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マイアミ・ビーチ世界大会へ
　　　（1963年6月19日～23日）

　　　　　　　多数ご参加下さい！

　会員皆様の

海外旅行

国内旅行

内外航空貨物の

御相談御用命は∠ノ

ライオンズクラブ御指定の　日通航空へ
東二刀（　581－6211　：　ノd坂　　231－1851　：名llll寸｛　54－1101　：杓11∫i　3－5221　：トIRI～1∫司　　3－831　：↑LIP晃　　2－2531
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　　阿蘇山の噴煙

　　　　　熊本C　中山　治隆｝最影

　阿菟X岳は東から高岳，lll岳・横尾日㍍

杵島臨往生岳が仲容を誇り，世界…の
カルデラ（東西18キロ，南北12キロ）を

もつ。誕生は30万年昔と云われ、そのう

ち中岳のみが，今もさかんな煙を噴いて

いる。写真は草千里のあざみのくさむら

の中から阿蘇山を望んだもの。子前から
向うに延びる、’∫：派な道路は高森線阿蘇駅

から山の上神社に至る登山有料道路。火

と燃える九州ライオンズの意気は、この

阿蘇山に象徴される。
OUR　COVER：Volcano　Aso・san　in　Kumamoto　Pre「．　Kyushu．　Aso

Mountains　are　the　symbol　of　Lions　of　Dist．302－W　3．

The　photo　taken　by　District　Cabmet　Secretary　Harutaka　Naka．

yama・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

日米7亨インド工貰株K会融
　　　　　　　　　　　@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　ヨ

「　　取締役社長福岡勇　；
　　　　　　　　　＿　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　一　　一　　一　一　　一　一　一　一　一　一　一　一

1　　　　営巣所ノ大阪’名古屋’福岡’広島　　1・
L＿一竺竺∠ど竺ゴ山台書山三沢二竺ゴ＿＿」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



302地区 ブイオンズクフ “分布図

1963年1月31日

月日N。．
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517

518

519

520

521

522

523
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525

　　　　　　　㌔　　12月結成クラブ
クラブ名　　　　　　　事　務　局　住　所

MIKI

三　 木丘庫県三木市三木信用金庫内
UKIHA
浮羽福岡県浮羽郡田主丸町田主丸町信用組合内
NIRASAKI
韮　　　崎　山梨県韮崎市韮崎商工会内
SHIMODA
下田静岡県賀茂郡下田町872下田温泉ホテル内
　MORI
　　森　　　北海道茅部郡森町御幸町65渡島信用金庫内
FUKUCHIYAMA
福知山京都府福知山市内記2丁目47森本文衛方
OSAKA，（NANnVA・EAST｝
大阪なにわ東　大阪市東区博労町東邦ホテル内
KISOFUKUSH∬MA
木曽福島長野県西筑摩郡福島町中西屋酒店内
TOKYO，（HORIDOME）　9
東　京東京都千代田区丸ノ内2－18岸本ピル405号室
MARUKO
丸　子長野県小県郡丸子町上丸子1082綿谷製作所内
TOYOKAWA
豊　　　川
TOYAMA（CENTRAL）

例会場所

同　左

まるか旅館

韮崎信用組合

同　左

同　左

万助荘

同　左

つたや本店

綿商会館

丸子公民館

例会日時

第1．3（火）12．15

第1．3（水）12．30

第1．3（水）12．15

第1．3（金）12．15

第1．3（水）12．30

第1．3（水）12．15

第2．4（火）12．15

第1．3（オミ）12．15

第2．4（水）12．30

第2．4（金）12．3

第1．3（ン1ミ　　．15

第2．4（火）12．15

第2．4（火）12．30

第1．3（木）12．30

第2．4（木）12．30

第1．3（金）12．15

北海道

画

愛知県豊川市豊川町仁保通40－2豊川商工会議所内豊川信用金庫

富山ヒントラル富山市新富町877富山ホテル支店内
AKO
赤　　　穂　丘庫県赤穂市加里屋216福本医院内
KITAKYUSHU（EAST）
北九州東　福岡県門司市錦町3の2門司商工会議所内
OSAKA．（OOGIMACHI）
大阪扇町大阪市東区京橋3丁目10中川ピル内
HAMAKITA
浜北静岡県浜名郡浜北町新原1030－1大城局方

　世界のライオンズ（1962年12月3旧）
ライオンズ国又は領域…………・　　　　　□18

クフプ数…………・……・…・…16，873
会員数………………・・－668，910

日本のライオンズ（1963年1月31日）

E1地区
E2地区
E3地区
W1地区
W2地区
W3地区
　合計

クラブ数

　　　93

　　101
　　　60

　　102
　　103
　　　78

　　537

W3地区

会員数

5，083

5，278

2，937

6，163

5，377

3，701

28，539

大

熊

本　宮

6　崎

當

　　　岡山

広島画
26

観光会館

赤穂商工会議所

レストラン丸栄

堂ピル9階清交社

割烹旅館野田屋

E2地区乞ク

兵庫
　29

　　徳島

高知3

クラブ名

　燕
名　　護

久留米
豊　　田

日　　立

明　　石

源訪湖

歌
山

φ

賀

6

W2地区
W1地区

石

手

固

宮回

福島回

木

国

療

E3地区

E1地区

　　　　　　　クラブ事務局住所その他変更

　　　　　　事務局住所　　　　　例会場所
新潟県燕市flll町燕産業福祉会館4階　　　　　　　　き1！ξ信用組合ホール

沖縄名護町字名謹415名護町観光協会事務局内　　　同　左

福岡県久留米市日吉町1－32久留米ピル3階1号室

愛知県豊田市西町1－100豊田商工会議所内

茨城県日立市助111町1766日立n蔦工会議所内

丘庫県町］石｜P迂i手田丁1230．ヒ福Wl互3艮そlr明石支1【1；内

長？胆liカ～訪郡’ドll野1；細ロクヌ市漬而医院内

久留米井筒屋

東海銀行豊田支店

　　同　ZI三

明石商丁会館

ホテル宗藤

　例会日時

第1．3（木）12．15

第2．4（火）12．15

第L3（火）12．30

第1．3（火）12．15

第2．4（水）12．30

第1．3（火）12．15

第2．4（水）12．30
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　国際会長の旅

　カーティス・D・ロービル国際会長とメアリ夫人のライオンズ世界一周の旅は，

今月をもって一応終りとなる。1カ月にわたって会長夫妻はハワイ，ホンコン，シ

ンガポール，タイ，ビルマ，インド，パキスタン，イラン，イスラエル，ギリシ

ア，ヨルダン，レバノンの各地を訪れたが，2月に入るとアフリカから再びライ

オンズ行脚の途につくことになっている。彼等はスーダン，南阿連邦，西南アフリ

カ，南ローデシア及びケニアのライオンズクラブを訪問してその活動ぶりを視察

し，11日聞にわたる欧州旅行ののちアメリカに帰国する予定。

　元国際会長の栄誉

　ライオンズ国際協会の元会長（1959～60年度）クラジンス・L・スターム氏は

このたび，ミシガン州ロチェスター盲導犬協会の顧問に選任された。同協会は，

盲人指導犬の訓練，育成に当っている。

　元国際理事死去

　元国際理事アール・パックウォルター・プラント氏（1944～46年度）は，フロ

リダ州の故郷セント・ピータースパーグで死去された。享年71才。多くのライオ

ンズは彼のニックネーム「日光さん　　sunshine」の名で彼を慕っていた。そ

のあだ名は数年昔の大かんばつの時につけられた．彼のライオンズ歴は34年で，

特に視力保持活動に熱心であって，1941年以来州知事に任命されてフロリダ州盲

人協会の理事であった。1959年に同協会がタンパに建てたピルには彼の名がつけ

られた。1957年のライオンズ盲人基金の設立には大いに尽力し，昨年はその会長

をつとめた。

　躍進するライオニズム

　1962年12月31日現在のライオンズ国際協会の勢力は，118力国（又は地理的領

域），16，873クラブ，会員数668，910名である．

　ライオンズ会員の種類
　クラブに新入会員を迎える時，或いは会員の身分変更の際，しばしば混乱が起きるよう

である。そこで，会員の職業分類，種類について，ここに簡lltに説明してみよう。
　各会員には2種類の分類法が適用される。すなわち，職業上の分類と会員身分の分類で
ある。前者については協会本部より新クラブ会長宛に職業分類の見本が送られているが，

これは各国各地の事情によって多少の変更は認められる。例えばその地域に化学工場があ

る場合など同じく化学者でも分析専門，製造専門，製薬専門と区分して差支えない。

　会員の身分上の分類は，国際協会の会則に規定されている。すなわち，
　1．　正会員　経営者，共同経営者，会社役員，支配人，代表する職業になっている実業

　　又は専門職業において主力的な資格をもつ者、

2．　準会員　正会員の協同出資者又は共同経営者。
3．　父子会員　父またはその子が正会員である場合，・一一・方は同・職種における準会員と

　なることができる。
4．不在会員　他の市田∫村に転出したクラブ会員，または健康その他の正当なる理由に
　よって規則正しくクラブの例会に出席することが不可能であるが，クラブ会員にとど
　まることを希望し，これをクラブ役員会が適当と認めた会員は不在会員となることが
　出来る。なお不在会員についてはクラブ役員会が6ヵ月毎に再協議するものとする。
5．名誉会員　クラブの存在する地域にn三み，その地域もしくはライオンズクラブのた
　めに著しい貢献をした者にクラブは名誉会員の称号を与・えることができる。本会員の
　選任には国際理事会の承認を必要とする。
6。優待会員　15年以上会員であり，病気，高令，或いはクラブ役員会の認める正当な
　る理由によって正会員又は準会員たる資格を放棄した者。優待会員は国際会費，国際
　大会費その他にクラブが要求する場合は優待会員費を支払う。優待会員は会員たるす
　べての権利を与えられるが，正会員，準会員たる資格を保有したり，クラブ，地区又
　は協会の役員になることは出来ない。
7．終身会員　25年以上継続して正会員であり，所属クラブ，地域社会あるいは協会に
　対して著しい業績のあった会員は，次の手続によりクラブの終身会員になることが出
　来る。①所属クラブの推薦，②将米の国際会費に代るものとして100ドル相当額をク
　ラブが支払う。③国際理事会の承認。20年以上継続して正会員であり，国際理事又は
　国際役員の実績を有する会員も同様の手続によってクラブの終身会員となることが出
　来る。クラブは終身会員に適当と思われる額の会費を課することが出来る。
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戸

　　優秀な装備
　　　　　長い経験
　　　　　　へ　　　　　’L＞のこもった

それが説」「です

ライオンズの皆様！
　　　　　　　　出席を機会に世界一周旅行をお奨め致しますマイアミ大会ご

　皆様のこ引立を戴いている　　　では米る

4月1日より世界一周料金を15名以上の団体

に対し一挙30％引下げる事になりました。こ

れにより東京から米国諸都市を訪問される場

合，太’1三洋を往復して東京へお帰リになるよ

りも，欧州，アジアの諸都市を経由するfll：界

・周の団体に参1川される方が遙かに割安でお

得となります。

　来る6月19Elから22　EIまで開かれるライオ

ンズ・マイアミ大会には，世界中の風光をお

楽しみになれる世界一周コースを是非お選び

下さい。

　なお，　　　の全極東便には，日本人エア・

ホステスがお供して，ゆきとどいたサービス

をいたします。

　　　　　　　　　　　　東京

　　　　　　　　　　　　香港●
　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　＼≒レノ

タイ国際航空世界総代理店

12ウニン」ジメ」ε戸航室…会冠 東京231－516｜・大阪202－4753・名古屋55－5131



奉仕（Service）の意味

THE　MEANING　OF　SERVICE

　1月3日，メアリと私の2人は，11∫び世界のライオン

ズ訪問の旅に立ちましたが、出発の数Fl前，インドのあ

るライオンズクラブから会報を受取りました。その会報

に，クラブのスローガンとして「社会に対する奉仕一

Service　to　Society」という言葉が使ってありました。

　私はこの言葉を見た時，実のところ一寸びっくりしま

した。メイン州の私の家のあたりでは，Societyという

言葉は，いわゆる社交界といいますか，選ばれた人々400

人ばかりの集団を意味する時に使われます。新聞の社交

欄に時々名前の出る人達のことです。しかし，このスロ

ーガンにあるSocietyは，その意味でないと思います。

私はインドのこのライオンズクラブが，地域内の困つて

いる人々を救うために，どんなに素晴らしい活動をして

いるか，記録によって良く知っています。ここでSocie－

tyは，ライオンズが奉仕する地域の，人々の集合体とい

う意味で使われているのだと思います。

　全世界にわたって数多くのライオンズクラブが，それ

ぞれの会報や印刷物の中に自分達の行なっている事業を

紹介しています。そして彼等は1ヨ分た，ちの活動を，うま

く一口に示す独創的な言菓（モットーあるいはスローガ

ン）をつねに探そうとしているのです。ライオンズクラ

ブはもともと社会のある種の不満や不足を解消するため

に結成されたものですが，数10年あるいは数年経つうち

に奉仕目標はだんだん変ってきます。そのll寺には最も適

したモットーも現在のクラブ活動を表現するには不便な

場合も起きてきます。

「地域社会の改善向上のために」を目標に，たくさんの

クラブが結成されますが，数年後には他国の援助が主要

な目的となっているのです。あるクラブは「盲いた人の

ために」をモットーに採川しました。現在もクラブの会

報や便箋には，語呂のいいこの言葉が刷りこまれていま

すが，すでに長い間クラブの会員は青少年犯罪の防止問

題に取組んでいるのです。

　私たちアメリカ人も好んでモットーやキャッチフレー

ズを作ったり，使ったりします。いつも心がけて，よく

こなれた文句や，ぴったりの格言，そのものズパリのス

ローガンを探しています。云ってみればわれわれみんな

が，ライオニズムの精神を．一言で表わすような，何か新

らしい，奇抜な文句を考え出そうとしているのです。そ

れで成功することもあれば，時には，祉会情勢の変遷に

よって意味の通じない時代遅れの言葉となってしまうモ

　ットーもあります。

　ライオンズの奉仕の根本概念は一・体何でしょうか？

by　Curfis　D．　Lovill

Presiden↑

Lions　ln†erno↑ionol

l「

「”・”k

簡単に云えばそれは，必要とされているものを見出し，

その必要に応えるために協働することです。「奉仕一

Service」の意味は，辞1｛｝には幾10もの定義が出ていま

す。その中で奉仕クラブの奉仕に近いものは，「他人の

利益のために労力を提供すること」，「従順，善行，博愛

などで表わされる精神的努力」の二つの定義です。もし

私が辞書の編集者であったならば，私は奉仕の定義に「没

利己的援助を他人に与える善意の人々の行為」という1

項を加えたいと思います。

　ライオンズの活動を表わすモットーを作ることに，私

は反対しません。クラブの特色を示す標語は，クラブ自

体で作って一向差支えありません。私自身，ものを書い

たり話をする時には，ライオンズ精神をうまく一言で表

現する言葉はないものかと，いつも考えております。そ

の結果がこの欄で申しあげました人道的奉仕（Humani－

tarian　Service），人対人奉仕（People　to　PeoPle　Ser－

vice），人類に対する奉仕（Service　to、Mankind）な

どの言葉です。しかし私は時々考えるのですが，こうい

った云い廻しを利川すると，問題を複雑にしがちです。

　数年前のことですが，国際協会で標語の募集をしたこ

とがあります。各地のライオンズから，何百という作品

が寄せられました。巧みなもの，印象的なもの，立派な

ものが，たくさんありました。選衡委員は，これらの候

補作品の1－1・1から最も簡潔，明瞭な，飾り気のない二つの

言葉から成るモットーを選び出しました。

　それは「われらは奉仕する一We　Serve」でありま

す。これがライオンズ国際協会の公けのモットーとして

採用されたのです。専門の広告文案家にとっては，多分

つまらないものでしょうが，これほど強烈に，そしてう

ちに秘めた謙譲さと簡明さにおいて，ライオンズ奉仕の

あらゆる面を包含表明する言葉は，他にあり得ないと思

います。しかもこのモットーは，どんな国の言葉にも翻

訳出来，理解されます。普遍的な意味ももっています。

　われわれは奉仕する！　必要なものの内容種類を問わ

ず人種，国籍，信条にも関係なく，奉仕するのでありま

す。対象はあなたの家のすぐ隣の人かも知れませんし，

あるいは地球上の反対側の人かも知れません。

　われらは奉仕する！　私は全クラブがこのモットーを

採用せよとは申しません。しかしわれわれが奉仕するこ

と自体によって，ライオンズ国際協会は今日の繁栄と信

頼をかち得ているのです。私たちの努力の積み亜ねによ

って，より良い世界，より良い社会が出来上ることと信

　じます。
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異常寒波に襲われたとは云え，やはり南国宮崎県の春の訪れは早い

ll

ll

W　3　地　区　現　況

　今年は南1玉1の九州にも大変雪が多い。

九州山脈の峯々も雪に覆われて真白に輝

いている。然し気象予報は春の訪れは早

いと告げているので雪の見えるのも今し

ばらくのことではあるまいか。やがて5

月には10日より13日までの4日間，再び

廻り来る春と共にW3地区の年次大会も

盛大に開催される運びとなった。われわ

れの地区は世界第1位の増強を完遂した

貝島元ガパナーの時に分割決議され緒方

前ガパナーによって育てられ，昨年の7

月から下田ガパナーのもとに新発足した

次第である、その区域は九州と沖縄を含

む一円である、われらのガパナーは健康

地区幹事

ll’

中山治剛
発測としてまことに活動的である。恐ら

く302地区ガバナー中の最年少者と思わ

れるが，その行動は常にライオンズ優先

で，ある場合には家庭よりも会社の仕事

よりもライオンズこそが生活の中心とさ

え思えて，その熱意には全く頭の下る思

いをする。従ってその抱負も非常に積極

的で第1回のキャビネット会議で彼の提

示された今年度の増強計画は，新クラブ

の結成20，会員の純増800名という数宇

であった．今日その消化の状態は新クラ

ブ結成数14，純増会員数667名とその目

的の達成も至難とは思えなくなった。

　W3地区の特色としてllll縄がある。ご

存知の方も多いと思われるが，ここには

7クラブがあり宮古，八重山の島々にも

存在する、、第2リジョンの第2ゾーンと

して船越ゾーンチェアマンによって管理

されている，現在会員数364名は今後ま

すます増加を予想される。那覇ではライ

オンマークをボデーに書いた救急車が走

り，会場では外人のテールツイスターが

上手な日本語でファインを集めるという，

まことに国際色豊かでライオニズムがア

クティビティと共に親善にも大変立派に

お役に立っているという印象である。機

会があったら歌の文句ではないが「沖縄

よいとこ一度はおいで」そしてクラブ訪

問もお忘れないようお願いいたしたい。

　ガパナーの行動は毎日多忙である。公

式訪問やチャーターナイト出席，結成式

とそのスケジュールはぎっしり詰ってい

W3地区年次大会御案内

　ライオンズ国際協会

302－W3地区独立の

輝かしい第1年にあた

り，38年5月その意義

ある年次大会を，わが
‘‘

ｭまもと”の地に持ち得ますことは，

ホストクラブたる熊本ライオンズクラブ

といたしまして，この上もない光栄であ

り，感激でございます。ライオンズ精神

の昂揚を祈念し，日頃わたくしたちのた

ゆまざる努力にもかかわらず，一般には

その浸透未だしの感なきを得ないのを残

念に思っています。春5月新緑映ゆる肥

後の平野に，わたくしたちはライオンズ

年次大会の蜂火を挙げ，此類なき発展を

大会委員長 二　神　勇　雄

つげているライオニズムを高らかに謳歌

し，その示威と進展に力強い歩を進めた

いと念願いたしているものであります。

このような念願のもとに，わたくしたち

はライオンの責任と自覚において，来る

べき大会を計lil｜1し，実行せんといたすも

のでございます。

　更にわたくしたちは，くまもとのシン

ポル熊本城とそれに配するに古風優雅な

水前寺公園，或いは豪快な阿蘇，n本三

急流の第1を誇る球磨川，また海の奇勝

詩の天草の島々に皆様を御案内いたし旅

情をお慰めするとともに友情を深めたい

と存じます。親愛なる会員各位の‘‘くま

もと大会”への御参加を心からお待ち申

上げています。

　38Zド5戊110日　 （金）

　　ゴルフ大会　阿蘇ゴルフ場

　5月11日（二1二）

　　代議員会（午前・午後）農協会館

　　前夜祭（夜）　市公会堂

　5月12日（日）

　　大会式典（午前）市∬こ育館

　　余興　1司ホール

　　ガパナー晩餐会　体育館

　5月1311（月）

　　朝食会　ホテルキャッスル

　　エキスカーション　検討中

　以上の通りです。

ホストクラブ熊本ライオンズクラブを中

心に各ライオンの良き協力を得，全国の

会員の皆様の多数の御来訪を期待してお

ります。　　　　　　　（熊本C会長）
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昨年11月第2回キャビネット会議（若松市）にて、方iから続木DG，

中山地区幹事，下田ガパナー北方DMDC，藤井YEP

る。クラブの公式訪問も既に80ハーセン

ト位は終えた。

　ここで私共は躍進を続けるW3地区の

ライオンズの今後の在り方について考え

て見よう。先識各位の非准な御努力によ

って会員数は急速に延びて来た。然し数

だけでは誇りにはならないと思う。現在
11

‖

ラ　イ

の厳しい世相に適合するためにも内部の

充実こそが必要ではなかろうか。今日ま

でに示された数多くの奉仕活動を通じて，

ライオニズムの精仲が地域社会から尊敬

されているということを念頭に置いて，

反省しつつ今後共その昂揚に微力を尽し

て行きたいと考’える。

オ　ン　ズ　の　反　省

　ライオンズクラブの精神は，その誓い

の言葉の如く友愛と奉仕につきるのであ

りますが，一見有産階級の社交団体のよ

うに見受けられております。会員勧誘の

場合にもしばしば「暇がなく派干な会合

にはついてゆけない」と断わられますが，

それは主旨に賛同しても一見有産階級の

社交団体のように見受けられる何かにつ

いてここに反省しなければならない意味

若松C

1

松田典義1
が含まれているのではないでしょうか。

例えばチャーターナイト記念事業に関し

ても，その一例をとれば先ず豪華な案内

状にかかる印刷費も一笑には附されない

と思う。宴席にしても準備設備と主催ク

ラブの努力は勿論であるが，その費用は

全部出席会員の登録料にかかっています。

案内状にしても一色刷りの簡素なもので

結構通じるものである。

　次に祝宴であるが，多くのホステスを

集め歓迎されても料理そのものはその土

地の変った料理ではなく，通り一遍に過

ぎない場合が多い。パレードにしても色

とりどりの服装でバッジの多くついた帽

子をかぶり，ライオンズとしての意義あ

るパレードに非ず，有産階級の市民に対

する顔見世で何となく厳粛さを欠いでい

るように思われる節があります。又ラッ

キーカード抽せんは必ずつきものと言っ

てよいが，この場合も出席者は帰りの時

間に気をとられそわそわとしてh｝ってゆ

き，最後までのこるのは少数である。そ

の後の整理に当る主催クラブでは甚だ迷

惑である、この所結成に相次ぎチャータ

ーナイト行事がいたる所で開催されてい

るが，これについては早急に一．・考を要す

るのではないだろうか　実施計画並びに

登録料について検討されれば，多くの会

員が気軽く然も友愛の意味に於てたのし

く参加出来るのではないだろうか。それ

に加えて参加バッジについて私のように

バッジの少ないものは，参加した折に引

け目を感じることがある。その悪影響と

言えば或いは過言であるかもわからない

が，色々なクラブのバッジ販売である。

アワードのバッジをつけること，それが

ほんとうのライオンズ精神に基いた意義

のあるバッジではないだろうか……私は

その反省について私の希望する案として

次の事項について検討していただきたい。

　1，登録料を千円位にして多くのホス

テスのサービスでなくNsの心からの奉

仕の歓迎で充分である。

　1，バッジについては更に検討して最

福岡県瀬高町
田 中 屋 酒

、と』

垣

二主
〆月

酒

株 式 《本 社
7



も有益な記念品とすること。

　1，チャーターナイト記念行事にっい

ては記念アクティビティ案を案内状と共

に発表し，その行事に協力する意味で少

なくとも地区のクラブは単位クラブとし

て？円程度のファインの供出をする。

　1，行事についてはその内容方法を具

体的にガパナー事務局と連絡協議の上実

施する。

　1，制服，制帽については無川論や種

々意見が見受けられるが，事務局で統一・

したものにしていただきたい，

　1，委員会活動についてはレポートに

報告の回数のみでなくクラブ運営の根源
ll

暗い谷間に灯ったライオンズの灯

をなす委員会活動状況を詳細にガパナー

事務局に報告する。

　私達ライオンは決して有産階級の社交

団体ではなく，あくまでも奉仕の信念の

もとに数多くの，ライオンズ目的に即応

した各ライオンの案出せるアクティビテ

ィに力を注ぎたいものである、即ち行事

は簡素にアクティビティは大きくである。

　以上は若松クラブがチャーターナイト

31那F記念行事を施行して見て実際に体

験した考’えからである、，てんやわんやで

終了して大いに反省しなければならない

点が多々ありましたので反省文を記した

ようなわけであります。　（若松C幹’の

　　　　　　　　　　　　　　　　ll
　　　　　　　　　　　　　　　　l

一一 ｳあ夜もしっかり勉強してね一
11

クリスマスイブの12月24日，鞍手町押

暮谷の7戸の家に電灯がついた。家があ

れば電灯はついているものとまで思って

いるわれわれの身近に，電灯なしの生活

を17年もっづけているという話を聞いた

時，信ずることが出来なかった。この暗

い谷間の部落とは鞍丁町の最南端，同町

と宮田町の町境の谷間にある開拓者の部

落で，宮田一室木パス道路よりlh裾づた

いに陥落地を・一廻りした山峡である。終

戦後艮崎県から岩永喜代治（58）さん等7

家族が，食糧事情の良い炭鉱に職を求め

て米て住みついたが，その後炭鉱市情も

悪く，働いていた炭鉱は閉lllし，同地域

の所有者笹川良．一氏の好意でキリシマア

カシヤの植林に徒事し，植樹の世話や1・1

雇の仕事で生計をたて，7世帯の中，5

世帯は生活保護を受けていた、現在25人，

うち11人が子供で西川の小中学校に通っ

ている。浅川幹事が現地の調査にいった

際，タ方戸外の明りで勉強し，段々近視

の子がふえて来ているという事情を聞き，

なんとかして電灯をつけてあげようとい

うことになった。部落の方でも今まで何

回も中請はしたが，総工費30万で九電が

半分の工費をもっても，地元もちの15万

の負担金が出ないであきらめ，祝力の弱

るのを防ぐため夜はランプを消して寝さ

せていた。

　当クラブは九電・鞍下町と数卜回もの

交渉の結果，われわれの熱意が受け入れ

られ，年末助け合い運動の基金として，

知名士の揮毫色紙，大相撲の際力士に書

いてもらったサイン色紙の売上金で設置

　　　　　　　　　直　方　C
　　　　　　　　　　　　　　　　l

出来るようになった。しかもこの色紙は

大半をクラブ内で買上げていただいた。

12月中旬より突貫工事につぐ突貫工事で，

折角あげるならクリスマスまでにとの各

関係者の熱意で，部落の人には夢のよう

1［

1r

幽

な24日の点灯式になった。

　当クラブから浅川，川原，時安，小川，

讃井の各Lは点灯記念に子供にあげる数

十lll｝の本をかかえ現地に急行。九電所長，

鞍手町長外関係者，NHK，西日本テレ

ビをはじめ各報道関係者でせまい峡間は

埋まり，フラッシュの閃光がきらめいた。

浅川幹事より点灯設備贈呈の目録をう

ける人の眼にはうれし涙が光り，両手で

かかえきれない程の記念の本をもらう子

供のうれしそうな顔を見た時，われわれ

の僅かな善意がこんなに喜んでもらえる

のかと胸に熱いものがこみ上げて来た。

「点灯万歳」の声は暮れて米た峡に研し，

家々からもれる灯りを見た時，あの谷間

のともしびという歌が，ふと心に浮かん

で来た、昼間にみたあの家だろうかと思

える程，平和な谷間の家々には，さき程

もらった本を開いて読みふけっている子

供達の姿が見られた。人知れず17年間，

灯のない生活に耐えて来た人々の心に，

永久に消えることのないライオンズの灯

を灯すことが出来た。

鞍手町押暮谷部落へ電灯設置

資

「資格」という意味について辞書をひも

とくと，「身分J「みのほど」地位又はそ

のことがらや，ものについての必要条件

と説明されている、身分と地位は似てい

るが「みのほど」は「鵜の真似する烏水

におぼれる」の烏の場合が当てはまり，

「そのことがらやものについての必要条

件」はあらゆる試験の問題や何かの規格

といったものを指すものと考えられる、

以上の如く資格は人の場合，物の場合何

れもが人々の努力によって獲得されるも

のが多く，一般には水準より高いところ

格

若松C 田　中　豊　美

1

に在るものと考えられているのが常識で

ある，例えば工場に働く工員さんでも国

家試験に合格しないものは働くことが出

来ない場合がだんだんと多くなって来て

いる、白動車の運転は勿論であるが，オ

ートバイにのるにも資格が必要である。

お医者さんも薬屋さんも飲食店の経営も

芸妓になるにも，資格がつきまとってい

るlll：の中である、その何れもがそれぞれ

の道についての努力の結晶である。

　ところが人間はこれ以外に自然に義務

づけられた資格の所有者であり，そして

8



お互がその資格を白覚し実践することに

よって，「風が吹けば桶屋が儲かる」とい

う話のように廻りくどくなく，平和な明

朗な社会が実現するのだが……と考えて

見たのである。

　池田首相は人作りを提唱しているが，

事は簡単である，各人が資格を自覚して

実践することにより人間は完成するので

ある。即ち・家の主人を例にとれば，主

人として，夫として，子女の父として，

兄として，弟として，或いは子として一

歩外出すれば通行者として，乗車すれば

乗客としての，資格を持つというよりは

むしろ義務づけられているのである。公

職を持つ人は勿論，会社工場の経営者も，

働く人たちもその職場に於ける資格が義

務づけられている、各人が1日の生活の

中でも刻々と変化するその立場立場に於

て自然に義務づけられた資格（それがど

んなものであるかは説明の必要はあるま

い）を無祝逸脱しない行動で終始したな

らば家庭争議，交通萄1故，議会の乱斗は

勿論汚職もなければ，労働争議もおこら

ないという社会が生れることになる．

　壷坂霊験記の沢一は不幸病気の為夫と

しての資格を実った1人であるが，お里

‖

ii

ii

l
i｛

ii

ii

｛i

ii

l
l
ii

ii

！｛

ii

l
iミ

は妻としての資格を充分実践した1人で

ある、，ここに1人のサラリーマン夫人が

居たとする、彼女は一・家の主婦として，

夫の収入を基準にしてその家庭の生活設

計を樹て，子供の養育から交際に至るま

で身分相応に実行し不時並びに将来に備

えて貯金まで行なっている、これなどは

一一’ ﾆの主婦としての標準資格者である、

がこれとは逆に主人の収入など考えずに

浪費生活に終始し，家庭経済を破局にお

とし入れた主婦があったとしたら，それ

は主婦としての資格の無自覚者で，謂う

　■1
、

行橋LC記念バッジの想い出

　　　　　　　　　　　　　　みやニ　行橋を中心としたこの地方は，京都郡

といわれておりますが，もともと京（美

夜古）の名が示すとおり，この地方が縄

文式文化時代から非常に繁栄しておった

ことは，古墳の発掘により明らかに立証

されております　石塚山占墳を中心とし

た南原古墳郡，番塚，御所ltl古墳，片島

遺跡，松山古墳郡（以上苅田lllr）沓尾山

古墳郡，石波古墳郡，ビワノクマ占墳を

中心とした野田古墳郡，宝山遺跡，竹並，

ならば人生の落伍者であり人間の屑であ

る、今の社会は渡り者のような資格無自

党者が多いから，乱れているのだという

ても，過言ではあるまい。われわれ国際

ライオンズクラブのメンバーは，クラブ

創設者であるメルビン・ジョーンズの遺

訓を遵奉し，名実共にグッドスタンディ

ングであることが，ライオンとしての有

資格者であると信ずる．私のこの主張を

広く世間に訴え，せめてライオンズメン

パーだけにでも共鳴を得たいものと念願

する次第である。　（若松C第一副会艮）

　　　　　　　　　　　　　　　1

行橋C 小原知利、1

行橋Cのバッジ

矢留占墳郡（以上行橋市）種生遺跡を中

心とした中黒田古墳郡，箕田古墳郡（以

上勝山町）等現在3千以上の古墳が明ら

ξ：‘フ＝＝㌘フフ＝＝：：㌶＝＝脇ニフフ＝＝：フ脇：＝＝：フ㌶：＝＝二；フフ㌘＝＝フzフフフフ＝＝フフ；フフフフフニフ＝＝フ～フ脇＝＝フフ脇：＝＝；甥フ；z＝＝；㌶㌶＝＝フフ㍑フフ＝『i§

