—ジと，軽い意味の手土産をお持ちいた 

だくことである。日本では手土産と言う 

と蓉きが強く感じるが，私が本年7月ガ 

バナーに就任してから，PRの:t味と， 

又はそれに関係なく軽い誼みを通じたい 

と言う気持からと思われるが，世界の各 

地からいろいろ届けられたものがある。 

恐らくこれは（反対給付を考えない）単 

北見CのCNバッジ 

北海道北見クラブは1962年5月25日， 

旭川中央クラブのスポンサーによって結成 

され，9月16日チャーターナイトを無琪終 

えた。チャーターメンバー31名。結成以来 

市内费老院，ボーイスカウト，不良児施;S： 

などの援助アクティビティを铒月つづけ， 

CN記念には駅前交番に交通指苺用放送施 

設1式を設胜寄贈した。バッジは明治中期 

入植した屯田兵のフロンティア楮神を讃え 

る息味から，北見地方の设物大森林と開墾 

地そして働く屯田兵をあしらって，会員ラ 

イオンがデザインしたものです。 

都城CのCNバッジ 

都城クラブは1961年2月23日結成，スボ 

ンサーは宮崎クラブ0チャーターナイトは 

少し近れて1962尔11月10日市内大凡デパー 

卜において， 多数のブラザー会貝を迎えて 

挙行された。ヱキスカーシ3ンは秋色濃い 

霧岛国立公園一周，山紫水明の情調をタン 

ノウして頂いた。バッジも当地の特色を衣 

わすことに特に意を用い，天啓降臨の地の 

伝承にちなんで，盔峥?•*$千槌をパックにし 

ました0今後ますますライオニズム粘神の 

発拗に努めることを，会员一同固く锵い合 

っています。 

16 



メルビン•ジョーンズ月間に当り 

全世界において人道的奉仕をつづけて 

いるライオンズ•インターナショナルは 

1月をfill設者月問としています。 

毎年1月をメルビン•ジョーンズ月間 

とすることは国際理事会の決定によるも 

のだが，更に理艰会は1月13日の創設者 

の誕生日はライオンズ围の記念日と決め 

ている。 

メルビン•ジョーンズは1%1年6月に 

この世を去り，わが協会の理想を育ぐく 

み，全世界に協会の名を高からしめ，一 

生涯を協会のために棒げたわれらの指淖 

者は永眠の途についた。 

この創設者を記念して，全世界の会員 

及びクラブはこの1)1に互助友愛の®則 

に身を做し，前途に防たわる人道の奉仕 

事業のためにJEに自己を強固なものとす 

国際理?Dr. Lytle C. Fowhr 

るでしょう， 

このための具体的な方法はいくらでも 

あります。私達のクラブでは1月を創設 

者記念月問とし，創設者ばかりでなぐ 

協会のパイオニァー更には当時のクラブ 

創設の功労者をも含めて，その名脊を譜 

えることになっている。 

個々の会員はライオニズム枯祌とライ 

オニズム奉仕のために身を捧げるであろ 

う。困っている人々に対する公正無私な 

助力の価値を認識することは人間に許さ 

れた敁も萵货な能力の発滿であります。 

このメルビン•ジョーンズ月間のうち 

にクラブは新会員の搜得と教育に特別の 

努力をすることでしょう。会長必携に示 

されている厳谢な入会式及び新会員月間 

の特別な催しにより，新会員はライオン 

ズ会員としてのよりよいスタートの途に 

つくことでしょう。適切な指垛教育によ 

ってのみ搜得される協会組織と協会の事 

業に対する認識により，新会員は，情熱 

的なライオニズムに対する初志を失うこ 

とはなくなるでしょう。 

創設者をたたえ，この月問にすべての 

クラブが新会員の強化教育を行なうよう 

にクラブ役員は準備し，地区役員はそれ 

を援助するように，私は呼びかけます。 

更に1月13日のメルビン•ジョーンズ誕 

生日の日晒日に，諸々の会員が諸々の然 

るべき祈賴所に集い，人道の奉仕，平和 

—それは相互理解，友情，善意のみがこ 

の苦しめる世界にもたらすことが出来る 

一のために私達の協会が更に強大になる 

よう祈ることを提案したいと思います。 

メルビン•ジョーンズ記念月間である 

この1月を，私達がライオンとして固く 

信じている諸原則に棒げるよりよい出発 

点としようではありませんか。 

如何が，来たる世界大会日本招致の成否 

にかかっていることでもあり，11月30日 

国際観光ホテルにおける第1回打合会の 

席では，委員一同協力を蜇ぃ合った。委 

員会では地方会員の御支援を要望してお 

り，特に4月10日ホテル•オークラに予 

定されている歓迎晩餐会には，多数のラ 

イオンズの出席を期待している。 

副ク 安田，飯室，伊藤， 

根岸，下田各ガパナ 

委員 大原（東京C),佐 

藤(関東C),福岡 

(陽）（東京C), 

浜本（東京C)各L 

部会（各部会長は上記委員） 
心.'. 

写真は11月30日，国際観光ホテルにおける打合せ会 

〇総務部会（事務一般）佐藤L, E1 

地区幹事，会計，原連絡事務局長 

〇接伴部会（接待）浜本L 

〇宴会部会（歓迎会々場設営）大原L 

〇婦人部会（接待，ショッビング）福 

岡L 

ンショウ，歌舞伎観劇，椿山荘） 

福岡L 

顧問岡部，進藤，髙橋，野村，緒方， 

塩原各カウンセラー， 

各部会にはそれぞれ担当委員が委嘱さ 

〇エキスカーション部会（ファッショ 

な#,国際会長夫妻は滞日中皇陛 

下に拝_るよう，現在毛*^である。 

理事会々}办夫大^のためにファッ 

ションショウ^之れている。また国 

際理取一货朿宮御所子御夫妻 

を訪;K%企_もある。日程詳細を充^て 

終りに歓迎委員会の構成は次のとおり。 

302—W1地区ガバナー 

伊 藤 五 朗 

招待せられなどしましたが，欧州のライ 

オンズクラブでは一度も帽子を見たこと 

がありません。ニースの大会では，アメ 

リカの若い人達に相当着用者を見ました 

が，国際理事その他幹部の人々は勿論， 

会員の大部分も無帽です。 

つまり，ライオニズムと帽子は無閲係 

委員長 福島ガパナー 

伊藤五朗L 

ライオニズムと幅子 

私はニース大会出 

席を機に香港，ロー 

ヘーグの各ライオン 

ズクラブの例会に出 

席し，または晩餐に 
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であります。それ'で私はこう思います。 
日本のクラブはまだ若いんだ，茶目気も 

多いから何かァクセサリーが必要なんだ, 

丁度クリスマスパーティに紙の幅子をか 

ぶるように（本当の倍者はあんな風はし 

ないと思う）。だから，自分违だけの会 

合で避幅することは差支えないと思う。 

しかし現在の日本の風俗，習惯では，あ 

んな帼予着用で街路に出たら，市民に興 

様に見られ，識者の非雉を買うことは必 

然だから，これは厳に愤んでもらいたい。 

ということは，圾を返せばそんなに人 

前に遠姐しなければならぬものを，どう 

してそんなにかぶりたいかということに 

もなるが，これはクラブの自由だ。奉仕 

は謙虚でなければならぬ。口本のライオ 

ンズクラブももっと大人になり，そのWi 

神が徹底すれば，li)然にアクセサリーの 

必要はなくなるだろう。幅干の代りにパ 

ッジは，思いきり街頭に進出させて下さ 
い。It’s great to be a Lion の誇りをも 

って。 

奉仕は謙虚に 

ニース国際大会で，国際埋朿その他の 

本部役員が会議場は勿論のこと，レセブ 
ションにおいてさえも，あの帽子の着用 

を見たことはない。またその後，欧州:^ 

国のライオンズと交歓したが，あんな_ 

子の着用者はいない。これだけであの中iil 

子がライオンズの制幅ではないことが， 

ハッキリ御了解出米ると思う。あれは米 
国の一部クラブの用いたアクセサリーに 

過ぎない。 
あの帼予がライオンズの制帽でないと 

すれば，結論は極めて簡啉だ。即ち.公 

式会談（地区大会，ガバナー合同会 

クリスマスのこころ 

「われらに子がつかわされた，祌の子 

が与えられた。」へブライの予言者イザャ 

は，こう云って，救世丰の到来，祌の予 

イエスの生誕を予言した。今日，幾百万 
の人が，世界の各地でクリスマスの祝祭 
-:ツレヘムの貧しい馬小屋でのキリ 

ストの誕生を祝う伝統一-の準備をして 

います。この季節になると，地球上の善 

男善女はすべて，日常のわずらわしいこ 

と，嫉視反目をしばらく忘れて，平和の 

御子に敬皮な祈りを捧げるのです。 
クリスマスはカレンダーの上での祭日 

ではなく，精神的な意味での祝日という 

べきだと思います。キリスト教徒がI2月 
25日をキリスト生誕日として，諸々の行 

事を行なうのは，それが祝祭日だからで 
はなくて，改めて復活の意義を問うため 

なのです。意見の対立はしばらくおいて 

お互いの隣人と親しくしようという本性， 

受けるより与える喜びに没りたいという 

願い，自分に欲するが如く他人に為せと 
いうキリストの教えなしには，今日のわ 

れわれの文明はないのだという反省，そ 

れが復活の意義です。 

われわれはここで，幾.世紀もの間の圧 

制と矜迫にめげず，自からを捨ててクリ 
スマスの粘祌を守りつづけて来た人々の 

ことに思を致すべきです。彼等は今もわ 

れわれの問に生きています。彼等は牧師 

として，伝道者として，あるいは教誨師 

として，つねにわれわれの心を励まし， 

by Curtis D. Lovill 

President 

Lions International 

行動原理を思い起させてくれます。人叫 
の行動には自ずから信仰の内蔵する基本 

的K理による限界があるはずです。その 

原理こそ，すべての人間を幸福に绰く道 

であります。世界各地の教会，礼拝堂は， 

これら没我の人々の永遠の熱誠を_える 

記念碑であります0ジャングルの奥深く 

建てられた，見すぼらしい伝道小屋も， 

世界的に有名な寺院に匹肩する価値をも 

っています0クリスマスに当って，しば 

らくこれらの人々の奉仕について，人道 

主義の昂揚，鼓舞に果たした成采につい 

て，考えてみましょう。 
ライオニズの紳に結ばれたわれわれ同 

志は，クリスマス.シーズン中に特に如 

著に現われる人問の善窓を，1年中を通 

じて流布突現しているのです。今から83 

牢前，開拓地アリゾナの碧の中で，1人の 
男の子が生まれました。彼は，控え目な 

態度で仲間達を説得し，隣人に奉仕する 
ことをすすめた0 メルビン•ジョーンズ 

は，クリスマスの精神を体して生まれつ 

いたのだと思います。次の彼の言葉は， 

そのことを如実に物語るものです。「同 

咆愛は，お互いに信頼して尊敬しながら 

生活し，協働し，贷を分かち合う所に存 

在する。」 
メルビン•ジョーンズが45年前に創設 

したこの诬動を，私は宗教だとは申しま 

せんが，今や全世界数十万の人々がライ 
オニズムの名の下に行なっているこの没 

我的奉仕は，それぞれの人のもつ游在的 

な信切】心によるとしか云いようがありま 
せん。ライオンズ•インターナショナル 

の目的と道徳鋼領そのものに信を避いて 

いる皆さんの行®jは，それ囱体，人傾の 

啓敝と菩总の福音を普及する.壁なる行 
為であります。 
マホメット教々典であるコーランにも 

ありますように，「禆き行ないを自から 

行なう人を，祌はよみしたまい，感謝す 

る」0没我的にかつ自発的に，ライオニ 
ズムにつかれた人々の奉仕は，1年中を 

通じて，世界中の全ゆる場所でつづけら 

れています。 
ライオンズの奉仕は，铞号のライオン 

誌に見られるように，一時期的なもので 

はなく色々な社会の病める人々の救済が 
梅日為されています。ライオンズの奉仕 

によってクリスマスの精神は押し拡げら 
れているのです。ジャングルの與地，避 

雖民キャンブ，貧民街の人々にとって 

は，近くのライオンズの理解ある，しか 

も素速い救援の手こそ，待ち望んでいる 

のです。 
クリスマスは，キリスト教徒の聖なる 

日であり，祝日であります。しかし，そ 
のこころは，地上のあらゆる宗教にもあ 

る記念日です。隣人愛，莕意の精祌は， 
特定の宗教，信仰には拘りなく，自然の 

人問そのものに内在しています。ライオ 
ンズである以上，クリスマスのこころは 

1年を通じてあなたの中に燃えつづけて 

いるにちがいありません。 

妻メアリと私は，皆さんライオンズ家 

族の幸なクリスマスと新年をお祈りし， 
米たるべき1%3年も又，健康と平和な1 

年でありますよう，皆採と共に祈念して 

止みません〇 (英文ライオン誌I2月号より） 
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キャビネット会議，ゾーンミーティング 

例会等）には着用しない。しかし家族会， 

クリスマスパーティ，ダンスパーティ等 

友好的，私的会合には，アクセサリーと 

して着用は随意である。厳®•な公的討議 

会場に，あんな帽子の着用は汾梏だと思 

いませんか。 

どうしてあんな帽子がライオンズクラ 

ブに流行して，それが制怊とまで烈認せ 

られるようになったのか。あの1®子は米 

闽占領5|•:の着けたものと同型であり，そ 

の当時のあの帽子のri本人に対する優越 

性が,事大主義の日本人の心を捕えたの 

ではなかろうか。サンフランシスコの平 

和会義が1952年.9月であり，ライオンズ 

クラブのII本渡米が丁度その頃である。 

占領取の引継ぎをうけたような恰奸だ。 

f/、にはあの幅子はむしろ，当時のin本の 

惨怛たる窮状を想い出させる（しかしこ 

れは私情に過ぎない。問！®とは閲係がな 

い)。 

さらにあの帽子の流行には，ライオン 

ズクラブの先纸諸氏にも大きな罪がある 

第7回年次大会までは，あの帽子の着用 

はむしろ奨励せられた。あの幅子は会員 

増強，クラブ発展に利用せられた。今さ 

らあの帽子を否定するのはおかしいとい 

う会員の声はよく解る。ライオンズクラ 

ブの日本結成は，ロータリークラブより 

約30年週れた（口ータリーは1922年）の 

で，先纸諸氏は遮二無二会員始強に努力 

せられた。あの帽子も無;®識に利用せら 

れたことと思う0新しいライオンズがあ 

れを制帽と誤認するのも無理はない。 

先?のこの努力によって，10年にして 

「数」においてはすでに口ータリーを凌 

駕した。しかし「锊」においてはどうか。 

10年は曲り角である。反省の時である。 

野村前ガバナーの「数より質」「無帽」 

論は，その反省の結采の一連の瞀告であ 

る,、ロー タリー迎動は比較的地味だが， 

それでも一時世論の指仰をうけた。世論 

は厳しい。すでにライオンズに対しても 

批判があるライオンズクラブの今後の 

大発展は，「世論と共に」でなければな 

らぬ。会員の皆さん，十分戒心して，增 

に帽子だけでなく，浮華の行動は避けて 

下さい。ライオンズクラブは奉仕団体で 

あります。奉仕は謙虚でなければならぬc 

(ガバナー所感No.1. 2より） 

IS52 

第1回オリエント東南アジア大会開幕 

昨年までのエリアは解•組され，代って今年からは Orient and Southeast 

Asian Conventionの名で，アジア•ライオンズの大会が開かれることになっ 

た。参加国はインド，户イロン，ビルマ，香港，ベトナム，韓国ソ中国，マ•ライ， 

シンガボール，ジャカルタ，タイ，日本の12力国，その他にオーストラリア， 

ハワイ等からもオブザーバー参加，11月2iniから24日までフィリピンはマニラ市 

数力所の会場に分かれて行なわれたfl本代表団は11月19H，一行29名が羽田発 

(写れ)。現地参加者を含めて40名が大会に出席した。団畏福島E1ガパナー，飯 

室E 3ガバナー，塩职カウンセラーなどが参加した。なお一行は29H夜帰酬，大 

会の模梂は次号誌上にて詳報の予定。 

写真のような「通学道路」表示板が62年11月22日東京全クラブ(24)から，都 

教育庁柏指®主事に贈られた。このアクティビティは朿京丸ノ内Cから全束京幹 

取会に発案され，まとまったもので，東京全Cの事業資金60万円が資金として当 

てられた。今回は「通学道路」（1枚600円）が1千枚ほど作成され，都内の40校 

に各25枚ずつ試みとして寄贈されたのだが，結果が良奸なら，東京24Cは本年度 

のE1地区のスローガン「交通事故から干供を守ろう」に応じて，各々の担当地 

域にクラブ独自の立場から，同じようなアクティビティを行なうとのこと。写真 

は右から守随L (東京C),桜井L (丸ノ内C),岡内L (銀座C),池下L (新 

宿C),小馬東京都教育長，岡本L (隅田川C)c 

通学児童を交通禍から守ろう 
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業界唯一^^の政府指定合理化モ 

デルエ場にて 

高度の品質管理より生産される 

ニッケン製品は何れもニッケン 

独得のアイデアより生れた完壁 

なる特許製品です 

シャ—プな切味 

坪』V 

爪切 
抱りが沿り止めになっている3"Cift感の有るカミソリ 
特許製品 

”，卜f!Sl川 
柄にビニール皮脱の绝布してある7色のカミソリ特 

胙製品 

程二的リ 
金厲製T形カミソリ安全蛙便剃刃の代表品特3午製品 

wn^> 

卜叫7〇レザ0_ 
ブラスチック败T形カミソリ商級ホルダーに勝る特 

則刃の代表品特許蚁品 

に勝る特 

_ 

ニユ屋Jb叫％レサ' 
政府指定合理化モデルエ場 

労務管理標準事業場 

、f，トカミ””織 
本社 柬京神田 工場 岐阜県 閬市 
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<E1地区> 

秋 田1)百学校へパレーボール等瞄呈 
9,700円 

2) 小学校へ交通衍示旗贈S23,060円 
3) 商消学闽に喑嵇讲肭 13,000円 
4) B赤乳児阑にォシメ夼肭9,600円 

靑 森1)緑のおばさん8名招待し感謝状， 
防來靴肭呈 50,000円 
2> 阽内少华少女の災いに協竹，乎拭 
700本夼附 5, 000円 

八 戸1)市内中，商抆英25弁論大会後抜 
3,000円 

2)市内緑のおばさん8名へ*IE気メガ 
ホン贈呈 32,000円 

弘 前1J中学抆釗逍大会に手拭70本夼啲 
3,500円 

2) ガールスカウトへ赉付10,000円 
3) 市内交差点へ交通安全板12基，交 
通安全塔1基設既 50,000円 

福 島交通安全侦断柿1〇枚設E 60,000円 
郡 山中学卒菜予定者の自泐坩クラブ後援 

14,400円 
平 鉄製紙朌入れ1〇個夼贈 41，200円. 

