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<今月の表紙> 

阿蘇山の噴煙 
>.< y # 

熊木C中山治隆榀影 _ 

阿蘇岳は東から髙岳，中岳，横尾岳， 
■m,往生岳が怵容を誇り，世界一の 
ルデラ（來面18キロ，南北I2キa)を 
つ。誕生は30万年•昔と云bれ，そのう 
中岳のみが，今もさかんな煙を1ぬいて 

、る。写ぬ;は草千里のあざみのくさむら 
»中から阿蘇山を铅んだもの。乎前から 
Iうに延びる立派な逍路は商森線阿蘇駅 
、ら山の上神社に至る登山耵料逍路。火 

燃える九州ライオンズの息気は，この 
f蘇山に象徴される。 
OUR COVER : Volcano Aso-san in Kumamoto Pref. K 

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

The photo taken by District Cabinet Secretary Harut 

yama. 
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302地区 ライオンズクラブ分布図 

1963年1月31日 
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12月結成クラブ 
事務局住所 

丘庫:県三木市三木信用金庫内 

福岡県浮羽郡田主丸町田主丸町信用組合内 

山梨県韮崎市韮崎商工会内 

静岡県贺茂郡下田町872下田温泉ホテル内 

北海道茅部郡森町御幸町65渡岛信用金即:内 
FUKUCHIYAMA 
福知山京都府福知山市内記2丁目47森本文衛方 
OSAKA, (NANIWA.EAST) 
大阪なにわ東大阪市束区博労町束邦ホテル内 
KISOFUKUSHLMA 
木曽福島设野県西筑摩郡福島町中西屋酒店内 
TOKYO, (HORIDOME) 
東 京束京都千代田区丸ノ内2-18岸本ビル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 
TOYOKAVVA 
豊 川愛知県豊川市豊川町仁保通40-2豊川商工会議所内 
TOYAMA (CENTRAL) 
富Ottzントラル富山市新富町877富山ホテル支店内 
AKO 
赤 m丘膝: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：！所内 
OSAKA. (OOGIMACHI) 
大阪扇町大阪市束区京橋3丁目10中川ビル内 
HAMAKITA 
浜 北靜岡県浜名郡浜北町新原1030-1大城局方 

例会場所 

同左 

まるか旅館 

並崎信用組合 

同左 

同左 

万助荘 

同左 

つたや本店 

綿商会館 

丸子公民館 

豊川信用金庫 

観光会館 

赤穂商工会議所 

レストラン丸栄 

堂ビル9Pf?清交社 

割交旅館針•田屋 

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)12.151 

第2.4(火)12.15 

第1.3(木)12.15 

第2.4(水)12.30 

第2.4(金)12.3Q 

第1.3(木;b 

第2.4(火)12.15 

第2.4(火)12.30 

第1.3休)12.30 

第2.4(木)12.30 

第1.3(金)12.15 

E 3 ±也区 

世界のライオンX 
ライオンズ国又は領域” 

クラブ 数" 
会 員 数•• 

(1962年12月31日） 
.118 
.16,873 
. 668, 910 

日本のライオンズ（1963年1月31日） 
クラブ数 会貝数 

E1地区 93 5,083 
E 2地区 101 5,278 

E 3地区 60 2,937 

W1地区 102 6,163 
W2地区 103 5,377 
W 3地区 78 3,701 

合計 537 28,539 

クラブ事務局住所その他変更 

事務局住所 

新潟県燕市仲町燕庵業福祉会館4 r范 

沖繩名通町字名護415名通町覲光協会祇務局内 

福岡県久留米市日W町1 一32久留米ビル3階1号室 

愛知県豊田市西町1一100豊田商工会議所内 

茨城県日立市助川町1766日立商工会議所内 

丘哝県明石市追手町1230七福相互銀行明石支诉内 

長軒沿淑訪耶下淑訪fflTW?•マTIT漸阪院内 

例会場所 

燕怊用組合ホール 

同左 

久留米井筒屋 

束海銀行赀田支店 

同左 

明石商工会館 

ホテル宗藤 

例会日時 

第1.3(木)12.15 

第2.4(火)12.15 

第1.3(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 •口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力月にわたって会長夫妻はハワイ，ホンコン，シ 
ンガボール，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 