高　塔　山　の　ラ

　　若松市の中央に位して私達の誇り，愛

　好する高塔山がある。僅か123米で，山

　だとも言えない高さであるが，ロープウ

　ェイも架って戸｝り，廻って上るドライブ

　ウェイ，それに東西南北各方而からの間

　道があって，火野葦平で有名になった河

　童封じの地蔵尊の鎮座まします御堂のあ

　る頂上に登ることが出来る，島々の浮く

　玄海灘，戸畑，小倉、門司に続いてIll口

　県を遠望出来，大小船舶が出入碇泊する

　洞海湾を隔てて，対岸の有名大L場が眼

　下に見おろせる。昨年若戸博覧会開期中

　100万人の観光客がみんな，この眺望を

　満喫した，

　　早朝，この頃ならばまだ真暗な6時，

　四方八方から軽い足取りで登って来て相

　集うのである。この会が始まってかれこ

　れ10年，入会金不川退会自山，至って気

　の置けない朝茶会であるが，畳屋，時計

ii屋・穆船屋確屋・医師ぱ斉獅・

イ　オ　ン

若松C 古　沢 清

隠居，奥さん，11∫会議員も居れば教員，

米屋，公吏，あらゆる職業人が約100名，

141の散歩を楽しんでいる．

　憩の家には川代老人が居って小粒の梅

干を落して，あついお茶を入れてくれる，

会長もなければ幹．∬もいないが，月200

川の会費をキチキチ収めてlll登りを欠か

さぬのである，6時半にNHKのラジオ

体操を上千にやり，茶を飲みながら，場

所ll1なら相撲，シーズンなら野球，国際

情勢から政局，経済問題，巾井のことを

「当り次第に話題にする。

　数奇者は隅の方で押たたみを持ち川し

て朝から烏鷺の戦いを楽しんでいるもの

もあるそうして1時問，又三々五々，

降って行く。それこそ年がら年中，雨が

降ろうが風が吹こうが，雪でも積もれば

特↓こ興趣力tシ勇くっ

　頂上の眺めは雲の去来で毎「1変化あ

り，四季を通じて諸種の景色を見せてく

れる。若戸大橋完成後は一段とその感じ　ii

は深く飽くことがない・・港の夜景，天！i

㌻竺議㌶票㌶㌶ii
l簸1欝継≧ii
㈱が特に雌端りを捧げられた姿！！
が，いつまでも脇こ焼きついて忘れらii

れな・・牌竣工・今鰍父宮妃殿・に1

お詣り御十植えをお願した大μ・舎利塔か1ミ
・峯っづ・に石峯山があ・・近・施設・i

計画されてハイキングコースに至極F頃　！1
な雌である潮茶会には先ず，，C」ユのii

国旗鋼，天蜷ド臓・5日・こ鏡開‖

き，2月の継，3服狩り，5腿県il
の山搬祓，9川麟・輝IIの・沖行ii

．嚇・　　　　1
　山の散歩は胃弱，ノイローゼには観面il
である・蹴心臓病刷・効があ・・1

会員の平均年令は57才でも，長年医師に　　　　　　　　　　　　　　　　　　！！

干を握られた者がない、小河内，大庭，　ii

醐蹴私などは辮・）勤続…漬
＿である。　　（若松C理事）！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミミ

唖』フフフzフフフ＝＝㌶フフ＝＝フフ％＝罰％フフ＝＝獺フz＝＝㌘フフフ＝＝フちフ協＝＝フフフフフz＝＝脇フフ＝＝zzフフフ＝＝フ：㌘＝＝フzフ協＝＝フフ協＝＝賜ニジヌ
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かにされており，然も沓尾山古墳郡から

石波古墳郡にわたる長井浜の砂層には弥

生時代から古墳後期にかけての箱式石棺

が三層にわたって幾千幾万と埋没されて

おり，この地が当時大都会であったこと

を有弁に物語っております。
　　　す　え　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　え

　また須恵器の製造所と伝えられる末江

（犀川町）須恵器窯跡として有名な尾倉

地区（苅田町）古代商業の中心地であっ
　つ　ば　き　いち

た梅石榴市（行橋市椿市）朝鮮式山城の
　　　　　　　　　　　こうこうせき
祖形として有名な御所ケ谷神寵石（行橋

市）があり，これは日本でも最も規模が

大きくまた最も完全な形で残っておると

いわれております。また仏教文化を中心

とした飛鳥時代から，白鳳、奈良，天平，

平安，藤原各時代には国分寺（豊津川L

天平時代）や宝積尋r，三会寺，霜川寺，

四十九寺塔をもつ菩提廃寺（奈良，平安

時代）願光寺（奈良時代以前でおそらく

飛鳥時代）潮音寺（平安時代）上坂廃寺

（平安時代以前）木山廃寺（平安時代）

など行橋平野をかこむ山の手一帯は三重

・五重の塔が大空高くそびえ「i㌣丹によ

し奈良の都は咲く花の匂ふがごとく今さ

かりなり」という平城京をi彰沸させるも

のがあり，又鎌倉，足利，室町時代にか

けては豊前国府の所在地として今井津

（行橋市）千軒といわれ，行事港，沓尾

港を有し，政治，経済の中心地として繁

栄していたのであります，

　こうして古代，中世，近世にわたりこ

の地方は，高い文化を享受しながら，恵

まれた地形と環境に育くまれたのであり，

この伝統と文化と，ライオニズムとを表

現すべく，L吉田が腐心してデザインし

たのがこの記念バッジでありまして，女

子ハニワ像の意味する優美，明器，儀礼，

即ち平和と文化を象徴として，クラシッ

クとモダニズムとの相反するアンバラン

スの中に，真の調和と真善美をみいだし

真実を求めようとしたのであります、

　　　　　　　　　　　（行橋C幹‘1；）

ll

九州セントラルブロック大会に就て

へ．
　　　ノへ　・Ψ

廿　　　÷
禄゜

久留米市へ寄贈した交通安全標識灯

　302－W3地区の【1・，央ともいうべき九州

セントラルブロックは，福岡県の廿木，

大牟田，大川，黒木，筑後，筑紫，八女，

柳川及び久留米の9クラブ，大分県の日

田クラブ，佐賀県の鳥栖クラブ，熊本県

の荒尾クラブの合計12クラブから成り立

っており，昭和37年11月18日に久留米ク

久留米C 南 熊太1
ラブがホストクラブとなって，久留米井

筒屋デパートにて九州セントラル第4回

大会が行なわれ，式典の後高良山スカイ

ラインドライプコースにて筑後平野を展

望したりしたのであるが，この第4回大

会にての記念事業として久留米市に寄贈

した「交通安全標識灯2基」が，昭和37

年12月に完成した。

　この「交通安全標識灯」は，久留米市

本町ロータリーに設けられたが，このロ

ータリーは久留米ll∫の中心とも言うべき

交通の要所にあって，交通事故の多発し

ていた所であるが，この標識灯の新設に

よって交通事故が少しでも少なくなるこ

とを希望すると共に，御協力され久留米

市に寄贈して下さった九州セントラルブ

ロッククラブ会員の方々に，感謝する次

第である。（この安全標識灯新設に要した

経費は225，000円であった。）

九州も連日雪が降っている

　昭和38年1月になってからは，裏日本

や西日本各地は記録的な長期寒波に見舞

われ南国九州もブご雪にとざされていると

か，雪に埋もれて3週間とか，出っぱな

しの雪の警報とか1月になって雪の降ら

なかったのは31：｜問だけ（1月251コまで

に22日間雪が降ったとの事である）とか，

70年ぶりの記録的の大雪とか毎nの新聞，

ラジオにて報道されている，久留米から

見渡しても佐賀県の山も，日田あたりの

大分県の山も，甘木あたりの筑前の山も，

最近発会した浮羽ライオンズクラブの浮

羽郡あたりの筑後の山もみな真白で雪が

深いのである．

　　筑前も筑後の山も雪深し

　チェーン巻きの車輌以外は通行禁止と

言う立て札が立っていたり新聞で見たり

するのであるが，1月10日頃の大雪でか

つ寒気が強くて路而も凍っていた頃は，

チェーンを巻いた自動屯でも立往生して

いるのが見られた．

　　チェーン巻く車も雪に往生す

　1月の大’固ま連日終日雪が降っていた，

牡丹雪，こな雪，綿雪などそれぞれの雪

が降るのである　風が少し吹いていても，

又風が無くても，ふわふわと雪は舞って

来ては又舞い上るものもあった、雪は六

片に凍るので，六花（むつのはな）と言

う美しい呼び名にて呼ばれるのである。

　　舞ひ来り又舞ひ．Lる六つの花

　連日降っている上に寒気がはげしいの

で，長い聞とけないで雪が白く残ってい

る。このように長くとけずに残っている

雪を根雪と言うのであるが，方々に出来

ていた雪だるまも雪だるまのままかたま

って何時までも消えずに根雪となってい

るものがあった。

　　雪だるまそのまま根雪とはなれり

　毎n雪は降りつづき，新聞には豪雪被

害，豪雨対策等と出ているが九州でも例

えば福岡県にても農作物等相当の被害が

あったとの事である．数日前に雨が降っ

た。その降り注ぐ雨でもなお雪は消えず

に残っている。

　　雨の降り注ぎて尚も根雪かな

　かくの如くにして昭和38年1月30日の

現在なお1川1にも雪が降っている．今年

はどうしてこんなに寒く雪が多いのか。

この異常寒波は北極を取り巻くジェット

気流との関係が深く，今年はジェット気

流が九州の．ヒ空も吹いていてそのため九

州も北極寒波の直撃を受けているからだ

と言われている．何れにしても昭和38年

1月は，南川と言われる九州にても雪の

多いことであった。（1∫131n早朝も可な

り雪が積っており盛んに雪が降っている。

気温もぐっと低くなっている。もう暫く

は雪が降りつづきそうだ）。

　　　　　　　　（久留米C会報編集者）
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　石鎚国定公園

　松山一黒森峠一面河漠
　の定期バスが開通しま

　した
　　1日5往復で150分です
　舷＞IU発　8　05　・　8．40・lL40・12．40・17．20

　1葡河発　　7，0〔｝・ll．30・1300・15．10・16．40

　　（季節便の増発があります）

＜方伊豫鉄バス
　　　松1U市湊町5－13電②5121

’　＾」工余　　　　　〆

◎広島相互銀行



DIS

故メルビン・ジョンズ氏を讃える会

並びに第2回新会員スクール

　今年1月13日（日），　ライオンの父，

故メルビン・ジョンズ氏の誕生口にあた

り，新会員スクール開講に先だち，彼を

讃え，ライオニズムに徹することを誓い，

彼の写真像に対してライオンズソングを

捧げ，北方政太郎DMDCより生前御面

会になられた時の卓話をして戴き，彼の

生涯のライオニズムに如何につくされた

かを約30分にわたり聞き，参加者一’同，

非常に意義深い一刻を過しました。

　本年の新会員スクールは第2回日の行

事でありますが，主催クラブ幹事会で心

配されたことは，地区がW－2，W－3

と地区分割の為と，毎年同程度の教育で

は進歩がない，と言う事で協議した結果，

地区分割後といえども，下関，門司，小

倉の3市は海峡をへだて同一経済圏にあ

り，互にメーキアップの為，会員の交流

があるのと，地区分割とライオニズムと

は何ら関係がなく，この3市には，それ

ぞれ第2クラブがあり，インタークラフ

の関連性を今回特に強調し，クラブ運営

面にブラスしよう。また参加者には出来

得るだけの資料を提供しようとの結論に

達し，暮も近い多忙の中に，その準備が

始められた。

NAL

下関c高木友三
　講師の方々には，幹事の方からテーマ

を依頼したところ一言の下にOK。いつ

ものことながら頭の下る思いでした。私

もお正月の休みは返上して，国際協会関

係の資料を整理，ライオン誌も57年頃よ

りのものを引っぱりだして，会員の知り

たがっていること，知らなければいけな

い事項などを探しだす。特に困ったこと

は，国際協会を説明したものが何一つな

く，まして地区が場所によっては不明確

な事，それで一々ガパナーの氏名地区，

ガパナー事務局所在地をタイプする。400

いくらのディストリクトを整理，世界地

図に一々記入して一眼で

わかるようにした。また

ライオン誌その他より，

新会員が知りたがってい

ること，知らなければな

らない事項を，ビックア

ップして整理し1920字の

21頁にわたる資料を作り

配布，また北方DMDC

より西洋紙全紙9枚，古

沢PR委員より，歴代ガ

パナー表，地区組織表を

それぞれ配布，全員山の

　ような資料を戴き，講義が開かれた。

　　まず，1）日本ライオンズの機構につ

　いて，古沢PR委員（若松）　2）単位

　クラブについて，久場ZC（門司）3）

　ライオニズムと青少年交換，藤井YEP

　（若松）　4）ライオニズムについて，続

　木DG（小倉）　5）国際協会・世界のラ

　イオンズについて，北方DMDC（福岡）

　6）インタークラブについて，斉藤ZC

　（下関）（斉藤ZCは，当口御欠席）。

　　各講座が終り質疑応答が始まり，その

　質問の主たるものは，1）北九州束LC

　会員より，ライオンズとロータリー両ク

　ラブの相違点，答弁に続木DGより両ク

　ラブの組織上の違い，なお11月末ロータ

　　リー526C，23，101名，ライオンズ509C

　27，340名と仲々細部にわたり説明，質問

　　2）下関東LCより，ライオンズ国際○

　○クラブとあるが，国際と記入するのか

　　しないのか，答弁，北方DMDCより，

　別に規定ではないが，福岡では西鉄ライ

　オンズと間違いを防ぐ為に国際を使用し

　た，正しくは福岡ライオンズクラプと国

　際を使用するのは自由です。質問3）ラ

　　イオン帽は正規なるものか，今後の問題

　について，答弁，北方DMDCより，国

6C合同スクール

高橋国際カウンセラー訪米
　高橋貞太郎国際カウンセーラー（東京C）は，春季国際理事会n程、

1968年世界大会招致の打診など，重要案件についてシカゴ協会本部と直

接打合せのため，寸1暇をさいて1月19日波米，約101コ問にわたって協会

首脳陣と会談した。ジョン・H・ボーグ事務総長はじめシJ・E・シケ

マ大会部長，J・J・ハンク国際関係部長など，日本側の意向を尊重す

る旨の確約を得，多大の成果が上げられた。写真は2月1日夜，無事帰

国されたカウンセラーを迎えて羽田空港特別室にて，左から福島E1地

区ガパナー，高橋カウンセラー，光野幹事，大森会計の各L。
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際協会の規定になく日本地区に於ては，

PRの点で採用した，将来ライオンズが

全国民によく認識された時には，やめた

方がよいのではないかと考えられます。

4）バッジ（正章）の着け方（若松C会

長），答弁に北方DMDC，ライオンズ

ラペルポタンは，全員必ず着用し，旅行

先等で会員に会った場合に挨拶をするこ

と，街頭道徳向上のため全員に強調され

た。5）東京事務所と連絡事務所につい

て（下関東LC），答弁北方DMDCより，

両事務所の在り方並びに創設事山，今後

の在り方等の説明があり，パーティーに

入った。当日の受講者は，123名，登録

費1，500円，主催クラブ，下関LC，下関

東LC，門司LC，北九州束LC，小倉

LC，小倉中央LC以上3市6クラブ。

　　　　　　　　　　　　　（下関C幹事）

新会員スクールのホストを担当して

尼崎c高島三次
、

．1．．‘．⑱‘‘‘lll‘1‘，1．41‘“，川1，・m．‘1川，1111．ぐ●‘1‘Ill‘‘‘‘，“41■ll“1“”1．’‘1‘1，ll■ll”1’」 E’

i　　第9回年次大会

ξ　　スケジュール

iW1地区（・月・一・・大阪）

≡4月5日（金）

詞月6日（土）　　　　’
，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　袖

　10月の会員増強月問には他1也区

と同様に，W1地区においても実

に648名の新会員がライオニズム

の新しい世界に招ぜられた，実に

輝かしい成果である。私共の第6リ

ジョンでも53名の新会員の増強が

見られたが，「量も質も」と云う地

区ガパナーの方針から見て，「量」

の方は一応初期の成果を収めたよ

うである。しかしながら「質」の

方では全く未知数なところから，

財力を対象としない所謂「ライオンと｜乎

ばるる人」の「質」の向上を悲願として

おられるキャビネットの方針に呼応して，

第6リジョンでは逸早く11∫127口、管下

11クラブ（城崎，八鹿2クラブはチャー

ターナイト準備のため不参加）の新会員

の合同スクーリングが企画せられ，私共

の尼崎クラブがそのホストクラブとして

DG，　L田中豊一氏の指示の下に諸般の

準備を担当する事になった。

　当1ヨは伊藤地区ガパナーも出席せられ，

3時間にわたる各講師の説明と新会員受

講のスクーリングの情景を熱心に見学せ

られた，その故もあって，会場の雰囲気

も一段と真剣な真而日さが流れていたよ

うである、、田中DGの方針として最初の

うちに会員が会則になじむ事こそ「質」

の向上と将来優秀なライオンになる基礎

だとして，「国際協会会則及附llll」と特に

クラブ標準会則及附則を4人の講師によ

って第1条から第16条までを分割して説

明するという誠に「キメ」の細かいスケ

ジュールが組まれたので，スクーリング

が租々もすれば姻み所のないぼやけたも

のになり勝ちなのに反し，非常に引き締

めたものにしていたようである。

　「質疑応答」では新会員の熱心な質問に

　・1　’

竃遣

　　　新会員スクール風景

講師がたじたじの態で，これまた微笑ま

しいフランクな空気が溢れて，今回の合

同スクーリングは1つの新しい形が示唆

せられているような印象を受けた。

　1月の「メルビン・ジョーンズ記念月

間」を控えて，各クラブで会員のスクー

リングが計画せられることと思われるの

で，当日のハイライトをここに紹介した

次第である。　　　　　　（尼崎C幹事）

ξ

：

∨

　懇親ゴルフ大会（茨木カンツリー・クラブ）…

　9．00～9．30　登録受付（中之島ll・央公会堂）…

　9．30～10．00．代、級会　　　　i
　10．00～14．00　小委員会及び分科会　　　i

　14．00～16．00代1顯総会．　　i
　18．00～20．00　前夜祭（中之島中央公会堂）｝

三4月7日（日）

　8．oo～9．30　登録受’付（ll，之島フェスティパi

　　　　　　　ルホ＿ル）　　　　≡
　9．3。～1。．。。入場式　　　i
　10．10～12．00　式典　　　　　　　　　i

　12．00～13．00中食　　　　　　　　i

　13．00～16．00　余興（第1部関西交響楽団．指…

　　　　　　　　掴｛卓月」ヒ奈F羨，第2音1～郷土芸fiヒ，；

　　　　　　　　構成内海重典，第3部舞涌・…

　　　　　　　　長谷川一夫，林成年，長谷川…

　　　　　　　　季子）　　　　　　　　：
　18．00～20．00　ガパナー1晩餐会（国際兄木…

　　　　　　　　η∫港会場）　　　　　1

…4月8日（月）

　8．00～9．00　キーメンパー及び会長幹事三

　　　　　　　朝食会（中之島新大阪ホテル）…

　　10．00～20．00　エキスカーション（ミステ÷
　　　　　　　　リーの船旅）　　　　　　　　…

　　E1・E3地区（5∫124～27u札幌）i

÷5月24日（金）

　　懇親ゴルフ大会（輪肌∫働内ゴノレフ場）

三5月25日（土）

1

1

光クラブのCNバッジ

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　　　　　　　　　　　　　　

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

i　光Cは1962年4月20［L徳山クラブのスボi

iンサーて結成され，11月25n市内八幡製鉄のi

i巨大な体育館でチ・一ターナイトを挙行・パi

i。ジは室積蹴公園をパ・クに・この地方最i
i大のお祭りである普賢祭の普賢ボサツ（支那i

iから象に乗ってこの地に渡って来られた，航i

i海安全のポサツ）を型ちどり，三国一の三jEi

iの松原と共に全国的に締。　　　i

i　　各クラブの記念バッジ実物又は写真をお送り下i

i　　さい。本欄でご紹介します。一編果部　　　　i

8．30～9．30、 o録’受付（市民会館）

10．00～11．30　委員会及び分科会

11．30～12．30　　昼食

13．00～15．00代議員総会

15．00～16．30　余興　　、

17．00～19．00

　　　　　　　ドホテル）

；5月26日（日）

…

代議員懇親会（札幌グランi

8．00～9．00

　　　　　－）
9．00～9．50入場式

10．00～12．00　式典

12．00～13．30　昼食

13．30～17．00　市内観光，施設訪問

17．30～19．30　大会晩餐会

登録受付仲島スポーツセンタ…

…5月27日（月）

7．00～8．00

…

…

亨

キーメンバー及び会長幹事；

朝食会（札幌グランドホテル）…

…エキスカーション

Aコース

Bコース

Cコース

Dコース

Eコース

Fコース

Gコース

道内1周7泊8日
三亘1勺1∫・冒5｝t：｜6日

大雪及阿寒国立公園，3泊4n

阿寒及大雪国立公圃，3泊4［1

支笏洞爺国立公固と湯の川温膓a，3…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1《‘，川1，．蝸川，‘1‘ll．時・1‘“‘lll“・いnlll“‘”・・1・一川“1“1‘ぺ・411“ll川’‘’°lll‘，‘1‘1’

泊4rl

支笏洞爺国立公園，2泊3日

襟裳と糖平温泉，2泊31．1
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秋季国際理事会
1962年10月16～19日メイン州ポーランド・スプリング

！

　本協会のあらゆる権限は国際理事会に帰属

するものとする。国際理事会は本協会の執行

機関であり，所定の提訴があった場合以外は，

その決議は最終的なものである。国際理事会

は本協会の運営，財産，資金の統制を行い，

本協会の凡ての役員及び委員を全面的に管理

する。　　　　一国際協会々則第5条より一

　咋年10月，16日から181コまで4日間に

わたって，本協会を全而的に管理する国

際理事会が，アメリカ，メイン州ポーラ

ンド・スプリングの168年問の古風を保

つ建物で開かれた。これは毎年3回開か

れる理’1桧の秋の定例会合であり，メイ

ン州で開かれたのはLovill会長の出身

地のためであった　秋の定例会はたいて

い会長の出身地で行なうのが毎年の例に

なっている，

　このボーランド・スフリングは風光明

1日の地であり，そこを流れるきれいな水

は全世界に搬出されている。理事会が開

催された時は丁度紅葉たけなわであり，

沢山の観光客でにぎわっていた。更に会

場に当てられた建物ま1797年に建てられ

た開拓者の宿で1」1紫水明の地，美しい季

節に一段と風情を添えるものであった。

⊇G㊧M鳥，慕

SHT－14

三相膓4｝P

　　　　　　佐巴

　　　　電々墨

1鉄里
　　　竪工岡

。相。藷三所

　この理事会には国際理事の他に13名の

元国際会長が出席して種々助言を行ない，

本部からも多数の執行委員が出席して種

々便宜を図った。

　理事会の会議は国際大会を・トさくした

ような様相であった。ある者はフィンラ

ンド，パキスタン，フィリピン，　ドイツ

等の遠方から参集した。これらすべての

理事は実業の而で各々指導的な立場にあ

り，自国の経済，ライオンズについて深

い認識をもった者ばかりである。言語は

各々異るが，共通の基盤　　ライオンズ

国際協会の民主的な発展のため一にた

っている。彼等は世界大会で選川され，

2年問無報酬で奉仕するのである。

　理事は年3回の定例会にのみ活動する

のではない。彼等はすべて1つ以上の委

員会の構成員になっているし，協会運営

の様々な問題を処理しているのである。

　ポーランド・スプリングの会議で理事

会は2，3の委員会の報告につき討議し，シ

カゴ本部関係の諸問題から全世界の青少

年交換関係の問題，更

には食糧供給，CAR

Eの問題についても討

議した。

　理事会の日程は実質

的には交通に便利なハ

ブ市（Hub　City）か

ら10月131］に始まっ

た、大半が夫人同伴の

理事達はポストンで予

備会議を開いた。

　翌14EIの朝一行はパ

スでポーランド・スプ

リングに向ったのだが，

途中ニュー・イングラ

ンドの美しい風景を楽しみ，ニュー・ハ

ンブシヤのリンジの有名な教会の礼拝に

出席した。その日の昼に一行はニュー・

ハンブシヤ・クラブ主催の昼食会に招か

れ，夜7時になってポーランド・スプリ

ングに着いた。

　次の15日理事会は各委員会に分かれ，

各報告を行なった。この間同行の夫人達

はウォターピルを訪れ，昼食会のあとコ

ルパイ大学の庭園に遊んだ。午後彼女等

はジョン・リード夫人一リード氏はメ

イン州の知事であり，Lovill会長とも親

しく，ニース世界大会では演説を行なっ

ている一の茶の会に招かれた。

　翌1コ16日（火）の午前中は前日につづ

いて各委員会が開かれ，各議事をとりま

とめて報告ill：を作成した。この幸ll告；1｝は

コピーされ，各委員会の委員長が口頭で

報告する際に各理事に渡された。その日

の午後1時30分から理事会が開会された。

　次の1コ17日（水）は8時30分から始め

られた。前日のロビル会長の南アメリカ

の公式訪問の報告につづき，この日は運

営委員長の本部運営の全般的報告，本部

建造物委員の報告，大会委員のマイアミ

大会を更に盛会にするための諸報告，世

界各国の人々の間に於ける相互理解を深

めるための国際関係審議委員による報告，

ライオンズの計両及び目的を広めるため

のPR委員の報告，更に全世界の不幸な

人々や困っている人々に食物や教育を施

すためにCAREと充分協力し合うため

のCARE委員の報告等があった。

　このような議事進行は理事会の定石に

なっているのであるが，このポーランド

・スプリングの会議においても，提出さ

れたあらゆる問題は充分な時間をかけて

メイン州オーガスタの庁舎にジョン・リード知事を訪れた

ライオンズ理事一行は，知事の心からの歓迎を受けた
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　議事は英語で進められるが英語国以外の国