一 関教宵泷習綁演会を灾施 28,700円、 
水 沢公民館の芝生を除苋奉仕 
石 巻交通方向方而棵識6個を土木市務所に 

贈呈 30,000円 
鳴 子嗚子小学校へ货色いランドセルカパー 

250枚贈呈 
仙 台1)世界学生迎盟に助成金贈呈 
4C合同 11，800円 

2)優良新問配违少年に広辞苑贈呈 
10,000円 

仙 台施,役球技大会に菜子贈呈 3,000円. 
白 石患まれぬ家庭へ住.屈用品寄贈 
山 形迫路柢識2本贈呈 10,000円， 
市 川1)働く W少年迎勋会に贈S 5,000円 

2)工場従龙以野球大会に贈呈 
3,000円 

桐 生符饬署へ近路樣識奇贈 30,000円- 
日 立祌峯公園に水飲埸1基啲呈150,000円 
柏 崎1)市内盲人団体にテープレコーダー 

1台奇贈 37,000円 
2)市内の也:まれない児mに学用品と 
衣類を奇贈 23,500円 

白 根交迪安全ポスター7,000枚奇附，市内 
中央通り他に横断近路白線を奉仕 

小 出町民大迎勋会に優勝楣啲M 3,000円 
長 岡1)赤い羽根共同棼金夾施 2,800円 

2)ポーイスカウトへ天蘇6張贈呈 
115,000円 

新 潟 

新潟東 

新潟西 

新 津 

佐 渡 
三 条 

新発田 

燕 

高 田 

宇都宮 

東 京 

浅 草 

文 京 

千代田 

神 田 
丸の内 

杉 
甲 
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3) 粘磚児施設あけぼの学闽に暗嵇2 

张贈M 10,000円 
4) 宵人福祉協会に交通安全WI子70個 

胞呈 
1) B B S会fllO名招待U己念品啲呈 

20, 800円 

2) 新愆学阑迎勋会に土浼贈M 
2,000円 

1) 拉淤小学抆へ尨険防止のポスター 
奇贈 8,400円 

2) 诏垂抆児童へ交通安全棵識肭呈， 
横断指搿施行 39,750円 
•1)枋溥児施設明生I朝へ迚勋遊A•(ジ 
ャングルジム，低妷棒，スベリ台等） 
贈 S 146,470円 
.2)ボーイスカウト4隊に隊旗肭呈 

40,000円安 

3) 白山公阑に掲示板贈呈15,000円尾 

第1小学校の姑溥児泣へミシン1台寄半 
贈 23,000円 

金井町母子赉へ灾用品贈呈 2,000円 
1) 庭闽造成赀を市に贈呈30,000円 
2) 市立赉老院へ设椅子1〇脚贈呈 

6,000円 

3) 百人協会に携仳用テ_ブレコーダ 
_1台贈呈 30,000円 

1) 职生年金体竹館の正面入口前に植 
樹 8,124円 

2) 精溥児施•役W立緑風闽にテレビ1 

台夼贈 27,300円 
市故防止棵語付キーホルダー 2,000简 

を自動屯迎fe者に资贈 60,000円 
1) 市へ鉄製)r7入20個贈呈20,000円 
2) 僻地無医村の無料診療灾施 

12,000円 

3) 新問配述少年へ寄付 5,500円 

0本教宵浈劇迫場らくりん座へ赉付 
10,000円 

千代田区の小学校へ携很用マイク15個 
贈 M 118,500円 

台柬区内福祉施設児宽に货色傘奇啲 
135,310円 

1) 区内の2醫挤迸へ贈呈20,000円 

2) 区内4赞祭署へ瓜気メガホン100 

個夼付 520,000円 

3) 無料診料見券3枚贈呈 

盲人会にテープ•ブレヤ_3台夼贈 
28,500円 

都内敁抆生より懸:«論文淼災20,000円 

1) 都内12力所の保宵所へおやつ寄付 
12,000円 

2) 朿京駅正面にスピーカー寄付 

W) 巧デ^ 
^z^ ^ 〇^,0 06 /9 

ニノ/もが5■用 

100,500円 
本橋交通安全横断旗300本夼附60,000P 
谷1)YMCAにオルガン1台诉啲 

30,000円 
2)孤児院福荇從へ下珩代夼付 

50,000円 
並光のプレゼント迎励に夼贈1〇〇, 000円 
府1)働く年少洛•保汲大会へ協饺し，妃 

念品胞S 10,000円 
2) 市内4力所へ交通方向指示標没既 

20,000円 

3) 总职通済氏の「麻槃天国日本」沭 
演会へ協饺 5,0001T" 
4) 働く宵少年巡勋会へ贈S 5,000円 

<E 2地区> 

城市教宵課突術圾览会に協饺 2,000円 
西時,计台修现，讯力代負担 2,319円 
田交通安全PRゴム風船千個配布 

7,200円• 

一 宮來沲ガン協会へ贈里 26,000円 
一宮南來海ガン協会へ贈呈 28,500円 
一宮中1)教材用交通信号機1式赞祭署へ贈 

里 28,500円 
2)商工会議所備品我として寄贈 

510,000円 
江 南1)市内母子家族迎勋会へ毋品贈呈 

5,000円 

2)瓶協会へ饺助金として28,500円 
名古屋1)新咄少年の日に協資113,700円 
6C合同2)国迚デー記念中商抆弁論大会に協 

^し参加者15名に記念品贈111，572円 
名古屋1)報徳母子获に拡声裝胜1式啲呈 

51，550円 

2)中区小市垛町交差点に横断歩道照 
明垃設戕 87,000円 

名古屋東交通安全照明灯8基設敗 325,000円 
名古屋交通安全用の旗1，000本を中，束，北 
名 城区各小学校へ贈呈 238,000円 
名古屋南市内荻護施設児m及び光生200名を市 

内遊览に招待 65,710円 
岡 崎1)阱立盲学校へ点字*^沢資金讲贈 

10,000す 

2) 学芸大学図迸館妞設資金30,000円 
3) 分体陴迸者福祉協会大会に夼贈 

5,000円- 

瀬 戸潲戸，守山市全小学校へ交通安全掛図 
寄贈 92,400円 

新 城眼の愛護デーに因み無料検眼を実施 
常 滑交通安全道路標識停止ビBウ設既 

84,0001^ 

鹽橋東1)精溥児収容施設岩崎学闽と商山学 

7ス作 



Kilへ野球 iim.1式贈 M 30,0001'] 

2)松笟公阑へ市内小中学校児苋作品 
顶示造形パラダイスを•部啲3〇,ooon- 

橘南沖野跋地卅の夜盜III消说赀として饰贈 
15,080円 

豊 田1)费老院魁問 10,200N 
2) 小中•?:校の健氓後议児帘衣杉 

10,50on 
3) \m,姑迫へ迫路掠識22個,没敗 

80,000111 

神岡，古平渦小学校へボータブルステレオ圯茁 

im 17,000n 

古 川ボーイスカウトへ天猫の補助金として 
m. 2,00on 

岐 阜1)帘内f•和;Ifiりに夜間照明熔奇肭 
300,000N 

2) 未亡人沿子学生娇と力行館女子学 
生获にパドミントンとパレーボールセ 
ット夼附 100, OOOf'I 
3) 市内小学校児m鼓笛隊に货色帕子 
夼贈 200,0001リ 
4) 大和忖小学校内ケ谷第2分校へラ 

ジオ1台夼肭 12,000PJ 

5) 「新|iH少年を勋ます会」に協矜し 
携带用圯池，その他奇附 11，000|リ 
6) 赤い羽根势金に協力 5,0001リ 

岐阜南中，南？Jf祭署へ货物白觔屯と由勋二輪 

J|t 讲贈 564,00on 
羽 島1)竹痒町中学校の特殊学級にアコー 

デオン2台贈呈 25,000円 
2)奨学金赉瞄 60,000円 

各務原特殊学級へテレビ1台寄瞅50,000H 
可 児郡内の国，私鉄の1〇駅に鉄製研入1〇個 

贈呈 16,000n. 

美濃加茂1)义通安全推進協議会へ迫路挖诫と 
拡A器1式 w;_v. 119,00on 
2) 姑立A•校へスライド州カメラ1式 
贈 S 50,000|リ 
3) 東中学抆ブラスパンド助成資金と 
して 50,00011 

4) 太⑴中.、界汶のブラスパンドへ助成 
資金として 30,000IM 
5) 山•并小学校鼓笛隊助成資金として 

50,000円 
6) 太m小学校鼓笛隊へ助成資金とし 
て 50,0001M， 
7) は子寮へミシン1台贈呈23,000円. 

8) 北，mi加茂野中学校と蜂M， 
下米111,山之上，三和，伊深，加茂野 
小学校へオルガン各1台贈呈99,0001リ 

9) は子寮及保所へ座布四1，100枚 
IIWS 110,0001「1 

美濃大野商X会に交;ifi安仝旗450 4：贈呈 
30,000円 

瑞 浪1)獎学金贈Si 1，000円 

2)ボーイスカウト迚盟指缚用として 
天柿贈呈 2,000円， 

大 垣U限立乳児院へ大型乳母审1台晡呈 
8,000円 

2) 赤い羽根迚動に協力 5,000円 
3) 小，中，商校の作文蘇來にライオ 
ンズ赏肭呈 1，000N 

関 旭ケ丘小学校の特殊学級へステレオ1 

ft 肭 S 48,200|M 

多治見帘内葸吒研究所に図冲贈坚 2,3001»] 

高 山1)市内各学校特殊学級へテレビ，ミ 
シン，オルガン100,000円 
2.)ル•内カジ橋交差点へ安全索設跋 

35,000円 

伊 勢1)施設児帝:迷觔会を慰問 3,000円、 
2) 「新聞少年感謝激励の災い」を開 
催，記念品贈呈 47,000|汰 

3) 交通信号燈設IKに協矜 
50,000円 

熊 野幼稚阑へ交通安全帽144人分啲兒 
30,240円 

桑 名1)巾'内及び邯部小学校16抆へ神:茁寄 
m 32,0001*1 

2) 市内®別所と上之輪の十字路に力 
ーブミラー2基瞅里 110,000N. 

3) 市立図办館へ図肖109卷と会员持 

#りの占筘66冊贈M 101，900円 

尾 鷲1)交通安全のための蔭の社会功労者 

文キゾキックな嵘•誊•/… 

姉妹品即廃八ヤシドヒ•一 株式会社 
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として塩崎氏に妃念品贈呈 3,000円 
2) .市内のW人60名に激励の詞と菜子 
60個艏呈 18,000n 
3) 桜の茁木60本汕姑 5,000円 

鳥 羽1)市内に硏菔40個附呈 50,000円 
2)小学校へテレビ1台HTrii39,800円小 

娵訪湖信磷幣肢赉護，7:阑の较只•カパーのクリ 
一ニングを奉仕 112,000円 

熱 海0町内別少年野球大会へ後勝卜Dフ 
ィー夼胞 3,000円 
2)市内ガードレール2力所修现 

52,000円能 

御殿場w年経営者泷座教yr伐として54,000円 
浜 松1)市児帘会館fiinこ水飲埸迚設夼脃 

135, 500円 

2) 測候所前庭にm•水夼朐20,000円 
3) ㈤旗揭拗迎勋に協力阳旗600枚と 

さお600本贈免 150,000円 

伊 東1)市内子供会へ拔助 5,0001*1 

2)共同驳金として奇付 5,000円伏 
第1R第拱立焼州V?少年•の家にテレビ奇lift 黒 
2 Z合同 58,400円 

島 田赤い羽根共R眾金迎则に協力5,000円 

清 水1)公民愛ra迎勋として市说少年•会館 
と7公民館へ阳旗350本艏S52,500P] 

2)市立図苫館の1〇周年記念屯龙に協滑 
赞 16,000円 

静岡2交通安全横断柿を市内8力所へ贈M 高 
C合同 301，000円富 

天 竜映写機を市内6中学校へ1機ずつ附S 
300,000円 

芦 原会渖，北涊，波松小学校へ各希错図汫 
贈呈 25,100円 

福井21)新問配述少年激励会にノート寄啲 
C合同 49,000円 

2)岡啟天心の十！！?とその怵龙を編災 
2千部配布 90,0001リ 

机贈！！ 36,000円 

2) 炔立愛行協会へ夜光杖7〇本と点字 
機5台艄里 41，00011 

3) 愛沉ル済飢合へ迎常资金20,000円 

4) 北国子供会に会旗瞄呈 8,000円 

松1)児m侦断歩道標示のため绝料その 
他市教委に贈呈 60,000円 

2) 怙沔児施設和光学阑の迎则会に览 
子等啲呈 2,000円 
3) 身陣者合同迎勋会に菜子贈呈 

2,000円 

美1)根上，夺井，辰口町と川北村に防 
犯水銀灯1〇坫寄贈 250,000円 
2) 辰口町わかば子供会に図肖瞄入我 
mn 10,000円 

3) 川北村少平消防クラブに活泐助成 
として 10,000円 

4) 根上，寺井中学校に図汲我讲跗 
30,000円. 

木交通安全塔1站肭呈 300,000円 
部1)市及び宇奈月，八苦-町の5中学校 

と11小学校へ交通安全帽子400個贈S 
40,000円 

2) m铁，私鉄6駅へ回転式金網製冊 
入瓶6個瞄反 18,000円 

川.市へ交;迅安全灯2基と嬰援護家庭へ木 

说140议贈呈 160,000FT 
岡交通安全搭1基寄附 235,000円. 

山1)交通安全のためロードミラー施設 
奴として市赞へ 200,000円 
2) 姑内少年新間大会協饺10,000円 
3) 茁山斩咄少年文•術圾に郴2個寄贈 

3,000n 

4) 駅へ枥语入り灰落し1〇個寄RW 
30,000円 

5) 孤児施設私立ルンビニ阑を慰問 
10,000円 

3)通学用交通安全小旗赉脑52,500円 

福 井児帘福汕施没迚合休ff大会にM勝旗寄 
贈 25,000円 

福井中央1)行楽シーズンにあたって防犯チラ 

シを配布 8,500円 

2)眼下の働く年少者の生活文入饤者 
に貺時3ナ1個肭呈 1，300円 

大 野1)交通標識の為附1 20,000円 

2)大野胧'ん记念彿演会に附S 
1，500円 

鲔 江1)ボーイスカウトへ天嵇1張0W51 
15,000円 

2) 消防駙音楽隊へクラリネット1管 
肭呈 12,000円 

3) 惜陰小学校へブラスペル50本贈里 
5, 500円 

武 生慈欲館収容児宽40名を小松忡览会に招 

待，菜子，お土渔贈呈 
加 55交通安全の為(こ危険檔往，小故速報板， 

方向菜内板，道路檔諏，货色甽子等艄 
呈 175,000N 

金 沢1)交通教莖教材1式3組貼？f本部へ 
2 C合同寄贈 60,000円 

2)新問配违少年に記念品贈呈 
60,000円 

金 沢限立W啞学抆へ杖74本寄附37,000円 

金沢東1)長七塀小学校前に児萤潢断挖識1 

<E 3地区〉 

赤 平1)交通標識71•板7枚讲贈10,000lTl 
2) 焚学資金を赤平商抆生へ啲S 

8,160円 

3) 広報ポで交通规則を守るよう呼び 
かけ 5,500円 

旭 川結成5周年記念满演会（森田たま，館 
野守奶•调帥）開催 224,641円 

旭川3C1)市立図迸館へライオンズ文邮コ_ 

合 同ナー開設 92,300円 
2) i|f役所前に安全都市宣言塔贈呈 

300,000円 

3) ライオンズデー記念市内パレード 
実施 105,990円 

旭川大雪市笤へ夜光腕帝50本胞呈 12,500円 
芦 別目抜き通り3力所に垂蘇を掲げ，交通 

指羿 11，400円 

美 唄 「交通琳故から子供を守ろう」の垂嵇 
5枚掲示 9, 255円 

千 歳1)貧困家庭の百人14名に夜光杖胞a 
7,280円 

2) 市街地の4小学校の交通班员32 

名へ黄色防龙服贈呈 54,400円 

3) 四独無钱旅行青年の援助金として 
5,500円 

伊 達町内3小学抆1中学校と日赤病院，女 

子靑年団へ鼓茁隊用H.，携泔用マイク， 
笟気オルガン，ブラスパンド楽器，笟 
铽オルガンと図谌20冊脑呈119,000円 

江 別 「子供を交通禍から守りましょう」の 
三角標示塔をE立 15,000円 

今 金帘内4力所に交通安仝標诹没IW 
15,000円 

富良野小中学校の横断歩道へ成18木贈S 
23,500円 

函館1)市内中学校英語祭に後接找奇昭 
3C合同 3,000円 

2) 市内小中学抆席讲大会にクラブ订 
贈呈 2,000円 

3) 世界交通柢識圾示会開他，见学児 
贲にものさし，下败，風船啲呈 

300,000円 

函館東1)コ〇ボックル人形刺団に投光機2 

台奇贈 5,000円 
2) i|f外僻地の小中学生100名を大诏 
公園に招待 6,000円 
3) 市内施設巡回映_会開催 

44,000円 

本 別町内20力所へ衆内標示塔設iW.50,000円 

岩見沢 「花いっぱい迎勋」に協力 6,000円 
俱知安1)交通安全標識2基を国逍に述立 

15,000円 

2) 「交通卞故から子供を守ろう」の 
垂辎2本贈呈 6,000円 

釧 路市内の目抜通りへ交通安全の垂嵇5本 
2C合同贈呈 

釧 路1)交通安全塔1基贈呈100,000円 
まりも2)ボーイスカウトへ国旗7本啲S 

室蘭•室 
蘭東•.登 
別3C合同 

交通安全の為の交通標識40站を贈里 
100,000円 

室 蘭 「交通小故から子供を守ろう」の懸進 
•猫を2枚掲示 8,500円 

室蘭東コンクリ甓面へ交讪安企標语揭示 
45,000円 

奈井江奈并江，南小学抆へ交通安全板3泅寄 
m 10,000円 

根 室市内主要道路に交通安企杈識5他淤呈 
32,000円 

登 別1)辺地児mを市へ招待 
2) 交通？Jt故から子供を守ろうの標語 
入り•石板3個，匪嵇1枚•役ffi63,800円 

3) 烯別小学校児•鬼へ货色いレインコ 
ート5枚艄呈 

帯 広1)「交通唞故から子供を守ろう」の 
2 C合同懸垂嵇附呈 16,120円 

2)会貝協力のもとに道路を正しく歩 
く街頭指導 4,000円 

帯広中央1) 9，10号台風被杏地に十勝支庁を 
通して寄贈 100,000円 
2)盲学校に厨房只贈1120,000円 

小 楢1)学m横断歩imこ子供の立像15基附 
呈 67,500円 

2) 市へ移勋花增1〇個附呈20,000円 
3) 市立胙和痫院へ作龙撖法用畏靴50 

足贈1 5,000円 

4) 忍路中央小学校庭に金網贈S 
20,000円 

小 檐市内の交通安全協会へ垂¥3枚と市教 
3C合同委へ交通法規のビラ2万枚寄贈 
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小搏中央 

音 更 

留 萠 

ましC合！ 

札 幌 
アカシヤ 

札幌中央 

札 幌 
エルム 

砂 川 

上砂川 
滝 川 

苫小牧 

当 別 
洞 爺 

歌志内 

余 市 

八 雲 

30,000円 

1) 黄色タスキ100本市猗に脓呈 
18,000円 

2) 海洋少年団へ天辎3张贈呈 
20,000円 

3) 围旗大小12炊を市に贈呈14,000円 
4) 市宵成院へタバコ53本と攻金贈呈 

970円 

「子供を交通禍から守ろう」の側折維 
3枚报示 12,000円 

1) 交;HH 的•機1機 IWS 385,000H 
2) 定時制尚校に焚学金贈S 2,000円 

3) 僻地抆に映峨上映 2,000円 

1) 市内目抜き通りに交通啦故から子 
供を守ろうの懸垂嵇掲示 60,000円 

2) 札视百学校へ点字印刷傲1式贈呈 
125,000円 

「交讪讲故から子供1守ろう」の作义 
を器災し入逃1〇名佳作200名を衣杉 

160,000円 

1) 「交通の知識」270冊•市教委に肋 
呈 8,100円 
2) .学校所在標識50本を市に贈呈 

56, 250円 
3) 帘民会館に赤ん坊ベット4台贈呈 

44,000円 
1)タバコ834本を札视赉老院と白石 
福祉囡へ贈呈 1，768円 

2> 「交通の知識」330 HIJ•市教委へ贈 
呈 9,900円 

3) 学窀侦断標識8個朐呈56,000円 
4) 札蛻苜学校生徒400人を無料検眼 
5) 市内5力所の施設に西科啡典全7 

卷とブックスタンド贈呈 66,000円 

1) 交通讲故から子供を守ろうの懸垂 
猫5枚揭示 8,500円 

2) 市内幼稚闽，小学校低学半児宽に 
鈴つき交通安全リポン贈里 6,000円 

祝聴党教育のため奇付 100,000円 
1) 学迸横断歩迫へ笤戒抵識7基設 

52,500円 
2) 市内の5小学校に検眼照明装肫各 

1式奇贈 35,000円 
3) 市内センターに交通小故防止垂牯 

4,00on 

4) 交;Jfi法規,龙習会を開他 3,000円 
1) 市交通說へペンチ5脚夼贈 

30,000円 
2) 市内の6小学校に交讪整理川黄色 

レインコートとタスキ贈S 37,55011] 

贫困家庭50111;仳へ日用品讲附11，000円 

洞爺湖溢泉入口に逍路檔識附呈 
150, 000円 

审内6力所に鉄製の交通安全標識让設 
96,000円 

1) ボーイスカウトへ天猫1張寄贈 
13, 600円 

2) 「交通屯故から子供を守ろう」の 
看板4枚掲揚 13,200円 
1) 町立病院へ絵3点瞅呈 7, 500円 

2) 町立保宵所と国の子保宵阅へ黄色 
雨傘15本ずつ寄贈 11，700円 

3) 定時制尚校へUビ瞄入資金贈呈 
5,000円 

夕 張北议礦老人クラブに備品代 3,000円 

くW1地区〉 

明 石 

尼 崎 

尼崎北 

芦 屋 

姫 路 

姫路鷺城 
姫路白鷺 

1) 明；f?公阑にベンチ17台奇腊 
170, 000円 

2) 帘符祭:?}•へ防犯水銀灯2坫寄肋 
140,000円 

3) ボーイスカウト助成资金30,000円 
4) ガールスカウト宵成資金20,000円 
5) 明石W抆へ備品赀 100,000円 
6) 市民病院へ础品1式奇贈38,000円 

7) 非行少牢少女防止標語を錄災，市 
内19力所に松往，没敗 15,200円 
8) 三木市内妊浼舢検沴灾施，帘保健 

所へ検診台1台奇4,500円 

1) 市新庁舍®ヒにミュージック•サ 
イレン設趿寄附，愛称を斩問势災して 
入H者衣订 688,000円 
2) W際上话体験学生リ〗女5名を招待 
妃念品，クラブパッジUttM 8,350円 

市谛年教贲少年化宵の野外活励贷出用 
天倍5张夼贈 50,000円 

.市？f交通係に63牢式ニッサンセドリッ 

クパン型乗用琳1台寄贈，交通係员全 
Hに感謝状と妃念品贈S 803,675円 
1) 交通•れ故防止に協力した26人と4 

団体に感謝状，妃念品贈里53,000円 
2) 110番三灼搭石板C 3面スコッチ 
ライト貼り）2個赉贈 40, 000円 

3) 炬路城造園3t画に協力125,000円 
市特殊教灯振W大会拔助金 5,000円 
1)姫路乳児園へ乎製のおしめ177組 
とおしめカパー30枚贈呈 41,000円 