力，南口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日間にわたる欧州旅行ののちアメリカに帰围する予定。 

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）7ラジンス.L .スターム氏は 

このたび，ミシガン州ロチ:n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.ブラント氏（1944〜46年度）は，フn 

リダ州の故郷セント.ビータースパーグで死去された。享年71才0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， 

特に視力保持活励に熱心であって，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N協会がタンパに建てたビ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 

THE 
Magazine 

THE LION, official publication of 
Lions International, is published by 
the authority of the Board of Directors 
in 10 languages •• - English, Spanish, 
Japanese, F rench, Swedish, Italian, 
German, Finnish, . Flemish-French and 

Farsi. 

Fiscal Year 1962 — 63 
EXECUTIVE OFFICERS 

President, CURTIS D. LOVILL,18 
Dennis St., Gardiner, Me.; Immediate Past 
President, PER STAHL, Box 333, Es. 
kilstuna, Sweden; First Vice-President, 
AUBREY D.GREEN,Post Office Drawer 
“G”，York, Ala.; Second Vice-President, 
CLAUDE M. DE VORSS, 201 S. Hydrau¬ 
lic, Wichita, Kan.: Third Vice-President, 
DR. WALTER H.CAMPBELL, 541 Lincoln 
Rd., Suite 205, Miami Beach 39, Fla. 
DIRECTORS 
JORGE CAMUNAS, Santurce, Puerto 
Rico; JIM M. CHERRY, SR., Columbia, S. 
C.; TRIS COFFIN Montreal,Q., Canada； 
CLARENCE H. DECKER, Wood River, 
Ill.; DR. LYTLE C. FOWLER, Universi¬ 
ty, Miss.; G. ROBERT LYLES, Hagers¬ 
town, Md.; WALTER J. PURDY, Ravens- 
wood.W.Va.; JIM SEXTON,Phoenix, Ariz.; 
DR. OSCAR E. SOCARRAS RIUMBAU. 
Camaguey, Cuba; RALPH A. W HITTEN, 
Des Moines, la.; RISTO BRAX, Helsinki, 
F inland; ADOLFO CROSBY GOICOCHEA, 
Trujillo, Peru; DAVID A. EVANS, Texas 
City,Tex.; DR.ROEINTON B. KHAM^ATTA, 
Karachi, Pakistan; HORACE M. KIRK, 
Auckland, New Zealand; DOUGLAS L. 
LINVILLE, La Junta, Colo.; ARTURO 0. 
MARIANO.Cordoba,Argentina; WILLIAM 
F. MC CORMICK, Fair Lawn. N.J.; 
RUSSELL WILLIAM NIXON, St. Louis, 
Mo.; EDWARD C. PECKHAM, London, 
England; ANTONIO QUIRINO, San Juan. 
Philippines; DR. RUDOLF RAHN, Dus- 
seldorf, Germany; H. AGUSTIN REED. 
Gomez Palacio, Mexico; C. LA VERN 
ROBBINS, Battle Creek, Mich.; CARL 
G. ROESSLER, Woburn, Mass.; GEOR¬ 
GE D. WONG, West Vancouver, B.C” 

HEADQUARTERS OFFICE 

209 N. Michigan Ave. Chicago1，111. 

Yushikogyo Kaikan 
3-3 Nihonbashi- Edobashi, Chuoku, Tokyo. 
1962—63年度 
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ライオンズの皆様/ 