から選ばれた理事のために同時通訳がつき，

イヤホーンで流される。ライオンズの公用語

は9力国語である

熱心に討議された。この会議の議事録は

便箋で300枚にものぼった。

　この5日間の相次ぐ会議の疲れをいや

すため，一行はシースポートを訪れメイ

ン海老の味と風光を楽しんだ。

　10月18日（木）は短かい昼食をおいて，

朝811寺30分から夕方5時まで会議が開か

れた。この日は終身会員及び名誉会員の

承認，ガパナー・エレクト・スクール，

協会の財政報告，協会の出版物，諸備品

等について話し合いがなされた。この晩

は14地区のライオンズその他近辺のライ

オンズの主催により晩さん会が催された。

　翌19日金1曜日は8時30分から再び会議

が開かれ，一同は会議の総括を行ない，

急ぎの昼をすませ，パスに乗ってボスト

ン空港に向かった。最後の議事は1963年

4月8日から10日まで日本一ラィォニ

ズムが最も急速に成長している国の1つ

一の東京で理事会を開催するという案

を承認することだった。

　　　　　　（英文ライオン誌1月号より）

かるくてあたたかし

亀

〆、

NEWS　REEL

　　　皇居前広場を更に美わしく

　スモッグ（ロンドンの霧ほどではないが，東京は最近よくこれに苦しめられて

いる）が全く洗われて，快晴の小春日和12月7日，東京千代田LCは皇居前二重

橋傍と坂下門に警察立廻所を設置し，警視庁に贈った。東京千代田LCはこの他

に，CN記念事業として皇居前広場に黒松6本（15万円，東京神田LCと合同）

を植樹，靖国神社に水呑場を設置（15万円，東京神田LCと合同）する等，この

面でのアクティビティを活発に行なっている。写真は東京千代田LC会員西村時

彦L（西村建築設計事務所々長）のデザインによる警察立廻所（右）と旧立廻所

（左）。

慈善試写会開催
　福岡クラブでは，世界の名優チャールトン・ヘストン主演の「ダイアモンド・

ヘッド」封切りに先立ち12月21日，西日本新聞社民生事業団と協賛してヘストン

を迎え，福岡東宝映劇で慈善試写会を開催した。席券700円600枚発行，431枚をク

ラブで負担し，ヘストンの飛行機代，ホテル代その他諸経費を差引き，256，435円

の益金を得た。クラブはこれで百道松風孤児院にライオンズ文庫を新設寄贈する

こととした。
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ク フ ブ 活 動

葡

（12　月　分）

秋

能

大

青

八

弘

黒

会

福

郡

花

水

盛

平

2C合同
石

〈E　1地区〉
田　聾学校，養老院他9施設へ会員持寄り

　　の中古品700点及びタォル，石ヶン，

　　図書，楽器，ケーキ等贈呈　90．160円

代1）僻地校に会員持寄りの図書，教材，

　　運動具など寄贈

　　2）　盲人へ安全杖寄贈　　　11，000円

　　3）特殊学級慰問、楽器寄贈11，000円

館母子寮へ醤油，味噌，ケーキ，木炭等
　　贈呈　　　　　　　　　　　7，000円

森1）NHK助けあい運動に協力し僻地
　　校へ古雑誌1，000冊贈呈

　　2）　歳末助けあい運動として母子家庭

　　21世帯に餅と砂糖等贈呈　　16、000円

戸母子寮の児童生徒へ衣類とゴム靴寄贈

　　　　　　　　　　　　　　20，000円

前1）僻地校松代分校に「少年少女のた
　　めの日本歴史」全12巻を本箱付寄贈

　　　　　　　　　　　　　　4，604円
　　2）愛成園，養老院，児竜相談所に餅
　　2f炎ラ〉寄【1曽　　　　　　　　　 12，600ド］

石歳末助けあい運動に協力贈呈10、000円

津南米て両親を亡くした浅沼4人姉妹を
　　招待しセーターと菓子贈1己　10，760｝ll

島1）光寮ヘラジオ7台贈1己24，5001「」

　　2）　ポーイスヵウトi敷励慰問3，0001lI

山　1）　自動Il〔クラブに‘溝師派遣14，40011j

　　2）　　歳ノk正坊｛ナ」うし、運動↓こ協ノ」11，000111

　　3）　児童文化会館に県内パノラマ寄贈

　　　　　　　　　　　　　100，0001［1

　　4）　緑のオバさんへ防寒用アノラック
　　14）1寄；僧　　　　　　　　　　　　　　　52，400「1】

　　5）　新産業都市建設協力会へ運動資金

　　として贈呈　　　　　　　　10，0001Ll

　　RC，　JCと協力恵まれない子供達約
　　2，000人集めクリスマス大会を開催し

　　ケーキ，アルバム等贈呈　　121，000円

巻1）歳末助けあい運動に協力会員が街
　　頭募金，持寄りの日用品186点と共に
　　市福祉・｝筋所へ寄贈　　　　20，469円

　　2）　国ウ：結核療養所慰問，映画会開催

　　バン200袋寄贈　　　　　　12，000円

関　藤の閑学閑、愛百会に寄付　20、000川

沢歳末助けあい運動に協力，市内5保育
　　閑へ肌着寄贈　　　　　　　14，500111

岡山王，1賂厨川，岩じゅ寮の各1ミ｝］乙寮
　　↓こY丘タ〔｛先汀口機とi先吉lll憎！己　　62、000「」

巻1）市内7保育所の450余名｝こ菓子類
　　を贈呈　　　　　　　　　　　56．000111

　　2）　日赤の困窮患者60余名に缶詰食料

　　品その他日用品持参慰問　　30，000円

気仙沼

宮城古川

仙　　台

4C合同

仙　　台

仙台中央

塩　　釜

山　　形

市　　川

船　　橋

桐　　生

太　　田

日　　立

箱　　根

平　　塚

川　　崎

小田原
横　　浜

第5
合

五

小

R
同

泉

出

歳末助けあい運動に協力し市内4施設

に学童服，靴，菓子等贈呈　57，130円

母子寮と開拓部落の子供達170名にク

リスマスブレゼント贈呈　　21，000円

1）県立ろう学校ヘワイヤレス集団補

聴器とケーキ各1個贈呈　130，560円

2）県立盲学校へ楽器1式と157名ヘ
ケーキ各1個贈呈　　　　179，190円

3）59世帯貧困盲人家庭へかん詰セッ

ト寄贈　　　　　　　　　　10、940円

4）　開拓村生徒ヘスキー1式78台寄贈

　　　　　　　　　　　　100，31011］

5）市内3警察署へ交通標識ミニチュ

ア各2セット寄贈　　　　156，000円

小百合園他4施設に石油ストーブ各1
個寄贈　　　　　　　　　　41，500円

ラサール会と善き牧者修道院の児童に

上着，ズボン等150点贈呈
歳末助けあい運動に協力贈呈30，000円

1）盲学校へ盲人用チェッカー2組と
菓子贈呈　　　　　　　　　7，200円

2）　山商高校の大沼先生へ褒賞状と記
念11∴贈」iミ　　　　　　　　　　　　　　　　　3，500トリ

3）　県民文化功労者小林氏へ褒賞状と
」己念1冒1賭曽互＞　　　　　　　　　　　　　11，5001TI

4）　奥山夫人歌集「朝光」川版に褒賞

状と紀念品贈111　　　　　　4，500円

市内保育所に木馬8台寄贈　48．000111

歳末助けあい運動に協力贈呈20、000111

補導連絡協議会へ寄付　　10，000111

市立養老院50名に採暖器（タドンアン

カ）贈呈　　　　　　　　　 22，000P】

盲人貧困者12名に毛布1枚宛寄贈

　　　　　　　　　　　　11，400「］

町内100世帯の貧困家庭に餅贈呈

　　　　　　　　　　　　36，000Pj
歳末助けあい運動に協力贈！差24，0141「1

1）　警察署交通f系長｛こ感謝状と記念品

贈呈　　　　　　　　　　　10，000円

2）歳末助けあい運動に協力母子寮の

子供に衣類等贈呈　　　　100，000円

市内5社会施設へ贈呈　　　50，000円

1）市内4小学校前にガードレール設
1挽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　168，237Pj

2）　11∫内貧困家庭に寄付　　40，000円

3）　11∫内｛口子家庭と施設にキャンデー

600個寄付　　　　　　　　36，000「｜

道路案内標識設置費として県に寄贈

　　　　　　　　　　　1，000，000111

歳末1吻けあい運動に協力贈呈13，100円

1）歳末助けあい運動に協力6，200円

2）魚沼学園へ菓子贈呈　　2，000円

長　　岡

長岡悠久

中　　条

新　　潟

3C合同
新　　潟

新潟東

佐

三　　条

新発田

白

高

川

足

燕

宇都宮

東京24C
合　　同

赤坂・千
代田合同

浅草・神

田合同
千代田・
神田合同

東　　京

赤

荒

文

千代田

　　非行少年施設へ楽器1式　　29，600円

　　社会福祉協会に献金　　　　12，900円

　　小学校へ鼓笛隊用楽器1組　57、950円

　　市内保護施設ヘクリスマスブレゼント

　　持参で慰問　　　　　　　　28，330円

　　1）　新潟学園ライオンズ文庫へ図書贈

　　呈　　　　　　　　　　　　5，000円

　　2）　オリンピック募金に協ノJ1，4001τ1

　　3）　第31司全国高校レスリング代表選

　　手と教師に1淺別贈呈　　　　10，000円

　　市内4中学校へ体育振興の優勝楯寄贈

　　　　　　　　　　　　　　12，736ド］

渡1）歳末助けあい運動に協力7，000円
　　2）新星学園の生徒にクリスマスブレ

　　ゼント贈呈　　　　　　　　3，000円

　　歳末助けあい運動に協力　　20，000円

　　歳末助けあい運動に協力市内小学校貧
　　困児童1こ長］β｛ヒ贈呈　　　　　　　　　15，000FI

根歳末助けあい巡動に協力保漫llt帯250
　　人に砂糖贈呈　　　　　　26，25011］

田　歳木助けあい運動に協力若竹寮，錦学

　　園へ菓子寄贈　　　　　　　5，000円

　　1）市内保育園と幼稚間児童にクリス

　　マスブレゼント贈呈　　　　49，5851q

　　2）歳末助けあい運動に協力保護世帯
　　↓二危片1揃呈　　　　　　　　　　　　　　　 40，785111

　　3）母r福祉会へ贈Ilt　　10，000円
口　日，ソ，スウェーデン311‖対抗サッヵ

　　一選丁に七宝贈呈　　　　　40，00011］

別　歳末助けあい運動に協力　　37，530円

　　歳末助けあいに協力市内4施設を慰問
　　｝揃三iと　　　　　　　　　　　　　　　　　　19，8291Tj

　　NET歳末助けあいテレビ・オークシ
　　ョンに協力益金その他で110施設へ毛

　　布660枚贈：11　　　　　1、254，000円

　　港，千代lll区の生il号保護lll：帯の子供400

　　名を招待パーティ開催　　　274，850円

　　「台戊〔区母子慰安慈善パーティ」に福

　　祉施設の母子360名を招待　72，000円

　　「YMCA夏期キャンプのクリスマス
　　会」へ胡1内の施1没児竜を招待10，000円

　　足立：区貧困者へ会員持寄りの中古衣類

　　等贈呈

坂交通安全の為の資金として警察署へ寄
　　付　　　　　　　　　　　100，000円

川　本木隣保館k催のクリスマス会に菓子
　　贈三己　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，690ド1

京1）区内2消防！路に電気メガホンと携
　　n｝」∬‘線機1曲‘己　　　　　　　　　　　168，000111

　　2）　アジア救ライ協会に贈呈10、805円

　　皇居ご門前と坂下門前に警察立廻所設

　　置　　　　　　　　　　250，000円
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燕 C 犬 山 C 伊 勢 C
1，．四．・“““・．．““・“・■■．．“”・“．．““．U“．・．・・““・．“・・…．H・・“‘．“…．．H．・…■■．朋・．‘…開．・…．．“・．°“…．．““・．・．．・…．・・…．．．“．．・・．．・．…■．．“・“・■・・■・．．■■■．“““．“°”°．．“・，“・・．．．““・．．・．．・■．．“．…開■．・■．．．■■“”1・．“．．“・・．…．．“．・‘．・．…“・・■“…1

銀　　座

神　　田

関　　東

江　　北

丸の内
両　　国

　芝

隅田川

塩　　山

富士吉田

甲　　府

安　　城

尾　　西

1）治生学園，福田会，宮代学園各施

設へ下着，運動靴等贈呈　　50，000円

2）盲人のための読売日本交響演奏会

へ賛助金　　　　　　　　29，800円

都内の3施設へ寄贈　　　　90，000円

都内3盲人会ヘテーブレコーダー贈呈

　　　　　　　　　　　　27，000FI
希望の家の子供約20名招待し慰ll；1

都内12保育所にオヤツ寄付　12、000円

都立江東ろう学校へ本151冊寄贈
　　　　　　　　　　　　50，0001－［」

1）　児童福祉へ布団，毛布，下着その
イ也聾曽三1芝　　　　　　　　　　　　　　　　　60，000PI

2）　区内の小学校へ火災到坊用のノー
ト等‖曽51　　　　　　　　　　　　 10，000111

墨田区内の養護施設へ菓子等贈呈

　　　　　　　　　　　　14，000｝ll

鈴の宮寮を慰問し鏡10枚贈li紅2，000円

歳末助けあい運動に協力，RCと共催
で名」：かくし芸大会を開催，益金を社

会福杓1：事務所に寄託　　　　75，540111

歳末助けあいに協力開拓地の老人ホー

ム，開拓地へ会員持寄りの物資250点

を贈呈

　〈E　2地区〉
歳末助けあい運動に協力　　8，000円

1）貧困家庭140世帯に正月用餅を贈

蒲　　郡

半　　田

一　　宮
3C合同

一宮中

一宮尾北

犬　　山

吉　　良

小　　牧

旦　　　　　　　　　　　　102，300円

2）　公衆用時計台の電気料負担519円

3）　警察交通広報車の附属設備を寄贈

　　　　　　　　　　　180，000円
生活保護家庭282軒に石鹸を寄贈

　　　　　　　　　　　　42，300F1

半田市立養老院慰問　　　　19，000円

1）　一宮聾学校へ卓球台とペルタイマ
ー贈呈　　　　　　　　　　　　　　　　　 40，000111

2）　いつみ学園ヘエルモ8ミリ映写機

贈呈　　　　　　　　　　30，000円

3）仲好寮ヘステレオを贈呈

　　　　　　　　　　　　35，000111

4）養老院へ贈呈　　　30，0001LI
1）歳末助けあい運動に協力10，000円

2）年末慰問金として一宮警察署へ寄
言〔1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15，000ド」

1）救訟P備品寄贈　　　480，000円
2）　保護家庭に餅代贈呈　　50、000111

3）　保護家庭の新入学児童の学川品寄

贈50、000円1）　歳末助けあい巡動に協力老人ホー

ム，母r寮など慰問　　　　27，400111

1）交通安全標識23本を西尾警察署へ
贈呈　　　　　　　　　　　20，000卜【1

2）歳末助けあい運動に協力19，200円

市内の孤児達20名にクリスマスブレゼ

ントとして学用品を贈呈　　10，000円

江

名古屋
6C合同
名古屋南
・みなと

合　　同

名古屋東

名古屋南

名古屋
みなと
名古屋西

岡

瀬

新

南1）江南警察署へ救急・広報・バトロ
　　ールカー（万能車）贈呈1，138，000円

　　2）布袋養老院へ餅を贈呈　12，500円

　　3）　困窮児童に肌着を寄贈　32，250円

　　国連理解のための全国中学生作文コン

　　テストに協賛　　　　　　116，327円

　　市内瑞穂寮へ会員持寄りの週刊誌，雑
　　誌300‖‖・寄贈

　　県教育課の移動図書館内にライ才ンズ
　　文庫を設1；’［　　　　　　　251、700円

　　1）　市清掃人夫25名に感謝状記念品を
　　｝悟1i三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77、000「1］

　　2）愛知少年院へ教材用マツダ4輪ト
　　ラック1f↑；悟‘己　　　　　150、000円
　　水上児童寮へ温室と小鳥舎1式寄贈

　　　　　　　　　　　　　　30，0001Jl
　　1）ll∫内中川？if察署匂：内に防犯灯，交

　　通安全灯55基を‘没置　　　　396、500円

　　2）　｜｜∫内西区の小活保護家庭と児童施

　　設にド着及び餅代を寄贈　　110，000円

崎　RCと合同て籠山公園に国旗掲揚塔を
　　‘峯芝‖g　　　　　　　　　　　　　　　　　214，500ド1

戸1）幼稚幽保育圃の園児にクリスマス
　　プレゼント贈呈　　　　 131，600円

　　2）　守山警察署に白パイ装備1式寄贈

　　　　　　　　　　　　　220，000円
城歳末助けあい運動に協力困窮家庭にネ

最高を望まれる

あなたに

ふさわしい…

インターナショナル

lWC
lN†ERNATIONAI　WATCH　CO．ノscHAFFHAusεN　swlTzεRLAND

日本総代理店　シュリロ貿易株式会社
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鳥 羽 C 安 曇 C 岡 谷 C

目1杜情

川

頴
“朋口‘民●”“＃●“…・●“・・“■●・・．・“・■．”．．朋．．“・朋．．・・“■・．．．e．■・“．．・．．●…　““●●・“・“●■…　．．．．．・●・“．．・●・・●・“■●●”n・．．・’・．・．．”・．●．・…　．．●．・．．・．●●，・“．“・““●●・・●■●●・…　．・・．．．．．．．朋．■…　．“・．‘““．・”．朋．．・．．■■■：・■．．．．・．“ヨ・“．鳥・”“・“．・・朋．■・…　．．．．”“：・・．■．■コ“

常　　滑

豊　　橋

3C合同

豊橋・東
合　　同

豊橋南
豊　　田

古　　川

岐　　阜

2C合同
岐　　阜

岐阜南

ルネマキ寄贈　　　　　　　30，000円

生活保護高令者に毛布贈呈　28，000円

1）市内新川交差点ヘガードレールを

設置　　　　　　　　　　　246，450円

2）　外人登録手続添付写真代を寄贈

　　　　　　　　　　　　9，000円
3）市内幼稚園と保育園54ヵ所に国旗

寄贈　　　　　　　　　　　22，205円

歳末義掴金として市へ寄付　50，000円

歳末助けあい運動に協力　　20，000円

1）岡崎盲学校へ寄贈　　3，000円
2）歳末助けあい運動に協力市民生課，

警察，消防署，市教委，CBCへ寄贈
　　　　　　　　　　　　54，800F］

養老院を慰問　　　　　　　　27，000Fj

岐阜駅前噴水の緋鯉購入費として市に

寄贈　　　　　　　　　　65，500円
1）　市内長良児童育成園にストーブ，

乎袋及び靴下寄贈　　　　　35，000円

2）岐lit駅前五差路に水銀照明燈を寄

贈　　　　　　　　　　　140，000円

3）　大和小学校に雑壽志寄贈　　1，000円

4）　県立大垣乳児院にオシメ，ハダギ

石鹸等を贈呈　　　　　　　30，000円

5）　市内誠心寮，第二厚生館に英語辞

害，食品，石けん等贈呈　　30，000円

1）市第二厚生館へ盲人教育器材とし

嚇鍬の鵠号

　　　　　　　　　記念品

　　　　　　　　　貝曽答品

　　　　　　　　　閉用品

一．一一～

郡上八幡

羽　　島

揖斐川

名務原
神　　岡

可　　児

美濃加茂

ヨ承工ぎ
操式●社

本社　高松市亀井町4の2
　　　電話高松13．5110・5111番

　　　　　　　　：49361番

　　　（高松玉藻C　L阿河正夫）

美濃大野

瑞　　浪

大　　垣

　関
多治見

高　　山

土　　岐

伊　　勢

熊　　野

桑　　名

尾　　鷲

鳥　　羽

てタィブライター1台寄贈　45，000円

2）　歳末助けあい運動に協力保護家庭

へ衣料，食料等寄贈　　　777，000円

3）　市内12保育園児童にクリスマスブ

レゼント　　　　　　　　　54，000円

大和村養老院を慰問，肌着，書籍贈呈

　　　　　　　　　　　　50，000円
1）　生活保護家庭143世帯に砂糖贈呈

　　　　　　　　　　　　26、455円

2）市立養老院ヘネグリジェ寄贈

　　　　　　　　　　　　15，000円

町内の保育園，養老院を慰問し英子袋

を贈呈　　　　　　　　　　33，900円

歳末助けあい運動に協力　　21，000FI

困窮保護家庭児童に肌着贈呈58，800円

郡内幼稚園，保育園に交通安全のため

の紙芝居贈呈　　　　　　　30、580円

1）歳末助けあい運動に協力20，000円

2）火災予防運動のバレード費用とし

て寄付　　　　　　　　　10，000円

3）拡声機1式警察署へ寄贈22，000円

4）青少年体育振興のために市剣道連

盟に寄付　　　　　　　　　20，000円

5）　公立学校へ机113個寄贈84，750円

6）　道路照明用水銀灯寄贈　25、000円

1）　生活保護家庭に砂糖寄贈18，810円

2）　友情年賀ハガキ購入　　　3，000円

1）　歳末助けあい運動に協力20，000円

2）土岐小学校へ放送施設基金贈呈

　　　　　　　　　　　　15，000円
3）　奨学資金として　　　　1，000円

1）　ボーイ，ガールスカウト育成会ヘ

キャンプ用天幕2張贈呈　　42，000円

2）赤坂町ポーイスカウトヘキャンプ

用天幕贈呈　　　　　　　25，000円

3）　県立大垣乳児院へ天竺生地，前掛

け等贈呈　　　　　　　　13，000円

4）牧野華園に男女ズボン，生地等寄

贈　　　　　　　　　　　　41，940円

5）　市内各母子寮に家庭用品，文房具

等贈呈　　　　　　　　　　15，700円

歳末助けあい運動に協力　　37、650円

1）歳末助けあい運動に協力5，000円

2）　市内小学校へ傘100本寄贈

　　　　　　　　　　　　44，000円
1）歳末助けあい運動に協力41、684円

2）　市内高令者に糖尿病の検査を施行

　　　　　　　　　　　　30，984円

1）　市内3特殊学級に教材用備品贈呈

　　　　　　　　　　　　51，000円

2）市立養老院恵風荘ヘデコレーシ・

ンヶ＿キ贈呈　　　　　　　　6，000円

1）　警察署へ「白パイ」1台贈呈

　　　　　　　　　　　　210，000円
2）　市内孤児，精薄児施設の児童にク

リスマスプレゼント贈呈　　40，400円

警察署へ施設資金として贈呈50，000円

1）　共同募金会へ寄付　　　5，000円

2）　養老院清風園と草明園へ歳末慰問

費として　　　　　　　　　10．000Fl

三木，古江各小学校へ鼓笛隊助成金贈

呈　　　　　　　　　　　　　20，000円

1）　全ll］統…道路標識贈i正　56，200円

2）　交通安全塔を設置　　　115，600円

津

四日市
安　　曇

飯　　田

茅　　野

松　　本

長　　野

岡　　谷

熱　　海

藤　　枝

御殿場

浜　　松

伊　　東

2C合同

磐

湖

静

沼

田

西

岡

津

島　　田

清　　水

3）歳末助けあい運動に協力16，250円

4）高校火事見舞金として　30，000円

1）長寿院を慰問しオーバー2着と菓

子贈呈　　　　　　　　　20，000円

2）歳末助けあい運動に協力30，216円

3）　オリンピック選乎強化資金として

　　　　　　　　　　　　33，000円
歳末助けあい運動に協力　　10，000円

穂高養老院と精薄児収容のアルプス学

園を慰問餅等贈呈　　　　　10，000円

未亡人会へ貸付基金として　30，000円

茅野山岳会へ救助用天幕贈呈20，000円

日赤乳児院19名に膀り1靴下，児童院46

名にコーモリ傘贈呈　　　　50，000円

市内9保育園へ贈呈　　　44，900円
岡谷，下諏訪郵便局と電話局へ感謝状

と時計贈呈　　　　　　　　15，000円

1）　小児結核療養所へ道路改修補助と

して寄付　　　　　　　　　15，000円

2）職業補導センターに電池｜雛1’2個

贈呈　　　　　　　　　　　9，000円

1）生活保護家庭へ醤油200本贈呈
2）　街路灯（水銀灯）1基寄贈

3）　交通標識（アーチ）1基寄贈

　　　　　　　　　　合計74，100円

1）　市内子供会ヘバッジ千個寄贈

　　　　　　　　　　　　30，000円

2）困窮家庭88世帯に餅米贈呈

　　　　　　　　　　　　50，000円

3）市内盲人に盲人杖57本寄贈

　　　　　　　　　　　　30，ω0円

4）会員持寄り衣料159点を市福祉事

務所に寄託

1）　NHK歳末助けあい運動に協力

　　　　　　　　　　　　131000｜1］

2）孤児院，母子寮，保育院へ菓子寄
贈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22，050pヨ

3）老人ホームへさらし20反寄贈

　　　　　　　　　　　　3，360円
4）市内子供会へ劇団たんぽぽ派遣

　　　　　　　　　　　　10，000円

5）　県立盲学校ヘテーブ寄贈3，000円

1）　市郊外に梅園造成費川として

　　　　　　　　　　　　30，2gorエ」

2）　歳木助けあい運動に協力5，0001q

1）　歳木助けあい運動に協力20，000Fl

2）磐IU学副ヘケーキ贈呈　6，000円
歳末助けあい運動に協力善意銀行へ寄
託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42、0001」」

市内12ヵ所の福祉施設へ衣類贈呈

　　　　　　　　　　　　158，400Pj
1）　歳末助けあい運動に協力

　　　　　　　　　　　　100，000円

2）孤児院松風荘に寄即　　20，000FI

1）歳末助けあい運動として身体障害

者66名に毛布贈呈　　　　　52、800円

2）市庁舎落成の祝としてテーブルク
ロス寄贈　　　　　　　　　　10，000111

1）　オリンピック募金に協ノ」7，500円

2）市内病院へ古衣類贈呈80，000rlj

3）消防署，警察署へ年末の慰問

　　　　　　　　　　　　10，000111

4）　ライオンズ乳児園ヘオモチャ寄贈

　　　　　　　　　　　　　1，800円
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富　良　野　C 室 蘭 C 小 樽 C
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清水羽衣

下

天

芦

福

福井中央

鯖

敦

加

金

金沢東

小

能

伏

氷

黒

滑

富

高

　　5）　3施設ヘケーキ寄贈　　　5，625円

　　1）　消防署、警察署へ年末慰問

　　　　　　　　　　　　　　10，000円

　　2）　4施設ヘケーキ玩具寄贈20，000円

田　歳末助けあい運動に協力　　10，000円

竜　歳末助けあい運動として母子家庭，国

　　立療養所，保育所，警察署，市清掃職

　　員など慰問　　　　　　　　59，305円

原歳末助けあい運動に協力　4，000円
井　1）歳末助けあい運動に協力4，250円

　　2）　防犯思想の普及に協力　　6，500円

　　歳末助けあい運動に協力　　18，200円

江　惜陰小学校ヘテレビ1台贈呈60，000円

賀1）市内3施設へ鏡，石油ストーブそ
　　の他贈呈　　　　　　　　　30，000円

　　2）歳末助けあい運動に協力4，000円

賀加賀，江沼中学校英語暗舗大会後援

　　　　　　　　　　　　　　　5，000円

沢1）歳末助けあい運動同情セール掘出
　　市に協力　　　　　　　　224，790円

　　2）　オリンピック募金に協力9，500円

　　1）市内の辺地小学校ヘバドミントン

　　贈呈　　　　　　　　　　　27，000円

　　2）　市内の3母子寮へ時計，机，下着

　　贈呈　　　　　　　　　　30，000円

　　3）青年の家へ電燈1基贈呈15，000円

　　4）市内ロータリーに事故防止広報三

　　角塔10本設置　　　　　　　60，000Fj

松1）養老施設，孤児施設慰問10，000円
　　2）　精薄児施設和光学園ヘテーブレコ

　　ーダー1台寄贈　　　　　　20，000円

美部内小中学校へ防犯水銀灯10基寄贈

木1）4校の準援護児童にクリスマスブ
　　レゼント贈呈　　　　　　　16，200円

　　2）　歳末助けあい運動に協力29，400円

見生活保護老人家庭へ木炭各1俵贈呈

　　　　　　　　　　　　　　31，350円

部1）国道と宇奈月，三日市線道路に水
　　銀灯付道路標識設iif［　　　2201000円

　　2）歳末助けあい運動に協力，市，入

　　善町，宇奈月町に寄贈　　　65，000円

川　県立盲学校へ備品費として　10，000円

山　1）　3老人ホームと2孤児施設ヘテー

　　ブレコーダー，布団，アコーデオン等

　　寄贈　　　　　　　　　　160，000円
　　2）　年末児童大会に協賛　　　5，000円

　　3）　施設収容児童に菓子寄贈15，000111

岡市内21小学校の準援護児童366名にク
　　リスマスプレゼント贈呈　　73，200円

旭川大雪

芦

厚

美

伊

江

江

深

　　6）国旗掲揚運動推進ヵ一ド10，000FI　1

　　7）　免囚保護者救済金として10，000円

　　8）　母子家庭カルタ会賞品代5，000円

　　1）市内保育所20ヵ所へ特別製乎洗台

　　20個，洗面器40個贈呈　　　19，000円

　　2）市内啓明小学校，北星中学校の合

　　唱部，常盤，明星各中学校吹奏部へ贈

　　呈　　　　　　　　　　　20，000円
　　3）優良子供会へ戊‖‘金として101000円

別　1）　オリンピック募金｝こ協力8、000円

　　2）歳末助けあい運動として福祉事務

富良野

函　　館

3C合同
本

今

岩見沢
岩　　内

北　　見

倶知安
釧

岸

唄

達　　　歳末助けあい基金として10，000円

　　　　交通事故防止のスライドを市内映

　　　　　　　　　　　　　　　2，000円

別　歳末助けあい募金として寄贈10，000円

差1）lll津波の被害者に見舞金4，200円
　　2）歳末助けあい運動に協力5，900円

川　1）深川小学校に楽器暗入資金として

　　　　　　　　　　　　　　12，400円

　　2）深川小学校合唱クラブに運営資金

　　として　　　　　　　　　　　3，000円

　　3）歳末助けあい運動に寄付5、000円

　　台風被災の町内の生活困窮家庭に正月

　　用品，モチ，砂糖等を配布　14，335円

　　市内児童施設及び養老院へ歳末の贈物

　　を贈呈　　　　　　　　　　60，000円

別　歳末助けあい運動の一助として保護世

　　帯に餅，衣類を配イ1∫　　　20，000円

金1）幼稚園及び保育所にクリスマスブ
　　レゼント　　　　　　　　　10、000円

　　2）　歳末助けあい基金として5，400円

　　歳末助けあい某金として　　20，000円

　　歳末助けあい基金として　　10，000円

　　歳末助けあい基金として　　10，000円

　　歳末助けあい運動資金として10，000円

路1）図li「館ヘライオンズ文庫寄贈

　　　　　　　　　　　　　　100，000円

　　2）貧困家庭の児童1，200人をクリス

　　マス会に招待　　　　　　40，000円

　　3）歳末助けあい基金として

　　　　　　　　　　　　　　12，000円

　　4）肢体不自由児助けあい年賀ハガキ
　　販売益金寄付　　　　　　　　　　　　　600Fl

局に贈呈

3）　駅待合室に柱時計寄贈

社会福祉事業資金として

歳末助けあい運動に協力

2）

画館で上映

21，600円

7．000円

5，000円

10，000円

釧
ま　り

室

室蘭東
奈井江

路1）交通標識1基設立
も2）結核療養所へ教材寄贈

　　3）肢体不自由児助けあい年賀ハガキ
　　販う‘Cえ孟金寄付　　　　　　　　　　　　2、250円

　　4）　ボーイスカウトに国旗1組贈呈

蘭　1）室蘭海洋少年団に活動資金として
　　贈呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20，000円