シン许贈 80,000円 
5)防犯市民大会衣釤者に沏掾紀念品 
贈呈 10,000円 

西宫中央全国交通安全迚则に協力，会员が街頭 
に出て正しい磺断指磲灾施 

洲 本市役所へゴミ妞1〇個夼肭 29,900円 
宝 塚1)市帑へ白パイ1台夼艄178,155円 

2)米凼生活体験学生を松!!:狩に招待 
17,000円 

高 砂1)m妃念会館て南瘐越冬隊uによる 
•游演と映I叫の夕を開他 25,000円 
2)市立図ぶ舱へライオンズ児觅•文邶 
図；!『48砒夼啲 22,410円 

八 鹿交逝安企に尽力した笤ぬ•に硌謝状，3己 
念品贈S 4,000円 

% 岡交通安全協会，m岡必抆，学園， 
働く少年を励ます会，m岡中学ブラス 
パンド，同特殊学級，斑岡小学校特殊 
学級，ボーイスカウト，消防本部•，教 

符委ti会，巧祭署，枚花苑へそれぞれ 
寄付 600,000円 

京都7C1)世界の子供の教衍と健版を守るユ 
合 同ニセフ協力驳金に拔助 54,500円 

2)新問少年を励ます会協资，靴下 
550足夼啲 55,000円 

京都平支1)児茁院へ茁铽洗潘揋1台夼贈 
25, 900円 

2)交通安全のための侦断旗を追加部 
贈 12,000円 

京都桃山1)孤児粘邠児施没桃山学圆を慰問， 
お览子夼贈 13,600円 
2)伏兄区内保ね•園，幼推阑23力所に 
ブラスチック消火バケツ200個夼贈 

2)ボーイスカウトのアジアジャンボ 30,000円 

リー参加拔助金として 1〇, 000円 
伊 丹交通安全と防犯のために水銀街路灯を 

市内4力所に設胜寄附 273, 320円 

加古川1)学校安全自治会へ指羿用以の腕從 
寄付 3,000円 

2) RC, JCと合同して柿坪パキス 

タン大使歓迎会開催 
川 西市蝥に白パイ1台と〇-ドミラー 2基 

Wi,交通係4名に感謝状と記念品 
贈呈 278,155円 

神 戸0須磨水族館の児贲用砂場让設赀と 
して奇付 150,000円 

2)少年鑑別所図迸室に夼付10,000円 
神戸東1)生田潛竹内に交通標識没iK 

50,000円 

2)市身障者巡勋会に：Ct品代10,000円 
神戸西道案内図と道路標識大石板を市内3力 

所に設瓰寄贈 100,000円 
神戸三宮1)少年逭別所へ迎励会用万围旗300 

枚とドーナツ190袋寄贈 24,500円 

2) 赤い羽根迎勋に協饺奇付5,800円 

3) 社会市菜資金として市民生部へ奇 
託 26,000円 

西宮2C1)市内從獲福祉施,没を慰問，览子， 
合 同肌府寄贈 15,000円 

2) 帑官乎信号競技会设勝者にn品胞 
呈 4,000円 

3) 自動琳巡転者に交通安全造花パラ 
贈呈 15,000円 
4) 市警にクローライン•ローラ•マ 

京都洛陽洛北敁抆リーディング•サービス（苜 
人代•说）グルーブを衣彫，话则資金寄 
付 10,000円 

奈 良1)交;也安全教行普及のため阽交逝対 
策協,淡会に16ミリトーキー映耳機とフ 
イルム3谷附S 244,700円 
2)市内新咄配逹少年274名にノート 

3冊•ずつ附M 13,700円 
大和高田片坦，陵四，御所3小学校の特殊学級 

にテープレコーダー各1台寄贈 

12,000円 

布 施1)帘赞へM淖用ダットサンライトパ 
ン1台奇贈 303,000円 

2)帘内交差点で交通安全樣语カード 
配布 13,000円 

枚 方1)市内老人クラブ迚合総会に土産品 
艏呈 8,500円 

2) 笫四中学校と開成小学校に国旗掲 
掲台資金として夼付 60,000円 
3) 市内坫碑兄収容校へ施•没資金とし 
て 80,000円 

4) 隣接区域坫邠児総合迚勋会に打品 
代として 7,000円 

5) 符顷小学校へはん登棒竹资附 
2,000円 

枚 岡市内の府道西入口に交通安全塔2基,设 
IK 100,000円 

茨 木1)交通安全のために 300,000円 
2) 脔少年育成のために 250,000円 
3) 老人福祉のために 150,000円 
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池 田市内西U1街道軍行描より來へ2.15 km 
の围道中央線に猫目錤敷没198,000円 

泉大津1)消防署へ，ら用オートパイ寄贈 
48,000円 

2)駅仙d— タリ ー->^歩行名•安企擠■没 

iffi 320,80014 

泉佐野V(少料腿公私W1体;ili絡協,淡会祕助金 
夼付 20,000|lJ 

河 内1)市内2力所に街路灯設戕奇贈 
97,980円 

2)市分陣者福祉協会へ宵人用点字夕 
イブライター1台寄胞 6,000円 

岸和田市消防署へ62牢型プリンス救急j|U台 
饰附 810,000円 

箕 面川逍171サ線7.5キロにキャット•ア 

イ败•没 100,000円 
大阪16 C新|iH少ギの感謝の災いに協饺资付 
° 冋 100,00〇け] 

大 阪ル沾报局街路沾祕火500名に丁.拭丁•本 
と佾柄5西本と，市交通局保線T.夫 
250名に丁.试51〇■本夼贈100,000円 

大阪中部1)W区内の7幼稚阑，1保宵所へ交 

ilfi安企教冇資金として贈M 24,000円 
2)祭署交•通係に札入40倘跗呈 

20,000円 
大阪堂島1)火阪駅へ銳，ベビーベッド2台贈 

里 100,4301 リ 
2) 田迚デ ー;E念行:1jfの屮学生の作文 
コンクールに協力 30,000円 
3) ボーイスカウトへ天嵇贈呈 

20,000n 

大阪道頓1)南ヌ挤署へ安金鉄禰迚設資金寄贈 
堀 13,000IM 

2)南，浪速苻挤署へ交通安企の風船 
丁•個ずつ夼附 13,0001'J 

大阪東1)帘内似疢ポ人:おの会の会〖170名を 
松竹新并刺に招待 73,420|JJ 
2)束区内7小学校へ交通信け及び道 

路挖诹税型セット贈S 100,000|>] 

大阪北浜1)交通安全T•拭480 4：を尚泐i|(迚転 
^ ^ T.に贈呈 150,000[>J 

2)柬区のすぎのこ会へ会ti持寄りの 
本150冊奇贈 5,0001«j 

大阪南近鉄阿倍野耵货店仙に交讪安全のため 
にの侦断歩道用立石板寄附50,000円 

大阪港百人協会港支部へテープレコーダー1 

台とテープ5巻，大正支部へテープ1〇 

企贈呈 47,80011] 

大阪都島K内贫W名•慰労会へ夼付 20,000[«J 
大阪西M親大会に寄付 60,000円 
大阪住吉府立]ff学校に点字タイプ2台夼肭 
大阪梅田梅m駅湫口交通安企アドパルーン2本 

揭示 11,000['J 
堺 大仙小学校行楽部に楽器1式寄贈 

75,000円 
四 条畷 四条啜学阑，めぐみ，明来，啜各幼椎 

【制へ交通安全资金贈呈 40, 000円 
高 槻 街路防犯灯1基讲附 30,000円 
豊 中 1) 怒光学阑へテレビ1台夼附 

50,000IH 
2) 嫂中，桜塚商抆生10名に莢学金贈 
呈 120, 000(rj 
3) 市童美研究会へ画用紙代15,000円 
4) 市内小中学校へpil旗贈S生徒へ闽 

旗の由来パンフレット配布145,000円 
5) 市内4保灯阐へ遊11脓里40,000円 
6) 米亡人ホームへシャワー1式贈呈 

60,000円 
7) 交通安全施設戏として350,000円 
8) 消防署施設汕助金として50,00〇内 

9) 非行少尔対策にママボリス自転W 
2台補護係用自fef|U台寄贈60,000円 

1〇)赉老施設補助金として60,000円 
豊中中央学M侦断歩道焼付钹裝6力所，速度制 

限標識30組，徐行標識20机を氕祭署， 

交通安全協会に寄贈 250,000円 
八 尾市内街路11力所に会员が出て，交通安 

全マッチ5种:類1万個许附22,0001>] 

彦 根1)交通安企灯2基設既120,000|M 
2) 健民少尔団へWI 了aOflTilf附 

9,000111 

3) N旗揭拟迚勋资金として26,000|リ 
草 津1)プラスチック製ゴミ筘吖侗啲1 

140,00014 

2) 行硌教打のために圯则オルガン讲 
贈 30,000|リ 

3) m迫1り•線に水銀灯1站纽設 
60,000円 

4) 児依横断抵雜2個设趵 5,000|リ 
畏 浜1)今沭町ぐ/:茈老陕慰問，贷料品，肋 

S 10,600円 
2) i《•浜小学校へネ帘桢断指導旗20本 
と市内2力所に学帘桢断柢識6本寄附 

25,600円 
3) 径浜母子從，浅井町幣肢阅児帘に 
H用品，学用品,菜子等寄贈12,000円 

近江八幡市内2力所に交通安全棵通,没iK 
120,0001” 

大 津1)浜大沐交番付近と湖^沿路2力所 
に逍路照明灯夼贈 130,000H 
2) 沿楮溥児施,没合冋迚泐会に述泐川 
只-奇贈 3,0001リ 

3) 近畿M薄者灯成；ill絡協说会，Wff 
人福祉協会大津支部へ各寄付10,000PJ 
4) 駅前奴光案内所へ贷积20本诉肭 

5,600円 

八日市1)小•内のパス犯ポ停留所，公阑に时 
カゴ16個寄附 43,200|リ 
2) m;S8ij•線に交通安伞杈識1准， 

市内各学校へ標識?]•板10基，市内|•字 
路へ大柢找2坫寄附 47,200}'J 

3) 福祉，務所へ分名•のため 

5,000円 
海南•和交通安全のために，飛行機から市•民 
歌山4C合同に猶防止をpr 45,000円 

海 南1)学M描断少迫の交讪幣现のため市 
教姿へ寄付 20,000円 
2) 新市域へ尨険檔識9焖，，祭署へ 

安全横断估14枚寄附 41，000円 
3) 野鉄前信号塔設既基金60,000円 

勝 浦鉄骨製交通安全抵識アーチ設既 
50,000円 

串 本以子家庭兕苽の修学旅行我10,000円 
新 宮斩宵尚校体行舱で石并好子女史リサィ 

タル開flH，収益金を共同蘇金祁令とし 
て市社会福扯卞務局へ寄付20,000円 

白 浜1)田辺尚抆•講堂で石井女史リサイタ 
ル開催 

2)ぶ逍教が研究会競沿会の身陬者優 
秀児帘に努力赏贈呈 5,000円 

和歌山新問配述少牢少女1，022名に货色い！!iH 

4 C合同チ暇 143, 860円 

く W 2地区〉 

安 芸1)安全協会へ职泐機付自feJM台と 
交;lfl安企抝識1Jmi3. 250, 000円 
2) 沲IH町へミ：a— ジツクサイレン贈 

呈 250,000円 

3) 船越小学校，広岛圯機A校へ各纟 
ーブレコーダー贈罡 90,000円 

4) 江Uば6沲耶技術学校へ大銳60枚贈 
呈 60,00013 

府 中第2中学校け架部按助金 20,000円 

1) 故色いおじさん7名を衣彰，妃念 
2Co同品贈M，乗州小35台に会は分来，交通 

安全のためパレード举行 35,750円 
2) 施設の了•を遊Nil地に招待5,680円 

広 島WY/••体ff館前庭にM樹 30,000円 
広 島1)W奸祭署へペイント10缶，シンナ 
アルタ ー2沿许附 30,800円 

2) 市へ学欲侦断衩識ぼ氺夼贈 
85,000円 

3) 似立盲学抆へ点字図冉饰哳 
36,315円 

広*平和交通安令週間資材赀として两汽祭恶へ 
资付 100,000円 

広島鯉城市内3繁祭署ヘスビーカー付指埤琳ク 

一べ各1台夼附，浚设赘宫衣彩 
915,600円 

広島佐伯郡内「愛の;立路区|川」に安全椋識2椹 
迚•没 100,000P] 

因 島花一杯迎励秋季パラ展示会開fill 

26,150円 
可 部1)ボーイスカウトへ天锥2张夼贈 

35,000円 

2)郡内PTAパレーポール大会へ浚 
勝旅肺S 8,500円 

力卩 計町内哲人14名に白杖附M 

呉2 C1)広押祭署へ安全標識附M40,000円 

合 同2)市内の新間だ述少苹8西人招待， 
役只少年を衣彫 52,000円 

松 永1)ポーイスカウト拔助找 3,000円 
2) 行人協会,没、1/:找 2,000円 

3) 愛の迫路標識水銀灯2基迚設 
161，500円 

三 原1)糸崎駅の救急区燊品M給3,230円 
2) 三原，三职來?J5抆生3名に奨学金 

贈呈 18,000円 
3) 三联小，第3中学校特殊学級へ瓜 
気オルガン，レコード寄贈40,000円 

尾 道1)市内の公私幼推阑へ交通安全あ 
そび補助セット2 mm 4,600円 
2) 土堂小学校鼓笛隊へ楽器，ネク7 

イ，ペレー中1捕S 50,000円 

3) 長江小学校向A町立花小学校鼓笛 
楽器瞄入資金として 170,000円 
4) 夜問学校生に獎学金贈呈2,000円 

庄 原1)「愛の近路」巡励に協力，交通安 
全アーチ1猫，防犯水銀灯30站许贈 

110,000円 
2)時報川チャイム1褪市へ寄贈 

272,000円 
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3) 枯溥児施設さくら学闽へ衣料寄贈 
15,000円 

4) .庄原，敷佶中学校及びボーイスカ 
ウ1•へブラスパンドW成赀30, 000円 

竹 原ボーイスカウト設立按助费25,000円 
吉 田愛の逍路横断辟3力所設E 4,500円 

備 前1)茶臼山頂上遊阑地へ国体紀念国旗 
塔M設 50,000FM 

2) 伊部駅前に交通標識述•没000円 
3) オリンビック路:金シール協力 

13,500円 

日 生1)全国舟竿大会代衣逝丁•派逍货とし 

て寄付 3,000円 

2) 闽体選で歓迎用三角旗夼贈 
1，500円 

井 原 国体会場に坍入れ4個夼附 9,000円 

笠 岡 1) m内5力所へ安全標識•没h 

9,500円 

2) 赤い羽根银金に協力 5,0001M 

3) 駅刖と湘戸渡船場に国体歓迎ァー 

チ設租 30,000円 

4) 駅前に綵地带造成 37,400円 

児 島 1) 獎学生7名に焚学金3力月分贈a 

21，000円 

2) 姑立ろう学校へ体竹館， 構堂建設 
资金 10,000円 

3)胬羽山へ国体妃念名勝碑その他没 
|K 321,60on 

金 光1)国体会場へ坍入4個夼贈9,000円 
2)田道2け線4力所に近路標诹設1K 

7,300円 
倉敷2C1)国体会場に灰皿4個讲附50,000円 
合 冋2)移励川道路標識26組奇贈78,000円 

倉 敷1)赤い羽根苏金に協力 7,700円 
2)精思商抆夜学祭へ 5,000円 

倉敷水島1)ポーイスカウトへ天嵇寄贈 
20,000円 

2)福LH，迚岛屮学抆へ各夜問照明灯 
寄附 40,000円 

三 石新問配迷少年少女26名に速励靴贈は 
8,120円 

新 見市観光協会の鉄製职箱改装 8,000PJ 

岡山4C1)社会施,没慰安の夕間催1，400名招 
合 同待 30,000円 

2)眼の不自出な人300名招待，激励 

会開催 30,000円 

3)新聞Kil少年を衣彰 2,000円 
岡山東1)市内3小学抆，2中学校へ各天铄 

寄贈 75,000円 

2) 毪隣館と親答ソフトボール大会開 
催，用员.1式贈呈 4,660円 
3) 両陛下御来岡記念に手旗を市教委 
に夼贈 15,750円 

西大寺1)水銀灯彳E灯料負担 2,584円 

2)赤徳線駅前に時31•塔設姐 
450,000円 

高 梁1)松山尚抆4名に獎学金贈S 

4,000円 
2)国体会場にアーチ,¥奇贈5,000円 

玉 野1)パトロールカーで交通整现 
4,000円 

2) 狼立ろう学校へ赉付 1〇, 000P1 

3) 水銀灯役iK 100,000円 
玉 島1)帘野球坳へ坍入20個诉胞45,000円 

2) 困体会坳へボリ製砑入1〇,160枚寄 
贈 12,192円 
3) 市中央児帘遊阅地粮籼赀5,000円 

4) 迫路標識4基の補修 4,300円 

津 山1)美作文化会館迚設丛金1，000円 
2) 市内分陬児帘に策子胼呈2,400円 
3) 駅侦〇— タリーに注屈跡型妃念碑 
迚設 1，000,000円 

和 気町立中学抆宫•楽隊に楽器奇贈20,000円 

江 津1)養老院へ范気コタツ8個夼胞 
24,000円 

2)交通安全椋識1祜設胜10,000円 
浜 田1)市内新襁北拮に交通安全アーチ股 

敗 95,000円 
2)市内新|1«配违少牢少女65人を招待 

靴下，ノート，鉛笨，菜子等贈呈 
17,500円 

松 江1)花一杯述泐に協力，風船350個寄 
啲 6,000円 
2)ラジオ体操35周年記念全国1千万 

人体操尕に寄付 5,000円 

安 来1)市内清水寺展望台にコンクリ製べ 
ンチ設阻 12,500円 

2) 安来小学抆玄閲に大銳奇胞 
17,500円 

3) ボーイスカウト宵成資金57,792円 
4) 留学生成相忍に奨学資金5,000円 

5) 第2中学校10周年•记念行琳のカラ 

一•スライド140枚报彩哿附4,000円 

6)市立费老院鳴来荘慰問15,413円 

倉 吉1)伊木踏切に交通安全標識，天神添 
結に交通安全塔設姐 打，000円 
2)肢体不自由児激励会開催3,500円 

米 子1)ボーイスカウト治•成資金5,000円 

2) W科学教汽研究会主催の茅誠司氏 
講演会後抜 7,300円 
3) 姑西部地区の灾语弁論大会，中学 
生弁論大会後拨 3,500円 

萩 1)市制30周年記念パレード参加，花 
琛夼贈 9,000円 

2) 駅仙に琛境衛生広告塔•没逬 
3,500円 

3) 道路樑滩没E 30,000円 
防 府1)市立図忠館へ図ぶ寄贈20,000円 

2) 交通安全，都市尖化のための花自 

励車パレード餓 
3) L式場隆三郎の「ヴァン•ゴッホ 
と山下沾」，消浈会開催 40,000円 

岩 国1)市内24保竹園，幼推幽児菹3千名 
に交通安全「愛の鈴」胞呈42,400円 
2)交通安全パレード灾施22,000円 

岩国錦1)笏祭署に交通安全標識搭奇啲 
250,000円 

2) ボーイスカウト2団へ各天褅寄贈 
30,000円 

3) 川下，火中学校に楽器寄贈 
20,000円 

4) ガールスカウトに救急箱夼贈 
5,000円 

を）市自治会と共同で「交通安全の日」 
のチラシ2万枚を学校を通じて各家庭 
に配布 30,000円 

下 松L式場隆三郎，消浈会開催 
美 禰市内新咄配速少年205名に大学ノート 

2 1111•ずつ贈呈 9,840円 
小野田市内7小学校へ交通悠理用雨カッパ35 

珩贈里 18,000円 

下 閲山•内後良新問配迷少年25名を衣形，記 
念品贈里 20,000円 

下閱東1)小月派出所の柽自励屯琳肼妞没 
10,000円 

2)小月駅前に観光案内板設溫 
10,000円 

徳 山费老院にM木贈S 15,000円 

専門メーカー 平岡旗製造株式会社 (L•平岡新一郎） 
京都市下京区四条通西洞院東入ル TEL (22) 809 _1500 

御一報賜り次第カタログお送り申上げます。(バナーの図案も考案させて頂きます） 

27 



锼 浦m\u监北町内25小中学校に道路彷識 
夼贈 100,000円 

宇 部1).市内常盤通りに交通安全侦断描， 
鉄往1対奇贈 45,000円 

2). W締川捣上に照明用水銀灯,没既 
60,000円 

宇 部市内特殊学級合同迎励会後接3,000円 
ときわ 
第6 R後良新問配述少尔に感謝状，衣彫状， 
« 同記念品贈呈 53,000円 

今 治1)時,计台1褪迚股 
2) 今治港少務所へ■箱1個奇贈 

3) 海洋少苹団，補導迚辂協说会 
鈍成会，明徳尚抆と北郷，H古，尖須 
贺各中学校な楽隊，ポーイスカウト， 

少年合唱団，勁労者盘楽協说会，郷土 
芸能保存会の各苻成我として资付 

以上合计850,000円 
伊予三S Vf少年及び交讪安全のため市へ夼贈 

100,000円 

新居浜児M福祉施設会迚合会「乎をつなぐ子 
らの染い」に奇付 1,000円 

西 条1)赘祭署へ安全標識19本夼附 
32, 000円 

2)施設脔览從の2泊旅行後拔 

11，000円 
宇和島乎をつなぐ子らの災い協饺 3,500円 
八幡浜粘碑児施設八幡浜学囡生徒の旅行後扱 

3,000円 
観音寺ボーイスカウトへキャンプ用天牯奇贈 

15,000円 
丸 %滿憑町社会福祉唞龙赀として5,000円 
坂 出1)W抆生2名に獎学金贈呈3,000円 

2)肢体不自由児竹成会主催の迎励会 
に弁当，菜子，采物等啦呈15,000円 

高 松1)新間配逑少年と販売店主を招待， 
少年24名に迚泐靴贈里 12,700円 

2) 攒岐学阅へ按助金 1，500円 
3) 獎学生4名に焚学金贈S 6,000円 

高松玉藻奨学資金贈呈 6,000円 
髙 知1)南阿ダーパンCの「朿洋の夕」企 

画に祝灯，浴衣，带，下駄等送付 
2) 刑務所に雄行本，錐誌等364冊寄聪 
3) 百人協会へ茛人杖40本，点字器5 

台奇贈 
4) 较川学園迎勋会にカップ,.赏品， 
菜子，采物等寄贈 
5) 商抆生3名に焚学金贈呈3,000円 

高知黒市内5力所に会R出蚴，「交通讲故を 
整•鹰接なくしましょう」の货色いリポン9千 
° 问枚を通行人に配布 20,500円 
高知黒潮定時制商校生3名に奨学金 3,000円 