マイアミ大会ご出席を機会に世界一周旅行をお奨め致します 
皆•様のご引立を戴いている では米る 

4月1U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，太平洋を往復して柬京へお帰1)になるよ 

りも，欧州，アジアの諸都市を経由する世界 

-•周のttl体に参加される方が遙かに割安でお 

nとなリます。 

来る6月19日から22日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7、を足非お選び 

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。 

マイアミ並びに 
米国諸都市 

香港 

欧州諸都市 
ベンニ！ツク 

コペンハーゲン 

口—V 

カラチ 

タイ国際航空世界総代理店 

ス办し3ナヒア航空会社 東京231-5161 -大阪202-4753 .名古屋55-5131 



奉仕(Service)の意味 

THE MEANING OF SERVICE bV しurtis D. Lovi" 
-President 

Lions International 

1月3日，メアリと私の2人は，Ffび世界のライオン 

ズ訪問の旅に立ちましたが，出焚の数日前，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 

Service to Society」という言墟が使ってありました。 

私はこの言葉を見た時，突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といつ 

言葉は，いわゆる社交界といいますか，選ばれた人々4〇〇 

人ばかりの集団を意味する時に使われます。新間の社交 

欄に時々名前の出る人達のことです。しかし，このスロ 
—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，地域内の困づて 

いる人々を救うために，どんなに素睹らしい活動をして 
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 
それの会報や印刷物の中に尚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•分た，の活励を，うま 
く 一口に示す独削的な言薬Cモット_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秤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。その時には般も適 
したモットーも現在の7ラブ活勐を衣現するには不便な 

場合も起きてきます。 
「地域社会の改菩向上のために」を目標に，たくさんの 
クラブが結成されますが，数年後には他闺の援助が主要 

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;IJしました。現在もクラブの会 

報や便箋には，語呂のいいこの言贺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 

口ーガンを探しています。云ってみればわれわれみんな 

が，ライオニズムの楮祌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，社会t/f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？ 

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- 

Service」の意味は，辞には幾1〇もの定義が出ていま 

す。その中で奉仕7ラブの奉仕に近いものは，「他人の 

利益のために■劳力を提供すること」，「従順，善行，博愛 

などで衣わされる精祌的努力」の二つの定義です。もし 

私が辞®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。 
ライオンズの活励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，ものを迸い 

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1です。しかし私は時々考えるのですが，こうい 
った云い廻しを利用すると，問®を複雑にしがちです。 
数年前のことですが，闽際協会で標語の幕集をしたこ 

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Mは，これらの候 

補作品の中から最も簡潔,明瞭な，.飾り気のない二つの 

言槊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——We Serve」でありま 

す。これがライオンズ围際協会の公けのモットーとして 

採用されたのです。对.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 

ちに祕めたa饿さと簡明さにおいて，ライオンズ奉仕の 

あらゆる而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。普週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®類を問わ 

ず人嵇，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。私たちの努力の拈み®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。 

5 



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 

W 3 地 

今年は南国の九州にも大変雪が多い。 

九州山脈の梁々も雪に褪われてK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W 3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位の增強を完遂した 

貝島元ガバ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 

月から下昍ガバ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。われらのガバナーは健康 

区現況 

地区幹事 中山治隆 | 

発蒯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，その行動は帘にライオンズ優先 

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，その熱怠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 

示された今年度の增強計函は，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,純增会員数667名とその目 

的の達成も至難とは思えなくなった。 
W3地区の特色として沖縄がある。ご 

W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リジヨンの第2ゾーンと 

して船越/—ンチヱ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 

すます增加を予想される。那踽ではライ 
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「沖細 

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。 
ガバ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 

地区年次大会御案内 

\ ライオンズ叫際協会 
激-w 3地K独立の 

■L: :輝かしぃ讲1平にぁた 

り，38%: 5 |j その,S 衣 
ある年次大会を，わが 

"くまもと”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0令イオンズ精祌 

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 

年次大会の烽火を挙げ，比類なき発展を 

大会委員長 二祌勇雄 

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 

はライオンの责任と自党において，来る 

べき大会を計_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 

ボ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。 

38年5月10日(金) 

ゴルフ大会阿.蘇ゴルフ場 
5月11日（土） 

代議員会（午前•午後）謹会館 

前夜祭（夜）市公会堂 
5月12日（日） 

大会式典（午前）市休育館 
余興同ホール 

ガバナー晩餐会休育航 
5月13日（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u 

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） 



昨年11月2回キャヒネット会(若^^»市）（'■•て’与力^続木^^^^， 
中山地区幹事，下田ガバナー，dk^DMDC,藤井YEP 

る。クラブの公式訪問も既に80パーセン 

卜位は終えた。 
ここで私共は躍進を続けるW 3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。先锻各位:の_ド常な御努力によ 