　　2）　聾児収容施設言泉寮に卓球用具1

　　式贈呈　　　　　　　　　　20，000円

　　3）NHK歳末助けあい運動に協力
　　　　　　　　　　　　　　56，400Fl

　　敬老荘ヘステレオ1台寄贈　15，000円

歳末助けあい基金として　　14，000円

名寄青少年生活指導標識入のポスター作成

根

登

帯

　　資金を市教委へ寄贈

室　1）

　　呈

　　2）　歳末助けあい資金贈呈

　　3ノ

　　動　火災見舞金贈呈

別　1）

帯広中央

10，000円

生活保護家庭へ歳末プレゼント贈

10，000円

3、ooo円

養老院へ新生1、000本贈呈
2，0001エ」

旭

　　　　小中学校全生徒にクリスマスブレ

　　ゼントを更に生徒及一般部落民に健康

　　診断，歯科治療を施行　　　15，785円

　　2）　各辺地校の救急薬品補給8，000円

広歳末助けあい運動に協力　10，000円
　　1）歳末助けあい運動に協力5，000円

2）各療養所の生活扶助を受けている

結核患者200名にパター半ポンド宛贈

　　　　　呈

小　　樽　1）

　　　　　2）

小樽中央

小　　樽

みなと

音

留

　　3）

　　団に贈呈

　　1）

　　2）　市民会館建設資金

　　3）

　　て
　　1）

　　付

　　2）

更　1）

　　2）

　　ト
　　3）　音更養i老院を慰1川

萌　1）

　　2）

　　　　　　　　　　32，000円

歳末助けあい運動に協力10，000円

そり亡り危険防止の立札30本設置

　　　　　　　　　　54、000円
救助用三角布200枚を赤｛’字奉仕

20，000円

歳末助けあい運動に協力10，000円

3，000p1

少年を守る会の鼓笛隊編成費とし

10，000円

旭川中央

図11｝購入費として日赤児童館へ寄

　　　　　　　　　　10，000円

歳末助けあい運動に協力3，000円

歳末助け合い運動に協力2，300円

町内子供会にクリスマスプレゼン

　　　　　　　　　　　5，500FI

　　　　　　　　　　　3，500円

留崩高校定時制に奨学金2，000円

図‘1亨館に蛍光灯6台寄贈12、000円

〈E　3地区〉
川　1）　優良警官5名を招待し記念品（時

　　計）を贈呈　　　　　　　　14，000円

　　2）　静和園，慈恵院の老人を映画に招

　　待　　　　　　　　　　　　37，600円

　　3）歳末助けあい運動に協力10，000円

　　4）市厚生婦人会基金　　　10，000円

　　1）旭川乳児院ヘオルガン1台贈呈

　　　　　　　　　　　　　　22，500円
　　2）　歳末助けあい運動に協力10，000円

　　3）職業訓練所奨学資金　　36，000円

　　4）生活保護長期入院患者にタオル寝
　　巻寄則曽　　　　　　　　　　　　　　　　　42，700円

　　‘）腿相漸へ衣蜘11°・°°°円

割主 ● オ衣壱ε

て♪うしま三川日「37
電話広島イ膏く表4－0156
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札幌中央
・アカシ
ア・ポプ
ラ合同

札　　幌

札幌中央

3）留月6高佼にアイランプ寄贈

　　　　　　　　　　　　10，000円
4）　ライオンズ杖30本寄贈　12、230円

5）　生活保護者の子供170名を招待慰
lnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53，425Fj

精薄施設札幌育成閑へ手動式印刷機1

式贈ln 135、000p］

　　　　生活保護母r家庭に贈呈　　50，000円
　　　　1）　友情ハガキ200組購入　　2，000円

　　　　2）　市内無医地区に特製救急箱を寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　　　50，000p］

　　　　3）　市内10施設へ餅米，砂糖を寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　　　79，830F］

　　　　4）　北海タイムス主催のチャリティシ
　　　　　ョーを後援　　　　　　　　　150，00011】

札　幌1）防犯灯設置費寄付　100，000F1
エルム2）南高校，旭ケ丘高校とボーイスカ

　　　　　ウトへ寄贈　　　　　　　　60，000円

士別新聞配達少年へ手袋贈呈10，500円
静　　内　1）　各小学校低学年貧困児童に上靴を

　　　　贈呈　　　　　　　　　　　18，635円

　　　　2）特殊学級に楽器1揃寄贈18，960円
　　　　3）　歳末助けあい運動に協力10．000円

白糠歳末助けあい運動に協力10，000円
砂川1）困窮児童にゴム長靴、上靴を贈呈
　　　　　　　　　　　　　　　　　15，000円
　　　　　2）歳末助けあい運動に協力30，000円

上砂川歳末助けあい運動に協力　20，000円
滝　　川　1）歳末助けあい運動に協力10，000円

　　　　2）　llf内泉町大火見舞金　　5，000円

十勝池田　生活保護川：帯の子イ1じにクリスマスケー

　　　　　キを贈！i三　　　　　　　　　18，000円

苫小牧歳木助けあい運動に協力　30，000円
洞 爺1）歳末助けあい運動に協力20，000円
　　　　　2）　特殊学級新設基金として10，000円

歌志内1）歳末助けあい運動に協力20，900円
　　　　　2）　肢体不自由児療了『施設にクリスマ

　　　　　スブレゼン1・　　　　　　1，700円

稚　内1）辺地校に理科教材2f贈53，900円
　　　　2）　歳末助けあい運動に協力20，000円

八　　雲　貧困家庭にお餅代を贈呈　　15，000円

夕　張1）市内開拓部落の児t置11名を修学旅
　　　　そ予に｝召イ8　　　　　　　　　　　　　　33，060円

　　　　　2）　辛1：㌦ミlll元ξ．ピ1；完ブ、耐1；IVI！曽llt　5、000111

　　　　　3）特殊学級児r6のクリスマス人会に

　　　　　お菓rをプレゼント　　　　10，800111

明

尼

尼崎北

芦

姫

3C合同

〈W　1地区〉
石社会福祉法人明老園を功苫子をもって慰

　　問　　　　　　　　　　　　8，000円
崎　1）　餅1石（22箱）を市W轟祉‘1‘務所を

　　通じて貧困家庭へ寄贈　　　30，000円

　　2）老人施設長安寮にネル寝巻75枚寄
　　贈　　　　“　　　　　　　36，000円

　　年末愛の巡動吹奏楽コンサート入場券

　　代20，000円屋　Il∫内6小学校の1同籾と母親のないr供

　　105名にXマスブレゼント贈ill

　　　　　　　　　　　　　　17，5501】1

路1）県肢体不白由児1窃会の年末たすけ
　　あい絵はがきに協力　　　　22、800111

　　2）　カトリック協会主催めクリスマス

　　：匙術展に協力　　　　　　　　13，250円

姫　　路

姫路白鷺

伊　　丹

伊丹有岡

加古川

川　　西

神戸東・
六甲合同

神戸西

神戸三宮

木

西　　宮

西宮中央

小　　野

洲　　本

宝　　塚

　ライオネス50名が駅デパート販売員と

　なり，売上げ2％の益金その他を市長

　に寄託　　　　　　　　　100，000円

　1）　市医師会の無料巡回診療に協力

　　　　　　　　　　　　　10，000円
　2）　オリンピック募金に協力7、000円

　3）　県西幡福祉事務所の正月里子を里

　親のもとへ送る’拝業後援　　48，000円
　4）　　T∬5宏越南，　力友」ヒ，　口∫｜匹，　〕F｝丙各・ノ］、

　学校へ交通標識、信｝｝灯設置費寄付

　　　　　　　　　　　　　40、000円
　1）疏菜花弁品評会にクラブ会長賞贈

　呈　　　　　　　　　　　　8，000円

　2）　歳末助けあい運動に協力15，000円

　3）　オリンピック募金協力　10，000「1

　1）　松風園老人ホームへ医薬代

　　　　　　　　　　　　　7、40011｜

　2）　県立若草学園へ下着，学川品寄贈

　　　　　　　　　　　　　12，00011］

　3）　母子寮へ学用品贈呈　　5，0001TI

　4）歳末助けあい巡動に協力8，600円

　5）　オリンピック募金協力　7、800p］

　1）市警、交通安4≧協会へ安全標識2

　基寄贈　　　　　　　　　　130、000111

　2）　歳末助けあい運動に協力，立正学

　園，同仁学園，三木敬老院へ靴下，ブ

　ドー酒など寄贈　　　　　47、490円

　1）僻地の派山所に白パイ3台寄贈
　　　　　　　　　　　　　209，400ドj
　2）　市内18ヵ所に防犯灯設li「㍑9，901円

　3）　市内の保育所、礎老院にクリスマ

　スブレゼント寄贈　　　　　29，400円

　市立盲学校へ教育1没備資金として寄付

　　　　　　　　　　　　　50、0001」」

　歳末助けあい運動として市内保護施設

　に必需品寄贈　　　　　　100，000円

　1）　歳末助けあい運動に協力6，300Fl

　2）　阪神国道市電終点附近に安全標1識

　と水銀照明灯設置　　　　105，000円

　孤児施設有燐学舎のクリスマスパーテ

　ィ後援
　市立養謹学校へ子指運動器、マグネッ

　トボール，立上り補助器、菓子，文房

　具など寄贈　　　　　　　　　40、000円
　1）　ll∫、”：ノ♪川t‘II「』；ξ校ブラスバンドに」旨

　拍ドf「1戊‘C寄‖曽　　　　　　　　　　　 19、000111

　2）　　ll∫｛果健同斤び）ネr㌃｝亥」㌧！；方1こ1協ノJ

　　　　　　　　　　　　　20、000川
　3）　西宮回生病院のオ‘ii核忌者を慰める

　ため30｝｝絵画1而寄贈　　　34，200円

　4）　Il∫内ボーイスカウト105名の無料

　健康診断実施　　　　　　　35、750円

　1）小野小学校特殊学級ヘステレオ1
　台寄贈　　　　　　　　　　30，000円

、、2）　交通安全協会へ交通標識1基寄贈

　　　　　　　　　　　　　15↑0001q
　1）　珠算競技大会にカップ寄贈

　　　　　　　　　　　　　　3，00011」

　2）愛の持参運動として　　30，000円

　3）　ボーイスカウトへ国旗掲揚台寄ll曽

　　　　　　　　　　　　　10，00011」
　4）　オリンピック》Ol〈i対二1協ノJ　10、400111

　1）　「警、’「3名，　ド1昏方＿L2㌘！衣多，　｛三／rl∫

　贈呈　　　　　　　　　　25，000円

高

竜

京

京都葵

京都平安

京都桃山

京都西

京都洛陽

奈良県内

4C合同

奈

布

枚

枚

茨

池

泉大津

泉佐野

河　　内

　　2）　市立養老院福寿荘・、毛布50枚贈呈

　　　　　　　　　　　　　　5，0000円

砂1）市警全員に白金カイロ，ベンジン
　　贈呈　　　　　　　　　　　　　　　　　16，000F1

　　2）　　llj？肖防1三n｝こガ∫i酉贈5と　　　　10，500FI

野1）オリンピック募金協力2，300円
　　2）　歳末助けあい運動に協力5，000円

都　1）　アジア学生会議派遣代表の旅費と

　　して　　　　　　　　　　　　5，000円

　　2）養護施設和光寮に子供用椅子寄贈

　　　　　　　　　　　　　　9，250円
　　1）　オリンピック選手強化募金協力

　　　　　　　　　　　　　　7，500円
　　2）交通安全教科カラースライド寄贈

　　　　　　　　　　　　　120，000円
　　1）　チャリティショーに精薄児施設若

　　草学園児53名招待　　　　　31、800円

　　2）　肢体不自由児協会へ寄付5、000円

　　1）　BBS主催クリスマス行事へ寄付

　　　　　　　　　　　　　　5，000円

　　2）老人ホーム同和園ヘクリスマスプ
　　レゼント　　　　　　　　　10，000円

　　3）火の用心ラベル作成配布28，000円

　　1）府警本部へ交通情報ilt寄贈

　　　　　　　　　　　　　450、000円
　　2）巾へ養老施設拡充資金450，000円

　　3）　ポーイスカウト，ガールスカウト

　　へ寄付　　　　　　　　　　10，000円

　　1）　市内10児童公園に鉄製掲示板寄贈

　　　　　　　　　　　　　　50，000円
　　2）　市内20特別学級に教育用電話機寄

　　贈　　　　　　　　　　　30，000円

　　3）恵まれない子供達へのプレゼント
　　として京部新聞社に寄託　　23，600円

　　県内養護，救護，福祉関係施設22ヵ所

　　収容者1，495名を分担慰問，防寒靴下，

　　足袋など寄贈　　　　　　183，727円

良功労賞受賞の警官4名の夫人に毛布寄
　　‖曽　　　　　　　　　　　g，200円

施市内4福祉施設に肌着，バン，餅，石
　　油ストーブなど寄贈　　　　114，470円

方1）寝屋川市警へ交通安全教育用映画
　　ll音6S寄贈　　　　　　　　　　　　　　　　40，000円

　　2）　養老院菊花寮へ会員持寄りの中古

　　衣川58点寄贈　　　　　　　80、0001τヨ

岡1）養護施設生駒「∫そ園のクリスマス子

　　供フ？費川助成金　　　　　　20、000111

　　2）　　｜lfl句勧セ1喰1；董者236名（こ1こ∬輌寄贈

　　　　　　　　　　　　　139，580円
木　1）慶徳寺善隣館慰1｝ll，衣料，備品，

　　雑誌、靴，下駄等寄贈

　　2）　市内新聞配達少年慰P；1激励会開催

　　運動靴寄贈　　　　　　　　13，020円

田　市内援護家庭の小学生84名に純毛セー

　　ター寄贈　　　　　　　　　50，000円

　　1）　オリンピック募金に協力12，800円

　　2）　鼓笛パンド編成資金　　50，000円
　　3）　　交」虹lf言｝ナ丈rl没li∫｛資くiご　　　　50，0001⊥】

　　D　BBSLI‘業協貰　　　　5．ooo円
　　2）　オリンピック」狢金協ノ」　14、000円

　　3）　JC5周イド誌発行に協賛5，000円
　　4）　商．亡会‘i飛所会報に協賛　5、000円

　　5）　歳末助けあい運動協力　20，000円

　　市内2孤児院ヘバドミントン，ドッジ
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　　　　ボール，菓予，文具セツ㌧　トランプ，

　　　　カルタ，双六その他寄贈　　62，500円

岸和田1）岸和田学園児160名1こシャツ、菓
　　　　子寄贈　　　　　　　　　40，240円
　　　　2）南海本線和泉大富駅一国道26弓線
　　　　問に歩道明示川安全柵設置　57、600円

箕　面1）【lf民展に楯、賞、糊¶曽呈12、000円

　　　　2）　精薄児施設慈光学園と母子寮を慰
　　　　1閉，　菓子寄1贈　　　　　　　　　　　　24，60011］

守ロ1）妬lf少年センターヘグランドビア
　　　　ノ寄贈
　　　　2）　　11∫そ麦蔦斤后｝－L↓こ　「愛（ノ）8竜」　，没ii’li

　　　　　　　　　　　　　　　　250、00011］

　　　　3）火災防」Lポスター3千枚印刷，il∫

　　　　消防署へ寄贈　　　　　　　50，000円

大阪市内　朝日新聞大阪厚生文化｝1喋団と協賛チ

舘ブ議・シ・ウ聞儲‘；毛；麟1

大阪中部　1）　オリンピック　■に協力8，000円

　　　　2）西区170保護lll：帯ヘタオ’し寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　　25、500Fl
大阪堂島　西日本ヘレンケラー財団平和寮の盲児
　　　　　五｛こ’｝き4Jl艮40／r「寄‖曽　　　　　　　　62，7001Ll

大阪東1）丁足の不自山な一」㌧供を育てる」18動
　　　　勾三賀糸会はがき分『i布｝選動｛こ協力10，000F［1

　　　　2）市内母子寮の年忘れ大会後援

　　　　　　　　　　　　　　　　50，000円
大阪北　歳末助けあい巡動に協力，毎「1｛升｜｛！1社

　　　　に寄託　　　　　　　　　100、000円
大阪北浜　1）11r立大会仏寺母r寮へ動力ミシン

船場1台寄贈　　　96，750円
　　　　2）市立城北母子寮ヘオルガン1台寄
　　　　贈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34，250ド1

　　　　3）　日本都巾美推進連盟へ1彫刻くず入

　　　　れ3基寄贈　　　　　　　　75、000Pj
大阪旭東　守口市豊里学園へ設｛llli費寄贈50，000円

大阪南1）スラム街児竜600名を招f8ク1」ス
　　　　マスバーティ1用催　　　　　90、000円

　　　　2）孤児院四恩学園へ肌着呂f贈

　　　　　　　　　　　　　　　　60，000円
大阪港　1）桃花塾精薄児慰問、菓子寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　　12，5001『
　　　　2）　港区内困窮2501U：帯に炊’1‘釜贈1［と

　　　　　　　　　　　　　　　　100，000円
　　　　3）　三条通派出所に防犯灯1没置費寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　　50、00011」
　　　　4）　オリンピック募金に協力5，0001Ll

大阪都島　要保護家庭に歳末見舞金寄贈39，000111

大阪西中央児童相談所へ会員持寄りの古オ㍍lr

　　　　雑誌など51種791点寄贈
大阪住吉　区内5保育所に寄付　　　　25、000円

大阪大正　区内貧困家庭27011」：帯に餅寄贈

大阪天満　点滅警報灯設置費を犬満警察署へ寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　　50，0001」1
大阪梅田　1）　済美小学校ヘメトロノーム，木琴

　　　　寄贈　　　　　　　　　　29，800円
　　　　2）北天満小学校ヘアコーデ牙ン，ケ
　　　　ース，マリンパ寄唄曽　　　　35，9001「】

　　　　3）　博愛社へ図1｛1寄贈　　　50，000円

大阪淀川　貧困家庭の子供にヶ一キ寄贈4、500円

　堺会員持寄の厚生物資32点を福祉’1‘務所

　　　　へ贈呈
四条畷援護家庭118［止帯にお年玉贈呈

　　　　　　　　　　　　　　　　95，000円

高　　槻

豊　　中

豊中中央

八

彦

草　　津

長　　浜

近江八幡

大

有

伊　　都

高野山

海　　南

串　　本

新　　宮

白　　浜

和歌山
4C合同
和歌山

　　歳末助けあい運動に協力，身障者に寄

　　付　　　　　　　　　　　30，000円

　　「クリスマスイブを家庭で」のカード

　　5千枚を風船につけてPR　2，500円
　　1）市内4保育所にクリスマス用菓子

　　寄贈　　　　　　　　　　18，750円

　　2）　Ili立児童館に図書購入費5、000円

尾1）市内繁華街に交通信号機設置
　　　　　　　　　　　　　463、600111

　　2）　JCと合同市内3母子寮を慰問，
　　本，運動ユt，　レコード等寄ll曽25，000「弓

根1）養老院へ座布団30枚贈呈10・ooorq
　　2）　　1肢体フド1ヨ日1り己愛護運動協ノ」

　　　　　　　　　　　　　　1，000Fl
　　3）　年末交通安全従事者へ感謝贈物寄

　　贈　　　　　　　　　　　20，000円

　　4）　オリンピック募金に協力10，000円

　　児童福祉施設湘南寮クリスマスパーテ

　　ィ後援　　　　　　　　　　15，000円

　　歳末助けあい運動に協力，市福祉事務

　　所に寄託　　　　　　　　　18，000円

　　い　ボーイスカウト秋季大会後援

　　　　　　　　　　　　　10，000円
　　2）親のない子の集いにクリスマスブ

　　レゼントとして　　　　　　10，000円

津1）乳，幼児院の保母さん慰問，毛布，
　　ソックス，菓子など贈呈　　50，000円

　　2）　年末警戒の警官に慰問品5，000円

　　3）　奨学金9名分贈呈　　　45，000円

田　1）　養老院湯浅寮慰問，菓子など寄贈

　　健康相談実施　　　　　　　20，000円

　　2）　県警本部音楽隊結成資金5，000円

　　精薄児施設紀の川寮と高野口町，かつ

　　らぎ1町，九度山町，高野町，花匝1村の

　　援護家庭に歳末助けあい資金贈呈

　　　　　　　　　　　　　71，500円
　　日方公園へ子供ペンチ2脚寄贈

　　　　　　　　　　　　　10、000円
　　町内保護家庭200世帯へ砂糖贈呈

　　　　　　　　　　　　　36，000円
　　歳末助けあい運動に協力市厚k課へ寄

　　託　　　　　　　　　　　10，000円
　　紀南盲人協会ヘライト付白杖28本寄贈

　　　　　　　　　　　　　30，000円
　　和歌山放送歳末助けあい運動に協力寄

　　付　　　　　　　　　　　20，000円

　　1）愛徳整肢園ヘシーソー1基寄贈

和歌山葵

和歌山東

和歌山西

府

福　　山

福山葦陽

広　　島
4C合同

広

広島平和

広島鯉城

広島佐伯

　　　　　　　　　　　　　20，000円
　　2）　六星寮へ電気オルガン1台、レコ
　　ー　ド11枚寄1僧　　　　　　　　　　　　43、0001コ「1

　　3）救護所へ・1溺服，作業服，見舞金
　　1贈」己　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49、150Fj

　　4）仏教養老院ヘパイブ椅子30脚寄贈

　　　　　　　　　　　　　37，500円
　　1）　巾内施設児童慰問、お菓子など寄
　　集n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17、67811j

　　2）　市内の警官，消防士の遺族を招待
　　慰安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63、50011

　　母子寮など市内7施設にケーキ寄贈

　　　　　　　　　　　　　27、000円
　　1）　市内養老施設にテレビ1台寄贈

　　　　　　　　　　　　　50，00011］

　　2）　市内施設児に菓子贈呈　6，500円

　　　〈W　2地区〉

中1）保護1比帯へ餅配W　25，000円
　　2）　養老院へみそ70kg贈呈7、000円

　　3）　愛の道路標識建設　　200、000円

　　教会を通じ貧困家庭に寄付　　5，000円

　　1）　ゼノ少年牧場ヘステレオ寄贈

　　　　　　　　　　　　　32、500｝エ1

　　2）　教会を通じ貧困者に寄付5、000円

　　3）　母子寮へ洗濯機3台とお菓子寄贈

　　　　　　　　　　　　　48、800Fq
　　4）　旭小学校鼓笛隊他7団体音楽部に

　　楽器寄贈　　　　　　　　　80，000円

　　5）　市内各小学校へ安全旗1，091本寄
　　贈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60、000F1

　　6）　市立鷹取中学校へ学資　40，000111

　　1）　学生赤十字主催の施設り己童クリス

　　マス会後援　　　　　　　　　8，000円

　　2）合同バザー収益金により市内11の

　　児童，老人施設にテレビ，洗濯機，毛
　　η∫等1憎三己　　　　　　　　　　　　　　138，9401q

島1）オリンピック募金に協力9，100円
　　2）　Famagusta　L　C　に絹製壁掛奇贈

　　　　　　　　　　　　　　2，200円
　　新生学園へ音楽教育川ビアノ贈呈

　　　　　　　　　　　　　160，000｝1】

　　ボーイスカウトへ援助金　　20、635円

　　1）　老人ホームド‘生園と救護院慰問菓

　　子寄贈　　　　　　　　　　15，300「「1

　　2）　国立原療養所，県立地御前病院の

　　結核療養児慰問，学川品等寄贈

旅館

政府登録国際観光旅館

HOTEL　ITAYA

広島市下柳町　電話（2）2391～3
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因

可

加

呉
合

松

2

宮島ロ

能美島
尾

庄

竹

吉

備

　　　　　　　　　　　　　　18，600円
島　1）　土生，田熊小学校，三庄中学校，

　　田熊保育所，準看護婦養成所，湊学寮

　　に長椅子計95脚寄贈　　　　47500円

　　2）　土生小学校特殊学級へ図書費寄贈

　　　　　　　　　　　　　　15，000円
　　3）　歳末助けあい募金に協力5，000円

部　1）緑ケ丘養老院，慈光園で餅つき奉

　　仕，会員医師による健康診断実施

　　　　　　　　　　　　　　10，200円

　　2）砥園町キリスト教幼稚園に菓子寄

　　贈．交通安全指導

計　1）町内国道にカーブミラー2基設置

　　　　　　　　　　　　　　63，910円
　　2）　保護家庭11世帯に餅代贈呈

　　　　　　　　　　　　　　19，750円

　　3）NHK歳木助けあい運動に協力
　　　　　　　　　　　　　　　2，700円

　　4）　オリンピック募金に協力4，200円

C　1）会員持寄りの衣料品200点を市社
同　会福祉事務所を通じ貧困家庭に贈呈

　　　　　　　　　　　　　　100，000円

　　2）吉浦拘置所に鳥小屋寄贈56，400円

　　3）音戸大橋にツツジ300本寄贈

　　　　　　　　　　　　　　35，000円

永1）市立図書館へ図書寄贈1．000円
　　2）　ボーイスカウト援助費　3，000円

　　3）1東村町興農研究会援助費10、000円

　　4）　ゼノ少年牧場ヘブランコ1式寄贈

　　　　　　　　　　　　　　20，000円

原愛の道路入口に交通安全アーチ建設
　　　　　　　　　　　　　　150，000Fj

　　l卜日市町県立特殊学級ヘテレピ1台寄

　　贈　　　　　　　　　　　32，300円

　　歳末助けあい運動に協力　　3，000円

道1）身障者福祉協会へ盲人用夜光白杖
　　30本贈～　　　　　　　　13，500円

　　2）藤井川母子寮ヘビンポン台及び用

　　具1式贈呈　　　　　　　　11，150円

　　3）南高定時制3名に奨学金3，000円
　　4）　歳末助けあい運動に協力54，000円

原い三次，府中、大竹の老人ホーム慰
　　llll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，000ド「1

　　2）保護家庭の年末援助資金を市社会
　　‡‘トIL、｝f務河〒｝こ寄‘沌　　　　　　　　　20、000FI

　　3）年オ警戒の警官41名に防寒靴下寄
　　贈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，765ドニ】