高知鹰城1)苜人赉通施,没くすのき寮新築に際 
し 30,000円 
2) 交通安全パレード参加 
3) 細人少年室，少平補薄センターへ 
夼付 2,000円 

徳 島働く W少年疗成資金として細人少年室 
へ寄贈 3,000円 

徳島眉山働く中学生のために市内中学校長会へ 
贈呈 50,000円 

<AV3地区> 

鹽前1)生活困窮失明者に盲人杖】〇本胞呈 

5,000円 
2)交通係囡田巡査に感謝状，記念品 
贈S 1，500円 

筑 後锄く少年を励ます会|明催，270名衣彰 
記念品贈呈 60,000円 

福 岡1)会貝，PTA,小学生1，500名， 
寶祭，消防団ブラスパンド参加じよる 
交iifl'Jf故から子供を守るパレード灾施 
2)市内福祉施設収溶児210名をスボ 
—ツセンター.アイススケートに招待 

お土鹿贈呈 11，500円 

玄 洋福叫小学校修学旅行我M助 6,000円 
/J、 倉1) 6月,没狃した市民会館前の国旗掲 
2し合同拗台追加分として 119,285円 

2)市内老人に眼銳50組贈Ml5,000円 
小倉中央1)帘補缂迚盟へ寄付 10,000円 

2) 敬老会で衣釤 15,850円 
3) 北九州5市哲人会協,汲会へ寄付 

10,000円 
久留米学M侦断少迫標示板14本寄脗22,400円 

門 司1)北九州市案内道路標識，没近 
5,060円 

2)市内]^:谷入口にガードレール設近 
150,000円 

中 間1)中間，北，底井野，柬，北中小学校 
交通安全鼓笛隊パレード灾施85,000円 
2)帘内新問配述少年表杉25,000円 

大牟田瀬W新問配遠児帘約300名を招待，記 

念品贈S 72,000円 

田 川1)市内小学抆に雨傘寄胞10,000円 
2)市内小中学校に交通整理用p|(羽織 
62漭，手旗62組寄贈 30,000円 

戸 畑若戸大描iの戸畑側人道入口に大時計,没 
IK 300,000円 

筑 紫1)国逍3号線の横断歩道川珙代とし 
て町砮祭署へ讲付 10,000円 
2)防犯少年柔釗逍大会後极5,000円 

若 松1)市観光案内板設瓰 250,000円 
2) 子供会ソフトボール大会2,000円 
3) 赤ちゃん保健コンテスト2,000円 
4) 赤い羽根共同蘇金協力22,000円 

山 田市内子供会に迎励用只.贈呈 7,000円 
八 女市内5中学校，8小学校の保獲家庭生 

徙40名に検眼の上眼较寄贈35,000円 
八 幡北九州5市道路來内楞識設孜16,620円 

行棰1)小中商抆及び各団体に全H本交通 
安全協会発行の指缚参考迸700冊贈呈 

35,000円 
2)京都赉老院慰問 14,500円 

出 水交通安全パレード実施 23,000円 
鹿児島1)栄费改#法施行1〇周年紀念负生活 

改善1M大会へ寄付 30,000円 
2) 新聞配违少年野球大会後接 

5,000円 

3) 市]??少年教宵市龙施,没補助金とし 
て市教委へ寄託 100,000円 

国分隼人日当山赉老院慰問，菜子，タオル贈呈 
6,900円 

荒 尾市立図苗館へ进箝代 20,000円 

水 俣児谊の交通安全教宵用模型，ディスブ 
レイボックス1式を符祭署に贈呈 

30,000円 
長 崎1)外人堪地2力所の清掃，修理，植 

樹施行 25,212円 

2)啓明娇（亩人児泣収容）を慰問， 
記念品贈呈 10,000円 

佐世保福江大火見舞救极物資658点を送付 

島 原市内新間《述少年へ夼肋 12,000円 
日 向市立赉老院へいこいの森讲附50,000円 
都 城道路檔識1〇個を答祭署に夼贈15,000円 
宮 崎1)日向学院外4校生徒に衍英資金と 

して 5,000円 
2) 沖縄鉍化资金 8,7001 M 

3) 赤江拟赉所魁問映_会1，500円 

日 南答祭署に迫路棵識赀として30,000円 
延 岡1)老人ホームへ 5,000円 

2)ボーイスカウト,ガールスカウト 

へ 20,000円 
高 鍋努祭，ボーイスヵゥトと共同，交通安 

全パレード施行 3,000円 
別 府1)母子福祉会と共同，志A•湖で1FJ 

お父さんの会開催 10,000円 
2)帘符交通課の交通安全パレードに 
協力，自励車25台提供し，野口小学校 
鼓笛隊に風船T個贈M 14,700円 

日 田新問配速许少牢を映I油招待15,000円 
九 重交;也安企榴識没'近 15,000円 
中 津学帘侦断近路3力所に注愆唤起の人体 

税型4個，没貺 24,000円 

大分1)交通安全協会へ学盗•横断埤用信号 
機股肫資金として 100,000円 
2) 阽立百学校へ点字器寄贈40,000円 
3) 定時制尚抆生獎学金贈呈3,000円 

佐 伯1)疵老院へ小使い贈呈 3,900円 
2) 子供の家迎勋会に用品，弁当贈呈 

11，200円 

3) 交通安全パレード灾施 
津久見W江小学校特殊学級へ教材找50,000円 
鶴 崎市内新問配违少年186名を映|面招待， 

記念品瞄M 22,000円 
臼 杵1)交迪椋識17本を阽土木臼忤出張所 

に寄贈 19,000円 
2) 新問配述少句：に文;IV#附3,600円 
3) 孤児院怒視KiUこ卩资子紙许贈 

1，200円 

コ ザ学贲侦断用人形サィン8個をコザ署管 
内に，学欲通学-W•川逍路椋識2基，横 
断歩道用徐行標識2基，安全標语塔2 

基をヵデナ署竚内に奇附 64, 800円 
名 護区教委へ図世赀として 36,000円 
沖 緦1)国際大通りへ交通安全横断描2枚 

赉附 3,600円 
2) 整肢燎通阑迎動会赏品代7,200円 
3) 福江大火兄舞金として20，150円 
4) 開眼手術のため平良勇;6•を九大へ 
送る 

訂正とお詫び 
12月兮光C9月分アクティビティ金額は19,800円 
7 — 8月兮益田C 5月分アクティビティ金額は， 

6万円の誤まりでした。 
9月号（6月分）迫加 

蒲 郡1)讶少年愛護の搭速設資金を市赘へ 
贈呈 100,000円 
2) 母子窃へすべり台1基48,700円 
3) 市及び周辺7中学校へ図谣寄贈 

198, 000円 

4) 市及び周辺11小学校へ交通安全娟 
1，485個寄贈 135,018円 
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広報活動の成果 （カナダ） 

クラブのIff菜計画をあらかじめ宣伝す 

ることは，そのためにかけるII孕間と労力 

出'代に見合うだけの値打ちが采してある 

だろうか？ カナダ中部マニトウパ地方 

のボワッサベイン.クラブのライオンズ 

は，声を大にしてその価値を讚える。ビ 

ンゴ式|1|動4£競光を企_した彼等は，'®• 

夜15台の自動車を動員して延1,600マイ 

ルに及ぶ大宵伝パレードを夾施したので 

ある。その成采として，この競売針-画に 

よってクラブには9,000ドルの財源がも 

たらされた。 

水害被災者救援（フィリピン） 

ルソン島中部地方に起きた水害による 

被害に，各地のライオンズは速やかな救 

援の手をさしのべた。被災者のためにパ 

ギオ.クラブは200べソを拠金し，同じ 

くマニラ.クラブは1,00〇ぺソを送金し 

た。さらにサン•パブロのライオンズが 

100ぺソ追加した，他の救援物資や医漿 

品はバヤニハンのケソン*クラブのメン 

パーによって被災者に屈けられた。 

クイズ番組で広報（イギリス） 

英围デボンシャ—のエ7スタ.クラブ 

の会長は，テレビのクイズ番組に出演し 

て，思いがけないライオニズム広報の機 

会を得た。解答者の1人として，アナウ 

ンサーから趣味を|1Hかれたビーター• M 

•ケンウォード会長は，ライオンズの行 

なっている屯業のあらましを述べ，特に 

自分のクラブでJg近実施している計画に 

ついて一般の理解と協力を求めて，自分 

の答としたのである。 

点字百科辞典を寄贈（アメリカ） 

アメリカ盲人囪洱出版社発行の点字百 

科辞典（全1仍巻）を，イリノイ州アー 

リントン•ハイツ.クラブが瞄買申込を 

したのは，今から2年前のことであった。 

JS•後の1卷がJ5近ようやく完成し，クラ 

ブはプロスペクト高校の盲人学生にそれ 

を肥って，ついに長い問の目的を速成し 

た。プ高校の教師ハルシオン•ビーター 

ス夫人は，ライオンズ例会に出席して‘亡、 

遊園地に海賊船寄贈（アメリカ） 

カルフォルニア州モンテベロ市にあるプレイシ 

3ア遊闽地は子供達の夢を苻てる上に数々のユ 

からのお礼を述べた。 

ベルギー学生のアメリカ観 

(アメリカ） 

「アメリカ滞在は，非常に興味深くか 

つ素適な経験でした」と，ベルギーから 

の交換学生ビエール.デハウト君は述べ 

た。ニュージャーシー州のアトランティ 

ック•ハイランズ数クラブの後援による 

恒例の萵校卒業祝晩餐会の席上である。 

デハウト君のスピーチが呼び物となった0 

「アメリカ人旅行者はベルギーの経済面 

からは好•评であるが，アメリカ人の評判 

のためには良くない」と17歳のこの少年 

は語った。しかし彼は最後に,波が滞在 

中に接したアメリカの人たちのことは例 

外であるとつけ加えた。 

ニークな施設をもって有名ある。モンテべ〇 •ク 

ラブはこの遊闽地に海賊船を建造，名物の一つと 

した。写玖はライオンズ9而々と遊圃地当局者。 

〈全7店の京呉服専門店 
ハイ•センスの 

呉服 は 玲まど 
新宿三越横 
電（369) 022〗（代-;ft) 

新宿店…新宿三越横 

浅苹店…浅萆茁H 

武硪小山店…アーケード街 

卜下.菜店…京成千粢駅前 

f葉SB店…千集駅ビル2階 

大宦店…火宵銀座通り 

横浜店…横浜駅ビル2階 

Iやまと画 
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週4回欧州に向けて出発 

それが 

♦月曜•土曜は南廻り欧州向けに世界最新の「コ 

ロナド」 

•水曜•日曜はSASが開拓した北極廻り欧州向 

けに、DC—8巨人ジヱット機がそれぞれ就航 

致しております。 

欧州向けS A S各機には日本人スチュワーデス 

カヾ搭乗致しております。 

は世界で最も歴史の古い航空会社で創立は19 

18年にさかのぼります 

は戦後一1945年6月25日一大西洋横断飛行を 

最初に行なつた航空会社です 

は195小年11月15日にヨーロッパ及びカリフォ 

ルニヤ間の北極肮路を開拓した航空会社です 

は1957年2月24日に極東欧州問に北極航路を 

開拓した航空会社です 

はタイ国際航空と提携して極朿の各地に広範 

囲な航空路を延しております 

優秀な装備 
長い経験 

■のこもった 

+ サービス 

SAS フライト•ホステス（3期生）九尾瑠美子 

□函 
タイ国際航空総代理店- 

力^ナifr航空会社 
東京231—5161 .大阪202—4753 .名古屋55—5131 



国際関係委員会の役割 

☆国際関係委員会の誕生☆ 
1962年-6月の二ースra際大会で，ra際 

会則第6条A項の削除が決議され，従っ 

てこれまでの闹際閲係都議会が解消され 

ることになった。咋年度は高橋貞太郎国 

際カウンセラーが，国際関係都議会委員 

としてその任を采たしたが，これは協会 

傘下のライオンズ国から各1名の代表が 

選ばれ，理事会の任命を受けてその諮問 

に答えるという形であった。それが今度 

の会則改正に伴い晚止されて，代りに国 

際M係委貝会が設岡されることになった 

わけである。 

新組織での岡際閲係委員会の機構を略 

述してみると.協会内各地区が1名ずつ 

委員を選出し，ガバナーの任命を得て地 

区内及び各クラブの国際関係役貝の間の 

調整を計り，協会本邰の国際関係部と直 

接の交渉を持つ。任務の内容は後述する 

ごとく，およそra際的な閲迚をもつあら 

ゆる問題を手がけることになる。こうし 

て選ばれた各地区委員は，さらに国際理 

事会の国際閲係委員会（委a長ルドルフ 

•カーン围際理帘以下委員4名）と協力 

することになる。 

302各地区からは次の6人が国際閲係 

委員に任命された。 

302—E1地区福岡陽道(朿京C) 

302— E 2地区加藤政之助(岐草C ) 

302— E 3地区黒沢®蔵(札幌C) 

302—W1地区石田 尬(大阪C) 

302—W 2地区袖木久太(玉岛C ) 

302—W 3地区貝島務之(福岡C) 

☆その目的☆ 
国際会則第2条第2項aに，ライオン 

ズ国際協会の目的として，「国際閲係問 

題の研究を通じて.全世界に宽容の楮祌 

を培い，発展させること」とある。協会 

はその設立当初から，この目的の突現に 

努力を傾注して来た。その努力は，自由 

世界の数千数百の人々から，好;tある同 

总を得た。現在の世界では，各大陸および 

各国問の友好的な親善を通じて莧容の精 

祌をさらに普及する必要が，日増しに增 

加しつつある。禊めて有効かつ簡#なこ 

のライオンズの机織を通じて，この必要 

を充すことも，われわれにとって®要な 

アクティビティの一つであるに迪いない。 

☆国際関係委員の任務☆ 

国際関係という言槊そのものが日本語 

として未熟なせいか，委員の任務の内容 

について説明するとなると，少し途迷わ 

ざるを得ない。ここに11月in付協会本 

部！！際関係部々長アントン•デカム氏か 

ら，各地区ガバナーに宛てられた手紙の 

一部，具体的な計_についての部分を転 

戦してみよう。 

⑷赍少年関係，教育 
费少年交換，外国人少年少女のための 

キャンプ村，0费の職業研修希望者に研 

修先斡旋，外围語研究の奨励，外国人の 

ための講座開設，語学又は®際法の教授 

招へい援助，教育者の海外留学援助，外 

国学生の招待と世話，学生の海外派逝等。 

⑻外国人の世話 

外国人赉客のための旅行計晒援助，地 

方案内所の設S支援，外国人の医学施療 

斡旋，外人の援助等。 

(c)国際的水準での援助 

④国際的な分野にわたり活躍している慈 

善団体の後援，例えばケア計画，アメリ 

カン.フィールド.サービス，人事交流， 

世界隣人迎泐，国際ベン•フレンド，货 

榀救済など。®外国の図迸館.学校，医 

薬治银施設援助。©災宵地救援。©古眼 

鏡，医学器:R.及び剰余医薬品の回収配布。 

©M際係の改菩に尽力している団体に 

協力，例えばユニセフ，№1際if合，阑述 

食tK機問，国迚世界保健機描など。 

(D)7ラブのM際的交流 

姉妹都ip;计函，外国にクラブをスボン 

サー，_際的合同例会開催等。 

以上，极雑多岐にわたる仕市は，いず 

れも既にあるクラブによって手がけられ, 

大成功を博したものである。今度の組織 

変更によって，今後こういった方面での 

ライオンズの活躍が，クラブと協会本部 

の直結連带のもとに円ilM匕され，ますま 

す增えてくることと思われるのである。 

今一つこの委員会の問題で考え'られる 

ことは，個人的な交流である。協会本部 

でも国際IJ9係の向上に®も役立つものと 

してこれを認識した上で，国際大会へ多 

数の会員が出席するよう強調している。 

圆際大会こそライオンズにとって，また 

参加国にとって，国際的友好親善に最も 

有意我な機会である。この方而でも地区 

ガパナーおよびM際閲係委®の今後の活 

躍が期待される。 

ライオンと呼ばるる人 

☆事業を成功に導き，笹良な生活を楽しみ 

常に微笑をたたえ，人類を愛し 

知識人の尊敬を集め 

幼児たちに親しまれる人 

☆その地位にふさわしく 

かつ精力的な仕琪ぶりにより 

一輪の花と心うつ詩と 

そして，うるわしさを秘めた魂とによって 

よりよき社会をもたらす人 

☆人生の中に美の輝きを感じ 

その譜美の言集を忘れず 

友の美点をつねに見守り 

自らの良きところをまた友に贈る 

その人生こそ俥大なる感激そのも'の 

彼こそライオンと呼ばるる人 
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会員の純枠な善怠の結枭爲卯に啓さがあ 

り，又ライオニズムのK髄があると思い 

ます。単に金を出せばいいのだというだ 

けの考えから行なわれる事業は，企くク 

ラブの粘祌を汚すものと思います。会員 

1人1人の小さな密-总の結集こそ，Wも 

知性を尊ぶわれわれクラブの怙祌である 

社会奉仕に通ずるものであります。 
(渋谷c会a) 

る度合が深くなるものです。われわれラ 

イオンズクラブの？p業は，こうした#囲 

気の中でしかもわれわれだけの手によつ 

てなされなければならないと5!、います。 

その事業の大小は問!Sでなく，われわれ 

少年少女委員会のァクティビティとし 

て，YMC A世田ケ谷ブランチにオルガ 

ン1台と，在世田ヶ谷の福音资（孤W院 

収容人R約50名）に肌谙代を贈呈するこ 

とになった。そして101122日の例会にそ 

の艄呈式を行なうことになり，それぞれ 

へ案内状をお送りしておいた。当日定刻 

になっても福音窃の代表がお見えになら 

ないので，ひょっとしたら案内状が屈か 

なかったのではないかと，私はいささか 

気にし出した。開会をのばすことも出来 

ず，止むを得ず私はゴングをならして開 

会を宜した。やがて数分も経った頃か，息 

せききって2人の圃児をつれた福音莅の 

代表が会場に姿を現わした。私は，ほっと 

して所定の席を与えて，早速われわれの 

善葸を伝える贈呈式を終ることが出来た。 

間もなく福音沒の代表からお礼の挨援 

が述べられた。「実は今日の皆さまの御 

好意を子供速に伝えましたところ，大変 

なよろこびようセ，私も本当に媲しく思 

っております。それに.しても折の会合 

に週刻して，まことに申訳なく存じます。 

充分開会に問にあうように窃をでました 

が，子供/こちがすっかりよちこんで，途 

中とび廻って歩きますのでつい気を使い 

^ぎ"&お'くれTしまっ/こわけです。皆さ 

まの御好益がこ•んな〖とまで予供逑〖'こ喜び 

と•感動を与えるとは，私自身も想像でき 

ま'せんで:じた。' •お.かげでやがて来る寒い 

冬も，，子供たちの肌を皆さまの御呼意が 

'温かぐつつんで下さることと思います。」 

そしてYMCAの代表からも「皆さん 

から贈られ/ここのオル方ンの伴奏につれ 

て，干供违め喜びにあふれ>こ明るい歌声 

が，あなた方のお耳に伝わると思います。 

これで今年のク...リスマスも，例牢にない 

愉しいひと時を過すことが出来ましi 

う」と心からのお礼の言葉を頂いた。 

私は先B行なったこの贈呈式の模採を 

迸.き綴ったわけですが，おそらく全国の 

クラブの皆さまも同栊な経験を沢山お持 

ちになっていることと思、います。 

人間の善;®がどんなにか尊いものであ 

るかは申すまでもありません。それが純 

枠であればあるほど，相手に感励を与え 

辺地児童を1日温泉旅行に招待 

の出迎えを受けて，大ホールに入り，若 

狭会長よりライオンズクラブの紹介と， 

激励の言菜があった後，写贳のように登 

別fi泉小学校の肢笛隊が，これから仲よ 

くしましょうと歓迎の演赛をすれば招待 

児宽违から盛んな拍手が®き起る。 

その後心をこめたおやつを喰べ，マン 

モス浴埸で泳ぎ廻ったり，ゲームに興じ 

たり，心ゆくまま初秋のレジャーを満喫 

接待に出たライオンも報いられた労苦に 

人知れず満足感に沒った梂子。午後4時 

遊び疲れた一行はおみやげのノ—卜類を 

手にしながら，布難う，さようなら//を 

速呼しつつ，贷切パスで互に見えなくな 

るまで手を振りあって分れたのである。 

(登別C幹事) 