って会員数は急速に延びて米た。然し数 

だけでは誇りにはならないと思う。現在 

ライオン 

の厳しV、世相に適合するためにも内部の 

充突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(:|:活動を通じて， 

ライオニズムの梢祌が地域社会から啓敬 

されているということを念頭にIIいて， 

反省しつつ今後共その昂拗に微力を尽し 

て行きたいと考える。 

ズの反省 

ライオンズクラブの精祌は，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「暇がなく派手な会合 

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座階級の 

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' しなければならなレ、:朱 

若松C 松田典義I 

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 

状にかかる印刷费も一笑•，こは附されない 

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，その费用は 

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。 

次に祝裳であるが，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 
とりどりの服装でパ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，有鹿階級の市民に対 

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：Wってゆ 

き，JS•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。実施計蒯並びに 

登録料について検討されれば，多くの会 
員が気蛏く然も友愛の意味に於てたのし 

く参加出米るのではないだろうか。それ 
に加えて参加パ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。その恶影響と 

言えば或いは過言であるかもわからない 
が，色々なクラブのパッジ販光である。 
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楮祌に基いた意義 
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c 

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 



も有益な記念品とすること。 をなす委員会活動状況を詳細にガパナー な24日の点灯式になった。 

1,チャーターナイト記念行事につい 事務局に報告する。 当クラブから浅川，川原，時安，小川, 

ては記念アクティビティ案を案内状と共 私達ライオンは決して有産階級の社交 讚井の各Lは点灯記念に子供にあげる数 

に発表し，その行事にK力する意味で少 団体ではなく，あくまでも奉仕の信念の 十1111•の本をかかえ現地に急行。九'®所長, 

なくとも地区のクラブは取位クラブとし もとに数多くの，ライオンズ目的に即応 鞍手町畏外閲係者，NHK,西日本テレ 

て？N程度のファインの供出をする， した各ライオンの案出せるアクティビテ ビをはじめ各報道関係者でせまい峡間は 
1，行琪についてはその内容方法を爲 ィに力を注ぎたいものである.，即ち行事 埋まり，フラッシュの閃光がきらめいた。 

体的にガパナー屯務局と辿絡協謎の上夾 は簡素にアクティビティは大きくである。 浅川幹事より点灯設備贈呈の目録をう 

施する。 以上は若松7ラブがチャーターナイト ける人の眼にはうれし涙が光り，両手で 

1,制服，制幅については無川論や種 3周年記念行事を施行して見て夾際に体 かかえきれない程の記念の本をもらう子 

々意見が見受けられるが，屯務局で統一 験した考えからである。てんやわんやで 供のうれしそうな顔を見た時，われわれ 

したものにしていただきたい。 終了して大いに反省しなければならない の他かな番意がこんなに喜んでもらえる 

1,委員会活動についてはレポートに 点が多々ありましたので反®文を記した のかと胸に熱いものがこみ上げて米た。 

報告の回数のみでなくクラブ迎常の根源 ようなわけであります。「点灯万成」の户'は箱れて米た峡に®し， 

I 家々からもれる灯りを見た時，あの谷間 

暗い谷間に灯つたライオンズの灯 のともしびとぃぅ歌が，ふと心に浮かん 

で米た。昼問にみたあの家だろうかと.& 
一さあ夜もしつかり勉強してね一 直方C | える程，平和な谷問の家々には，さき程 

クリスマスイブのI2月24日，鞍手町押 出来るようになった。しかもこの色紙は もらった本を開いて読みふけっている予 
蘇谷の7戸の家に電灯がついた。家があ 大半をクラブ内で買上げていただいた。 供违の姿が見られた。人知れず17年間， 