　　4）　巾体訂協会へ会旗寄贈　　3，000円

　　5）市保健衛生課ヘネズミ駆除報賞費

　　寄贈　　　　　　　　　　　4，000円

　　6）精薄児施設さくら学回にケーキ等

　　贈呈　　　　　　　　　　　　6，750円

原市内及び安芸津の小学校の要準要保護
　　児童にヶ一キ406個贈呈　　32，480円

田　1）吉旧小学校にテレビ購入資金とし

　　て　　　　　　　　　　　13，000円
　　2）　婦人会主催年末助けあいかくし芸

　　大会後援　　　　　　　　　10，000円

前1）備前LC善意銀行設立費54，760円
　　2）　養老院へ餅贈呈　　　　　5，000円

　　3）町内保誕家庭児51名に運動靴贈呈

　　　　　　　　　　　　　　16，550円

　　4）町内保育園，幼稚園児864名にケ
　　ーキ贈呈　　　　　　　　　30，600円

日

笠

児

金

倉

倉敷水島

三　　石

新　　見

岡山4C
合　　同

岡山東・
後楽合同

岡山東

岡山後楽

岡山烏城

西大寺

総

高

玉

玉

津

　　5）　結核予防会複十字シール募金に協

　　力　　　　　　　　　　　4，500円
　　6）　奨学資金5名分贈呈　　20，000円

生社会福祉協会を通じ保護家庭及び長期
　　入院者に砂糖70袋贈呈　　　17，500円

岡　1）　県身障者体育大会後援　　1，650円

　　2）　歳末助けあい運動に協力5，000円

　　3）古城山ライオンズ森の手入れ

　　　　　　　　　　　　　　　3，000円

島　1）　由加学園精薄児に学用品贈呈

　　　　　　　　　　　　　　24，000円
　　2）　市内特殊学級育成の会に菓子贈呈

　　　　　　　　　　　　　　10，400円

光1）保護家庭に餅，ケーキ，足袋など
　　贈呈　　　　　　　　　　　20，140円

　　2）金光中学鼓笛隊に腕章　　3，300円

　　3）金光少年合唱団育成資金4，910円

敷養老院へ古本，菓子寄贈　5，000円
　　1）水島小学校前に交通信号機設置補

　　助金　　　　　　　　　　　73，000円

　　2）　市福祉事務所へ火災見舞金

　　　　　　　　　　　　　　10，000円

　　3）水島警察署へ青少年健全育成指導

　　行事賞品代　　　　　　　　2，000円

　　幼稚園にお菓子等，保育園に紙芝居等

　　贈呈　　　　　　　　　　15，950円
　　郡市内の保護家庭に会員持寄りの中古

　　衣類113点寄贈
　　市内の6乳幼児院にガスストーブ1育，

　　石油ストーブ4台，肌着62着贈呈

　　　　　　　　　　　　　　53，370円

　　県立聾唖学校へ硬質ガラス鏡寄贈

　　　　　　　　　　　　　　50，000円
　　1）　青年赤十字団へ日本地図，ヤスリ，

　　鉄筆，洋半紙など寄贈　　　10，010円

　　2）平井友楽園，順正寮へ雑誌，単行

　　本寄贈　　　　　　　　　　10，260円

　　1）　国道へ交通安全水銀灯1基設置

　　　　　　　　　　　　　　32，000円

　　2）岡大留学生11名をXマスパーティ

　　に招待　　　　　　　　　　16，500円

　　みどりのおばさん30名に哨雨兼用防寒

　　靴贈呈　　　　　　　　　　61，200円

　　1）　水銀灯電灯料負担　　　2、584円

　　2）　貧困家庭の通学児童に運動靴（256

　　足）贈呈　　　　　　　　43，745円

社1）オ1」ンピック募金に協力1，900円
　　2）　駅前花壇建設資金　　　10，000円

　　3）　公民館造園資金　　　　20，000円

梁　1）　ポーイスカウトへ救急箱寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　2、500円

　　2）　松山高校生奨学金　　　3，000円

　　3）備北養老院，みのり園に年末慰問

　　品贈呈　　　　　　　　　　10，000円

野1）交通整理宣伝費　　3，000円
　　2）　水銀灯維持費　　　　　　2，000円

　　3）母子寮，養老園，べ，ドスクール

　　慰問　　　　　　　　　　8，5001円
島　1）　県身障者体育大会協賛　　1，650円

　　2）　中央児童遊園地整備費　　5，000円

　　3）　県立玉島寮，玉島学園，養老院長

　　楽荘へ餅，みかんを寄贈　　13，035円

山　1）　美化文化会館基金　　　　1、000円

　　2）ひかり学園に鉄製ブランコ等寄贈

和

出

浜

江

益

松

安

倉

境

鳥

鳥取中央

米

防

岩

岩国錦

下　　松

美　　禰

小野田

山

　　　　　　　　　　　　　　　7，000円

　　3）市内7施設にXマスプレゼント
　　　　　　　　　　　　　　　14，000円

　　4）　岡111聾唖学校に寄付　　5，000円

気1）養老院慰問，岡山国体映画上映，
　　菓子贈呈　　　　　　　　　　8，300円

　　2）町内保護家庭47世帯に豆炭贈呈
　　　　　　　　　　　　　　　7，500円

雲　緑ケ丘養老院90名に慰問袋贈呈，30名

　　を知名人余芸大会に招待　　10，000円

田　1）　市内5ヵ所に安全のくず籠設置

　　　　　　　　　　　　　　　10，000円

　　2）　市内母子家庭の子170人をXマス
　　子供会に招待，菓子等贈呈　12，000円

津1）済生会入院児へ菓子贈呈2，000円
　　2）　県立整肢学園にアコーデオン贈呈

　　　　　　　　　　　　　　　13，000円

田　1）辺地校6校ヘライオン文庫（本と
　　ケース）贈呈　　　　　　　24，000円

　　2）　商工会議所ヘストーブ2基寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　15，000円

　　3）　市内母子寮，養老院慰問，ケーキ，

　　果物寄贈　　　　　　　　　　7，500円

江　市善意銀行へ預託　　　　　10，000円

来養護施設安来学園慰問，ケーキ，学用
　　品，菓子等寄贈　　　　　10，300円
’吉　1）　伊木踏切へ交通安全標識設置

　　　　　　　　　　　　　　　7，000円

　　2）　因伯子供学園，養老院へ現金と衣

　　類205点寄贈　　　　　　　10，000円

港保護家庭の小中学生244名にXマスプ
　　レゼント贈呈　　　　　　　36，600円

取敬生寮，子供学園に衣類寄贈37，000円

　　1）子供学園に石油ストーブ2基寄贈
　　　　　　　　　　　　　　　10，000円

　　2）　敬生寮にサロンパス46個寄贈，医

　　療診断実施　　　　　　　　5、000円

子1）チャリティ・セール益金と衣類数
　　十点を市内の火災見舞として寄贈

　　　　　　　　　　　　　　20，000円
　　2）　保護観察協会へ寄付　　10，000円

府1）市少年消防クラブにクラブ旗2備
　　寄贈　　　　　　　　10，000円
　　2）歳末助けあい運動に協力10、000円

国1）農業祭国評会優秀者に紀念品贈呈
　　　　　　　　　　　　　　　10，620円

　　2）　不用の衣類他320点を福祉事務所

　　へ寄託　　　　　　　　　65，000円
　　3）　オリンピック募金に協力6，500円

　　4）　岡山県身障者体育大会協賛

　　　　　　　　　　　　　　　2，310円

　　1）　オリンピック募金に協力5，000円

　　2）　母子寮で餅つき奉仕　　30，000円

　　3）養老院にみかん等寄贈　20，000円

　　不用品回収市福祉協議会へ寄託

　　　　　　　　　　　　　　32，001円

　　養老院慰問，雑誌など寄贈

　　1）　母子寮へ鉛筆，菓子寄贈3，500円

　　2）　歳末助けあい運動に協力，市福祉

　　協議会へ寄託　　　　　10，000円
陽1）歳末助けあい運動に協力，町長に
　　寄託　　　　　　　　　　　2，000円

　　2）　学童の交通整理奉仕者馬越さんに

　　贈呈　　　　　　　　　　　1，000円
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下　　関

下関東

徳　　山

宇部2C
合　　同

宇　　部

今　　治

伊予三島

松　　山

2C合同

1）38年国体下関会場nilに造園植樹，

市緑化協会に寄贈　　　　200，000円

2）　中部少年学院にn本竜謡集レコー

ドアルパム寄贈　　　　　　10，000円

1）　ボーイスカウト2団，合唱協会，

平家踊り保存会，文化洋裁女学院社会
オ～…イヒ韻～｝二各1り」戊茂金1僧：i～　　　　　76，000Fj

2）　1｜米親善街頭演奏会後援38，000円

3）　市民映11同レコードコンサート開催

　　　　　　　　　　　　　5，0001－」

4）　小月公民館に暖房施設寄贈

　　　　　　　　　　　　26，000Pヨ

5）　小月小学校、東部中学校鼓笛隊に

楽器寄贈　　　　　　　　　30，000円
1）　　li災タピ者遺族ラ｛ミ成タ「三者↓こ寄イ寸

　　　　　　　　　　　　15，000円
2）　岡山県身障者体育大会後援

　　　　　　　　　　　　　1，140円

1）　保護司会川版文集「若さJ後援

　　　　　　　　　　　　　6，000円

2）歳末助けあい運動に協力23，200円

1）　幼稚園，保育園児の母親を対象に

教育講演のつどい開催　　　18，110円

2）　オリンピック募金に協力13，200円

友情年賀ハガキに協力　　　2，000円

愛媛まこころ銀行へ預金　　20，000円

1）　貧困家庭学竜に黄色い相子贈呈

　　　　　　　　　　　　15，170円

　　　　　2）　道路標識12本を各署に贈呈

　　　　　　　　　　　　　　　　　40，000円

新居浜市内施設の子供，老人にプレゼント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，200円

西条神邦小学校ヘオルガン寄贈40，000円
宇　和1）聾唖児童施設松葉園に柱時計3個、
　　　　　菓子等寄贈　　　　　　　　15，000円
　　　　　2）　　ニヒ戊日｝養老1院↓こ贈呈　　　　　　5，000F1

　　　　　3）歳末助けあい運動に協力，社会福

　　　　　祉協議会に寄託　　　　　　10，000円

宇和島1）市内生活保護者1、100名を映画に
　　　　　｝召i寺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40，000FI

　　　　、2）　みどり寮，南予兇童相談所孤児院

　　　　　へ靴下，下着，学用品等寄贈8，000円

　　　　　3）　交通事故0の日街頭指導

八幡浜1）市内貧困家庭100世帯に正月用品，
　　　　　学用品等寄贈　　　　　　100，000円

　　　　　2）　交通案内標識11基を県土木事務所

　　　　　を通して市内要所に設置　　40，000円

観音寺市内中高校、市立図書館ヘライォン誌
　　　　　1年間寄贈（高校へは英文誌）

　　　　　　　　　　　　　　　　　10，000円

丸　亀養老院，亀山学園（孤児院）へ贈呈
　　　　　　　　　　　　　　　　　10，000円

坂出1）奨学金2名分贈呈　3，000円
　　　　　2）　宇多津学園精薄児60名に餅代贈呈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，000円

　　　　　3）坂出養老院67名に防寒衣料150点

高

高松栗林
・玉藻合
同

高松玉藻

善通寺

　　寄贈　　　　　　　　　　20，000円

　　4）　清水学園で餅つき慰問，菓子等寄

　　贈　　　　　　　　　　　　12，660円

　　5）年末警戒箸官慰問，ミルク，パン，

　　タバコ等寄贈　　　　　　　12，700円

松1）ライ療養所大1為青松園へちり紙贈

　　呈　　　　　　　　　　　20，000円

　　2）高松交響楽団ヘフレンチホルン，

　　コントラバス贈呈，定期演奏会に讃岐、

　　光学聞児50名招待お土産贈呈

　　　　　　　　　　　　　　108，500円

　　3）会員持寄りの衣料，本、日用品等

　　180点を讃岐学園，神愛館へ寄贈

　　　　　　　　　　　　　　50，000Fl

　　4）　ラィォンズ奨学金4名分6，000円

　　5）讃岐学園へ援助金　　　1，500円

　　1）　盲人点訳会へ点字板5組寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　5，000円

　　2）　讃岐学園に玩具，衣類等寄贈

　　　　　　　　　　　　　　20，000円

　　3）讃岐養老院へ衣類，趣味の物等寄

　　贈　　　　　　　　　　　15，000円

　　4）ひかり整肢学園にテレビ1台寄贈

　　　　　　　　　　　　　　35，000円

　　1）　ライオンズ奨学金4名分6，000円

　　2）北警察年末警戒運動参加15，000円

　　年末特別警戒中の警察署に清酒10本寄

　　贈　　　　　　　　　　　　4，450円

あなたにおいしさと幸せを贈る
東京　京都　大阪

スラ…，ラ

fヨニ7L戸チ詰合せ

チョコレートは全国有名デパート、小売店に有ります

東京慶応大前渦∫・§（452）2376～8
　　　有楽フードセンターlr｝；（561）1939

　　　伊勢丹しにせ街、西武、東武
　　　大丸、丸物、松坂屋、大井阪急
　　　日本矯高島屋、横浜高島屋

　　　川崎小美屋各デパート出張店

京都河原町四条本店（22／6q61～2
　　　四条大宮店（84）8801

　　　京都駅店（37）7758

　　　朝日ピル∫占（22）9757

　　　京阪三条店、大丸、丸物

　　　高島屋各デパート出張店

大阪大阪駅剖1r大店富屋内、天王寺駅店
　　　阪急、阪神、大丸各デパート出張店

札幌丸井今井本店、五番館各デパート出張店

九州福岡岩田屋各出張店
　　　小倉井筒屋
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高知3C
合　　同

高知・鷹
城合同

高　　知

高知鷹城

高知黒潮

徳島3C
合　　同

徳島眉山

豊　　前

福　　岡

玄

飯

小

洋

塚

倉

小倉中央

久留米

門

中

直

司

間

方

大　　川

大牟田

田　　川

バザー益金で市内各施設に各希望の品

物寄贈　　　　　　　　　240，000円

善意銀行発会を記念して預託

　　　　　　　　　　　　　4，000円

1）養老院玉島圃に眼鏡寄贈
2）　高校生3名に奨学金贈呈3，000円

婦人少年室，少年補導センターへ寄贈

　　　　　　　　　　　　　2，000円

1）　定時制高校生3名に贈呈3，000円

2）　南海学園，香我美野学園，博愛園，

子供の家，撫子寮にピンポン台，ケー

キ，玩具など寄贈　　　　　80，000円

歳末助けあいライオンズ劇及びバザー

開催，益金で市内小中学校，福祉施設

に教材，オルガン，図書贈呈

　　　　　　　　　　　　149，600円

身体不自由児施設ひのみね学園に紙芝

居，お菓子寄贈　　　　　　20，000円

　〈W　3地区〉
市内3駅の貸傘60本補充　　9、000円

俳優チャールトン・ヘストンを迎えて

映画ダイヤモンドヘッドの慈善試写会

開催，益金で養護施設松風園にライオ

ンズ文庫寄贈　　　　　　250，000円

養老院緑風園，借同園に贈呈10，000円

中小鉱閉山による鉱員，貧困家庭の子

供55人にセーター寄贈　　　30，000円

1）補導連盟に青少年補導パトロール

カー蹄入補助金　　　　　　　8，900円

2）　市内小中学校，幼稚園にチューリ

ップ球根寄贈　　　　　　　25，570円

3）　市立養老院へ老眼鏡寄贈7，500円

4）歳末助けあい運動に協力，市役所

へ寄託　　　　　　　10，800円
1）交通安全の指導手引を県下小中学

校に寄贈　　　　　　　　80，000円

2）　白百合学園に鉄製スベリ台，ブラ

ンコ寄贈　　　　　　　　　59，000円

3）　魚lllr，平和通り交番補修，塗装，

階段に拡声器取付　　　　　168，900円

1）　児童相談所にスベリ台1組と菓子
寄‖曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31，500円

2）養老院，聖母園，天使園に菓子，

雑誌，衣類寄贈　　　　　　7，000円

巾r少411f成協議会大会に記念品‖1呈

　　　　　　　　　　　　14，000111

歳末助けあい運動に協力　　9，100円

1）少年補導センター設立基金

　　　　　　　　　　　　71，000円
2）　直方一飯塚間国道110米のガード

ローブ1設置　　　　　　　　130，000｝ll

3）県内無灯火部落7打に電灯設備

　　　　　　　　　　　　70，00011］

4）　鉄道踏切に立看板，道路標識設置

　　　　　　　　　　　　10，000円
歳末助けあい資金，交通安全鈴を福祉

事務所へ寄贈　　　　　　　42，600円

1）　オリンピック募金に協力14，000円

2）　徐行，一時停止標識74本を市内主

要交差点に設置　　　　　　99，900円

1）　田川小学校に雨傘寄贈　10、000円

2）　児童相談所，湯山荘児童施設に寄

戸

筑

浮

若

山

八

柳

八

行

鹿児島
2C合同

鹿児島

鹿児島
南　　洲

加世田

荒

熊

水

長

佐世保

島

小

串

都

宮

2C合同

　　贈　　　　　　　　　　　10，000円

畑歳末助けあい運動に協力　10，000円
紫　1）社会福祉事業資金として40，000円

　　2）新聞配達少年激励のXマスパーテ
　　ィ後援　　　　　　　　　10，000円

羽　養老院慰問，贈呈　　　　　9，000円

松1）福祉施設に若戸博入場券61枚贈呈
　　　　　　　　　　　　　　10，980円

　　2）子供会ソフトボール大会に楯寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　3，000円

　　3）　歳末助けあい運動素人演芸会後援

　　　　　　　　　　　　　　10，000円
　　4）　青少年剣道大会後援　　　2，000円

田　1）　市内10ヵ所に防犯灯設置25，000円

　　2）保育園へ絵本300冊贈呈16，000内

　　3）　消防団へ夜警慰問品贈呈4，000円

女1）防犯蛍光灯3基市に寄贈20，000円
　　2）市社会館にミカン1箱寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　3，000円

川　柳川，瀬高養老院と白梅学園へ会員持

　　寄りの衣料食料品贈呈　　14，000円

幡八幡，黒崎駅へちり箱各2個寄贈
　　　　　　　　　　　　　　24，000円

橋郡市小中学校の両親のない生徒242名
　　にケーキ，ノート，鉛筆，タオル等贈

　　呈82，280円　　県社会福祉協議会の善意銀行へ寄付

　　　　　　　　　　　　　　11、700円
　　1）　市社会福祉協議会へ歳末助けあい

　　運動資金として　　　　　　　2，000円

　　2）市内グリーンペルトへ標語入り立

　　札30本設置　　　　　　　　15，000円

　　3）働く年少者の集に寄付　2，000円

　　会員持寄りの雑誌12包，衣類8包その

　　他寄贈

　　1）交通安全協会へ道路標1識寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　8，000円

　　2）　市福祉事務所に歳末助けあい運動

　　資金として　　　　　　　　10，000円

尾孤児院シオン園，養老院緑風園へ寄贈

　　　　　　　　　　　　　　10，000円
本　il∫内病院の結核患者200人に流感ワク

　　チン贈呈　　　　　　　　　44，000円

俣　1）　日本結核予防財団の複十宇入封筒

　　購入　　　　　　　　　　　7，500円

　　2）　光学園に贈呈　　　　　10，000円

崎　1）市内5施設園児150名にXマスプ
　　レゼント‖曽呈　　　　　　　 5，000円

　　2）　交通安全のために県警本部に贈呈

　　　　　　　　　　　　　　250，0001エ」

　　3）　勤労学徒慰問激励会開催，150名に

　　衣類，シャープベン等贈呈294，000円

　　1）歳末助けあい運動に協力5，000円

　　2）　ボーイスカウト助成金　　5，000円

原1）孤児院太陽寮へ子供川雨傘20本寄
　　‖曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，0001エ1

　　2）養老院積善寮ヘケーキ45個寄贈

　　　　　　　　　　　　　　　7，000円

林養老院に座布団60枚寄贈

間母子寮などに鉛筆300木寄贈
城慎修学校，有隣函，養老院へ寄贈

　　　　　　　　　　　　　　18、000円
崎　養老院他12施設慰問，餅，菓子など寄
　　1酔～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40、000円
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鶴

宇
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鳥

コ

名

那覇中央

沖　　縄

八重山

追加

　2月号新津C11月分アクティビティ金額は

　　　　　　　　　　　　　　　　　25，000円

　E1地区第8回年次大会記念東京18C合同事業
の八王子背年の家講堂建設費追加　　　200，000円

崎　1）　日向学院他4校育英資金5，000円

　　2）　オリンピック募金に協力8，900円

南市内4小中学校の特殊学級児童51名を
　　空港，青島等見学に招待　　17，700円

岡　1）聾学校寄宿舎にミシン寄贈

　　2）　肢体不自由児施設にケーキ寄贈

　　3）歳末助けあい運動に協力

　　　　　　　　　　　合計　20，000円

都1）養老院へ毎週アサヒグラフ寄贈
　　2）　妻北，妻南小学校に交通安全小旗

　　各100枚寄贈　　　　　　　14，000円

　　1）　田原敬老園に果物贈呈　　2，500円

　　2）　児童会研究会参加賞贈呈　　800円

　　歳末助けあい運動に協力，市内茂護施

　　設に寄贈　　　　　　　　　37、400円

　　養老院にケーキ2個寄贈　　2，000円

　　オリンピック募金に協力　　9、800円

　　歳末助けあい運動に協力，社会福祉事

　　務所，子供会へ寄贈　　　　12，000円

重　施設老人に衣料品寄贈　　　10，000円

津市内全施設の450名に餅寄贈10、000Pヨ

　　歳末助けあい運動に協力，大分合同新

同聞社に寄託　　　 30，000円

分　高校生に奨学金贈呈　　　　3，000円

伯　1）　歳末助けあい運動に協力6、0001月

　　2）　養老院へお菓子，小遣い贈呈

　　　　　　　　　　　　　　11、9001ユ」

　　3）駅前公衆便所補修　　　10，000円

崎　歳末助けあい運動に協力　　35，000円

佐1）交通標識2種5逃を学童横断個所
　　レこ設置　　　　　　　　　　　　　　　　　40，0001刊

　　2）八幡神宮の案内標示設置10，000円

杵ロータリーに交通標識建設30，000円
津　歳末助けあい蓮動に協力，唐津新聞社

　　に寄託

島　1）水害被災者へ市福祉事務所を通じ

　　て寄贈　　　　　　　　　　200，000円

　　2）　老人ホーム済昭園に贈呈15，000i∫1

栖1）小中学生に奨学金として15，500円

　　2）歳末助けあい運動に協力，衣料2
　　包贈呈

ザ　1）米軍機墜落被災2家族に見舞金贈

　　呈　　　　　　　　　　36，000円
　　2）　市内6小学校の準保護学童60名に

　　衣類等贈呈　　　　　　　　64、800円

護　町内幼稚園児718名に菓子寄贈

　　　　　　　　　　　　　　13，500円

　　子供博物館へ16種雑誌1年分寄贈

　　　　　　　　　　　　　　36，000円

　　1）盲人福祉協会へ白杖，腰掛，テー

　　ブル，コンロ，畳など寄贈　90，720円

　　2）整肢療護園他6福祉施設｝こXマス

　　ブレゼント贈呈　　　　　　268，886円

　　3）　牧港強殺事件被害者遺族に弔慰金
　　1贈呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　36，000円

　　4）嘉平納米軍輸送機墜落事故被災者

　　遣族に見舞金贈呈　　　　　81，000円

　　歳末助けあい運動に協力　　3，600円
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資金を要しないアクティビティ

　　　　　　　　　　　　（ハワイ）

　ハワイのハレアカラ・クラブによって

最近樹てられた事業計画は，少し手を汚

す程度で全く資金を要しないものであっ

た。ライオンズは身体障害者の復職に協

力するため，162労働時間を提供して農

場にぶどう棚をこしらえた。150本の柱

を立て，ワイヤーを張りめぐらす仕事で

ある。さらに同クラブ会員は37時間を費

して，ビヤだる220個の蓋を取る作業を

行なった。あとの作業では，廃品利用の

くず箱として売ることが出来，クラブの

事業資金のもととなった。

ライオンズ旅行斡旋所（米）

　メイン州エルスワースのライオンズは

ニュー・イングランド地方の旅行者に特

別の便宜を提供し，大いに感謝されてい

る。咋年1年間にクラブ旅行案内所を訪

れた人は16685人，それぞれ旅行のコー

ス，宿泊所，名所旧蹟などについて，有

益な助言を得た。昨年の定期休暇中の相

談者は50州，15力国（日本，イギリス，

中国，スコットランド，ニュージーラン

ド，フランス，オーストラリア，西イン

ド諸島，ベルギー，オーストリア，ドイ

ッ，スイス，トルコ，アイルランド，モ

ロッコ）の人々であった。

ライオン街誕生（フィリピン）

　フィリピンのセブ市にあるビジネス街

コロン通りの一角は，1956年以来「ライ

オンズ広場」と呼ばれている。当時，百

貨店，ドラッグストア，食堂，ホテル，

劇場などで賑わっていたこのブロックは，

セブ・ライオンズクラブの手で徹底的な

整形干術が施された．垣路の数ヵ所に緑

地帯を造営し，蛍光灯を設置し，電動交

通信号機を建設し，車道，歩道共に舗装

して，この一一角は全く面目を一変した。

大理石の等身大ライオン像が，特別に設

老人，不具者

用バス寄贈

　　　　（南阿）

　南阿ケープ半島のラ

イオンズ数クラブは合

同して，36人乗りのパ

スを購入，老人や不具

者たちの足として利用

して頂くことになった。

資金2，000ボンドは，

クラブ後援による人気

芝居の上演によって得

た。写真は“Lions　Ha．

ppy　Bus，，の命名式を

行なうところ，右端ジ

ャック・ストーデル

ゾーンチェアマン。

計された照明灯の下に設置され，人目を

惹いている。この企1画のためにライオン

ズが費した費用は数千ペソであった。

読書機講習会で資金獲得

　　　　　　（オーストラリア）

　いろいろな資料を積みこんだ「読書研

究室」が，オーストラリアのサウスポー

ト・クラブによって，市の高等学校に寄

贈された。寄贈に先だってクラブのライ

オンズは，学生や…般人を対象に読書機

操作講座（10日間）を数コース開講，読

書力促進機の使川料を徴収したので，相

当額の資金を得た、資料及び機材の購入

費にはこれが当てられた。クラブではこ

れらをクラブの財産として，市内の学校

を巡回して講座を開き，さらにこの研究

室を拡大していく方針である。この贈物

の現在の評価額は約1，250ドルである。

‘
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　　　日本ローヤルゼリー研究所新製品ポーレン使用

　　　　蜜蜂が花園から集めてきた…

　　　　天然の花粉（ポーレン）と純粋な蜂蜜でつくった

　　　　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〃

嗣
’＝

・チョコL●1ト
，「新案特許」出願中

　　　　　　　　　☆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！！☆

Lノー7自チ旨コレート

：：
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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12月分

この表は12月末の全クラブ

名を網羅しています。

クラブ会員贈レラブ会・牌・

突岳Ill；i郷謬と1111；

　　　（％，〈E1地区〉
オ火　　　　　「ロ　　　　　＆1　　　　100

青森6988八戸4484弓ム　　　　　∬町　　　　90　　　　　84．4

黒　　　　 石　　　　 40　　　　77．5

会律若松　　49　　92

福勝5896郡山55100平　43802花巻4280．2一関4083水沢3863盛岡6173盛岡不来方　　　42　　92

石巻52】00気　 f山　 矛召　　　　45　　　　91

宮力震寸r∫ll　　　　　31　　　　　92．4

鳴子1678｛山　　　　　台　　　　　96　　　　　92

仙1台青葉　　70　　94
仙台rll央　　92
仙台エコー　　　36　　　93

塩釜4386白石2985志　　Ht　川1　　　　22　　　　　68

山形43821h形蔵王　　】9　　87

船橋6061了1∫　　　　　戊11　　　　63　　　　　83

6官　　　　　lll　　　　37　　　　　92

桐　　　　　Zk　　　　　49　　　　　85．7

太田5178n立4182警百　　　　　｛艮　　　　　39　　　　　89

平塚3580∫ll　　　　　崎　　　　　35　　　　　84

ノ」、　田　 」巧（　　　　51　　　　73

横　　　　　i兵　　　　 118　　　　　88

横　　｝兵　　南　　　　　55　　　　　81

横浜西　75　100五　　　　 ハ艮　　　　　45　　　　8L2

柏　　　　　崎　　　　　41　　　　　85．4

小出3487見附2378※岡6897長岡悠久　　46　　88

中条2871新　　　　　　｝ξ｝　　　　105　　　　　92．2

新　　｝幻　　東　　　　　73　　　　　94

新潟西　51　90．2

新津3675佐渡3371三条6796新発田　36　91．6

白根2184高田5596．4燕　3882．9川1　　　　　口　　　　　 72　　　　　65

足　　　　　矛11　　　　　66　　　　　63

与≧　　都　　宮　　　　　36　　　　　95．8

東　　　　　京　　　　127　　　　　73．5

赤坂8787．3荒　　　　 川1　　　　31　　　　78．9

＞曳　　　　　了喜　　　　64　　　　100

文京5679、2千　　f鷺　　「封　　　　　　88　　　　　87．5

劃艮　　　　　　囚1　　　　　134　　　　　82

堀　　　　　昏7　　　　　76　　　　100

｝也　　　　袋　　　　51　　　　86，2

自由ケ丘　　32　　66．9

神田97100関東5860｝「〔　　　　　コヒ　　　　　30　　　　　74

丸　　ノ　　1ノ〕　　　　　72　　　　　85．7

日　　本　　｝喬　　　　　94　　　　　89

大森4979両国4481．7芝　6290．4
渋谷5783‘昏1　　　　　∫ll　　　　　50　　　　　89

新橋8276．5新　　　　　宿　　　　　73　　　　　87．4

杉並4995隅　　旺1　川1　　　　46　　　　100

上野7388．8塩山2178富士吉田　　31　　80

甲府8787ヨn崎2886〈E2地区〉

安城4288．5尾　　　　　i吋　　　　　50　　　　100

ミ術　　　　　］那　　　　　57　　　　　96

斗三　　　　　fl1　　　　　50　　　　　95

一宮54100一宮尾北　　50　100
一　　宮　　南　　　　　61　　　　100

一　　宮　　‘11　　　　　56　　　　100

犬　　　　　11｜　　　　49　　　　100

吉良4080’ト　　　　　彰〔　　　　　42　　　　　94

江南59100名古屋11393

　　　1％）名　1！r屋　東　　　　　107　　　　　99

名古屋名城84100名　〒lr屋i乎↓　　　　　80　　　　　90．7

1尚　　　　　由奇　　　　61　　　　100

瀬戸58δ6事i　　　　　j7友　　　　　35　　　　　97．2

常滑5379豊田5288豊　　　　　▲喬　　　　　80　　　　　97．6

豊　　t喬　　東　　　　　54　　　．100

豊橋南　62　100
豊川40100川1　　　　　島　　　　　　48　　　　　100

甘「　　　　　川1　　　　　35　　　　　81

岐阜78100岐　　 1諄　　南　　　　　77　　　　100

郡上八幡　　45　　92
ミ同　　　　　 島　　　　　60　　　　100

揖　　斐　　戊ll　　　　　34　　　　　100

名　　務　　坊〔　　　　　43　　　　　93

争ll　　　　　l岡　　　　　37　　　　　91

可児3893．4美濃ヵ【1茂　　　　　36　　　　　98▼6

美濃大野　　33　　100
瑞　　　　　ヵ1　　　　　43　　　　100

大垣65100関　41100多治見　57　100i碕　　　　　　1⊥1　　　　　57　　　　　　98

土岐50100fハ，　　　　　勢　　　　　　53　　　　　100

∫｛艮　　　　　嬰f　　　　　45　　　　　83．3

桑名41100松阪48go尾鷲4392烏　　　　　5同　　　　　45　　　　　95．6

津　54811四　　口　　Tl了　　　　65　　　　　94．5

安曇3465茅野23飯田4588木曾福」為　　　　　19　　　　100

丸子1685松本3890長野4589岡谷2896諏訪湖　54　90
熱海4886藤枝6389御殿場5772浜松13776i兵　　　　　」ヒ　　　　　30　　　　　90