小学生鼓笛隊の歓迎演奏 

広大な北海道では未だ開発の手が届か 

ず，或いは開発から取り残されたままに 

なっている地域が多く，当登別町にも観 

光の脚光を浴びて華々しく蹯進しつつあ 

る登別温泉が，内外に周知せられている 

反面，気候風土の関係で，なかなか開拓 

の進まない入植部落が，僅か1〇キロとは 

離れていない所に点在じているよう—な現 

状で，この陽のあたらぬ開筠部落の学萤 

逮は，寒気や孤独と斗いながら，通学し 

一てい-る状應で，_私共登別cは:611立以来， 

梅年7リスマスにはこれらの学校を訪間 

して，心のこ'も_ったプレゼントを続けて 

来たのであるが，今年は特にライオッズ 

.デーを期■し"t,この干速を「当温泉地 

に1日.招待」してゆっくりと休费と，激 

励を5•えようと，市民生活' ' ' 

委s会(こて祝案，1力月前：^ 

から種々準備を進め'ましん^^^^ 

いよいよ秋晴nのioji8 

日ライオンズ•デ—！札内，_ | _ 

挪2校の小学生全卽吨P 
を染せたw切パスは，贿 

と植しさで張ち切れんばか 

りの予供達，それに先生達 

と共に登別国際観光会館に 

到氤早速多数のライオン.ノL 
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グラブ結成よりチャーター式まで 

昭和36年盛夏の頃,三井物鹿那期出張 

所長，安部正二氏(当時沖純LC 2代幹 

事）が,たまたま当地出張に際し,戦後 

躍進的に振興途中にある,八重山に，是 

非，ライオンズクラブを設iffiしてもらい 

たいとの強い要望があり，同人よりクラ 

ブの性格なり，組織等について概略の説 

明を受けたのが，本クラブに対する始め 

ての緑で，その問沖純L Cが数度新間紙 

上で，特種不遇な眼病者に対し同クラ.ブ 

の主なる車業として，II本本土の権威大 

学まで送り，それぞれ完全な体になり， 

大衆から大きな感謝を受けている旨の報 

道を知る位，ライオンズクラブに対する 

知識をもっていたものであった。 

その年の末頃同沖縄L C初代会長竹内 

和三郎氏が，わざわざ当地まで訪れ，当 

地数名人を寄せて第2回固のお勧めを受 

け，ライオンズが世界®•大の奉仕阴体で 

あること，各圆における活则状況等，倬 

八®山C浦崎1fj保 

大なるライオニズムに対する；h'i祌につい 

て紹介され，染まった皆の者も2回にわ 

たる沖絀L Cよりの紹介で充分理解する 

ことが出来た。 

出来得るだけ早めに組織することを承 

滞'いたし，結成に当っては先ず数より適 

格者ということにし，Jii初20人程度の目 

標で呼びかけたところ，予想外に26人の 

同志者を得て，早速沖縄LC,船越尚友 

会長を迎え，同氏司会により昭和37年3 

月16 H始めて八觅山L Cが呱狐の#を举 

げた。会員もいよいよ国際クラブの一員 

たるブライドの程も決意したのですが， 

出発と同時に10月チャーターを受けるこ 

ともほぼ話し合い，その後定例会ごとに 

諸般の佾類手絞き等も济ませ，例会の目 

標を全員出席におき，6月の例会時に正 

式に10月チャーターナイトを決定したよ 

うな始末である。 

結成後はシカゴ本部，本土各地区ガパ 

ナー等より祝辞，激励，細部にわたる指 

裕等を得，会員一同も会合のたびに理解 

度，自重度を增すようになり，8月の例 

会には8人の增咼を承認して34人となり 

その後はもっぱら式典典施に遇進し，遝 

婆役の沖縄L Cと緊密な迚絡により，10 

月7日は予定通り式典箏行することを得 

た。式典も302—W 3地区下田教雄ガパ 

ナーを始め本土，本岛各地区より多数代 

表者の御参加を得て，盛会迸に終了する 

ことが出来，当会員一同これ全く上述閲 

係各位の御誠总あふるる御協力によりし 

ものと，心から謝总を申し上げます。 

式典中下田ガパナーよりライオニズム 

の苡髄，ライオンズのスローガンに対し 

われわれがより深く理解するまでに示し 

て頂いたことと，巧地区大衆にライオン 

ズに対する大きく良き印象を与えたこと 

は，チャーター式典が如何に]Ti大な:®狡 

をもつものであったかを新たに認識させ 

たものであります。われわれはこのチャ 

—夕一式典により，この僻遠地の八ffuli 

ライオンズも，会員問の友惜の力と広汎 

な知性度を高め,国際的水準にまで行く 

が歩上致します) 

’ンタ—さくらぎ 
TEL (371) 3 2 51—4 

記念品 

あらゆる記念行事にすばらしい記念品をお用い下さい 
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ことに不断に努力，精進fベく，今後一 

塯クラブブラザー各位間の鎖のつなぎを 

切に念願するものて•あります。 

最後に出発から本チャータ—ナイトを 

終了するま-て:に，特に印象的だったこと 

をお笑い草，雑事とぃうことで添えてみ 

ると.，真先に会員一同の皆が等しく困っ 

たのは，言葉の問題である。例を举げる 

までもなく，さあロアーをやるから一斉 

に起立せよ，一体起立して何をするのか 

昭和37年11.月13日,菊花1る佳き日を 

卜して，わが銀座ライオンズクラブは， 

銀座と築地をつなぐ万年橋々畔に新設さ 

れた約600坪の小公圃の中心に「月を呼 

ぶ」と題するブロンズ像を設11し，來京 

都知琳朿屯•太郎氏を主寶として，除轹式 

と併せて贈呈式を举行したのであります。 

像は高さ2米であって，I.7米の赤御影石 

研ぎ出し台座付となっております。会員 

L仏子泰夫（日展依1!K)会心の作であって, 

柔和なあどけない顔立をした少女が1K羅 

をまとって立ち，南面して空を仰ぎ月に 

呼びかけるポーズとなっていて，この像 

を見る？f少年の情操浄化にも役立つこと 

が期待されるのであります。 

さて，これを都に寄贈ずるに至った励 

機となったのは，昨年の1〇月，当クラブ 

がチャーダーナイト1周年の夕を催した 

秋に端を発するのであります。当時，例 

会会場の銀座朿急ホテル.の前を流れる築 

地Jl|が干拓されて，羽田空港に通ずる髙 

速道路になることから，都によ〇て万年 

橋近くに小公園が新設されることを仄聞 

したので，その後，式典の記念事業とし 

て，少年少女の為に遊戯施設を寄贈しよ 

うという亊になったのであります。しか 

るに，それは児贲遊圃ではなく，美しい 

啃水池を中心とした都民憩'<、の緑地帶と 

する計晒であることが判ったので，事業 

委員と都の公！！緑地部と話合'^、の結果， 

都屯美化逋動の一助ともなるように，そ 

の噴水池にふさわしいブロンズ像を寄贈 

することに当初の方針を変更したのであ 

ります。噴水エ琪は当局の都合で来春ま 

で持ち越されることとなり，現在は像を 

と隣りの者をつまんだり，誰々は何のお 

めでたがあっ‘たのでファインをどうぞと 

いえば，喜びごとに対して本クラブは罰 

するのか（笑）。テールツイスターとは 

今頃流行のツイスト舞か（大笑)。さら 

に国際本部からの横文宇では翻訳者を呼 

ぶといった，総て手探りといった不自由 

を感じていたものだが，会合をffiねるに 

従いそうしたこ■とも体得し，今ではその 

言葉もクラブ独固の合言粱としてm要な 

銀座c小松喜一 

中央にして直径1〇米の円形の池の部分は 

仮りに土盛りがされて，色とりどりの菊 

の花姐ヒなっているのであ1〇ます。 
万年橋公圆は，西銀座の数寄屋橋公間 

と相対して，既に朿銀座を代表するかの 

如く喧伝され，附近に松竹と朿劇，歌舞 

伎座と新橋演舞圾等があって，近v、将来 
において出色の場所となることは必至と 

思われます。 
自然，「月を呼ぶjブロンズ像が，H 

链に多数の人々の目に留まることによっ 
て，図らずもライオンズ.インタナショ 

ナルの社会奉仕の枯祌と事業について正 

しい認識が世人に与えられるならば，銀 
座ライオンズクラブにとって求めずたく 

つながり役をもつようになり，半年この 

方をふり返って感深いものがあります。 

終りに当ライオンズのバナー，バッジ 

図案についても話し合った結采，不肖会 

長に一任するということで，パナーには 

文字通り八重の山に3つの当地特嗤であ 

るパインアップル，甘鹿，八道山上布， 

をSl!し，パッジには南国の怙熱を珑杠に 

えるデイゴの花を図案したものです。 

(八®山c会崁） 

月を呼ぶ乙女像前で東都知亊挨拶 

まずして得られる成采として，望外の喜 

びとするところであります。 

(銀座CM会提） 

緑のおばさん招持 

靑森ライオンズクラブでは，10月8日 

午後6時から，奔•森市新町九大で『みど 

りのおばさんに感謝するつどい』を開い 

た。 

第1回ライオンズ•デーを記念して哿 

森市栄町，白根宮于さんら8人のみどり 

のおばさんを招待したが，『交通 

:游故から子供を守ろう』という， 

ライオンズクラブことしのスロ 

ーガンにちなんだ，苦労してい 

る美談の主，みどりのおばさん 

に感謝を捧げたもの。 

写真はみどりのおばさんに感 

謝状と記念品の防寒ブーツをブ 

レゼントし，「これからも子供達 

啬森C鎌田久治 

の安全のため，活躍してください」と集 

まった75人のライオンズ達が拍手をおく 

っているシーン。 

(宵森c幹事) 

斉藤会長からL記念品の贈呈 

ブロンズ像「月を呼ぶ」寄贈について 
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_“We Serve” に思う 

市川c今泉正雄 

私がライオンズクラブに入会をすすめ 

られたのは，1昨年2月も末近いある日 

の夕方であった。山田（慶）Lが突然待 

合室に現われて，ライオンズクラブへ是 

非入会してほしいという。かねてから一 

寸同クラブのことを耳にし，また目にも 

していたので，それはどういう性のも 

のかを問い質し，いろいろの会話が交わ 

されてから，最後に私は折り直って次の 

2点を質問しました。 

1直接政治に関係があるか？ 

2特殊宗教に関係があるか？ 

山田Lは言下に，その二つ共に閲係して 

いないどころか，その二つのことに関係 

してはならないのだと明確に答えて，规 

約を示しながら説明してくれた。（LC 

附則第1,第2)。政治と宗教に直接関 

係をもたないクラブならば，私の性分に 

合致するので入会することとしたのです。 

爾来2力年間，機会あるごとに，LC 

は‘‘We Serve”の場であるこ.とが心にひ 

びき，また実行もせられて来たのであり 

ますが，JS初漠然と社会奉仕の団体であ 

ると思っていたことが，今や明確に“We 

----- 

! 新会員獲得の好機 ! (地区ガパナーtiV報11=12月より） 

延引こそ恶事の根源と私は考えます。 

<[この問題に関して一つ考えてみましょう„ 

| ジョー•ライオンはジム君を自分の所 

厲するライオンズクラブに同行しました。 

jジム君は良い会員となるような人物です 

|丨が，ジョーは非常に多忙です。多分，来 

|[週に彼はジムに会員となるように勧める 

ことでしょう。 

Serve”の団体であり，“I Serve”の団 

体でないことが私の心に烙印せられたの 

であります。しかもLCの附則の2力条 

によって，“I Serve”でなく，無私に通 

ずる“We Serve”の場であることが決定 

.づけられているのであって，私の入会の 

時山田Lによって解明せられたことが， 

今となって一入有難く，いよいよ香り高 

いものに思われるのであります。 

秋水に一竿立ちて澄めるかな宇涯 

(市川C会報No. 2 — 3より） 

伊丹有岡LCの 

名称の由来 
伊丹C岡 温夫 

伊丹におけるライオンズクラブの会員 

坳強とからんで，さらに新たに17ラブ 

を作ろうとする胎财は，すでに数力月以 

前から起っていたのであるが，いよいよ 

U月6日の吉日にわが伊丹LCがスボン 

サーとなっ'て，多数の来贲臨_席の■もとに 

結成式が催されることになった。 

ライオンズクラブのすでに存在する都 

市に新らしくクラブが出来た場合，多く 

は大都市なら区の名称をと.ったり，柬西 

南北の地域を表わしたり，後から出米た 

ものがかえって「中央」と冠したり，古 

これに類似したことは，毎週多くのジ 

ョーに似た人々により繰り返れさていま 

す。このようにして，やがてジ3—は沈 

滞したクラブに所屈することになります。 

彼のクラブは，元会長や活気のない老人 

のクラブとなります。会長もやがて精気 

を失い，幹事も老朽化し，各委員長も志 

気をなくします。 

各事業の質も惡くなり，各会員逮も興 

味を失い，やがて幹可も報告事項の 

ない月報を送ることは馬鹿気ていると考 

え始めます。さて，これらの過程は何を 

城の名前をつけたりしているが，わが伊 

丹も例にもれず，適当な名前+を考え5の 

に苦心したのであるが，準備会の席上一 

寸した発言から，伊丹有岡ライオンズク 

.ラブと決定されたのである。 

御存知のように，有岡も伊丹の古城の 

名前である。伝わるところによると，戦 

国の代，伊丹氏の滅亡により伊丹城が織 

田信長の四天王の1人，斗将荒木村重の 

手中に入り，城郭を拡げ日本で段初の天 

守閣を築き，名を有岡城と名付け，近世 

城郭の褪礎をつくった。残念ながら日本 

Jii初の天守閣の跡かたもないが，この記 

念すべき城の名を冠して新たにライオン 

ズクラブが誕生することを心から蓀び， 

いつまでも有岡城を記憶にとどめたいも 

のである。 （伊丹C会報No.17より） 

創立8周年を迎えて 

名古屋C高橋通平 

この10月は，わがクラブが創立会員62 

名でチャーターナイトを開催して满8年 

になります。その年の夏，昭和29年8月 

には，われわれ49名で発会式を举げてお 

ります。 

今この8年間を省みますと，クラブの 

発展は躍進に躍進をIKね，ブラザークラ 

ブは次々に誕生しま•した。即ち南クラブ 

が昭和32年7月にスタート，次いで西7 

ラブと東クラブが34年9月に誕生しまし 

た。设近になって港と名城の二つが発足 

し，六つのクラブのメンバーを合わせま 

すと5〇〇名に達し，丁度発足当時の10倍 

に発展したのであります。 

この間私速は数々の社会奉仕事業を行 

なってきました。交通安全に協力したり， 

物語るか，おわかりのことと思います。| 

その発端は極めて小さい延引が原因です。< 

われわれはもっと多くの他の例を引用出 

来ますし，その結果は極めて苦いもので[ 

あります。 'I 

このような半身不随のマヒ状態の拡大| 

を防ぐ方法はただ一つ，活気にあふれたj 

疲れを知らない熱心な指哚力を与えるこ|( 

とであります。 

(カリフ*ル=ァ州i-A-2地区 » 

キャビネッ1■会議々琪録より）| 
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盲人のための信号機を設置したり，费護 

施設の孤独な老人を慰めたり，孤児にブ 

レゼントしたり，その他数えきれない記 

録を打ちたててきました。 

たまたま昭和34年秋来®した「伊勢湾 

台風」に対処しては会員の亊業地や家庭 

がそれぞれの被害を蒙っていたにもかか 

わらず，立って全国のブラザークラブか 

らの莪援を取りまとめ，名古星と姉妹市 

であるロスアンゼルスからの義援金と共 

に南部の被災校に対しオルガンを贈呈し, 

殺伐たるtimの中に明るい雰囲気をもた 

らし被災校を慰めたことは，クラブ活砌 

の中でも特筇してよいことと存じます。 

最近の社会惜勢から見て，クラブ活励 

の活発化とその重要性はいよいよ切実と 

なってくると存じますが，8年間の経験 

をもとにし，会の各位とともにクラブ存 

在の意気を打ちたてて参りたいと存じま 

す。さらに来たるべき東京オリンビック 

は，洋の東西から多くのブラザーが来日 

するものと予想されます。中部経済囵の 

拠点であり，近代都市として最も成長率 

の高い名古屋のためにも，ライオニズム 

の精神に立脚して奉仕活動の積極性を図 

っていきたいことを，8周年の日を迎え 

るに当って皆様と共に祈念するものであ 

ります。 （名古屋C会報No. SOより） 

スリービングライオン 

烏取C今井平寿 

.私はいま，商業2年生のときに教わっ 

た英文リーダーの中の「少年よ，君達に 

は，誰にも心の中に，alionを蔵してい 

る。そしてこのスリービング（眠れる） 

ライオンを呼び醒ますことによって，男 

者にも，怯惰にもなる」という一節を思 

い出し，苦笑を禁じ得ない。 

Lパッジを散りばめたライオン幅，マ 

ーク入りのシャツ，ネクタイ，襟元には 

銅バッジをきらめかせ，部屋にはあちら 

こちらから頂规した小物をところ狭しと 

飾付け，L宇入りのスブーンでコーヒー 

を揽き立てながら.，ライオン三昧に耽っ 

ている。 

ライオンテーマー（獅子馴らし），テ 

—ルツィスター（尻尾捻り）の道化役も 

一応采たし,「ウォーッ」とロアも叫ぶ。 

どう見ても一かどの勇者に通いない。— 

時は家人もチ3ット手にあました態であ 

ったが，今はなんにもいわない。 

知性は確かだ，数々の奉仕事業を通じ 

て，クラブの誇りと自信も身につけた。 

きびしい日々の店仕事，これといって 

道楽のない私には，通った社会に住む人 

達との仲問づくり，趣味同好のグルーブ 

や，お茶飲み友達とひと時の憩い，来る 

日来る日の例会日の楽しさが私の生活に 

切っても切れない一こまとなって来た。 

しかし奉仕への道はまだ遠く，生命は 

短い。若い緑を胸に燃して大いにクラブ 

の発展に寄与したいと思う。 
(JG取C5周年誌より） 

広がれ広がれ友愛の輪 

我等は知性を高め 

I友愛と宽容の精神を#い 

平和と自由を守り 

社会奉仕に邁進する 

(烏栖Cチャーターナイ1•記念JSよ.り） 

日本ローヤルゼリー研究所新製品ポーレン使用 

ポ•■レン•チョ3レート 
蜜蜂が 花園から集めてきた… 

天然の花粉(ポーレン）と純粋な蜂蜜でつ（つた 

世界最初の素晴しいチョコレート/ 

，強壮滋養の最高の美味// 

☆ゴールデン*エージ（黄金年齢）の方に 

美貌をいとしむ御婦人の方に 

そして発育ざかりのよいお子様への 

絶対的な贈物です！！ ☆ 

「新案特許」出願中 

川上製菓株式会社 
本社工場東京都新宿区西五軒町十七番地 

電話九段（331)1161~ 3番 
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いつも 
つける人の身になって 

個1生をいかす。 
デサインをつくりつづけて 
いる. 

セアンアクセサリ— 

黯趙/系商会 
本 社 

東京営業所 

大阪市南区順*町2 丁目21番地 
電話大阪(261)1891(代表)〜3 

東京都文京区大門町13番地 
電話東京(811) 2272 4032 

スクラ、yプ•ジVナル 
学童横断標識などを贈る 

(淹川C) 
滝川ライオンズクラブ(会長松川健二氏） 
は，秋の交通安全週問にちなんで，市街 
地7力所に学菹横断歩道の警戒標と，10 
日の「目の愛護デー」にちなんで市内5 
小学校に視力検査照明装詛を脱ることに 
なり，8日の例会の席上で，贈呈式を行 
なった。 
桢断標識は，女の干が横断歩道の看板 
をかかえ，男の予がその歩道を指さし 
ている図案で，ひと目で学童の横断歩 
道であることがわかるようになってい 
る。高さ1メートル40センチで，重さ 
86キロのコンクリート台がついており， 
倒れたり，移励などのイタズラができ 
ないよう■になっており，各小学校付近 
の横断歩道に立てて，市交通安企推進 
協議会に贈られた。 
またけい光灯による視力検査装Sは，1 
台6千数百円もするりっぱなもので，寄 
贈を受けた小学校長を代表して伊藤三小 
校長は「最近予供め近視.などが多くなる 
傾向にあり心配していたが，ご厚意にこ 
たえて児童の保健術生の向上に努めた 
い」と感謝していた。（10月10日北海タイムス） 

交通安全の塔贈る 倉吉C 

倉吉ライオンズクラブ（中山善満会長） 
はこのほど，交通安全の標識搭2基を倉 
吉署に贈った。 
同クラブ.の市民生活改善委員会，交通 
安全委員会が中心になって痛ましい交 
通事故を一掃しようと49人の会員に呼 
びかけ，8万円でつくったもの。一つ 
は倉吉市八屋地内倉吉線無人踏み切り 
の北側に髙さ6 メートルで「一時停琳， 

交通安全」と夜光塗料で®いたもの。 
もう一つは北条町江北地内の国道9号 
線天祌橋西詰T宇路に高さ6 メートル 
の三角塔をたて「愛の手で護れ我が予 
も人の予も」「安全へ人も車もゆずり 
合いj 「正しい歩行と正しい運te」と 
三方の道路からそれぞれ見えるように 
迸き，水銀灯で夜の安全3E転も呼びか 
けている。 

なお同クラブではこれで交通標識6つを 
倉吉署に贈っている。 

(10月28E1山除日々新WD 

配連少年を激励 鶴崎C 

鶴崎ライオンズクラブの新閗少年激励慰 
安会は28日午前9時半から鶴崎朿映で少 
年180人が出席して開かれた。古賀同ク 
ラブ第一副会長のあいさつ，森市収入役, 
宿理鶴崎署長，宮本小中学校長代表らか 
ら「待日ご苦労さんです。からだに注意 
しがんばってください」と激励のことば 
があり，少年代表安部啓治君（鶴崎中3 
年）が「しっかり励みます」と答えた。 
統いてクラブ,•市社会福祉協議会，市 
内の各会社，銀行からたくさんの記念 
品が贈られたあと昼食，「皇太予アジ 
ア旅行」「世紀の決關」らの映画を見 
て楽しい1日をすごした。 

(10月大分合同新即） 

夏休み学生交換 札幌中央C 

ニューヨークで開かれた第8回国際会計 
学会に出席のため，9月上旬に渡米した 
ニホン•ビジネスサービス•センターの 
代表理事，中島義光さん（38)は姉妹都 
市のポートランド市に立ち寄り，このほ 
ど帰国したが，二つの明るいおみやげを 
持ってきたc 

ひとつは両都市のライオンズクラブと 
脔年会讁所の姉妹极携，もうひとつは 
来年から，夏休みを利用して，両都市 
の学生5人を交換し合い，親善をもっ 
と深くしようというブラン。 

中島さんが渡米したのは9月7日。その 
とき原田市長から，ボートランド市長の 
シュランク氏にメッセージ，市長夫人に 
着物を託されると同時に，札幌中央ライ 
オンズクラブ（中川俊一会長）ど青年会 
議所（福山卓爾会長）から姉妹提携の橋 
渡しも！!®まれた。 
ポ市では大歓迎を受けた中島さんが， 
この話をすると，シュランク市長も大 
乗り気，さっそく同市のダウンタウン 
クラブのキャノン会長と，靑•年会讁所 
のクリッチロー理事長を紹介してくれ 
た。. 

話はすぐまとまり，ライオンズクラブは 
両都市の親善を，靑年会議所は贸易など 
の経済交流にひと役買うことになり，あ 
とは双方の责任者がサインをかわせばよ 
い段階。近くポ市から®類が届くことに 
なっているという。 
学生交換の方は，両都市の市，商工会 
議所，ライオンズクラブ，靑年会議所 
の4者が協力，高校，大学などの学生_ 
5人を夏休み期間だけ交換し合い，日 
米の家庭生活や語学などを学ばせよう 
レ叶画 

旅费はポ市の船会社が負担し，滞在中の 
諸経赀は双方の市，ライオンズクラブな 
どがそれぞれ，面倒を見ることになって 
いる。 
さきにポ市を訪問した山田市厚生局長 
が両都市の医師会の姉妹提携の話を持 
っており，札幌とポ市の関係はますま 
す密接になるばかり。ポ市ではさらに, 
市民同士の交流も望んでいるといわれ, 
原田市長はじめ関係者は，中島さんが 
もたらしたポ市の希望をぜひ実現しよ 
うと大張り切だ。 

(10月30B北海进斩問） 

なにかを語る 

ひとみがかたる 
セビアン於かたる 

セビアンの 

センスがつくる 
ほんとのあなた 



経営に役立つ心理学③ 

職場の志気を高めるもの 

経當心理研究所長 

松 本 順 

「勤労意欲を高めるものは何か」 
職場における部下の勤労；t欲を高める 

には，いったい何が大切なのだろうか。 

この肝心なことが多くの経営者にとって 

は案外よくわかっていない。そしてこう 

いう問題に接すると，たいてい給与，昇 

給昇格，職場環境の改善，厚生施設，休 

憩時間をよくすれば当然意欲も髙まると 

考えている。 

ところが夹際には給与の高い職場が必 

ずしも勤労意欲が高いとはいえず，給与 

があまり髙くなくても意欲が高い所があ 

り，また職場環境が忠まれていない所で 

も思まれた職場より生産能率が高いとい 

う所もある。 

こんな例にぶつかると勤労意欲を高め 

るものは，今あげたようなものだけでは 

なく，'何かほかにわれわれの気がつかな 

いものがあるのではないかという疑問を 

もつようになる。 

勤労意欲を髙めるのに何が大切かを知 

るためには，常識的な考え方だけではだ 

め省ム知在り科学的な方法で分折してた 

しかめることが必要である。こうするこ 

とによ‘って，はじめて合理的に最も大切 

なものを知ることができる。そしてこの 

方法を：®•初にやったのがアメリカ.の経営 

心理学者ェルトン.メイヨーである。 

メイヨーは，今から約40年ほど前に， 

ウェスタン.ェレクトリックのホーソン 

工場で科学的な方法で作業能率に影想を 

及ぼすものを探ろうとする実験をやった。 

その多くの実験の中でとくに注目される 

ものは，継进器の組立作業の実験である。 

「感情が一番大切である」 

継1器の組立作業.の実験というの,は,.. 

5人の女子工員を他の工員と分離した部 

屋に入れ，この工員たちについて作業時 

間，休憩時間，出来高給，睡眠時間，軽 

食支給などの条件を変化させ，この作業 

条件の変化が作業能率とどういう関係が 

あるかを調べてみるという方法だった。 

たとえば作業時間を增減させていくに 

つれて作業能率はどのように変化するか， 

あるいは休憩時間を設けることが作業能 

率にどの程度に好影稗を与えるかなどを 

綿密に調査した。そしてこれらの作業条 

件をよくすることによって作業能率が上 

昇していくのがわかった。そこで作業条 

件をよくすることが，作業能率をよくす 

ることになるという結論がえられそうに 

なった。 

ところが，ここでちょっと思い切った 

実験をやってみた。すなわち今まで作業 

条件をよくしてきたために高い作業能率 

を示している状態にある時，作業条件を 

全部元の状態にもどしてみたわけである。 

丈れば当然,作業能率は急激に低 

下するだろうと予想していたのだが.意 

外なことには，作業锥率はほとんど落ち 

ずに,’いぜんとして高い水準を示したの 

である。 

これにはメイヨーもち.±っと困った。 

作業条件をよくすれば作業f率が上がS 

.という今までの実験がすVt くつがえさ 

れるという事態に直面したからである。 

そこでメイヨーはなぜ作業条件元に 

もどしても，作業能率はいぜんとして高 

水準であったかという理由をいろいろ分 

折してみた。そして作業能率が落ちなか 

ったのは，工員たちが自分たちは今，会 

社にとって重要な実験をやっているので 

.あり，.社にとって大切な存在なのだとい 

うことをよく知っていたからだというこ 

とがわかった。 

この実験によってメイョーは工員たち 

が高い生産意欲を示すかどうかは，その 

工員が自分の仕事に対し，上役に対しあ 

るいは会社に対して良い感情をいだいて 

いるかどうかが一番大切なのだというこ 

とを知ったのである。 

「感情をつかまねばならない」 

多くの経営者は給与を上げれば，ある 

いは厚生施設をよくすれば従業員はよく H 

働くようになると考えている。 

ところが，経営心理学的にいうと,た: 

とえ給与をよくしても，上役が従業員の 

感情を害するようなことをやっていれば 

けっして従業員は働こうという意欲を髙 

めるものではないというわけである。 

むしろ給与が低くても，上役が部下の 

気持をよくつかんで，部下にあの上役の: 

ために働こ.、う，あるいはこの職場は働き: 

甲斐があるという感情をいだかせること； 

ができれば，部下の意欲は高まるのであ| 

る。 

もっとも，だからといって給与や厚生1 

施設が従業員の生産意欲を高めるために丨 

大切でないというわけではない。従業員： 

が経営者や職場，会社に対じていい感情 

をもつかどうかは，これらの点について丨 

経営者がどの程度真剣に考えてくれていi 

るかによるところが大きいからである。i 

しかし，経営者は，部下をよく使うため丨 

には本末を転倒せず，部下の感情をつか 

むことが，最も大切だということをよく 

知っていることが大事である。 

(千代田C第二副会長） 



宴会場日n西#料理 
品川区大并仙台坂上交番前诋話（491)315 .580.1636 *5819 

mil 

迎賓館 

結婚式場 

神殿•宴会場•衣裳•美粧 

写真場、一切完備 

.相羽有品川C 
別館（日本座敷）（本館洋室） 

WE SERVE 

かんだ 

や絡、、ぞば 
淡路町2-10 TEL(251)0287 

L堀田康 神田C 

東都ろま 

銀座-!ハノ四小松ストア襄 
下間ふぐ 

ぎんざの山下 C 

言171)〇三六六田 
電6九〇三六弋 

神田官本町一七 千 
結婚被露場 

明神会館茂 
電㈣〇〇一五 

銀座西六ノ六 
ナイト•スピン 

鹿 鳴 館 
電⑽代〇五七六 

★20名様までの特別宽新投しました 

洋菓子とフランス料理 

こけし屋 
西荻窪駅前.電1|五I四 

L大石総一郎 杉並C 

クリスマスは 
こけし屋の 

ケーキで- 
★クリスマスケ—キの予約承ります 

熱燜や脂のりたる- の寿司 
仙也 
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星野立子選 

病葉の降る道淹へあと二丁:r«:一木貞予 

贷蓆淹見草股も五六足 11: 

素直であるところに、好感を持ちます。 

俳句は決してむつかしい言葉で云うこと 

がよいのではありません。解釈すべき句 

というのは、故人の句などにすべきこと 

であります。昔の風俗習tftは現代の私共 

には解らないものが多くありましよう。 

その場合は研究をして、また教えられて 

解釈をしてもらう必要が生じるわけであ 

ります。ここにafきました二句は、解釈 

の必要はありません。どこによさがある 
かをお話し致しましよう。：/®を目ざして 

歩き疲れながら行く、その時の感じがよ 

く描かれております。つまり心が内にあ 

つて表面を十七宇に平易に述べているの 

であります。二句目は渑のそばまで行き 

ついた時の軽やかな心持がよく捕えてあ 

秋の日のとつぶり®れし時怖し 

星野立子 

(-.!«川)本田文子 

時雨傘たたみて入りぬ喪の家に 

(岐阜)木村木仏 

地蔵会の絵行灯つけ織娘寮 

町圾に汐さす入江布袋草 

(函館束)松本菊生 

秋潮に供难なげられて洞爺の忌 

菊の供華ダリヤの供華や洞爺の忌 

(浜松)安田余白 

木犀や庭掃く人の声もして 

(姫路鷺城)野一広美 

浮草の朝！！ くや藤色に 

(岩国錦)村井一露 

Sの灯の白きところに温泉浴む見ゆ 

(海南)真砂南窓 

秋水に沿ふて勤めの娘の帰る 

(金沢)本岡歌予 

粮田に冷たき雨の降ることよ 

糸取りの女にまとふ秋の蠅 

(金沢)髙木貞予 

病葉の降る道滝へあと二丁 

贷蓆淹見草履も五六足 

(児0大滝久香 

塩田のraをふちどり^時雨 

(倉敷水岛)山口縫子 

栗拾ひおれば温泉宿の犬部り来 

(久留米)南熊太 

班窓ょり見る天竜の梅雨濁り 

トンネルの涼しさ汽車の中までも 

(京都)有井明ご、ろ 

流れくる朝のラジオや飛騨の秋 

(名lirM名城)拓植精一 

趣聴き、にこの山荘へ今日もまた 

(境港)足立歩二窀 

月今宵淀の家船に人の声 

(総社)伊丹杏女 

着重ねてみちのくの旅はや七日 

(多治見)井沢王香_ 

滴りや二人の老の黙し居て 

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 朿朿都中央区H本擒江戸描三/三 

油脂エ衆会館六R? 

ラィオン編集部 

、応募者所厲クラブ住所氏名明記のこと 



熱海温泉 展望風呂 

政府登録国際観光旅館 

大肖ホテル 
東京案内所 TEL (281) 2330.2770 

名古屋案内所 TEL ( 55 ) 5250 

大阪案内所TEL ( 64 ) 9989 

洞爺湖上で 
ライオンズの歌を聞く 

久留米C 

南 熊太 

昭和37年7月5.6.7.8日の4日間 

に，札幌市において日本眼科学会評議員 

会及び総会が行なわれたので出席した。 

はじめての北海道であるので，まことに 

何もかも興味深いものであった。5日に 

は，北海道大学医学部付屈病院整形外科, 

岛啓吾教授の所に挨桜に行った。7日に 

は島教授から色々歓迎して頂いた。その 

際北海道におけるライオンズクラブの状 

況を承ったし，ネL幌市内にても例えば， 

道路交通標識，交通事故標示板等，数々 

のアクティビティの状況を見せて頂いた。 

島教授は久留米大学に勤務されていたこ 

とがあり，同じ頃に私も久留米大学眼科 

に勤務していたのである。岛教授はライ 

オンズクラブでは，現在302— E 3地区 

第2ゾーンチェアマンとして活躍されて 

いるのである。 

さて日本眼科学会総会も，学会関係の 

観光旅行もすんで後のことを記してみよ 

岡山C 

先日上京の節，逓信博.物館（東京都飯 

田橋）の山下さんのご案内で，新宿丸物 

の切手売場をのぞいたら，ライオンズの 

切手が目についたのでご紹介します。 

(A)中華民国（台湾）1962年発行。ラ 

イオンズクラブ45周年記念切手で，漢字 

では「国際脚子会成立四十五週年紀念郵 

票」と諶かれています。3.60円緑，0.80 

円茶褐色の2種類で，外にこの2種を一 

緒に印刷した小型シート（写真A)も発 

行されています。眼鏡，児责，学校，身 

体不自由者等が，表現派興に函かれてお 

り，中央のライオンズのマークは金色が 

使われていて，なかなか立派なグラビア 

版.外の同国の切手のように，日本の印 

刷局製造。 

(B) カメルーン（アフリカ西海岸にあ 

る仏領）1962年発行。ライ病の日に因む 

ライオンズクラブの救ライ活财宣伝切手。 

カメルーンの地図の上に，ライオンズの 

マークが大きく _かれており，右側に病 

者を抱く医師の姿が見える。2〇 + 5 F思 

褐（写真B),25+10F青, 30 + 15F緑,の 

3種でいずれも寄付金付きです。インド 

救ライ事業とわれわれ日本のライオンズ 

クラブとの関係と照し合せて，興味深い 

ものがあります。一つ，インドでもこの 

種の切手を発行して，救ライの資金を集 

める一助にするよう，ネール首相に提案 

してはどうでしょう。 

(C) フィリピン1952年発行。第3回 

地区大会記念切手。5 c赤橙（写真C ) 6 

c靑緑の2種。図案はパギオ市のライト 

公園。このことは大分前に岡山クラブの 

会報に蛍きましたから略します。 

外にニカラガ（中米）1958年発行，第 

13回地区大会記念切手12種，パナマ（中 

米）1%1年発行。ライオンズクラブ創立 

25年記念切手4種等がありましたが，時 

間と財布の中味が乏しくなったので.割 

愛しました。まだ外にもだんだん発行さ 

れているという山下さんのお話ですから, 

そのうちスコットのカタログでも調べて 

一览表を作りたいと思っています。 

ライオンズの切手 

45TH ANNIVERSAPY Of UOtJS INTE^JATIONAL 

COMMEMORATIVE POSTAGE STAMPS 

、 行«荀《政藓《遺交 
、，...ノン。/:*'*>*1 

CA")(東京c酒井l提供） 上（B) 下（C) 
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う。7月11日札幌市にて団体を解散した 

その夜は登別遍泉に宿泊した。翌12日朝, 

登別をパスにて出発した。パス道路の両 

側には大きな樹木が茂って，昼なお小暗 

い位であった。 

登別木下閱のパス道路 

洞爺湖行きのパスであるが，しばらく 

は海岸に沿って走った。パスガールの説 

明により，海岸の砂浜に浜茄予が点々と 

咲いているのを見た。诉茄予の花，と歌 

にもあるあの浜茄子をはじめて見たので 

ある。しばらくは太平洋をながめながら 

パスは走った。 

浜茄予の花吹く蝦夷のパスの旅 

パス走る浜茄子の花点在す 

いったん洞爺湖に着いてから，昭和新 

山見物にパスにて行った。昭和新山は昭 

和19年1月から昭和20年9月にかけて, 

新たに畑地が降起して喷火した活火山で 

ある。盛んに白い喷煙を吹き出していた 

が，山の上に立ちこめている雲の峰との 

境がどこかはっきりせず，或いは喷煙が 

そのまま雲の峰となっているようにも思 

われた。 

新山の噴煙雲の峰となり 

喷煙と雲の峰との境なく 

昭和新山から洞爺湖に向かって，山の 

雜あたりから湖畔にかけて安が黄色く色 

づいて全く安の秋と言う状況の所があっ 

た。 

洞爺湖のあたり全く麦の秋 

洞爺湖にては遊览船に乗った。雨が少 

し降り出した。洞爺湖のほぼまん中に， 

中ノ a, 音島，饅頭咼等の4つの島が 

あるが，どの岛にも樹木が茂り/その樹 

木は企く新樹にして，葉は若萊であるが, 

樹木全体が水々しく生々としていた。遊 

览船が島に近づくと鷲の鳴いている！!0も 

問こえた。この遊覧船の中にて案内ガー 

ルが「皆さん，このお客さんの中にライ 

オンズクラブ会員の方が乗っていられま 

すので，ライオンズクラブの歌を歌いま 

しょう」と言ってマイクを通じて声高ら 

かにライオンズクラブの歌を歌ったので 

ある。洞爺湖のまん中でその声に和して 

歌った。 

湖に島ありて老鷲嗚きにけり 

湖に島あり新樹燃ゆるかな 

ライオン誌原稿募集 

i■ライオン誌は皆様の雑誌です。ライ 

iオンズとして皆さんの窓見，経験，反 

け#その他，何でも結構です。どしどし 

!御投槁下さい。ライオンズ関係外のこ 

iとでも御感SI, Bli策など寄搞をお待ち 

|しています。 

I ■ライオンズ俳壇は，号を追って新し 

!い投槁者が出ていますが，もっと沢山 

iの方から句を寄せられますよう，係り 

Iでは望んでいます。 

I 原描送り先 
東京都中央区日本棰江戸棰3 — 3 

油脂工業会館6陳 

ライオン編集部 

湖の4つの島のみな新樹 

船から中島に上った。雨が降っていた。 

紫陽花が咲いていた。待望の羊蹄山は雲 

にかくれて見られなかった。 

湖の島紫陽花雨そぼつ 

洞爺湖の中の4つの島もみんな新樹で 

あったが，船から湖畔の樹々を見て廻る 

店店店店ル. 