イヌ｝　　　　　束　　　　　59　　　　　80．g

磐　　　　　 田　　　　　53　　　　　71．5

i胡　　　　　西　　　　　35　　　　　94．4

森町3374《召　　　　　8∫1　　　　　58　　　　　83

島　　　　　 田　　　　　52　　　　　87．8

箭水7791．5清水羽衣　　52　　88

下田3488．8‘叱｜）　　　　　1胡　　　　　85　　　　　82

静　　1岡　　葵　　　　　69　　　　　95．5

天竜5264吉原4495）‘野　　　　　房｛　　　　　27　　　　　86

W岳　　　　　ヲト　　　　　64　　　　100

福戊ト【ト央　　　　　63　　　　100

大野27鯖江35100武坐3880敦賀3490カロ　　　　　賀　　　　　49　　　　　75

金沢96金沢東8994小松5092f彪　　　　　美　　　　　36　　　　　88．9

伏木3293氷見2787黒部3689汁｝　　　　　∫1｜　　　　　45　　　　　80

i口｝　　　　　「岡　　　　　67　　　　　97．7

富山73100密山セントラル　28　　　86．5

〈E3地区〉

網走4089赤平2090∫5［　　　　岸　　　　　24　　　　】00

旭川6994旭川1寸丁央　　　　　78　　　　　90

旭川大雪　　61　　98
ヌ雪　　　　　戊刑　　　　　42　　　　　88

美唄4888千歳4067．5↓｝｝　　　　達　　　　 31　　　　98．5
i工　　　　　》ll　　　　31　　　　　81

江差2190深川2383富　　‘ミ　　里｝　　　　　37　　　　　92

羽幌23940］　　　　　重V「　　　　　71　　　　　87

函　　5∬　　り〔　　　　　72　　　　　85

函‖官；1ヒ」ト　　　　　49　　　　　84

木　　　　　男ll　　　　　24　　　　　98

＿全金3195

クラブ　　　会員　　出席率

　　　（％）岩見沢　48　86
岩内3784上　　‘少　　∫ll　　　　　25　　　　　85

コヒ　　　　　見　　　　　44　　　　　88．5

｛1〔　　知1　　安　　　　　　40　　　　　86・2

釧路6498飼ll路まりも　　　59　　 99

森　27
室蘭5887室　　i笥　　東　　　　　43　　　　　77

奈　　ナ｛：　｝工　　　　　33　　　　　97

名寄3378．8根室4694登　　　　　　兄ll　　　　　53　　　　　94．3

帯広7995帯広中央59，ト　　　　　　樽　　　　　　89　　　　　84

，卜樽lb央　　　　　86　　　　　87

小樽みなと　　　48　　　85
音　　　　　　更　　　　　　23　　　　　89．2

留萌6287↓L　　　　　幌　　　　！14　　　　　83

札幌アカンヤ　　83　　　88
札幌中央　　112　　92
札幌エルム　　　116　　　85
札幌ボブラ　　　41　　戊00
士　　　　　》‖　　　　34　　　　82．8

白糠2790静　、　　　　1句　　　　　31　　　　　79

砂川6389滝　　　　　川1　　　　　59　　　　100

十勝池田　　31　　84．8
苫・1・牧　57　ε5
当　　　　　》り　　　　　19　　　　　82

洞爺4291歌志内　56　84利6　　　　　｜句　　　　　33　　　　　85

㊧蓄611．、
夕張5682．1〈W1地区〉

相生36100≒男　　　　　石　　　　　43　　　　　74．4

赤穂25尼崎7794．7尼崎北　46　87芦　　　　　屋　　　　　56　　　　　85．7

妬i　　　　　路　　　　　95　　　　　96．3

奥E路鷺∫元』1　　　　　78　　　　　100

姫路白鷺　　70　　94．2
伊　　　　　丹　　　　　54　　　　　90．7

伊丹有岡　　43　　94．2
カn　　古　　川1　　　　51　　　　　93

川1　　　　　喪互　　　　　68　　　　　80．2

城崎39神戸10994神戸東　 86　93．7
神戸西　93　92．5
神戸六甲　　44　　90
神戸三宮　　63　　92．8

三木2983．8西宮5691西宮中央　　34　　86．4
’卜　　　　　里f　　　　　47　　　　　92

洲1　　　　　本　　　　　52　　　　　96．2

宝塚5967高砂4688†ぽ　　　　　里r　　　　　33　　　　　97

ノ、　　　　　鹿　　　　　23　　　　　95．7

福知山　22　70．1

亀岡4783〕｝〔　　　　　閻～　　　　工25　　　　　87．3

京　　」罰～　葵　　　　　　75　　　　　98．7

京都平安　　8？　　95．4
京栢～鴨∫ll　　　　　25　　　　　94

〕富調～村t山　　　　　63　　　　　97．6

京　　筒～　西　　　　　75　　　　　86．7

京都洛陽　　86　　90．6

京都紫明30100京都橘　59　98．3
生駒3984．6奈良8088奈　 良　　西　　　　 24　　　　91．2

大和高田　　57　　86

布施7887．5｝文　　　　　プァ　　　　　76　　　　　70

e〔　　　　　1岡　　　　　55　　　　　76．3

茨木4471池田6188．5泉大津　65　95．2泉　　佐　　里チ　　　　　70　　　　　90．6

河内5294．3岸和田　86　85．5
巽面4781．5守口6890大阪12190大阪中部　　74　　91．84
大阪堂‘ム　　95　　ε6．5
大阪道頓堀　　　69　　97．1

大阪東　98　65．7
大阪関西　　32　　100
大阪錦城　　56　　90．5
大阪北　60　76．2大阪」ヒi兵身n場　　　76　　　　82．6

大阪旭東　　62　　81
大　 阪　　 汁∫　　　　142　　　　　80

クラブ　　　会員　　出席率　　　クラブ　　会員　　出席率

　　　（％、大阪都島　　洞　　73．9
大阪なにわ束　　60　　100

大阪西　90　72．8
大阪扇町　　20
大阪住吉　　69　　87．7
大阪大正　　40　　92．5
大阪天満　　61　　93
大阪天王寺　　　77　　　80．6

大阪梅田　　66　　83．2
大阪淀川　　53　　92．5

堺　6776．5四条醍　 49　75．5

吹田姻96．5高　　　　 槻　　　　 35　　　　83．5
豊　　　　　【「」　　　　6正　　　　81

豊r｜】　q1タと　　　　　60　　　　　78．8

八尾8175彦根5486．4草：　　　　　テP　　　　　43　　　　　96

長　　　　　浜　　　　　64　　　　　88．1

近ミエノ、幡　　　　　　28　　　　　87．5

大津7487．8ノ㌧　　口　　：1∫　　　　　40　　　　　78

オ∫　　　　　Hl　　　　　36　　　　　84．8

θ・澗～∫2i，fl」1　　　　　33　　　　　90

海　　　　　南　　　　　62　　　　　82．3

勝浦4080串本4076．9新宮5278白　　　　 i兵　　　　51　　　　90．3
矛1∫　歌　　↓lr　　　　　77　　　　　92．2

和歌｜ll葵　　57　　92．2
和1歌UI束　　　　　45　　　　　89．9

和歌山西　　56　　91．2

〈W2地区〉

安芸3782｝付　　　　　ll8　　　　51　　　　96

福山7293福1⊥」葦F易　　　　　58　　　　　98．2

広島91100広島デルタ　　　65　　　99
戊云　島平禾∬　　　　　63　　　　　88

」五島鯉力黄　　　　88　　　　91

広島佐伯　　41　　84．5

因島33三〇〇
可部3175カロ　　　　］†　　　　27　　　　88．9

呉　7895呉グリーン　　　75　　　95

松永4ア100三原5192三次3672宮島口4476能　　美　　左6　　　　17　　　　91

尾道5495大竹7582庄原4878竹原4288］｝『　　　　　［H　　　　　25　　　　　88

｛葡　　　　莉∬　　　　48　　　　92．6

1二1　　　　　生　　　　　36　　　　　75．5

タト　　　　　坊｛　　　　　38　　　　　93

笠　　　　　‘司　　　　　55　　　　　98．2

児　　　　　 島　　　　　82　　　　　96．2

金光4286倉敷6887水肪4989．8三　　　　　石　　　　　36　　　　　87．5

新　　　　　見　　　　　42　　　　　96．4

1司　　　　　　L上1　　　　　75　　　　　：6．5

岡山東　 75　100
岡山後楽　　75　　99
岡山烏城　　75　　93
西大寺　59　70
総社3687i白i．　　　　梁　　　　　49　　　　　76

玉島5596玉野4573Ht　　　　　ljl　　　　　62　　　　　86

和気4776《工　　　　　言皐　　　　　44　　　　91

｝兵　　　　　旺1　　　　　50　　　　　94

出雲7285．5益　　　　　1劃　　　　　46　　　　　80・「

松江7867安　　　　　米　　　　　64　　　　　86◇7

倉吉49100境港4882鳥取6790，鳥取　1ド央　　　　　39　　　　100

米子7582萩　4595光　426ア
防府5386岩国τ795岩　　国　　鎖1　　　　　51　　　　　98

下松・1482美禰44100長　　　　　11‘」　　　　　35　　　　　86

小野田　43　85
山陽32100下関75100下関東　38　94徳　　　　　　ljl　　　　　57　　　　　93

｛1！～　　　　　｛｜｜｜　　　　　27　　　　　80

弓そ　　　　　部　　　　　68　　　　100

大阪港　64　95．3∫宇部ときわ　50　100

　　　（％）lll　　　　ロ　　　　　61　　　　89
秒ll　　　　　ハ午　　　　　42　　　　　93

北条3275今　　　　　矛台　　　　　59　　　　　92・

イ」｝予　三三　玉5　　　　　33　　　　　84

川之江　34　70
松lll　7478松山道後　　79　　81
新　　戊‘i｝　言兵　　　　　zl6　　　　　87

大洲2684西条4692宇和3070宇和島　65　84八　　幡　　浜　　　　50　　　　87

観音寺3083メL　　　　　f〔1　　　　　74　　　　　87

坂出63100高松8092高松栗林　　47　　】00
高松玉藻　　71　100

善通寺4685日旙　　　　　　矢1｝　　　　　77　　　　　82

高匁1∫鳥浦1　　　　63　　　　　83

高知鷹城　　61　　76
阿波池田　　30　　87

徳島6975徳　‘5眉　lll　　　　　62　　　　　75

徳　島　ltl央　　　　　56　　　　　75

〈W3地区〉
目’　　　　オく　　　　46　　　　　78

襲

　前3482　後5080福　　　　　1均　　　　214　　　　　63

玄洋5057飯塚7590」ヒノLナH　聾〔　　　　　39

，ト　　　　　倉　　　　 101　　　　　75

ノト倉ll∫りξ　　　　　70　　　　　92

」M　　　　　オこ　　　　　18　　　　　85

久留米8387ド‘1　　　　　言1　　　　　59　　　　　82

r盲I　　　　　l｜i｜　　　　　39　　　　　80

［‘’1：　　　　ソ7　　　　　63　　　　　85

大川．4672大牟田6897［ll’　　　　川1　　　　51　　　　85

戸畑5986．4筑紫4490．1浮羽3385若松9084八幡6274山田3970八女5195柳　　　　　川1　　　　　45　　　　　96．7

行橋44100出水2490鹿児島　102　88鹿児島南洲　　　65　　86

加世田　34　81国分隼人　　18　　75

荒尾3679人吉2480熊本7782水俣3992ヨ三名3286長崎8686佐世保6184島原4692｜l　　　　　l商】　　　　　17　　　　　83

小林16100串間】880ヵ1～　　　　ヵ友　　　　　53　　　　　96

宮崎8873宮崎橘3386Fl南3092延　　　　 1よ司　　　　56　　　　84．5

i里　　　　　　4目～　　　　　20　　　　　85

10i　千　　穂　　　　　21　　　　　90

商鍋2788戊｝ll　　　　πf　　　　70　　　　　86

豊後高　旺1　　　　　20　　　　　55

日　　　　　田　・　　　49　　　　　71

杵筑2472九重2090中津5492・大分7889大分府内　　35　　93

佐伯3271津久見　24　94
翻崎3592宇佐22831…ヨ杵3399四日市大分　　　22　　72
0｝　　　　　ネit　　　　　28　　　　　70

鹿島2679佐賀’
鳥栖3177宜野湾57
コザ5083宮　　　　　∫‘r　　　　34　　　　　73

名　　　　　言蔓　　　　．29　　　’　　83　　　．

ヨ邦覇1トリξ　　　　　51　　　　　72

言中　　　　　き地　　　　117　　　　　70　　　幽

八重山　32　78
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仁みんなの知りたがつているここ ㎡　；

ζ1　’V

蕊≡多

複合地区運営の問題

　1］本ライオンズは302地区であり，302

地区は複合地区であります　302－E1ほ

か全国の6地区は，準地区になります

　地区1）istrictは国家又はある領トに

おいて6クラブ以上がチャ’一ターされた

場合から始まります．しかしその場合も、

国際会長はld際理’ド会の承1認を得てこれ

らのクラブで先ず暫定地区PrOvisional

Districtをつくります。暫定地区のガパ

ナーは暫定地区ガバナーと呼ばれます，

そしてこの暫定地区内の適楕クラブ数が

20以1二に達すると、地区ガパナーを選出

する資格が川米，最初の地区ガパナー選

川後の国際大会閉会と共に暫定という：「

葉がなくなります

　暫定地区から普通でいう地区になる迄

の順序については，国際会則第4条第10

項に詳細規定してあります　即ち暫定地

区が・定の経過を経て地区となりますが，

今度はクラブ数を少く共30以上に増加す

ることが義務づけられます

　地区が1つの地域に1つの場合は単一

地区と呼ばれ，2つ以上になると複合地

区Multiple　Districtと呼（ぎれます

単・地区がクラブ数が多くなり1人のガ

パナーで公式訪問そぴ）他の行‘1［にゑ列し，

地区内クラブの統帖に川滑を期し得なく

なりますと，地区分割の問題が生じます

　分割される地区が30クラブ以Lの場合

は、その分割されたクラブは準地区Sub－

Districtと呼ばれます。従来の地区もま

た準地区と呼ばれ，その地域全体が複合

地区となります　目本の例で申しますと，

302地｜メ：は復合地区でありE1ほか6地

区は準地区ということになります。

　そこで1つの地域に準地区が2つ以上

になりますと複合地区としての運営が問

題になります　それならば複合地区は如

何なる巡営がされねばならないか　それ

について，米国の州（State）の複合地区

の運営規則の標準をこれから説明します、

　複合地区の組織ですが，複合地区の役

員は各地区ガパナーがなります、全地区

ガパナーを以て，複合地区ガパナー協議

会を構成します　それらのガパナーの内

から議長，副議長，幹市，会計各1名．が

選ばれます　議長は次ll可に年次人会が開

催される地区のガパナーがなります、，こ

のガパナー協議会では，複合地区内の重

要問題が協議され，又各種の委員長を任

命することが川来ます．複合地区年次大

会は，年1回原則として1ヵ所に開催さ

れます、この年次大会には州の各クラブ

から，代議員が参集して重要案件を決定

します

　以上が複合地区の組織及び運営の根本

趣旨ですが，現在の日本のそれを比1咬し

ますとここに人きな連いがあります．日

本では，ガパナー合同の会議が毎年数回

開催されますが，議長は交替制でありま

す、しかも副議長，幹事会計は，ガパナ

ーの内から選ばれては居りません、又複

合地区の年次大会は，［本では1ヵ所で

なく各地区毎に開催されています、

　日本ライオンズが今日の様に躍進した

以上，当然そこに複合地区としての本格

的運営が問題となってきます。

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

ライオンズ行事カレンダー

ライオンズ創設者報恩月問，ライオンズ情報教育ll問、役員会

ll那祭カウンセラーの月，役員会

地区，ステート，国際大会の計画樹立の月，役員会，ゾーン会合．次期役員

指名会

クラブ標識整備月問，次期役員1茜挙月間，役貝会

役員会

新役員就任式、役員会

ライオンズ国際協会年次大会，役員会

ライオンズ集会，役員会

10月会員増強計画1封立の月，ライオン誌II間，役員会，ゾーン会合

会員増強月間，国際連合の日，役員会

地区ガパナーの月，役員会，ゾーン会合

クリスマスの計両，役員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会長必携より）

・霧2禁　平岡旗製造株式会社ぽ酬一郎）
　　　　　　　　　　　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）
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CN準備で会員親睦高まる

　チャーターナイトを終了しでト几顧

みて諸事遺漏の多かったこと，特に’lil前

のプラザークラプメンパーの参加募集に

ついては，誠に強り1にお願いしたことは

如何に「とさか」に】ミていた時とはい

え，誠に汗顔の至りです　本誌を借りて

深くお詫び申し上げます　わが能力不足

とはいえ，誠に1’11，：心談の連続で現在では

而白くお話出来ることが’L］時では必死で

した，ただホームクラプメンパー・同が

終始思うことをづけづけいって腹に残さ

ず，常に建設的な準備がなされたこと

は，川舎にしてはよく出来たとの事後評

を戴くことの出来た大きな原因だと思い

ます、

　参加者数については，前月まで電話

で，電報でお願いしました、申込締切の

10月末には数名でした、他クラブで聞い

てはいましたが，まさか数名とは，予定

数100名に比較して，がっかりしまし

た。これではならじと，予定はしていま

したが各プラザークラブの例会に御案内

に参りました　比較して失礼かも分りま

せんが，選｝養の票集めと同じで矢張，足

と熱です、各クラブの会長，幹事と膝突

合わせての懇願が最も効果的だったと思

います，チャーターナイト収支〕う算で，

支出の方は2，3U前には殆んど予定通

福lll爪陽C　　イf　　田　　リム　　：三

り出てしまって，収入の方が予定の6，

7割では誠に背中に冷汗の思いでした、

　次は当llの行事運営のことです　人体

前llに予裕寅習するr定でしたが，準備

が前夜12時まで要し，遂にプッツケ本番

にならざるを得ませんでした、諸’μ遺漏

多かったとはいえ，fl1∫とか終rしまし

た　人きな行1拝をやらんとして，50数名

がその総力を結集することは，幾ノ∫遍の

精糾1訓‘活にも勝って｝クラブメンパーの

教育になったことを痛感しました、わが

メンバーは20台から6⑪台まで，随分年令

は開いておりますが，老いも若きも平素

は椅’臼こ座って，恐らく筋肉労働W［平

のノノ々が，寒貝吹く冬空にユ三の汗をi庇し

ながら，文句もいわず働く｝Xには非常に

感激しました

　7月11日結成して，12」」21．1ナヤータ

ーナイト挙行，その間4ヵ月’卜，未だ姓

名と顔の結びつかないメンバーもいる時

準備を通じてのメンバーの親睦は1年も

2‘ドも早められたと思います．その後の

例会の雰囲’イ〔は・変して常に談笑の問に

議事が運ばれるようになったことは，誠

にチャーターナイトの賜と思います。

　　　　　　　　（福山1伐陽C幹ID

遠来の友を暖かく歓迎

　11月25日，私達光LCのチャーターナ

イトの日になりました、前々から天気予

報はしらべておりましたが，11月後’rと

はいえ，幸い，割に1暖かいよい大気でし

た、光市は，皆様にとりたててお見せす

るものもなく，しいていえば｝頼戸内海国

立公園の一・部でありますが，それをお日

にかけて楽しんでもらうには時節が晩秋

のため充分洞足していただくわけにはゆ

かず，まったくどうして皆様をお迎えし

ようかと，これが一番の苦心でした．

　これを解決するみちはただ一つ，遠来

光C江波久夫
の皆様を心よりお迎えするということで

した　そしていよいよ’【i日になったわけ

です　会場、その他は前Uに設営してお

　　　光Cチャーターナイトにて

徳島市西船場町
頭取 L味田順三郎
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りましたが，それでも早朝から皆，こま

ねずみのようにかけまわらねばなりませ

んでした。本部を設けましたが，本部員

もかけまわっておるので，相談するため

にそれを迫いかける，追いかけている人

をまた他の人が追いかけるという状態

で，とやかくするうちに，ブラザークラブ

の人がおみえになる時刻になりました。

　いよいよ登録受付が開始され，ライオ

ネス歓迎陣の活動が始まりました。応援

の女学生が整理された会場に御案内し，

さしも広い，八幡製鉄光製鋏所の体育館

も満員の盛況を呈し式典にはいりまし

た。式典の途中，小雨が降ってきたとい

う知らせを受けた時ほど困ったことはあ

りません。幸運にも，式典の終るころよ

り雨もおさまり，万事予定通りに進行

し，無事チャーターナイトを完了するこ

とが出米ました。これひとえに，地区役

員各位，並にスポンサークラブたる徳山

をはじめ，各ブラザークラブ皆々様の並

々ならぬ御高援のたまものであり，この

誌上をかりまして厚く感謝の意を表する

次第であります。　　　　（光C幹事）

第1表　登録返信状況

種目

C

L

Ls

案内1眺内1期限後1計

数副籍…参加；編『参加膳

441 1

2

4 6

51

6

3 7

53

6

7

備考

チャーターナイトの登録について

　昨年3月25日に慌しい、しかも強引な

結成式を37名で挙げ，4月21日の第2回

例会に葛野東京事務所長の出席を得て，

LCの在り方についての説明を聞き，5

月17日地区ガパナーの公式訪問を受けて

クラブも愈々格付けされ，6月19日第6

回例会，7月3日第7回例会でチャータ

ーナイト準備委員会，期日を決め，地区

ガパナーに伺ったところ，快諾の回答を

得て幸先よいスタートをした次第です。

　早速登録準備にかかり，7月5日速

報，同12El概況案内書，予備登録書（8

月10日締切）を発送して一息ついたが返

信は僅少（第1表）であり，これでチャ

ーターナイトが催し得るかと不安を生じ

る位であった。8月30日案内書，本登録

書を発送して参加数最少限400名を期待

したが，返信状況（第2表）は表の通り

で淋しい限りであった。事務処理は迅速

をモットーとし，先方に迷惑をかけない

庄原c　中　本　元行

第2表　本登録申込状況

よう心掛けているが，得てして遅れがち

になり催促をうける現状であるので，天

罰観面という類だろう。数はとにかくと

してもう少し早い日に何とかならないも

のだろうかと思うのは，私1人ではない

だろう。参加者増加の督促電話を毎日の

ように受けて，チャーターナイト当日，

参加努力賞を受けたが，何だか面はゆっ

たい気持で皮肉なものである。

　PRが足りないからだと責める人もあ
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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．（59Dl516・7766

るが，これは参加者の善意によるものだ

と思う。申し込みはあっても登録料当日

持参というものも不安の一つだった。結

局申込だけに終ったものもあったが，当

日受付もあって参加クラブ46，会員303，

同夫人15，子供15名となった。ライオン

誌でもチャーターナイトの在り方が見直

されかけている。反省すべき点があるよ

うに思う。いずれにせよ心配されたチャ

ーターナイトを盛会裡終了させていただ

いたことに深甚な感謝を捧げる次第であ

る。　　　　（庄原Cラィオンテーマー）

世界最古の庶民学校で挙式

　和気は昔は和気清麿で有名ですが，た

だ今は農村の町ですから，11月11日和気

クラブチャーターナイトを行なうに当っ

ては（1），行事はすべて簡潔なものにする

こと。（1），冗費をはぶいて経費を軽減

し，それだけ記念事業を多くすること。

（1），都市の他クラブに模倣せず，田舎町

にふさわしい行事をすること。以上を根

木方針として計両しました。

　登録料は一般より千円安く二千円にし

ました。ラッキーカードと余興を省略し藻

ました。幸いなことに山陽線和気駅は10

n前に新築落成したし，エキスカーショ

ンとして行った閑谷学校は国宝としての

建物を，国費で修理して9日前に落成式

をして清掃してくれ，閑谷の山々は美し

く紅葉して待っていてくれました。

　天気はライオンズ晴れで，ブラザーク

和気c日笠邦輔
ラブの参加も多く，式典は厳粛に，スム

ーズに行なわれました。公立庶民学校の

姿をそのまま残して，世界で一番古いと

ロンドン大学教授が評する大講堂の中

で，琴を奏でたのは調和よくとくに好評

でした。経理面でも赤字なく，予定どお

りの記念事業も行なえるのでクラブ員一

同喜んでいます。

　　　　　　　　　　（和気C幹事）

　　　和気Cチャーターナイト
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PR活動について

　私たちは時折，ライオンズのPRが派

乎過ぎるのではないだろうか，と言うこ

とを外部の人から耳にすることがあり，

ライオンズの中にもそのように思って居

られる方があると11Hくことがあります。

そこで私たちライオンが考えなければな

らないことは，外形的な余りにもこれ見

よがしのPRは避けて，内面的，内容的

に充実したライオニズムの昂揚に関する

PRにその活動の基準を求めなければな

らないと言うことです。

　私たちがライオンである限りは，その

存在の生命であり，その活動の原動力で

あるライオニズムを昂揚し，そのPR活

動を行なうべきは当然のことであります

が，ライオニズムはヒューマニズムに通

じるものであり，ライオンの誇が特権意

識と混同させられたり，アクティビティ

が優越感や虚栄と結びつけられてはなら

ないことは勿論です、一例を挙げれば，

小野田C　石　川　　幹　　雄

ライオンズの懇親会等の二次会に興の至

るまま，ライオン帽を着用した姿でバー

やキャバレーに繰り込みなどするのは慎

しみたいものです。また貧困家庭の児童

に贈る鞄等に，外から見えるようにライ

オンズマークを付けることなども一考を

要すべきことだと思います。

　ライオンは常にその誇の上に立って，

ライオニズ4の昂揚とアクティビティの

効果的なPRに心がけることが大切で

す。PR活動もアクティビティも経済

原則の「最少の犠牲をもって最大の効果

を挙げる」ところに各単位クラブの委員

会活動の必要性と，意義があると思いま

す。そこで「グッドアイデア」が生きて

くるのです。だから，アクティビティは

金額によるのではなく，その効果によっ

て量られるべきであります。それでは，

何故私たちはPR活動を一生懸命にやっ

ているのか。その効果について触｝τて見

たいと思います。

　（1）ライオニズムのPRがライオン教育

の基盤となること。ライオニズムを体得

してこそライオンであり，ライオニズム

を持たないものはライオンではない。

　②PR活動を通じてライオンとしての

誇と自覚を持つことにより，アクティビ

ティが強力なライオニズムに貫かれる。

　（3）社会奉仕はライオンズの独占物では

ない。私たちがアクティビティを外部に

PRすることにより社会大衆の共感を呼

び，次々に社会奉仕団体や個人を増や

し，明るい社会の建設を期待できる。

　（4）お互に他のライオンのしたことを見

たり，聞いたりして，同一目的に生きる

ことの信頼と，友愛を得ることができ

る。

　この他にPR活動の効果は沢山あると

思いますが，要するに，ライオニズムは

イズムではあるが，イズムはそれが実践

の過程を経てこそ輝きを増すものである

ということです。ライオンズの皆様，大

いにアクティビティを実践しようではあ

りませんか。　（第4R第2ZPR委n）

日本ダイナーズクラプ・ll本クレジソトピューローの店

国際観光・東京セプンワンダーズ
（会貝はカードをご利用下さい）

郷　土　料　理

東京都目黒区上目黒8－502
渋谷道玄坂上先旧松平邸跡
1E‘訴　i兇…谷 （461）　0229・6515

東京渋谷ライオンの経営

Lの方はお気楽にサインでお通り下さい

　　切妻合掌造り大民家
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イオン誌‘

　　あなたの
　　　　写　を／

ライオン誌では下記要領
で、会貝皆様の写真を募
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d

　　　　・手札または6×6判
題材は自由ですが、クラブ所在
地のローカル・カラーを現わし
たものを望みます。
締切は毎月15日、カラー写真は
表紙に採用する場合（タテ位置
のもの）もあります。ネガをお
送り願うかも知れませんので、
御用意下さい。いずれも写真に
簡単な説明を付して下さい。