一張張張张ピ 
出出出 ン 

デデP .、テI 

急神^/スー 

阪阪駅デ寺一 

田田阪丸王！ 

梅梅大大天： 
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のにみんな新樹にて生々としていた。 

洞爺湖の島も湖畔もみな新樹 

船にての洞爺湖遊览を終り，湖畔を歩 

いて見て廻ったが，泳いでいる人があっ 

た。まだ寒いのに，しかも雨も降ってい 

るのにと思って見ていると，さすがに泳 

いでいる人はただ1人であった。 

洞爺湖に泳ぐ人ありただ1人 

湖畔にはリラの花が咲いていた。湖は 

波も骱かであった。先刻はモータ—ボー 

卜が勢よく大きな波を立てて走っていた 

が，その波も何時しか骱かにおさまって 

いる。 

リラ咲いて波も骱かな湖畔かな 

洞爺湖駅からパスにて出発する際には, 

発車間際まで何回もリラの花の近くまで 

行って，もう1度と，見たり，香をかい 

で洞爺湖との別れをおしんだのであった。 

リラの花もう1度見てかいでみる 

昭和37年7月31日現在にて，北海道に 

ライオンズクラブは51クラブあり，会員 

数2,508人（ライオン誌昭和37年10月号) 

と言う。そして，北海道は昭和37年7月 

より独立して302-E 3地区として独立し 

らまい毛の貧べある倉e 
江戸前すし栄 

(その7) 

品川C 相羽 有 
0 

☆江戸前一品川沖の魚貝類 

江戸前とは「にぎりずし」,.の代名.飼の 

ごとく，東京以外の地方でも「江戸前」， 

と看板に.ilfいてある。江pのMに広がる 

海，つま.り品川から浦安浊の束京港の魚 

貝類，新鮮なも.のを使って，いるとか，ィ 

キのいい江戸ッ子のセン名,.江戸前風だ 

という意味らしい。 

徳J11時代には，芝浦海浜に漁船がつい 

て近海の魚市がたち，うまい近海物が江 

戸ッ予の味党を満足させた。それが日本 

橋の魚河庠に移った。いまは築地の中央 

市場となった。そこ.では遠海物のメキシ 

コ海老.も，冷涑されて輸入される。しか 

し品川その他の海浜には，いまもなお生 

货に近海物を囲って良心的に商うところ 

が残っておるから，高価だけれども，イ 

キのいい江戸前の魚貝を求めることが出 

来る。これは一流の料理店の需.要に応ず 

るためである。 

☆すしの歴史 

藤原時代「西000年」から，足利時 

代までは，「馴れずし」とて，魚を塩にま 

ぶし，版の中に玄米を入れて加圧して馴 

らしたり，飯の中に魚を地めて熟らした 

といわれている。 

白米飯を使うと，数日間で味が熟する 

ので，埂長時代「西暦U96年」には「飯 

いいずし」とか,「早ずし」とか呼ばれた。 

これで自然酸酵の酸味から，殺菌力が生 

じ，腐敗を防ぐことが判明したので，い 

きなり白米飯に酢を混ぜると同一の効采 

があると発見した。 

天明7年「西暦I787年」ごろには，い 

まの「にぎりずし」に近いものが現われ 

た。 

坊主だまして還俗させて 

こはだの鲳でも売らせたい 

という俗謡も巷に歌われた。江戸の町々 

の女性連は，若い美男の坊さんを枠なす 

し売りに商売替えさせて売り歩かせたら 

と，誰れ彼れとなく噂しあうほど，すし 

は普及した。そのころは手ぬぐいを吉.原 

かぶりにし，草履をつっかけて.，枠な声 

で「こはだのすし」と呼んで街路を流し 

て歩いたもので，これを食べなければ江 

戸ッ子でないようにいわれたほど流行し 

た。 

☆酢づけ「こはだすし」 

文政「西暦1818年」のころになると， 

はじめから酢と水とを混和したもので白 

米を炊きこみ，酢づけしたるコハダなど 

を握りこむだけでよいものとなった。 

これが江戸ッ予の気風に迎えられて市 

中にいたるところに「にぎりずし」の店 

が出来た。京阪からも，全国各地に広が 

った。「馴れずし」の時代には，鲇，鲋， 

飾，鳞など，主として川魚が使われた。 

その後，鰺，鲼，このしろ，などを酢魚 

として使い，生の材料をそのまま使うよ 

うになってから，白魚，海老，鲍，など, 

また玉子埤も使われるようになった。 

☆ツケ鲔のいろいろ 

にぎりずしに鮪を使い始めたのは，天 

保の末期ごろで，比較的に新しい。当時 

鮪の大漁のため大変安くなった。この利 

用法として切りつけしたものを醤油につ 

けて変色せぬようにして使い，安価に売 

り出した。安いものが売れるのは，昔も， 

今も同じことで，たちまちにして江戸中 

を風靡した。いま鲂のことをブヶ（溃け 

る意味）というのは，この名残だという。 

そのころ，御膳ずしという看板を出した 

店では，鮪は下魚としで使わなかったら 

しい。その鮪がすしの王座に押しあがっ 

たのだから，ここ150年間の有為転変の 

世情には笟かざるを得ない。 

'すしの店に入ると，「まぐろ」を註文す 

る。「とろ」とか「中とろ」とか，赤身と 

違う，白い脂肪の交ったものの好みをい 

う。最高の味は，本まぐろ，シビとも呼 

んでいる。またお値段も最高で，手のひ 

らにのるだけの小片で金1万円也という 

ものもある。すし1箇が200円，1皿 

1000円にもなる超特級品で舌を遥かす。 

魚が材料だから.すしのたべごろは， 

魚のシュン（季節）のときがうまい。鮪 

のシュンは12月から2月まで，このころ 

になるとトロの脂肪が，夏期の1〇%なの 

が，厳寒のためか40%にもなって，いち 

ばんうまい。 

鮪にも「キハダ」あり，「パチ」あり， 

「メジ」あり，大衆向きの安いものが， 

1年を通じて供給される。価格と味党と 

からも，ビンからキリまで，万人に親し 

まれる魚である。 

☆すし種のシュン 

ここですしのタネになる魚のシュンを 

举げると，平目，こはだ，さより，たこ， 

蛤，とり貝，赤貝，貝柱などは，11月ご 

ろから3月ごろまで，やはり1, 2月の 

厳寒期がうまい。「目に青葉,山ほととぎ 

す初がつを」という句から，鰹のいちば 

んうまいのは春のような印象を受けるが, 

これは南の海から暖流にのって太平洋の 

沿岸近く回遊してくるもので，4_5月 

ごろ，伊豆沖に現われ，8 — 9月ごろに 

は三陸沖に北上する。えさを求めての回 

遊だから，南から北に進むにつれて太つ 
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て1'地区を作っている。私としては，は 

じめて来た北海道にて，その中心地たる 

札幌坩で島啓吾チXアマンから，北海道 

のライオンズクラブの盛況を即き，札幌 

市内にての数々のアクティビティの状況 

を見せて頂いて感心していたのであるが, 

まさか洞爺湖上の遊1览船にて，ライオン 

ズクラブの歌をW) くとは企く予期しなか 

1111111111111111111111111litllillliill11111111111111111111111111 Mill 

て脂肪がのってうまい。 

觸は4 — 5月ごろがシュン。6 — 7月 

ごろには瀬戸内海でも少ししかとれなく 

なる。鰺5 — 9月ごろ，穴予，すずき， 

しゃこ，鮑などは6 —8月ごろがシュン 

だといわれている。すし種のうまい季節 

は，大別して冬のものと，夏のものとあ 

るから，どんな魚貝でも，いまは全国の 

各地から旅のものが入ってくるから，1 

年を通じて使われているが，ッヶ台に並 

んだタネをみながら，自然の支S!する， 

敞妙なる味の感觉の変化を試みるのも一 

判であろう。 

☆生きずし，変りずし 

岛あじ，勘八，鲥，さねら，これらは 

すし種として珍重される。光りものとし 

てM,こはだ，m,鲇がよろしい。貝類 

では，烏貝，帆立貝，みる貝，i!f柳，'そ 

の柱もよい。「うに」をのり巻きにしたり， 

シャリの上にのせて周囲をのりの短i•切 

りでかこんだものもある。「イクラ」も夕 

ネとして使われる。牡蝈も，生のままと 

か，罐詰のものが使われる場合がある。 

取えびの生きたものを，頭をとり，皮 

をむき，にぎりのタネとして出すと，身 

がビ7ビクと躍励するuこれを「踊りJ 

とか「生きずし」という。1箇150円は 

する。ただし箱内のオガクズ（木の鋸屑） 

の香りが残る恐れがある。 

☆1世紀に及ぶ名店 

すし栄の本店一中央K銀座來7-3, 

東京温泉の南端に近い，創業は嘉永6年 

祌田旅浦町にて初代が栄蔵という方，こ 

の元店が残っている由，山岡鉄舟など釗 

豪に晶貭されてから，100年以上もつづ 

いている。現在は3代目の倉田華太郎君, 

明治29年生れの獎鑠たるもので，4代目 

の桂二郎君一東京教育大の西洋史科を出 

たインテリ ー32才とともに，毎朝，仕入 

れた魚貝煩を点検して万一の遗漏なきよ 

う努力している。その洒脱な気質が窺わ 

ったことであるので，全く感心の外なく 

感激の至りであった。 

沢山の遊fe客の中にライオンズクラブ 

のバッジをつけているのは，ただ私1人 

であるのにr皆さんライオンズクラブの 

歌を歌いましょう」と臆する所なく歌う 

その勇気と，それが単なる剪気を出して 

歌っているのではなくて，全く自然に歌 
111111111111111111111111111111111111111111111111iiiiiiiiliulniii ill 

れて嬉しい。 

生ものを商うので材料の桢逸と蛘度に 

はJS•大の関心をもち，中央市場の魚仲買 

い店でも，すし栄への納入を誇りとし， 

良心的に取引きが成りだっている。 

本店には立食はない。2〇人の椅予席， 

お客は註文したものを卓上に運ばれて召 

上る仕組だ。ここの他，西銀座デパート 

のお好み食堂，数寄屋橋ショッビング• 

センター，松坂屋百货店などに支店や売 

店がある。ここではツケ台があって立ち 

食いが出来る。なお赤坂すし栄，錦糸町 

のすし栄などは，1〇年勤絞の人達を援助 

し，ノレン分けした店である。 

出前一既に出来上ったものは皿にのせ 

て届けるものが，総売上げの80—90%を 

占め，昼食ごろには会社その他へ，夜と 

もなれば新橋や赤坂の料亭へ，この注文 

に追いまわされている。出前のすしは， 

大体3時間位は味が落ちぬよう工夫し， 

価格もにぎりずし1人前200〜800円内外。 

また出張してツヶ台にて握って立ち食 

いさせることも定評があり，先年，三井 

クラブの皇族の集り，菊栄会の園遊会で, 

すし栄の屋台に陛下がお立ちよりになら 

れ，にぎりを20ヶほども召上られたとい 

うエビンードもある。 

☆酒，サビ，ガリ，出花 

すし種だけをツヶ台に出させて，日本 

酒を召し上る方は食通らしい。ここで酒 

には，辛口の菊正とか，甘口の月桂冠と 

かいろいろあるが，ほんとうはどちらが 

よいか。個人差があるから，100%とは 

いかないが，すし種の魚貝類との味の出 

合いには，辛口でもなく，甘口でもない。 

その中間に位する，淡白なるスウーッと 

したるもの，例えば白鹿とか白雪とか， 

それに類似するものが望ましいようだ。 

わさび，すし星ではヮサビのヮを略して 

サビとだけいう。また山葵のことを「な 

みだ」としやれていう。目にしみると涙 

っているような気安さを感じたのである 

が，北海道にてはライオンズ7ラブ会員 

以外の人も気安く，ライオンズクラブの 

歌を歌えるように，そこまでライオンズ 

7ラブと言うものを北海道のすみずみま 

でもしみ透らせて頂いているものと感心 

したのである。 

すし栄倉田華太郎ライオン 

が出るという；f:味らしい。これは伊豆の 

天城山の渚水の浼出すると_ころで栽培す 

る，十宇科植物で落の' •種である。これ 

は信州でも，奥多暌からも出るし，山間 

地方には俗称「わさび沢」という地名が 

全国にあり，天然に自生しているものも 

あるようだ。 

ショウガ，生姜と,If く。すしやではガ 

リという。すしに欠くべからざる薬味で 

甘酢っぱい味の薄切りをフリー.サービ 

スしている。これはすしを食べて舌先き 

に残った魚の脂肪を消し，次に企べるも 

のへの口直し用のものだから，ガリを口 

に入れて次にすしを食べることが正しい 

といわれている。 

茶，大きい湯呑みに濃くて熱い茶を入 

れて出すから，少し飲んではすしをつま 

み，またガリをかむと，味の出合いがよ 

ろしい。すし屋では，色と香と味の3つ 

を揃えるため，故岡の葉茶屋から，各種 

のものを混和したる粉茶を手に入れて漉 

し器で沸して出すよ_う_だ。玉露の上うな 

上等茶は，茶そのものの甘味が出るから 

すしには不向きだという。 

すし栄，倉田幸太郎君は銀座LCメン 

チェアマンとして活躍されている，北 
1111111Mllflllllllllllllllf111111111111111111tlllllllllllllllllllllllllllllllll 
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大島啓吾教授に敬意を表し，今回の北海 

道旅行に当り歓迎下さったことに対し， 

謝意を表するものである。 

(久留米C会報編災委员设） 

日本ライオン史の中の 

小さい一駒 
芦屋C 

福田忠介 

芦屋Cには，そのクラブ旗のほかに， 

米国の1クラブの会旗が保存されていま 

す。 

10年前，マニラCの手で東京Cが生ま 

れた日本ライオン史第1頁は，日本のラ 

イオンの太く大きな根幹でありますが， 

10年の間に，仔ライオンのひらいた海外 

クラブとの結びつきのハシリかとも思わ 

れる，頭ilfの会旗をめぐるささやかなェ 

ビソードを，ご紹介申しあげます。 

1960年シカゴにおける年次大会の帰途, 

私は芦屋市と加州モンテベロ市の姉妹极 

携に目界をつける心組みで，地図でさえ 

見たこともないモ市を訪問しました。私 

の相談に対して，モンテベロ LCは「世 

界平和への最良の布石なり」として，モ 

ーリング地区ガバナーや，スキドモア会 

長以下同クラ、ブ総立ちの反応で，モンテ 

ベロ Cはモ市の一切をリードしてこの話 

モンテパロ C例会場でテープルバ 
ナーの受渡し。左から福田しモー 
リング•ガバナー，スキドモア会長 

を実現したい，との意向で燃え上り，即 

時話がついてしまいました。 

私は，自分の気負いこんだ熱意を吸い 

取られてしまったかたちで，その日の別 

れ際に，例のごとくテーブルバナーの交 

換を申し出ました。会長以下戸惑った様 

子で，月曜日の例会後にしてくれと云う。 

私は翌週の再会を約し,10日間の東部の 

旅を終えて再び訪れた。バナー交換式場 

の用意がされてあって，芦屋Cのメッセ 

ージとローケツ染のテーブルバナーを手 

波したところ，先方は親愛と歓びに充ち 

た中で，「例会の決議により，芦屋Cと 

兄弟の契りを結び，35年間掲げ統けたこ 

のクラブ扨(•をって，そのしるしとした 

い。お持ち帰り下さい」と云う。私は思 

い設けぬ恹開に内心たじろいだのである 

が，都巾•极携にさきがけて，ライオンズ 

互V、の友情の結びつきの成りたつであろ 

うことを梁って，彼等のまだ見ぬ親友に 

対するあこがれと直截な親近感を，その 

大きなクラブ旗に包み，旗竿もろとも持 

ち帰ったのでした。 

モンテベロ Cには，テーブルバナーと 

いう日本のような繊細な用意がなくて， 

戸惑ったこともほほ笑ましいが，国旗や 

会旗に対して格別な辟厳と誇を抱く彼等 

が，執念の会旗をブッつけてきたフロン 

ティアらしい果断に，われわれの長い歴 

史に培われたあるものに通じるものを見 

せられた。芦屋C例会の総意が，彼等の 

申し入れと会旗のこころを，ためらうこ 

となく，力強く嬉しく受け入れたことは 

勿論であります。 

両クラブの努力によって，8力月後に 

両市の提携が実現し，両クラブ，両市の 

活発な交流が続いています0ライオン誌 

英語版11月号に「美わしき大使」として 

紹介された写真報道は，今夏302-W1 

第5リジョン18C合同で行なった青少年 

交換計画を伝え聞いたモンテベロ Cが， 

芦屋C派遣の子女を招いた例会の模様で 

あります。 

ちなみに，モンテベロ Cは，I925年5 

月にチャーターされ，現在会員85名，う 

ちチャータ ーメンパーは2名残っていま 

す。既場主，卵星，工場主，衛生官，眼 

鏡医，植木屋等，さまざまの職種で，庶 

民的で若々しい和やかなクラブです。 

(芦屋C幹裝） 

ライオン制服について 

大单田C 

河野米® 

近頃九州の各地でチャーターナイトや 

週年記念の催し等に出席すると,制服ら 

しい揃し、の洋服を着用された方速を多く 

見受けます。突しく鉍飾された会場に紺 

色や茶色の揃いの服で入場されるのは， 

一種のショーとして見る時は壮観さを加 

えて華かな感じを受けるものであります。 

しかしチャーターナイトや]1年記念と 

云うものの本質は，会員のレクリエーシ 

ョンやショー的の集合ではなくて，それ 

ぞれに意遂ある祭典であり厳;翁なお祝で 

ある。これら祝祭典に粢合の度びに，ラ 

イオンズ粘祌の向上と反省を行なって， 

本来の使命であるァクティビティの遂行 

に努力せねばならないと思います。 

この考え方からすると，各都市のライ 

オンズクラブ梅に制服を着用する理由は 

余り発見出来ないようだ。万一その必要 

があって，日本中の7ラブに制服が取り 

上げらるるならば，その理由発表があり， 

現在の帽予の如くそこに何等かの窓aが 

確立しなくてはならぬと思います。 

昔は，特に戦争中は統制の強化につれ 

て各補の団体に対しては制服を作らせる 

ことが流行したものだが，現在は学校で 

も各自好みの服装で何等不便も感じてい 

ない。寧ろ現在制服を着用しているのは, 

自衛隊，警察，国鉄マン，例外ながら監 

獄の看守と囚人位ではあるまいか。これ 

らは何れも一般人と混同されては職務遂 

行の出来ないのを防ぐ為のものであるこ 

とが主要因であると思います。 

従来多数クラブ員の集合する場合は， 

各クラブ名入りの腕章なりタスキを作っ 

て，自己所屈を標示して事足りたもので, 

同一服装の必要を感じていなかった。そ 

れが最近急に制服着用が增え出したのは, 

日本人の統制好きと一種の見栄ではあり 

ますまいか。 

何れもこれはライオンの場合であって， 

婦人部即ちライオネスの制服はその利点 

も尠くないと思う。何の会合でも出席の 

姉人は一種の衣装競べに成り易い。これ 

を防ぐ意味から制服を着用されることは, 
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当然必要视されても良いのではあるまい 栄の制服を作る資金があればアクティビ 

か。会合梅に新調される呉服代の支払は ティの為に消伐し，ライオンズ本来の目 

ライオネスの悩みであり，ライオンが被 的に贡献することが本当であると考えま 

窖を蒙ることを考える時，寧ろ制服は冇 す。 

難いことだと考えられます。 

われわれライオンは，ライオンズの歌 

にある通り胸にかかげたL宇の誇りと云 

う如く，ライオンのバッジ1個を胸につ 

けていれば，誰人にも敗けない正義と切 

気が费われるものでなければならぬ。制 

服を着て華々しく振舞うことがライオン 

であるとは考えられない。万一，日本の 

ライオンの希望があれば，迎絡琪務局で 

研究し結論を出して頂きたい。現在は見 

特別のライオンズに各種記念の参加 

メタルをキラキラと着けて冠ることは， 

大人のオモチャとして軽く考えるようと 

云う論をライオン誌で打見したことがあ 

ったが，それも1つの見方で結構ではあ 

るが，制服も又幅子と同採にと云う人が 

あるなら，制服製作はオモチャとして余 

りに犓牲が大き過ぎはしないでしょうか， 

会S諸Sの御批判を願いたいと存じま 

す。 

Wまたは領域 地区 
番号 

1 Illinois 
2 Texas 
3 Oklahoma 
4 Californa, Nevada 
5 Minnesota, Ontario, 

Manitoba, North Dakota, 
Saskatchewan, 

40 New Mexico 
41 Maine, New Brunswick 

Nova Scotia, 
Prince Edward Island, 
Newfoundland, St. Pierre 
& Miquelon Islands 

42 Rhode Island 
43 Kentucky 

〇ライオンズ地区一覧表〇 
ライオンズ围際協会は現在，118の国又は地现的領域にわたって会を耵し，それぞれ 

の地域社会の究顷向上に灯献している。協会は1962^7月現在391地区に分けられ，それ 
それ地区ガパナーが符内クラブを統粘している。この地区の区分は，一体どのような梆造 
になっているのだろうか？ その一览衣を御参考に供してみる。好学の士の研究材料とも 
なれば幸いである。 
蛇足までに御注您申しあげるが，衣を御览になれば舡ぐお判りのように，数力围（又は 
領域）が災まって一つの地区を作る場合もあり，また逆に一つのraが数地区に分けられて 
いる場合もある。わが围は後名に城し，302地区番リ•にE，W2沌6つの附リ•をつける。 
この衣ではこれをこ「302 Japan」というように•记してあることに御留.想下さい。 

109 Iceland 
110 Netherlands, The 
lit Germany 
112 Belgium 
114 Austria 
201 Australia, Papua 
202 New Zealand 
300 Republic of China 
301 Philippines 
302 Japan, Ryukyu Island 
303 Hong Kong 
304 India, Ceylon, Burma 
305 Pakistan 
308 Malaya, Singapore 
309 Korea, Rep. of 
351 Iraq, Jordan, Lebanon, 

United Arab Republic, 
Libya, Syria 

354 Iran 
356 Israel 
401 Morocco, Algeria, 

Tunisia 
403 Cameroun, Central 

African Republic, 
Republic of Chad, 
Republic of Congo, 
Gabon Republic, 
Republic of Guinea, 
Republic of 
The Ivory Coast, 
Malagasy Republic, 
Rep. of Mali, 
Republic of Niger, 
Reunion, Rep. of 
Senegal, Togo, 
Upper Volta Republic, 
Republic of Dahomey 

407 Sudan 
409 Republic of The Congo, 

Ruanda-Urundi 
410 South West Africa 
411 Kenya, Uganda 
412 Republic of South Africa, 

Nyasaland, 
Southern Rhodesia. 
Northern Rhodesia 

South Dakota 44 New Hampshire 
6 Colorado 45 Vermont 
7 Arkansas 49 Alaska, Yukon 
8 Louisiana 50 Hawaii 
9 Iowa 56 Puerto Rico 

10 Upper Michigan 52 Guam 
11 Lower Michigon A Ontario, Quebec 
12 Tennessee B Mexico 
13 Ohio C Cuba 
14 Pennsylvania D Costa Rica, El Salvador, 
15 Wyoming Guatemala, Honduras, 
16 New Jersey Nicaragua, Panama 
17 Kansas E Venezuela, Netherlands 
18 Georgia Antilles, Trinidad 
19 Washington, British F Colombia, San Andreas 

Columbia, Idaho Island 
20 New York G Ecuador 
21 Arizona H Bolivia, Chile, Peru 
22 Maryland, District of J Uruguay 

K Bermuda 
Columbia, Delaware 

23 Connecticut 
L Brazil 

24 Virginia 
25 Indiana 

M Paraguay 

26 Missouri 
27 Wisconsin 

O Argentina 
P Surinam, British Guiana, 

Barbados 
28 Utah (West Indies Fed.) 
29 West Virginia 101 Sweden 
30 Mississippi 102 Switzerland, 
31 North Carolina Liechtenstein 
32 South Carolioa 103 France, Corsica 
33 Massachusetts 104 Norway 
34 Alabama 105 England, Scotland, 
35 Florida Northern Ireland, 
36 Oregon Republic of Ireland 
37 Montana, Alberta 106 Denmark 
38 Nebraska 107 Finland, Aaland Islands 
39« Idaho 103 Italy, Sardinia, Sicily 
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第2回.302複合地区ガバナー合同会議 

la月120口13時より■京都市京大和に於て， 

各地区ガパナー以下地区役員等32名出席 

本年度第2回ガパナー合同会議が叩催？ 

れた_。••主なる讁堪は岑の通りである。： 

⑴’複合地区述営について，事務局立案 

の逝営案を検討し，第3回ガバナー合同 

会_にてK•終案をまとめ，本年度の各地 

区年次大会に上程すること。 

⑵国際理琪会にわが国より常任理事を 

逸出する件。本件に就ては今後共夾現に 

努力を絞けること。 

(3)国際理坩会を1963年4月に來京で開 

催せられる件。 

3〇2地区全員をあげて来日の役員を歓 

迎することに決定した。なおこれが接遇 

の方法等につき打合せを行なった。 

(4)印度救ライ事業について。宮崎博士 

及び印度救ライ実行団体首脳部と打合せ 

の上，その結采を各地区に報告.しこれに 

基き慕金を実施することに決定した。 

⑸パラリンビックの件。本件に関する 

各地区の窻見は区々であるので，本件の 

受入団体の中心を明白にさせ，他の団体 

の募金状況も調迸し，各地区とも茲金額 

が区々であっても応分の協力をすること 

に決定した。 

(6)世界大会招致委員会設瓰にする件 

委員会の設1を全ガパナー了承，設iS後 

の諸経找については各地区分担とし委員 

長に，福島E1ガバナーが就任すること 

に決定した。 

—— 

⑺Make Up Ruleに関する件。本件 

に関する国際本部よりの回答について説 

明あった。 

⑻国際代表呼称の回答について。国際 

本部よりの回答に基き今後国際代表の呼 

称を「日本地区幹I|f」Secretary of Japan 

と改称することとしこれをシカゴ本部へ 

申逮することに決定した。 

⑼連絡市務局移転の件。現在の3〇2地 

区迚絡琪務局は各種の事怙により移転の 

必要に迫られたので検討の結采，移転を 

承認することとし，その為に全国の会員 

一人当り200円の割合で拠出願い，これ 

を移転の諸支出に当てるよう決定された。 

⑽ライオンズ青年会（学生会）及び婦 

人会の件。ライオンズ青年会（学生会） 

日本ダイ■ナーズクラブ.日本クレジットビューローの店 

国際K光.柬京セブンワンダーズ 

(会'H+は…か一すを-利•用吓さい） 

4%荼豸豸 
郷 土 料理 

Lの方はお気楽にサインでお通り下さい 

切麥合常造り大民家 

京谷話京 

柬渋*r-IIL柬 
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ライオン誌に 
あなたの 
写真を/ 

ライオン誌では下記要領 

で、会員皆様の写真を募 

集しますので、ふ‘るって 

御応募願います。なお採 

用分には薄謝を呈します。 

•手礼または6 X 6判 

ライオンズ国際m会302地区連格 

事務局ライオン《%郎 

“本に穴をあけず 
糊付もせず 

合本の出来る 

ライオン誌用 

御寒胚に職場にぜひ1冊お備えください 

単価270円（送料込） 

ライオン誌の綴じ込み，保存に簡便な合本ファ 

イルをご利用下さい。湘包，発送贽などの関係 

もありますので，クラブで出米るだけまとめて 

多数ご注文下さい。 

申込先：來朿都中央区日本捣江戸椹3〜3 

汕脂ェ衆会館6防 

ライオン編集部 

は国際本部として承認しないので，目下 

懸案中の在贲学生会は一応見送ることと 

した。又婦人会は原則的には承認されて 

いないが，クラブi|i位でクラブの監督の 

下で行なうことは差支ないとのことであ 

るので，現状維持ということを了承され 

た0 

(11) 302-E1地区再分割案扱案に関す 

る件，302—E1地区を1963年7月1日 

より2分割し東北6姑を302-E 4地区 

とする案が极案されこれが実現するよう 

手続を推進することが議決された。 

⑽その他の案件に就ては省略 

302地区連絡事務局移転決定 

既報の通り迚絡艰務局の取務所はI2月 

中に次の処へ移feすることに決定したか 

らお知らせします。 

柬京都中央区日本橋区江戸橋3 — 3 

油脂工業会館6階 

WS (271) 7061〜3 

マニラ大会終了す 

Orient and Southeast Asian Lions 

Conventionは，去る11月21日より24日 

まで比徘赉マニラ市に於て開催され，わ 

が国ライオンズからの出席者37名は無琪 

大役を采し今般帰国された。現地より約 

380名，外国より約100名の出席者であっ 

たが，わが国の出席者数は他国を圧して 

第一位であった。式典及びパーティ等誠 

にすばらしいものであったが特に今回の 

大会に注回すべきものは討論会であった。 

先ず第一議題たるアジアにおける経済共 

同体の問®に就ては各国代表より意見あ 

ったが結論を得ず後日，議事録により各 

国にて検討することとなり，第2の問题 

ライオニズムに関する討論に於ては各国 

代表から活発なる意見と報告があった。 

わが国よりは第一の問題については福島 

団長，笫二の問題については塩原カウン 

セラーから力強い発言がされた。敁後に， 

次期即ち来年度のアジア大会開催地は台 

湾側の#望強く満場一致台北に決定した。 

又，マニラ市とケソン市の中問にわが国 

から交通信号塔を寄贈することとなりそ 

の発表が行なわれた。 

月報記載上の注意事項 

このほどシカゴ国際本部より，月報 

(マンスリー.レポート）の記戦方法に 

ついて下記のよう:な注怠がありました。 

⑴クラブ名を正確に 

月報に記載するクラV#号の問合せが 

よくあるが，月報に#クラブ番号を使用 

する必要はない。必要なのは，①クラブ 

の名称，②地区ナンパー，③幹事名，④ 

クラブ住所等を確突に記載することであ 

る。大都市のクラブで，例えばKANTO 

Lions Clubと記賊してくる所が多い。 

しかし本部では正式には朿京関束クラブ 

と登録されているため，本部の多くの職 

員は正確なクラブ名を探すために，大変 

な時間をかけることになる。.骱岡獎，京 

都癸，和歌山葵の如ぎが，葵クラブ 

と報告された場合等，御®I像下さい。 

(2)会員氏名は-省略しないで 

坳加会員報告欄で，そのスポンサーの 

正式名称を完全に記しているクラブは少 

ない。例えば山田豊次郎という会員があ 

った場合，そのクラブに他に山田という 

会員.がいたとする。このクラブが.山田 

(豊）というやり方でスポンサー名を記 

したら，本部では豊次郎とは考えずその 

まま山田ユタカと記入することになる。 

後日Key赏を申込まれた時，キー部局 

では山田搜次郎のスボンサーではないと 

云うことになる。どんな場合でも名前は 

フルネーム(完全な氏名）で必ず振り仮名 

をつけてご報告下さい。 

11月結成クラブ 

11月1日 愆 山C Sp 甲 府C 

U 5 0 小 林C Sp 延 岡.C 

V U 奈A西C Sp 奈 kc 

V U 生 駒c Sp 大阪堂ftc 

V 6 E1 大阪大正C Sp 大 阪港C 

U V 伊丹有岡C Sp 伊 丹C 

U 7 n 川 崎C Sp 横 浜C 

U 8 B 大分四R市C Sp 中 津C 

U 9 m 111形蔵王C Sp 山 形C 

U 10 R 札税ボブラC Sp札视アカシアc 

〇 u 森 町C Sp 浜 松C 

H 11日 安 逛c Sp 岡 谷b 

U 150 羽 视c Sp 留 朋C 

P 19R 湖 西C Sp 奴 沿南C 

U 20日 盛岡不来方C Sp 盛 岡C 

-U 21日 佐 贺c Sp 福 岡C 

V 22日 阿波池me Sp 坂 出C 

P U 小 牧c Sp 二 宮尾北C 

V 25日 n 净c Sp 训 路C 

U 28日 京都和川c Sp 京都桃山C 

1> U 京都紫明c Sp 京 都葵C 

V 29日 大阪淀川c Sp 座中中央C 

V 30日 大阪閲西C Sp 大 阪南C 

訂正とお詑び 
♦10月号15頁「例会出席パロ メーターjの今 

治C出席率は，93%の誤まりでした。 

♦11月号17M「例会出席パ〇 メーター」の吳 

C出席率は，96%の誤まりでした。 

以上，訂正致します。 

合本ファイル 

1カラー写真 
•キヤビネ以上に拡大 
プリントしたもの 

2白黒写真 

在しは置お、に 
所わ臭位をで真。 

ブ現写テガの写い 
ラを ータネんもさ 

クー ラ^。せれ下 
、ラ。力合すまずて 

が力す、場まれいし 
す•ま日る〇知。付 

でルみ15すあもいを 
由力望月用もかさ明 

自|を毎採}ぅ下脱 
は口のはにの願意な 

材のも切坻もり用単 
題地た締表の送御簡 

49 



安楽椅子 

「だって先生，これは昨日の処方とは全 

.く通うんじゃありません？」 

「そうですよ，典さん。つまり医術とい 

うものがどんなに早く進歩するかという 

ことです.よ」 

満員のパスに余りスマートとは云えな 

い御婦人が，乘りこんで来た„中に座っ 

ている顔を一わたり睨んで，彼女は云っ 

た。「誰方か私に席を提供して下さる男 

の方はないですか？」 

1人の特別小男がおずおずと立ち上っ 

て申出た。「あの，ホンの一部分ですが 

ご奉仕いたします。」 

:ニューヨーク滞在中の夫婦が,12歳に 

なる子供の誕生記念に，ヒット•ミュー 

ジカルを観せることにした。しかし，コ 

—ラスガール達のラインダンスが始まる 

と，夫婦はだんだん落着かなくなってき 

た。彼女速が身におびてV，、たのは，緑と 

白めリボンの切れっぱしだけだった。 

蘇が降りると少年は0親の耳に口を寄 

せてささやいた。「母さん，あれを見た 

!?」 
「あれって，なあに？」母親は不気嫌に 

答えた。 

「あの女の子達がつけていたのはネ」と 

息于は云った。「僕速の学校のスクール 

•カラーなんだヨ〇」 

「先生/先生/」シュルツ氏は夢中に 

なって叫んだ。「早く来て下さい。家内 

の奴，例によって大きな口を開いて枝て 

いたところ，ネズミが飛びこんだんです 

よJ 

「直ぐ行きますよ」医師は答えた。「そ 

の前に，奧さんの口の前でチーズ1片振 

テーマー及びツイスター.ス 

クールを開いては？ 

俞吉C斉木松太郎 

各クラブの性格によりその述常方法 

は各々地区の状態環境により，さまざ 

まの口ーカル味を出していることは勿 

論結梆と思いますが，系統あるクラブ 

|として余りの大差はどうかと思います。 

| 例えばファインの取り方，ア7ティ 

ビティの実行法，その処理方法，ある 

\いは会の;if#などについて.铈年幹 

\琳スクールが開催されているごとく， 

|標記の講習会を開いてその大綱が定め 

られるのは如何でしょうか。古いクラ 

ブ，新しく結成を見たクラブなど，大 

<いに学ぶ点があるのではないかと思、い 

^ます。少なくとも新しく誕生したクラ 

ブには，その必要性が強いと思います。 

こんな企画はどうでしょうか？ 

日本のライオンズの皆様へ 

Yasuki Nakagawa 

International Counsellor 

Dist. 50, Hawaii. 

ライオン誌日本語版1〇月号をお送り 

頂き，有難うございました。美しいK 

围を訪れて，数々の盛大な歓迎会を催 

して頂いた上に，このような一生の記 

念ともなる写輿記琪を揭敕された雑誌 

を頂くなど，本当に感謝のほかありま 

せん。 

自国を「桜の花咲く国」と世界に誇 

ることの出来る日本のライオンズ皆梂 

に，お手紙を差上げるのは私の®も喜 

びとするところであります。一度び日 

本の美しさに接した人は，必ずや洱 

びこの国を訪れることを心に皙うこ 

とでしょう。 

私は，日本のライオニズムが飛躍的 

な発展を遂げている事突を，この目で 

見ることが出来ました。今後も日本で 

はより沢山の人々が，われわれの誇る 

この組織に参加して，協同してくれる 

ことを確信しています。来年もまたK 

国ライオンズの大成功の年であること 

を祈ります。 

会0锐者转様の迚設的な御.®兄をどしど 

しお奇せ下さい。 

ってみてごらんなさい。ひょっとしてネ 

ズミが飛びだすかも知れませんから」 

医者が着いた時，シュルツ氏は気を失 

った斐の顔を，1本のカツブシで叩いて 

いた。 

「何ということをしているんですか」医 

者は笟いて止めた。「ネズミはカツブシ 

じゃ出て来ませんよ」 

「わかってますよ」シュルツ氏はあえい 

だ。「でも，ネコを先に出さなくちゃと 

思いましてね」 

「火虽に食べ物はないかも知れないから、 
クッキーを取つてくるよj 

編集こぼれ話 

■ 9月ライオン誌月問，10月会员坩 

強，11月地区ガバナーを讚える月と 

あわただしく送っているうちに早や 

1月号は1963年の幕開きです。そし 

て1月はライオンズクラブの创設者 

违と，クラブのチャーターメンバー 

を讚え併せて新入会貝の教化教導を 

行なう月です。新しい年の初めに当 

って，ライオニズムの；®我を洱認激 

し，われわれの目的である社会奉仕 

帘衆を更に発珉させて行くための， 

ジャンビング•ポードにするために 

この月の行市を3t画することは，本 

当に有意莪だと思います。 

■今月はW1地区，近畿一円のライ 

オニズムの動向を特染しました。さ 

すがにわが囝胫初の朝廷を揀して， 

古くから文化の拓けていた土地柄だ 

けに，接して味のあるライオン，飛 

び抜けてアイデアのあふれたアクテ 

ィビティの数々でした0伊藤地区ガ 

バナーの下，終始乱れぬ快進擊をつ 

づけるこの地区も，米年度からはさ 

らに二つの地区に分割されることに 

なっています。地域的には小さくな 

るわけですが，それだけにもっとも 

っと充夾した尔茉活動が期待される 

年になります。来月号はW 2地区， 

中四S地方の特纸サ，何卒御期待下 

さい。 

■來京品川クラブ〇会畏L相羽に御 
執浓顶いている「うまいもの食べあ 

る8己j。今月は江戸前舟司のお活で 

す。先月の中国料理につづいて今度 

は純n本與，速く戦国の费からn本 
人と共に変転した「すし」の歴史と 

共に，一掬味統の値打ちがありま 

す。11月号から辿載の千代田cm二 
副会及し松本の「経常に役立つ心理 

学」と一緒に，何卒御愛统願いま 

す。 

■会貝皆樣の御協力によって迚辂尔 

務局および編災部は12月中句から新 

しい尔務所へ移転することになりま 

した。來京駅八m洲口昭和;迅りに而 

した新築ビルで広々とした琳務所で 

す。上京された地方会贝の咨棵は， 

ぜひ一度お立寄り下さい。御商見押 

聴の上，参考にさせて顶きます。 
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洗錬されたあなたに 

ふさわしい 

インターナシヨナル 

INTERNATIONAL WATCH CO. / schaffhausen Switzerland 

日本総代理店 シュリロ貿易株式会社 

特許 

立体写真像 
科学と芸術をかみ合せて作製された、生々とした立体ィ&/ 

永久に残る記念品に最適/ 

旧ち/うI 写其を基にしてそれに彫刻の手法を加え、英 

物そのものとかわらない生々とした銅後です。 

肖像となる人物を特殊に考菜された抛肜機によつて撤形し 

そのフィルムのもつあらゆる線と点とを光学的に処理し、 

科学と美術の机合せを完全なものとして発明されたものです 

立体浮彫像 

人物の風貌を3吳りなく 

浮彫像（レリーフ）に 

御一報いただければ、ただちに係貝が参上 

株式会社ギフトセンター 
來京都新衍区/〇笾2 — 8 2 T E L (37： 



あなたからご依頼のご送金はア 

ツどいう間に目的地へ着くしくみ 

ですご送金や手形•小切手な 

X••のお取り立てにあなたのお仕 

事の能率向上に全国177の店舗 

網ど全国各地のコルレス網を結 

北海道二九州を結ぶぶ最新式電信設備をご利用くだ 

為替のスピード•サービス さい 
資本金88億円 

みなさまの 創業85年 

東海銀行，〗Lnぶ 
本店名古屋市中区栄町2 



巴里から大挙来日 

世界最高の雰囲気を謳う 

ガールズ 

新年宴会は 

世界のミカドで/ 

充実した内容をAiも経済的に 

楽しめる現代の宴会形式は、 

レストランシアターをおいて 

はありません。年に一度の新 

年宴会はミカドにお決めにな 

ることが結局手数もか、らず 

余計な出Wもかからないで、 

一番皆様に喜ばれます。ご家 

族づれでお越し頂いても同じ 

ことです。日頌、何かと家事に 

煩わされてお出かけになれな 

い奥様やお子様をミカドの楽 

しい新年の営業期間にお招き 

になつたならば、これにまさ 

るブレゼントはありません。 

折からも世界最高の雰囲気を 

驅う巴里のブルーべル.ガー 

ルズの大挙出演もあつてミカ 

ドのチェリー.レーン•ショ 

ウは新春にさきがけて絢爛た 

るステージをくリひろげてお 

ります。世界的アイススケー 
夕ーマジ.リーの素B#しい 

踊り、思わず腹をか、える数 

々のアトラクションそして卜 

ニーラカトス.ジプシーハ•ン 

ドのディナーミュージックで 

フルコースのお食事をお楽し 

みいただけます。 

特別公演期間料金 2, 500円 

(サービス料•料金別） 

絶讚公演中 

祈年は1H 2 Uよ’、!えmいたします。 ■ 
1ミカドニューイヤーショウ」をご期待く 
ださい。 

ご屻冷には蝤つてばれるミカドギフトチ■ 
ェックをご利〈ださい/プレイガイド旅 
行案内所にて発克しております。 

r荽会はご予-P:に応じてお1Jl'3:けいたしま 
す。お圯話をrrtけば、係i-■(をお打合わせに 
参上いたさせます。 
はがきでお中込みくださaば「営業案内」 
をお送りします（宛先.東京赤坂局区内ミ 
カド営業課） 

〈東京•赤坂〉' 

お問合せは 481-1101 

中部鲵光株式会社 



新製品 
世界最高級の材料と美津濃のす 

ぐれた製造技術によって《新し 

い感覚》の《新しい製品》ゴ—ル 

ドメダル インペリアルが誕生 

しました 

正確で安定性のあるショットを 

生む…外国製の最高級品と肩を 

並べるゴルフクラブです 

卜， 

土^^，~ * 1 _ 

世界に誇る 
ユ モデル誕生 & 

rnmnaX 
^ゴ—ルドメダルインペリアル 

GOLF CLUB 
■ウッドへッド：二米国産パーシモン 

■ウッドフヱース=厳選した象牙 

アイアンヘッドステンレス-硬質クロム•メッキ加工 

■シャフト=英国製プロフィット 

■グリップ=米国製レザー 

■ FULL SET (W-4-I-8 

¥ 86,4-00 
世界のB I G~4--スポーツ品の総合メーカー 

:g-ar:=l*:曲 

■ GOLD MEDAL (トノブブレヤー叫き） 

HALF SET ¥32, 700 • FULL SET ¥57, 300 
■ MASTER- FLAG (中級荇向き） 

HALF SET ¥24, 000 • FULL SET ¥41,600 
CENTER- FLAG (初■心各向き） 

HALF SET ¥17,000 - 

HALF SET W-2-I-5 - FULL SET W-4-I-8 

全国有名スポーツ品店•デパ 
:/大阪淀屋橋•東京支店/ 

•=:兮昭«|--.卜：n-卜 l-/LHftJS三wKlii^is'H-昭扣：トヒ年十•-=: •卜ufth<Jtt=:l<']..十：：：免lr奶JL在！5七：；：')定{£“|1| I •ナル-二0二地1<連)&中«:?^^{3;中央1<=|松;1.2-21-ニノ---,d«sJ.x 会*6;. 