ライオンズ国際協会302地区遠絡
事務局　ライオン編集部

“本に穴をあけず

　　　糊付もせず

　　　　　　合本の出来る”

　　　ライオン誌用

　　　　　　　　　単価270円（送糾込）
ライオン誌の綴じ込み，保存に簡夜な合本ファ

イルをご利川下さいg朋包，発送費などの関係

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：東京都中央区11本矯江戸桔3～3

　　　　汕脂工業会館6階

　　　　ライオン編集部

民間のミ交通標準車ミ （芦原C）

走りながらマイクで交通違反車に呼びかける「民

間交通標準車」が福井県坂井郡芦原町｝こお口見得

した。同町の電気商田畑太市さん（43）が白家用

乗川車を「スピード厳守車」と名づけ，　トランジ

スターのテーブレコーダーと小型スビーカーを前

後にそれぞれ4個つけ，走りながらボタン1つで

、スピードが山過ぎていますよ、べ歩行者は右側

を通りましょう、と呼びかけ，事故防止に一役買

って山たもの。

4つのテープレコーダーには，このほか数種類

の㍉乎びかけ、がおさめられており，男の声で

は反感を買うと，本職の女性アナの声で録音。

やさしく注意をうながすところがミソ。先日の

テストでは，芦原街道福井一芦原間の戊ヤ道で20

回も注意したという。違反車をみつけた場合注

意するだけだが，悪質なものは警察に通報して

もらうことになっており，芦原署も歓迎，田畑

さんは「ライオンズクラブの交通安全活動の一

つとして協力しているのですが，スピード違反

の多いのには改めてびっくりしました」と漸し

ていた。　　　　　　　　（12月6日　朝日新聞）

無医村地帯に救急箱（札幌中央C）

札幌市内には医者の診察を受けるのに1時問半も

かかる隣の町にいかなければならない無医村地帯

がまだまだ多い。これら無医部落にべせめて役に

たてば、と22日中央ライオンズクラブ（中川俊一

会長）から救急箱が札幌市に贈られた。

　同ライオンズクラブは札幌市国民検事務所に依

　頼して，このほど市内の無医部落の調査を行な

　った。この結果200人以上の住民のある部落で

　医療機関がなく，近くの医者に行くにしても4

　キロ（約1時閥半）あり，さらに交通の便は1

　日にパスが3往復以内で冬季川は交通が絶える

　という気のどくな部落が7部落もあった。

　このため同ライオンズクラブは簡｛itな応急処置

　にでも役立てばと，カゼ薬など約60点の薬の人

　った救急箱を同n同ライオンズクラブ健康福祉

　委員長，大橋国太郎氏ら代表が市を訪れ，小塩

　第2助役に贈った。市はさっそくこの救急箱を

　7部落の校長先生の家に備えつけることになっ

　たが，これを機会に無医部落をなくす根本的な

　対策が望まれている。　　（12月2311毎ll新開）

「さよならランプ」 （直方C）

鞍手郡でただ1箇所の無灯火地区一1覗‖1鞍子町畑

の7家族にクリスマスイブの2411夕刻，直方ライ

オンズクラブ（野見山義男会長ら74人）から電灯

が贈られた。1司地区は宮川一室木問の・くス道路か

「ら山ずそ伝いに陥落地を1回りした山峡。

　同地区の世話役岩永喜代治さん（58）ら7家族うく

　住みはじめたのは23年。みんな近くの菅原炭鉱

　につとめており「生活費が安くつく」と移って

　来たが，翌年には同鉱が籾井炭鉱に売られ4人

　が離職残る3人も31年の同鉱閉山とともに離職

　した。今では全員が付近の山の植林や下刈りな

　どの賃仕事で生計をたてている。岩永さんら2

　家族を除けば，みんな生活保護家庭。数年前，

　九電に配線のq：1言1‘1はしたが，1000メートル近い

　配線工事の負担金で行詰り，ランプ生活を続け

　ていた。これを聞いた同ライオンズクラブが

　2万余円を川し24nプレゼントしたもの。

7家族は大書びで，午後4時からの点灯式にはと

っておきの鶏でクラブ員を歓待すれば，クラブ側

も各家庭の子供たちに雑誌を贈った。

　いちばん喜んだのは10余人の子供たち。昼間か

　ら電灯の下で本を読みだすありさま。学校から

　帰ってランプ掃除もせずにすむ子供たちはまぶ

　しい電灯の家にみとれながら，年内いっぱい働

　きに川て家をあけている，1家族が帰ったら驚

　くだろうといっていた。　　（12月25n　柳日新聞）

病床の級友に愛の牛乳（能美島C）

佐伯郡大柿町で，2年間にわたり小児マヒにおか

された級友の病床ヘミ愛の牛乳、を送り続けてい

るよい子ら36人が12日能美島ライオンズクラブ

（沢英堅会長）から衣彰される。このよい子たち

は同町大古小学校（随1川勇校長＝児童数518人）

5年中木学級の中田栄治オ］’（12）ら36人。

　4年生だった36年71］級友の石ll｜和男君（12）が

　突然小児マヒになり，つらい闘病生活にはいっ

　た。やがて夏休みが終り2学期をむかえたが石

　田2｝の姿はなく中川君ら級友は主のいない石田

　君の机を囲んでちいさな胸を痛め「1日も早く

　全快するように」と毎朝牛乳を贈ることをクラ

　ス会で決め，クラス全貝が毎∫」10円から15円を

　出し合った金を牛乳屋へ届け配達してもらって

　おり，このほか毎月1回，級友4，5人ずつが交

　代で花束を持って石川君の病床を訪れ，学校の

　できごとを話して聞かせ励ましているもの。

石川君は7人兄弟の末っ子だが発病する前年に父

親が病気て死亡，母親のキミヨさん（51）が行商を

しながら看病している気の毒な家庭。それだけに

毎朝届く級友のあたたかい贈りものや定期訪問は

石川君の心のささえになっており，能美島ライオ

ンズクラブは中田君ら36人の児竜に学用品，また

石川君に療養費として金一封を贈って励ますこと

にしている。

　大古小，岡田校長の話　児竜たちが自主的に金

　を出し合って続けており，この美しい心をいつ

　までも持ちつづけるよう指導してゆきたいと思

　います。　　　　　　　　（1月1日　中国新聞）
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経営に役立つ心理学

　　　　　　　　　　　　　　、
経営学は思ったほど成果が上がらない

　新しく経営学を学ぶ人は，最初は経営

学に対して非常な期待をかける。すなわ

ち経営学を学ぶことによって，経営上の

進歩，革新がすぐにでも実現できると考

える，

　ところが，実際に経営学を学んでみる

と，習ったことが必ずしもすぐに実行で

きるとはかぎらず，またたとえ実行して

みても，思ったほど効果が上がらないこ

とがわかってくる．

　たとえば，人事管理の方法の中に相談

参加制度というのがあるが，この相談参

加制度とは，企業の組織のllコで従業員が

やらされる仕事は，多くの場合きわめて

単純で無味乾燥，しかも創意力を発揮す

る余地がほとんどない、、このためどうし

ても仕事に対する意欲を失いがちになる

ので，このような組織の中で働らく仕事

のつまらなさを少なくするため，上役が

仕事にかんすることを，できるだけ部下

と相談し部下に決めさせ，部下の意欲や

創意力を旺盛にしようとするのが狙いで

ある。

　経営学では，この相談参加制度を採川

すれば，従業員の仕事に対する意欲が旺

盛になるといって大いに推奨している。

しかし，実際には経営者が期待するほど，

この制度が成果をあげていないことの方

が多い。

　というのは，相談参加制度が上役の期

待にそうほど成果をあげるためには，従

業員が経営者と同じように，会社のため

に自分の能力を精一杯に働かそうとする

意欲を持つことが必要なのである。とこ

ろが，従業員がこのような気持を持って

いる企業はごくまれで，多くの企業では

経営者と従業員が，いろいろな面で対立

⑤

経営学を役立たせるには

経営心理研究所長

しているのがふつうである。

　このため，従業員は上役から仕事上の

ことで，いろいろ相談をもちかけられて

も，自分の能力を精一杯に発揮しようと

いう意気ごみで相談にのるということは

なく，自分たちにあまり負担がかからな

いよう，あるいは適当な線で決定すると

いうことになってしまうことが多い。こ

ういう決定に経営者が不満を示すのは当

然である。

環境が意欲を起こさせない

　経営者がせっかく新しい人事管理のや

り方で，従業員に相談をもちかけても，

従業員が積極的に相談に応じようとしな

いのは，その企業の環境自体が，従業員

に精一杯働こうという意欲を起こさせる

ものとなっていないからだ。

　なるほど経営者や幹部は新しい経営学

を学んで，自分たちに都合のいいところ

は早速実施に移そうとするかもしれない

が，その企業の内部には経営学の示す合

理性とはおよそ矛盾するような不合理な

而がいくらもある。

　重役間の勢力争いや派閥はいぜんとし

てあとをたたず，また学歴によって社員

の将来性は決められ，祉員と工員との身

分の壁は厳然として存在し，工員はいか

に優秀でも社員になれないというところ

が少なくない。

　さらに祉の幹部の中でも，若くて能力

のある優秀な人は合理的経営法を支持す

るが，年とって頭の固くなった人たちの

中には，容易に理解しにくい合理的経営

法に反発を示している人が少なくない。

つまり幹部が新しい経営法を受け入れる

かどうかは，社のためという観点ではな

く，自己の利害という観点から決められ

る。

松 本 1順

　このため社内において新しい経営法

を，社のすみずみまで徹底させようとい

う気持はなかなか盛り上がらず，ただ比

較的抵抗の少ない而，すなわち従業員を

もっと働かそうという一番都合のいい面

だけが強調されることになる。

　新しい経営学に対する社の幹部たちの

このような態度を従業員たちも，実に敏

感にキャッチしている。だから，自分たち

だけが働かされそうになる方法には，な

かなかおいそれとのれないわけである。

企業環境を合理化する

　新しい経営学が思ったほど成果を上げ

ることができないのは，今あげたような

理由による。ただ理論をよく学んだだけ

で，それを実行すればすぐ成果が上がる

と考えたのは，あまりにも考え方が1†か

ったわけで，その理1論を実行するにふさ

わしい環境が整えられなければ，成果は

期しがたいのである。そこで今後．新し

い経営学をほんとうに成果の上がるもの

にしようとするためには，新しい経営学

が実行されやすいように，企業の環境を

次第に整えていくことが必要といえよ

う。

　このためには閥にのれないと出世でき

ない，あるいは学歴によって将来を制限

したり，社員，工員を永久に区別する等

々，企業内のあらゆる不合理な面を一つ

ずつなくしていくことが必要である、．そ

して能力があり，働く人は誰でもその将

来に期待を持てるような環境をつくり，

この企業はわれわれ従業員のものだとい

う気持をもてるような雰囲気をつくるこ

とが大切といえよう。

　　　　　　　（千代田C第二副会長）

1

1
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宴会場　　日本鷺課，璽羊轡蕊嘉妻料理

1WI川区大井flll台坂上交番前・電話（491）315・580・1636・5819

　　　　　　　　　　　　　　　迎賓館大井クフ

　結婚式場
神殿・宴会場・衣裳・美粧

写真場、一切完備

L相羽有品川C別飾本座敷）㈱鞠

曇

劇西
刻ゑ

HAMAMURA

L三村寛次 赤坂c

冠婚葬祭四季の洋菓子

スヰング製菓

東　京　大井町
L．山本餅夫　品川c

贈答品

記念品

冊用品

企画・製作・販売

ショーノレーム

月曜一土曜
（AMIO．00－PM5．00）

あらゆる記念行事にすばらしい記念品をお用い下さい
◇ユ㌔　叉’PP

　　　　　　　　恒轡
　　　　　　　　　　1’、’夏

㌘

．灘　　繍獣鷲　籔
』’

@　＿＾　　　　　　　、六　　　　　　・

　　　　　　　　　　形渓灘
　　　　　　　　　・　　彰　
　　　　　　鋤　ぽ・　鍵…　点㌔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆ら　’，
　（御一報いただければ、ただちに当社のアイデアスタッ7が参上致します）

ライオン誌の広告取扱いについて
このたび私共では事務局の御依嘱をうけ、ライオン
誌広告利用御希望の向きに、御便宜をお計い致して
おりますので、御一報次第係員が参上して取扱いの
御相談に応じます。

　　　　　　　　　　（新宿C　L大滝栄治）

株式会社ギフトセンターさくらぎ
東京新宿区角筈2－82　TEL　（371）3251－4
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カットは京都洛陽クラブ会報第4号

洛湯

　　　～ン9

「交通安全のために」の

　　　スローガンとわがクラブ

　　　　　　　　　奈良C　森下平千代

　クラブ本年度の「交通安全のために」という活

動目標については，どうすれば最も成果をあげ得

るだろうかと委員会で熟議を重ねた結果，交通事

故の原因の多くは運転当事者個々の責任によるこ

ともきることながら，歩行者の訓練なり，注意力

の不足によることも多く，特に関西では，この点

のPRが最も必要ではなかろうかということとな

った。

　このためには学校などにおいて，機会を得て児

童，学生に呼びかけ，また各種集会などにおいて

啓蒙に努めるべきであり，これに対する奉仕の方

法としては16ミリ映両によることが最適であると

の結論に達した次第である。こうした観点から県

警察本部の意向等をも付度して，映写機1台と歩

行者を対象とした交通啓蒙用フィルム3巻を奈良

県交通対策協議会に寄贈することとなった。

　この映写機並びにフィルムは，さっそく10月に

実施された秋の交通安全運動の一環としての交通

展示会会場において有効適切に活用され（入場者

総数延25，000名であった由）また，このたび，新

たに発足した県警婦人交通指導員諸氏によって登

・退校時の交通指導に大いに役立てられようとし

ている。

　クラブの事業年度も，はや前半期を経過して

63年の新春を迎え後半期に入るわけであるが，こ

の機会に清新な気分で改めて「交通安全のために」

のスローガンを念頭に，特に車をもつライオンズ

個々が日常の安全交通について，謙虚に考えてみ

てはと思うがどうだろうか。もし，この点反省の

余地があるとすれば，まずカイより始めよという
　　　　　　も
わけで，自身いま一歩，交通道徳なり交通規則に

ついて関心を寄せ，今後、絶対無事故を祈念した

いものである。

　クラブとしては，さらに目下交通対策協議会が

中心となって活発に展開されている交通安全運動

に労力奉仕して協力するとか，これらの関係各位

を現地慰問するなりして，なお一層このスローガ

ンの趣旨達成に奉仕することができれば幸いであ

ると考える。

　　　　　　　　　　（奈良C会報第4号より）

　ライオンズクラブは

　　　　　奉仕団体であろうか

　　　　　　　　　　　相生C　福永　一仁

　一体，ラィオンズクラブとはどういう会ですか

とよく人に訊ねられる。訊ねる方は何も本質的な

ことをきくつもりはなく，半ば興味半分に椰楡っ

ているのだから，チャランポランに答えておけば

いいのだろうが，聞かれた御当人が，何もわかっ

ていないものだから，世の自信のない連中に限っ

てしどろもどろ難解の辞句を並べるのと同じよう

にああなんだ，こうなんだと，わかったようなわ

からないような説明ともなんともつかぬことを答

えてお茶を濁してきた。人様に対してはそれでい

いだろうが，自分自身に対してはそうとばかりも

いかぬので，何か答えを出さねばならぬ。そこで

会則を捻くってみたり，先輩の人達にお伺いして

結局’奉仕クラブ、だという概念をつくってみた

が，さてその言葉を他人様に自ら発言して説明す

る段になるとなかなかぺ奉仕、などという言葉が

すらすら［をついて出て来ない。

　われわれにとってべ奉仕、という言葉にはいろ

いろの二三アンスがある。勤労奉仕などのように，

いやいやしぶしぶ溝掃除や災害の後片附けに出掛

けてゆくのも奉仕であれば，商売人が顧客の日頃

の御愛顧に報いる為と称して，売れ残り品に奉仕

品などという冠をかぶせて大いに商魂を発揮する

のも奉仕であり，何もしてくれなくても旅館に泊

れば，一・割の奉仕料をもぎとられるのも奉仕であ

る。又，文字通り解して，神に仕え奉るように敬

慶な気持を持つことも奉fl：であろう。何れにして

も奉仕のラッパを吹く奴には，何か魂胆があるの

だろうし，こっそり奉仕するような者には片苦し

い，何か近寄り難い清教徒的な香りがあって，何

れにしても“奉仕、という言葉とは親近感が湧か

ない。この間’‘！「川英治氏の追悼文に長谷川．伸氏が

べ………h達の人に好意を求めることは容易なこ

とだが落醜の人にひそかに恵みを与えることはむ

ずかしい。吉川氏はよく後者をなした人である…

…… Aという意味のことを言っていた。われわれ

戦前派の日本人にとっての奉仕の概念とは，ひそ

かに善をなして自らなぐさめるということにある

ようにおもうのに，世界最大の奉仕団体の会員に

なったのだからというような表現には，いさきか

どぎつきを感じてしまう。侍む心はむしろ，奢る

心につらなり，つつましさは，むしろ見くだしの

姿に変りはしないかと倶れる。

　先日ガパナーの所感が千許にとどいた。さらっ

と読んでみると，帽子のことが書いてある。何を

今さらガバナーともあろう人が帽子のことなどを

と読み捨てたが，結局は帽子にかこつけて，ライ

オンズクラブが世間の批判及び非難をうけている

から注意しろという意味のことが言いたかったの

だろうと考えることにした。チンドン屋かホテル

の給仕人のような派出な帽子をかぶることに街気

があるなら，自ら奉仕団体を呼称することにも街

気がないとは言えないだろう。そのせいか，ライオ

ンズクラブの日的6ケ条の中には生活改善に強い

関心を持つことがうたわれていても，あからさま

にべ奉仕、という言葉は組込まれていない。要す

るに言葉のニュアンスを勘考して私なりにライオ

ンズクラブとは？に答えを出すならばべ居1主地域

の改善に大いなる関心を持つ人の集合体、といえ

ぱいいのかもしれない。（相生C会報創刊号より）

ライオンズ道徳綱領

『

　巴注＿＿ヨ留

1．すぐれた奉仕によって世の賞讃を博す

　る者となるため，絶えず努力し，自ら

　の職業に信念をもって当ること。

2．自己が正当に受けるべき権利として成

　功を求め報酬を要求すること。しかし

　不公正な利益獲得のため疑わしき所業
　をなし，あるいは己が自尊心を失なっ

　てまでも利益や成功を望まざること、

3．事業を遂行するにあたって他人の事業

　を妨害せざる事を念頭に置き，顧客あ

　るいは取引先に忠実であるとともに自

　己にも真実であること．

4．仲間に対する自分の行動，立場に疑念

　を生じたときは，自己を犠牲にして解

　決に当ること。

5．友情は日的であって千段ではない。し

　かも真の友情は奉仕の源となる精神が
　主力となって萌えるのであり，精神の

　こもっていない奉仕によっては友情は

　生まれない・

6．公民として国家および社会に対する義

　務を忘れず，変らざる忠誠を言葉及び
　行動に表わし，時間と労力と資力を惜

　しみなく捧げること。

7．不幸な人には同情を，弱い者には助力

　を，貧しき人には私財を惜しまざるこ

　と，

8．非難は注意深く，賞讃は惜しみなく，

　たくましき建設を旨として破壊をさけ

　ること。
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時を生かしての

社会奉仕を

宇和島C丹下鉄男

　われわれライオンズクラブの例会は，

公私共に多忙な会員が殆んどの遅刻者も

なく，時間厳守が励行されていることは，

他の諸会合に於ては到底見られない姿で

あって，会そのものに真面目さが溢れ，

議事は秩序正しく整然と進められ，会議

は終始真実の探究と，公平な配慮と正し

い理解，温かい友情と純真な奉仕と精神

によって貫かれ，極めて合理的に運営き

れており，僅かな1時間を最も有意義に

過し得たことに深い感銘を覚えつつある

のであるが，一たび時と処を変えた他の

諸会合はどうであろうか……。

　大多数の者が定刻を過ぎ数一卜分の開会

遅延は決して稀ではなく，時間の空費に

よる損失は計り知れないものがあるばか

りでなく，定刻に出席して1時間余も待

ち倦んだ人々の不満は勿論のこと，会そ

のものに対する不信感から，会議の目的

達成上のマイナス面は想像以上のものが

、

あり，このことが他の諸会合に及ぼす悪

影響は蓋し甚大なるものがあるのである。

　そこで私の申上げたいのは，ライオン

ズのメンバーが大半を占める会合に於て

も同様であり，ライオンズの例会以外の

会合では，胸にL宇のパッヂを輝かせつ

つ平然として遅刻している姿を散見する

のみか，ライオン自からの主催になる会

合にあっても開会時刻の遅延は決して稀

ではないということである。時間厳守の

大切なことは，独りライオンズの例会に

限ったことではないにもかかわらず，何

故守られないのであろうか……。

　われわれライオンは「人とこの世に奉

仕のまこと」を捧げる一端として，せめ

て時間厳守の一事だけでも励行したいも

のである。常に例会に出席するの心構え

を堅持し，家庭に，職場に，地域社会に

於て何時如何なる場1…一．．一　　一1

合にあっても，日々

の言行に照らし義務　｛

　　　　　　　　　1

一見地味ではあるが手近かな社会奉仕の

一端であると信ずる。

　私は敢えて強調する，

の社会奉仕を」……。

「時を生かして

ライオンズクラブと

クリスマス家族会

大阪住吉C西尾　連

　　クリスマスは商魂にのって，デパー

　　トやキャバレーに進出した。イブの

　　ダンスホールで踊り狂う若人たち。

　　（23年）

　という説明つきで，若い男女でぎっし

りフロアーを埋めつくした写真が，ある

新聞に掲載されている。これらにわが国

と責任を守る，ライ

オンズ精神の実践に

相携えて努力を積み

重ねるの必要を痛感

するものである。

　表面に現われた派

手な数々の社会奉仕

も結構であるが，わ

れわれライオン1人

1人が「時は金なり」

といわれる貴重な

「時間の空費防止」

の一役を担い時間厳

守の実績と信頼を確

保し，地域社会への

これが推進もまた，

南国浅春 鹿児島湾に沿うドライブウェイ

　　岩国錦C　　村井一一露

〈全7店の京呉服専門店〉

ハイ・センスの

呉服は

新宿三越横
電（369）0221（代表）

店…新宿三越横

浅草店…浅草雷門
武蔵小山店…アーケー一ド街

　葉店…京成千葉駅前

一F葉SB店…千．葉駅ピル2階

大　呂　店…大宮銀座通り

横　浜　店…横浜駅ピル2階

37
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の人々がうけとめている今日的なクリス

マスがあるように思われる。

　　クリスマスはキリストのお祭りであ

　　る。神の使徒イエス・キリストの誕

　　生日一と知らなくても，クリスマ

　　スケーキやサンタクロースを知らな

　　い人はまずない、お寺で幼稚園を経

　　営しているある坊さんが「うちでも

　　園児やお母さんたちからクリスマス

　　をして………とせがまれるが，どう

　　したものでしょう」と訴えた．ジン

　　グルペルでにぎやかな，東京数寄屋

　　橋通りを歩いていたある青年は，教

Iii．・自一’…§鶉：；；；；：一．．n：：i．．．＝一蝦］：lli；ス：－9言一！！］°”

　　会堂に飾られているッリーを見て，

　　　「ヘエー教会でもクリスマスをやる

　　のかね」ともらした。世界のキリス

　　　ト教信者は約8億といわれ，日本の

　　信者は，1日教新教各派をあわせて，

　　70万弱にすぎないが，いまでは町も

　　村も「ジングルベルで旧年を送り除

　　夜の鐘で新年を迎える」と言われる

　　ほど

　　とも書かれていて，毎年12月になる

　と，突如としてキリスト教徒が増加する

　という，おかしな現象を呈するのである。

そして，そうした人々は，いわゆる神の

シ．．：：：；～．‘！！2：：i．．r串！，！：：：：：膓．｝．‘！1：1‘i・．・罵：…1：‘‘8‘i；F　

｝｝

らiまし、毛の食ぺある52

パ。業界の名，弓　Ψ

　東京名物として永藤パン店を推奨した

い。上野公園前，台東区上野三橋町に大

正元年以来，星霜51年を閲し，昨秋，創

業50周年の祝賀パーティを開催し，朝野

の名士1，000名ほど集まる盛況であった。

　初代の鉄太郎君は栃木県芳賀郡市貝村

の出身，万屋と名乗る葉煙草屋の6代日

であったが，煙草の製造が専売制となり，

惜しくも父祖伝来の仕事を失い，多くの

人々に喜ばれる家業は何か，と熟慮した

る結采，当時木村屋とか，三河屋とか，

少数のバン店は存在したが，パンの将米

は洋々たるものであろうと先見し，ここ

に開店した。いまの社長は2代日の栄一

君，昭和6年，欧州に学んだ英国型紳士，

59才。専務は社長の長男で3代日の洋一

君，慶応大学の経済学部出身，33才。上

野ライオンズクラブのチャーター・メン

ノ、－

　むかし懐しい，玉子パン

　戦前，ドイツ人ハンス・フリーデル技

師を招聰し，技術の導入に苦心した。か

れの子息が流行歌手となっている。玉子

パン，これは小麦粉に鶏卵，パターを加

味し，無機質のべ一キング・パウダーを

使ったもので，数十午前のニュウ・アイ

デアと称されたものであるから，相当の

年配の人々には上野動物園の帰途，永藤

品川C 相　羽

（その9）

有

∩一」｝●1！」1㍑’，．＿一

　　　　二ちよって玉子パンを求めた少

　　　　皇い出を懐しむことがあろう。

　甘食パン，これは前記の原料に有機質

のイースト（酵母菌）を使ったもので，

これまた独特のよい味を誇っている。丁

抹式の菓子パンも作っている。これはパ

ターを豊富に入れて甘味の少ないものだ。

　カステーラ，ブレッド，いろいろ

　オランダ式カステーラは，いわゆるポ

ルトガル風カステーラと異り，鶏卵の黄

身が多く使ってあるから，長期保存が可

能だ。ただし夏期には，通風が大切なこ

とを忘れてはならぬ。

　ホワイト・ブレッドのほか，ブラウン・

ブレッドにはライ麦が使われて，特に好

む人が少なくない。ミルク・ブレッドは

牛乳を沢山に加えて栄養満点である。フ

ランス風のグリル，ニュウ・永藤は，40

名ほどの椅子席で，お子様ランチやア・

ラ・カルトにて賑っている。最近，新築

したる鉄筋4階建のスナック・永藤は，

名物のホット・ドッグその他を1階にて

供し，2階のパーラーでは洋食を召し上

れるようになった。上野公園前に半世紀

の歴史を誇る永藤パン店，その他には従

業員170名を抱擁する，連綿3代つづく

成果と栄光が見られた。

　　　　　一〇一〇一

関西割烹　浜むら

美味探究に徹底せよ

いないクリスマスを騒いで過ごすものと

しか思えない。なかには子供本位に，家

庭的な団らんをしている人々もあり，近

年それが増しつつあるという。

　　24日はクリスマスイブ。かつては海

　　外にまで悪名とどろいた日本の’ク

　　リスマス狂騒曲。も，昨年あたりか

　　ら影をひそめ，ことしは家庭のクリ

　　スマスがすっかり定着した感じ

　とも新聞は報じている。

　今年あたりの様子をみれば，性急に判

断はできないかもしれぬが，大衆の動向

が，街から家庭へと移りつつあることと，

一 ｛　一．1！！：：フ‘；》，一「ト！！］1｜ir・．一‘！！1（：：：2：．－1！1：1：‘．．．：－1±1

　うまい食べものや，そこの主人公には，

夫子みつから『食道楽』に徹底し，うま

いものを味わうだけでは満足せず，庖丁

を乎にして作ることに工夫を凝らし『こ

れや！　立派なものだ。すばらしい美味

だ』と賞められることが嬉しい。世の中

はうまく出米たもので，うまい，立派な

ものを味わえば，お客は必ず再三くるし，

口づたいに宣伝して，新しいお客を連れ

てくる。これが繁栄の道なのだ。

　古来，うまいものや，食べもの商売の

人々は，この真理を知らず知らずの内に

体験してきたはずだ。開店の初めから，

そろばんをはじいてばかりいたのでは，

駄目なことを悟るべきだ。最近，巨大な

る資本に物・わせたマンモス・ホテルや，

大型レストランの利潤第一主義は，味覚

の重要なことを忘れているのではなかろ

うか、少なくとも，等閑に附しているご

とくに判断されるのは情ない。

　庖丁とともに37年間

　金春通りといえばいわゆる新橋の花街，

中央区銀座8－2，浜むら，ここの経営

に専念しているのは，三村寛次君，赤坂

ライオンズクラブのチャーター・メンパ

ー，明治41年大阪に生れ，祖父が割烹

旅館主だった　　　三村寛治ライオン

ので，この道

に入って庖丁

を握ること37

年間，ことし

55才の油の乗

り切ったとこ

ろ，みずから

板前5名を指

揮し，絹子夫

”・・ ∴黶E聴！2‘；：」．．2竺
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　　一方ではミ降誕を正しくたたえる、　“強

　　まってきた教会学校の集会、などの新聞

　　記事の標題にみられる信者の動向は，注

　　意しなければなるまい。

　　　東京大学の小ロ信一助教授は

　　　　神社の行事でも，祭りは物忌に重点

　　　　をおくはずなのに，一般の人々は迎

　　　　会ばかりをお祭りだと思っている。

　　　　だから外来の宗教の祭りを単なる行

　　　　事としてしまうのはわけないこと、で

　　　　ある。

　　　といい，単なる行事としたのは

　　　　何かの機会に騒がねばならぬほど，

煕iii・ぺ」卓“n：：㍑i；嵜’び1：liil．二●卓フ：：：2：3㍍；｝一雫’！1‘’…　一一・．II．．一一r一■i出鰭；“；：＝＝！‘：‘．‘°

人が女中10名を駆使し，年中無休の活躍

振りは頼もしい限りだ。

　酒落た純和風の階下には，カウンター

10名，椅子席8名が座れる。階上のお座

敷は，6畳，8畳，10畳など5室，宴会

は26名まで出来るという。

　ふぐ，すっぽん，鍋料理など

　営業方針を聞くと，主人みずから材料

を吟味し，冴えた庖丁ぶりを発揮する。

お客に好感を与える雰囲気をつくること

に努める。一度きた客は必ず再来する。

常得意さまになる。ライオンズたちが各

地からくるし，外人も相当に来て刺身な

ど食べて日本通ぶりを見せるという，

　既にテレビの料理の作り方の実演に5

回ほど出ているし，定食とともに，お好

み一品料理が沢山できる。ふぐは下関産。

すっぽんは九州柳川産を使って本格的な

味覚である。

　お得意の料理に鍋もの類がある。沖す

き鍋は，鯛，鯖，穴子，いか，赤貝，海

老，かき，蛤などを豊富に入れる。おす

ましで煮る，すいなべもよい。ぽんずで

　　みじめな生活をしているのだともい

　　えよう。

　と判断している。この意見に従うと，

われわれ日本人の中の知1生の低さと，生

活のみじめさを露呈しているのが，街で

みる椎名麟三氏のいわゆる》リスマス

イブの酔いどれ大行進、であるというこ

とになる。椎名氏は酔いどれ大行進は

　　それはきびしい現実からの解放を欲

　　するあわれな行進なのであり，彼ら

　　の心に自由を求めるともしびの，か

　　すかにともるときでもある

　と言っている。こうみてくると，クリ

　・・■gii■一；：：］：：言…i：i－．，，，：：；i．．．一：：：：：1；ii↓3－．．！±．．

食べる鯛ちりもよい。白菜なべ，相鴨な

べの他，よせ鍋に似た材料を，美しく盛

りつけした水車なべは，独特のものであ

ろう。

　　　　一〇一〇一

グリル　ぱぴよっと

　真心こめたサービス

　「お客を接待することで，もっとも大

切なることは真心こめてする」ことだか

ら，その心をこめたサービスに1享念する

と，店主みずから標榜するのが，グリル

ぱぴよっとである。

　この旗じるしを振りかざして陣頭指揮

するのは，橋本林次郎君，品川ライオン

ズクラプのチャーター・メンバー，昨年

の日本ライオンズ創立10周年大会にて宿

泊委員長の重責を美事に果たして全llil各

地のライオンとライオネスから満腔の感

謝を捧げられた熱血児である。

　仏語Papierパピエから

　銀座の松屋百貨店の横を束へ入って左

・．ii“．一

スマスイブの街に騒ぎをなしている人々

は，気の毒な人であって，信者に言わせ

れば，これら神のいないクリスマスに楽

しみを見出している迷える子羊をこそ，

神のいます真のクリスマスに呼び迎えた

いであろう，

　新しいミ楽しみの日、をクリスマスに

見出したについて，小口助教授は，

　　クリスマス・ツリーは素朴な聖樹と

　　してではなく，プレゼントは聖ニコ

　　ラスの善行とはだいぶ意味が変り，

　　また祝日の饗宴はミお祭り騒ぎ。に

　　なってしまった。なによりもこれを

側の紙パルプ会館，中央区銀座東3－4。

グリルは地下室だが，5階の宴会場では

大小の宴会を引受けている。

　ぱぴよっと　Papillote　は，　Papier

パビエ（紙）から転化したもので，フラ

ンス語にて，飾り紙（ロースト・チキン

の足を包むもの）や，捲髪紙（婦人の

頭髪を縮らせるもの），一般的には，紙

細工，また張子（はりこ）の意味だか

ら，洋紙業の関係会社の集会場には，打

ってつけの名称として賞讃を浴びてい
る。

　橋本君が欧米を巡歴した実地視察の体

験から，フラ　　　橋本林次郎ライオン

ンス料理の風

格を重んじ，

割合に低廉な

スープ付ラン

チなども供

し，銀座に於

ける名店に数

えられてい
る。

㌢

z一 一一
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戸

熱海温泉　展望風呂
政府登録国際観光旅館

TEL熱海（代）6111

東京案内所
名古屋案内所

大阪案内所

1EL（281）　2330・2770

TEL（55）　5250
TEL　（64）　9989
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　　ささえているものは，お歳暮という

　贈りものの慣習である。それは大正

　末期の商業主義によって拍車をかけ

　　られ，季節的行事として固定した。

　　もしもキリストの誕生日が年末でな

　　かったら，日本におけるクリスマス

　　の行事は，もっと異った姿になった

　　かもしれない。

　べお祭り騒ぎ，に忘年会が含まれても

いようとか思われる。

　それにしても，われわれ日本人の宗教

に対するだらしなさが想われる、家の宗

教はあっても個人の宗教信仰をもたない

人が多い。また自ら無宗教を標榜してい

る人も多いのであって，そうした人々が

クリスチャンでもないのに，クリスマス

イプに自ら進んでキリスト教徒的行事を

行なったり，街の行事に参加したりして

いるのではあるまいか。

　以上を読んで米た人には，筆者がなに

を言うつもりかを，大体わかってもらえ

たと思うがこれを土台として，ここにこ

の問題をとりあげた本題に入るのである、

　筆者は，各地のライオンズクラブの11・

には12月の例会の1：1時を変更して，クリ

スマス家族会を催していることを知った。

例会の「時をクリスマス家族会にあわせ

るために変更したもの，例会とクリスマ

ス家族会とが兼ねて催されているもの等

少々の連いがあるが，これらについて筆

者は疑問をもつのである。

　クラブの例会は，クラブ員に出席の義

務をもたせる。クラブ員は出席しなけれ

ばならないように規制されているのであ

る。だから，これは定例日をまもるのが

最上である。けれども家族会のために，

会場その他の事情で変更もやむを得ない。

だが，クリスマス家族会のための変更は

どうであろうか。クリスマスはキリスト

の降誕を祝う宗教行事であることは言う

までもない。クラブの諸賢はミ地域社会に

おいて善良な徳性と社会的地位を保つ。

人々である。お祭り騒ぎをやる街の大

衆と同じく，神のいないクリスマスを楽

しむものとは考えられない．即ち宗教行

事としてのクリスマス，そのクリスマス

家族会と解せられるのである　こう考え

るとクリスマス家族会のために例会［1を

変更すること，さらに例会とクリスマス

家族会と兼ねて行なうことは好ましいこ

とではない。クラブ員のすべてがキリス

ト教徒といえないからである。会則をみ

ると，ライオンズクラブの目的の一項に

　ミ政党宗派を除いて（こえて）ミ　と1聖：い

てある。　（ここでいう宗派とは，キリス

ト教国で0）表現であって，わが国では宗

教と書くべきところである）従ってクリ

スマスという特定宗教キリスト教の行事

を，クラブ員の出席を義務づけるような

形で主催してはいけないと思う。ライオ

ンズクラブの行事としてクリスマス家族

会をとりあげることも，宗教を超越して

いるはずのライオンズクラプとしては，

誤解を招くことになるので，避けるべき

だと筆者は思っている。

　クリスマス家族会については，ある指

導的立場にある人に，意見をきいたが明

快な答えが頂けなかった　そこで・一・般大

衆の神のいないクリスマスについてとラ

イオンズクラブとクリスマス家族会につ

いて書いたのである。

　　註　文中の新1用というのは毎日新聞

　　　　で，引用各氏の意見も毎1三1新聞

　　　　に載ったものである，

エキスカーション
京鹿子娘道成寺　中村歌右衛門丈
　　　　4月・興業大歌舞伎
その他
　　　　大あたりラッキーカード

於歌舞伎座
　　4時登録

翼顯曇纂㌫㌶㌶曇㌫こ㌃

’

40



「一’

oぴ

む

　　㌢灘，　．・

ζ

ψ

冶

漢　“
ソ≠

蟹
も

｝

霧㌻
十シ

　ノ
ミ究　　・

鶏　　ゑ

・灘
　　　’ノ、
　　　’

擁髭
ぐ　　　　　＠

；

」’ @く

o　　　＞’

．　耀

毒

耐

遥

s　’亨

訟☆
難

泌，’

’s

」

’「

　t

F

轍鋼
◇’

蟹

、

夕

〆

～ノ彩

8

シ

c

繋灘欝難

　　　　　　　、　〉
　　　　ρ　　 x
　　　　　　　除　　　　ハ　照・　、嚇・ソ　　　　　　ペダ

咋瀕鱈’・雛蘂

、、

灘簾

z　！

灘灘
ぐ

難

ダ

零＾c
力金

’・ }
　’

　イ膏’
zノズ　　　　　　　　　コ誘葵灘’1

ミニフォンが記録している

西ドイツ製ポケット型録音再生機
■世界最長の5時間連続録音・再生が可能です
■歩きながらポケットのなかでも使用できます
■性能は感度・音質ともに極めて優れています
■操作はプッシュ・ボタン式で非常に簡単です
■オールトランジスター方式プリント配線
1■数多いアクセサリー群は総ての用途に好適
■世界中にひろがる完全なアフターサービス網

　繋

耀
時
計
で
は

あ

り

ま

せ

ん

、、

海外旅行・長時間の会議収録・電話録音

市場調査・小型映画の録音など応用範囲が広い
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影
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　東
　横
札幌
盛　岡
山　形
仙　台
福　島
新　潟
静　岡
鼓　野
富　山
名古屋
京　都
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鷲難鷲讐灘霧欝謬ξぷ
緊㍉嚢・㍉§・縄蕊欝蕊ri‖管三
株式会社禰場桐良堂析潟市古町6丁目（2）2761
酷蹴≡竺鮫難哩都…鷺講大編晶晃堂謡188書
田中ビジネスマン！ズ株式会社　北陸∫」，　　　　　　　　　　　　　　富11」市星井町6番地く2）0327
田中ビジネスマン／ズ株式会社　名古屋市中区東新町電停前（24）327
株　式　 会　　　　　社　　塚　　口　商　　店　京都市中京区三条通高倉東入（23）2141－5

折〆。セ，ト￥12Z。。。。リSρeClo

ニー　リミテッド東区本田丁3－28－2　（251）5882勺H1区海岸通り9－2チャタート銀frビル（39）1251～2
和歌山株式会社秋山商1、，，和歌山市本町1丁目8（2）2058
岡　山　岡山事務椴販売株式会社　岡LU市野田鳳町133（3）3753
広　鴨　　　株式会社久保田本rJ、広鴨市チギヤ町21（4）4128
鳥　取　　　株∫V　会　‡土　　金，1．丙㌔∫♪’　　臼』町）（市本声丁1　丁目37　（電）　4048

松　江　　　有限会社原文タイプ　松江市白潟本町21（電）6257
松山棟式会社岩本商会松ll」市西堀端町3（2）3155～7
念驚警式本会蒜蘂翻恰繍喬認、1理③鴛認
艮　崎　　　石田商事　　　　　　　株式会社　＆崎市掃嚇町48（2）18509264
熊　本金剛株　　　　　　　式　　　　　　　　　会社熊本市銀座通2丁目（2）1161～4
福　岡　金剛株式会社福岡営業所　福岡市上土居町20　（3）7834～6



　　マイアミビーチ第46回国際大会

　6月19日から22日まで北米フロリダ州

マイアミピーチで開催される第46回国際

大会の詳細日程にっいては未だ報告がな

いが，今回の大会についてシカゴ本部か

ら次のような発表があった。

　　6月19日午前10時からのバレードが

　マイアミビーチのワシントン街を出発

　すると共に開会となる．主要演説の時

　間は短縮された。役員選挙の際のデモ

　ンストレーションは会長及び第3副会

　長の候補者のみに許される。その熱狂

　的歓呼も15分ずつに制限される。国旗

　入場式は簡潔にされる。会員物故者追

　悼式は本会議の第1日の開会に先立ち

　挙行される。大会ホールへの往復パス

　の切符はコリンズ街にて売られる。国

　際ナイトショーは6月20，21日の2日

　とも3回ずつ開催される。

　　　高橋貞太郎力ウンセラーの帰京

　第51回国際大会（1968年）El本招致に

関する打診及び資料調査のため去1月19

日羽田を出発された国際カウンセラー高

橋貞太郎E1地区名誉顧問は，シカゴ国

際本部を訪問ののち2月1日夜無事帰国

された。詳細については別に報告する。

　　日本ライオンズ10周年記念事業

　　の進行状況

　10周年記念事業の1つとして製作中で

あった10周年記念映画も撮影を完了し，

日下多少の修正を加えればよい程度にま

で進捗したので，委員の手から各ガパナ

ー事務局へ配布されるのも日限の問題と

なった。大層奇麗に立派に出来上りまし

たので御期待頂きたい。

　　　　　マニラ大会議事録

　昨年11月のマニラ市におけるアジア大

会で論議された案件について今回その議

事録が送付されてきた。討論会における

勧告決議及び感謝決議等については，来

る2月9日のガパナー会議（岡山市）に

上程され，日本ライオンズとしての態度

を決定される予定である。

　　　　クラブの宛名に就て

　各クラブに対する書信，電報等の宛名

が往々にして誤っていたり，不詳であっ

たりするために，随分困却して居るとの

御注意が出て居ります。次の点御留意下

されたくお願いします。

　1．各クラブの宛名は必ず新しい会員

　　　名簿か又はその後のライオン誌の

　　　クラブ住所移転通知を御留意の上

　　　で発信して下さい。

　2．新しい市のLCよりの通信は必ず

　　　県名を冠して下さい。

　3．新結成クラブには必ず，県名道名

　　　の外に，フリガナ又はローマ宇を

　　　冠して下さい。

　　　　第2回PR委員長会議

　1月20日，宝塚ホテルにおいて第2回

PR委員長会議が開催された。出席者は

奥山，大竹，別当，藤井，北林，広瀬（松

原委員長代理）各地区PR委員長と塩原

ライオン誌編集責任者，大森連絡事務局

運営委員。なおオブザーバーとして伊藤

ガパナー，柏岡地区幹事，南部W1地区

大会委員長，力善PR委員などが出席，

ライオン誌地区特集記事，広告の蒐集，

地区大会号，色頁挿入などの問題或い

はライオンズ用語解説集の発行，CNの

あり方，ファインの徴収法などにつき熱

心な討i議があった。

　　　　地区ガパナーの資格

　11月号6頁「地区ガバナーを讃える月」

欄の中で「地区ガパナーの任務，職責」

項のガパナーの資格についての記述中に

あいまいな点がありましたので，ここに

改めて再録します。

三菱ハイレ7の扁平眞田
特徴
　・ポリプロ繊維にて出来ている為水より軽い
　・非常に強力である

　・型が崩れない為何回でも洗える

　　　　　　　　　　　ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用途

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・各種帽子材料（婦人、男、小供）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・各種ハンドバック等袋物材料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・其の他雑貨用品材料
製造元

麟魏市小野繊維工業所TEL（代）謝
東京都　新里株式会社・大阪市　藤井産業株式会社・株式会社　服部商店
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　国際会則第8条第6項に「地区ガパナ

ーの資格は地区内のチャータークラブの

会員であることを必要とし，更に次の＠

及び⑮の二つの条件を充さなければなら

ないものとする。

　＠ライオンズクラブの会長又は幹事と

して全任期又は任期の大部分を務めた経

　　　　　　　ホ　験を有する者，又はクラブ役員会の構成

員として通算3年間の経歴を有する者。

⑮ゾーンチェアマン，デピュティガパナ

ー，地区キャビネット幹事会計として全

任期又は任期の大部分を務めた経歴を有

する者。」

と規定してあります。特に注意したいの、

は＠の中にある「クラブ役員会」で，これ

はクラブ会則第7条A項にありますよう

に，会長，前会長，第一’副会長，第二副会

長，第三副会長，幹事，会計，ライオンテー

マー，テールツイスターの役員及び4名

以上の理事で構成されることになってい

ます。この点にっいて11月号にありまし

た記述はあいまいなところがありました

ので，ここに改めてお知らせ致します。

　E2地区年次大会委員長急逝さる

　E2地区第9回年次大会委員長小寺勝
昌Lは，2月5日朝，年次大会の打合せ

中に，突然の病で亡くなられました。こ

こに同ライオンの御冥福をお祈り申しあ

げます。

　連絡事務局関係諸払込金について

　次にあげる代金は各クラブから連絡事

務局へ御送金願うことになって居ますか

ら御送金先を誤りないよう御留意下さい。

なお，請求後未だ御送金を頂いて居ない

クラブが可成りありますので，至急御1三

配をお願します。

　　　連絡事務局移転資金

　　　全国会員名簿代

　　　ライオン誌用ファイル代

　　　送金先

　　　　日本勧業銀行東京駅前支店

　　　　ライオンズ国際協会

　　　　302地区連絡事務局口座

　　　　1月結成予定クラブ

1月10日

〃　11日

〃　13日

〃　15日

〃　16日

〃　20日

〃　　　〃

〃　21日

〃　22日

〃　26日

〃　28［1

〃　29口

春日井C　Sp．名古屋束C
名］｛「屋笥：山C　Sp．瀬

酒田CSp．山
三　　　重C　　　Sp．》‖

天ケ瀬C　Sp．別
尾道瑠璃C　Sp．尾

石見大田C　Sp．江

n　　光C　Sp．東

熊本中央C　Sp．熊

戸C
形C
府C
府C
道C

津c
京C
本C

大阪阿倍野CSp．大阪住吉C

西脇CSp．加古川C
佐賀CSp．福岡C

日本ライオンズ10周年記念誌は3月末日に完成

日本ライオンズ

10周年記念誌編集委員長西郷徳男

　第2回日本ライオンズ10周年記念誌編

集委員会は1月18［1東京丸ノ内会館で開

かれ，6地区から各々2名の編集委員が

参会して，10周年誌に関する諸事項を最

終的に審議決定しましたので，以下その

要点を御報告致します。

　◎10周年記念誌は並製版と特装豪華版

　　の2種類を作成し，並製版（21，000

項 目

会長メッセージ
国際協会の沿革
F1本ライオンズ
草創の経緯
日本ライオンズ
の展望．

各クラブの歴史
歴代地区組織表
　（14地区）
クラブアクティ
ビティ統計

地区大会決議

10周年大会
世　界　大　会
　（57～58）

マニラ大会
　（57～58）
東　京　大　会
　（58～59）
台　北　大　会
　（59～60）
香　港　大　会
　（61～62）
ガパナー回想録
　（53～54）

　54～55
　55～56

執 筆 L項・．
1

目　　斬
「1

1高　　橋

筆
C．D．　LovilI

連絡］1‘務‘り1

塩原・西郷L

伊　　藤　　L

378ク　ラ　ブ
歴代地区幹」‘
14名

連絡事務局1
歴代地区幹・∬i
14名
小

進

杉

浜

林

野

藤

森

局1ガパナー回想酬

L
L

L

本　　L

L

塩｛　原　　L

塩原L（石川欣一）

岡　　部　　L

進　藤　Ll

　56～57
　57～58
　58～59

　59～60

　59～60

　60～61

　60～61

　61～62

　61～62

　61～62

　61～62
日本，語版ライオ

ン誌の歩み

国際代表メッセ
ージ

‘日本地区幹事

国際財務委員

．英　文　概　略

原

中　　沢

森

L
L
L
L

槙殿L（寺田豊）

林

貝

塩

土

野

緒

島

原

井

村

方

L
L
L
L
L
L

連絡事務局

バレネンゴァ

葛野作太郎
岡　　村　　武

塩　　原　　L

　部）　↓ま10周年言己

　念事業バッジ購

　入者に無料頒布

　し，特装豪i華版

　は希望者に1部

　600円で有料頒

　布する。特装豪

　華版の出版部数

　は，2月20日ま

　での各クラブの

　注文部数によっ

　て決定する。

◎発行，納本は3

　月31日とする、

◎10周年誌の掲載

　内容は大略左の・

　通りとする。

i　　ライオン誌原稿募集　　　i

i■ライオン誌は皆様の雑誌です。ライi

iオンズとして皆さんの意見，経験，反i

i省その他，何でも結構です。どしど1、i

i御投稿下さい。ライオンズ関係外のこi

iとでも御感想，随筆など寄稿をお待ちi

iしています。　　　　　　　　　　　i

i■ライオンズ俳壇は，号を追って新しi

iい投稿者が出ていますが，もっと沢山i

iの方から句を寄せられますよう，係りi

iでは望んでいます。　　　　　　　　i

i　　原稿送り先　　　　　　　　　　　　i
i　　　東京都中央区日本橋江戸橋3－3　　i

i　　　　　　油脂工業会館6階　　　　i
i　　　　　　　　　ライオン編集部　　　i

　月報は期日までに必ずお送り下さい

　会員及クラブ活動状況報告書の連絡事

務局締切は毎回翌月の5日となっていま

す．この報告書によってライオン誌の

「例会出席バロメーター∫クラブアクテ

ィビティ」原稿をまとめていますので，

締切は必ずお守り下さい。毎月締切り後

未着クラブが約50はあり，大変困ってお

ります。クラブ幹事さんの御協力をお願

します。

尚，特装豪華版は，

　（1）各会員又はクラブが日本ライオン

　　　ズ及び国際ライオンズの記録とし

　　　て保存し

　（2）地域社会の学校，図書館，公民館，

　　　その他の官民施設に寄贈し，クラ

　　　ブの存在する地域の祉会の人々の

　　　ライオンズ精神に対する認識を高

　　　め

　（3）　アクティビティを行うに際しては，

　　　その対象となる施設や人々のライ

　　　オンズクラブに対する認識を高め

　　　る

　等の日的のために特に制作されるもの

です「この意のあるところを認識され，

多数御申込下きるよう御期待申し上げる

次第であります。

第2回10周年誌編集委員会
）

｝
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囹　　　　　善意銀行設置を

　　　　　　　飯塚C　　辻　明俊

　各地で盛んに行なわれている助け合い

運動，いい換えれば奉仕することは，中

すまでもなくわれわれライオンズクラブ

でも，現金や物品の援助がほとんどとい

っていいくらい多いものである。去年11

月15日福岡県祉会福祉協議会｝こ設立され

た善意銀行の如くに現金や物品以外に，

技術，労力，施設，アイデア奉仕グルー

プなどをその銀行へ預託して，母子家庭

や施設の老人孤児，精薄児の援助をはじ

め気の毒な人々へ，適宜払出す愛の手を

差しのべてみたい。まず市福祉協議会を

事務局として，規約や預託名簿を作って

もらいたい。新しい年は地域社会に対す

る奉仕と自由と信頼と叡智の絆によって

結ばれた友愛精神に徹しつつ精進する善

意あふるる社会奉仕の年にしたいもの

だ。

帽子論議を読んで
　　　　　　倉吉C　　斉木松太郎

　われわれはあのGIじみた帽子は誇高

き制帽として教えられて参り，公式のミ

ーティングの場合には必ず着用との厳命

？を受け，今日まで忠実に守り，むしろ

無帽の際こそ恥かしく，ひけ目を感じて

おります。ところがLion誌1月号の「ll目

子論議」を拝見して，あれは制帽ではな

い。着帽はむしろこっけいだと述べてあ

る・…・・Etc．

　われらのショックは大きい。この稿は

全国会員にも相当異論があると思います。

そこでこの是非について討論方式を取っ

て，E，　W各々ガパナーの賛否両論を取

材し，発表しては如何？

クラブ活動の発表について

　　　　　若松C　　古沢　清

毎月号6地区内各クラブアクティビテ

イの内容，目的，金額を拝見，誠に心暖

まる有難い思いをしております。

　これについて日本地区の○月分はto’

ta1幾程であったと，統計金額の締切を

して頂きたい。出来れば累計，時には年

度別金額なども載せていただけば，発表

などの時大変便利です。

　お伺い労々お願い申しあげます。

　咋年度（1961年7月一624F6月）のアクテ

ィビティ件数及び金額の統計表は昨年10月号

ライオン誌23頁に掲載致しました。年度別累

計表については，毎年連絡事務局発行のアク

ティビティ年鑑を御参照下さい。毎月のアク

ティビティを集計して末尾に加えることは，

非常に有意義なことだと思いますが，何分原

稿締切から発行までの日数の関係上，現状で

は到底出来ません。近い将来御希望の趣を実

現するようにしたいと思います。

記事およびライオンズのこと一般に関して，読者皆様

の建設的な御意見をお寄せ下さい。　　　（編集部）

安楽椅子 しろで写真を撮ってるよ。

せ，お馬鹿さん！」

ネクタイを直

　銀行に入った強盗が，窓口係にメモを

手渡した。「有金残らず袋に詰めろ。動

くんじゃないぜ，色男！」

　窓口はただちに別のメモを返した。「う

　小学校6年生の子供たちが，社会科の

お勉強のあとで激論を交わしていた。そ

こへ通りかかったハッソン先生，大声で

聞いた。「イギリス海軍がスペイン無敵

艦隊をやっつけたのは，どこの海峡（チ

ャンネル）だったかね。」

　1人の子供がすかさず答えた。「あれ

は第5チャンネルでやっていました，先

生！」

　　唾集・ぼれ話

■前月号でおだやかなお正月云
々と書いてから，各地で大雪、

異常乾燥あるいは冬山遭難，事
故と悪いことが続いて起りまし
た。やはり自然の猛々しさを1怪

祝してはならないようです。暖
冬，暖冬と，従順な自然の態度
を甘く見ていたところにも，大
きな事故を惹起する原因があっ
たのではないでしょうか。
■特集誘己事やクラブレボート，

獅子吼室，俳壇あるいは声の醐

に，全国の会貝皆様の御投稿が
ここ2，3ヵ月の間に日に見えて
増えて来ました。編集部では，
限られたスペースに皆様の意見．
感想を盛るために，嬉しい悲鳴

を上げています。ますます立派
な，為になる雑誌として，共通
の広場の役を果たすことが出来
ますよう，一層の御協力をお願
いします。

■各地区のPRチェアマンの御
活躍によって，地区特集号がつ
づけられています。先月のW2
地区特集「チャーターナイトを

中心として」に次いで今月はW
3地区，九州地方のライオニズ
ムの紹介てす。

■いよいよ年次大会季節が近づ
いて来ました。今年のわが302
地区ライオンズは6地区，5ヵ
所にわかれて祭典が開かれま
す。4月61：1～8nのW1地区
（大阪）51jln～4日W2（岡
山），同11日～13日W3（熊本）・

同18n～20日E2（岐阜），同
251≡1～27日E1，3地区合同（札
幌）とつづきます。今から春の
旅行計画おを立て下さい。

．．，

D∨、へ，、，▽〉∨．・、・、へ’、ハ，v・ハ，・，・．∨、ヘハへ’、’▽▽〉・，・，㍉∨、ヘヘハ’・’・’・．・、Ψ・ハ’∨〉…’s・・’・ヘへ’▽・’・’・ハ’・…㍉～・・ヘへ’v・ハ’・…Ψ・へ’〉∨・”・v・’・へ’・’・ハハ’㌔∨・へ”へへ’▽”∨’ F

ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉

iライオ・ズ繊協会の・とについて，

；あなたはどの程度御存知でしょうか。次
へ

…の質問の答を選んでみて下さい。そして

i末尾の解答欄を参照して，御日分で採点
≧をお願いします。

11　国際会則上の年令に関する会員の資

ミ椥ま，

1　（a）21才以上　（b）成人　（c）80才以下

i2　クラブ標準会則では，新入会員の可

1否の最終決定は，次の機関が為すことに

1な。ている。

1　（乱）会員委員会　（b）役員会　（c）全会員

5

110NS／
　　　　　◆

　　　／°⑩剛z

　3　今年の世界大会はフロリダ州マイ

アミ・ビーチで開催され。来年の大会は

　（a）カルフォルニア州サンフランシスコ

　（1））ミシガン州デトロイト　（C）カナダの

　トロント

4　最も新しいライオンズ国は　　　　≧
（・）トリニダ。ド（b）ダホマイ共和匡1；

（・）ビルマ　　　　　　；
5　会員は次のような場合メークアップ1

とならない。　　　　　1
（a）他クラブの例会に出席　（b）国際本部1

　訪問　（c）2人以上の新入会員をスボン；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　サー

（答）　　　1．　（b）　　　2．　（b）

　　　4．　（a）　　　5．　（e）

3．（c）

≧

≧

～

≧

～

…
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世界の全女性に
贈る春のブーケ！

“桃の日の集い”
　　3月3日（日）
　　　正午→3時
　大人2000円
　子供1000円
　（サービス料税金共）

来日の外人客は、きまってミカド
をお名ざしです。ミカドはもう、
海外でもその名を広く知られてい
ます。

デラックスな完備した施設で、一
流レストランのお食事と世界最高
のショウを楽しんで、お1人さま
2，500円（サービス料税金別）。

ご婦人同志、ご家族つれで、また
内外のお客さま招待、ご宴会はミ
カドとおきめ下さい。

ミカドギフトチェック

ご贈答に好評

全国主要プレイガイド
旅行案内所にて発売中

東京

赤坂

■はがきでお申込み下さればF営業案内」をお送りい

　たします（宛先・東京赤坂局区内ミカド営業課）

■お問い合わせは…

　481■1101



クラブの生命であるバランスについて

はウッド、アイアンともにバランス測

定器で精密に検査していますから各ク

ラブは完全にセットされています
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