れば堪灯はついているものとまで思って 12月中旬より突貫工事につぐ突貫エ琪で， 灯のない生活に耐えて米た人々の心に， 

いるわれわれの身近に，甩灯なしの生活 折角あげるならクリスマスまでにとの各 永久に消えることのないライオンズの灯 

を17年もつづけているという話を即いた 閲係者の熱®:で，部落の人には夢のよう を灯すことが出米た。 

時，信ずることが出来なかった。この暗 
V、谷問の部落とは鞍下町の最南端,同町 
と宮田町の町境の谷問にある開拓者の部 

落で，宵m—审木パス;Q•路より山裾づた 

いに陥落地を一•廻りした山峡である。終 
戦後M崎R•から岩永再代治(58)さん等7 

家族が，贪榀垠怙の良い炭鉱に職を求め 

て来て住みついたが，その後炭鉱节怙も 
悪<，働いていた炭鉱は閉山し,同地域 

の所布者谀川良一氏の奸怠でキリシマア 
カシヤの植林に徒事し,植樹の世話や日 

雇の仕事で生計をたて，7世坩の中，5 

世帶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，夕方戸外の明りで勉強し，段々近祝 
の予がふえて来ているという艰惜を閗き, 

なんとかして犯灯をつけてあげようとい 「資格」という意味について辞書をひも に在るものと考えられているのが常識で 

うことになった。部落の方でも今まで何 とくと，「身分」「みのほど」地位又はそ ある，例えば工場に働く工員さんでも国 

回も申;Sはしたが，総工?¥30万で九屯が のことがらや，ものについての必要条件 家試験に合格しないものは働くことが出 
半分のエ货をもっても，地元もちの15万 と説明されている.身分と地位は似てい 来なV、啜合がだんだんと多くなって来て 

の負担金が出ないであきらめ，视力の弱 るが「みのほど」は「鵜のVl:似する烏水 いる。自®/琳の速1IGは勿論であるが，才 

るのを防ぐため夜はランプを消して桜さ におぼれる」の烏の場合が当てはまり， ートパイにのるにも資格が必要である3 

せていた。 「そのことがらやものについての必要条 お医者さんも薬屋さんも飲食店の経営も 

当クラブは九艰.鞍丁.町と数十回もの 件」はあらゆる試験の問題や何かの規格 芸妓になるにも，資格がつきまとってい 

交渉の結采，われわれの熱苽が受け入れ といったものを指すものと考えられる.， る世の中である。その何れもがそれぞれ 

られ，年末助け合い遝砌の雄金として， 以上の如く資格は人の場合，物の場合何 の道についての努力の結晶である。 

知名士の撺菊色紙，大相撲の際力士に害 れもが人々の努力によって搜.得されるも ところが人閗はこれ以外に自然に较務 

いてもらったサイン色紙の売上余で設置 のが多く，一般には水準より高いところ づけられた資格の所有者であり，そして 
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お互がその資格を自覚し実践することに 

よって，「凤が吹けば桶屋が6)!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， 

事は簡咕である。各人が資格を自党して 

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，或いは予として一 

歩外出すれば通行者として，乗車すれば 

乗客としての，资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，会社工場の経常者も, 

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）を無視逸脱しなV、行動で終始したな 

らば家庭肀級，交通事故，議会の乱斗は 

勿論汚職もなければ，労勵肀讁もおこら 

ないという社会が生れることになる。 

壺坂$験記の沢一は不幸病気の為夫と 
しての資格を失った1人であるが，お里 

は妻としての資格を充分突践した1人で 
ある„ここに1人のサラリーマン夫人が 

屈たとする。彼女は一家の主衂として， 

夫の収入を基準にしてその家庭の生活設 

計を樹て，予供の赉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 

一家の主姉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 

浪赀生活に終始し，家庭経济を破局にお 

とし入れた主姉があったとしたら，それ 

は主婦としての資格の無自.覚者で，謂う 

ならば人生の落伍者であり人間の屑であ 

る今の社会は波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Uではあるまい。われわれI®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.ジョーンズの迫 

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：私のこの主张を 
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V、ものと念願 
する次第である。（若松c第一i,iij会K) 

行橋L C記念バッジの想い出 

行橋を中心としたこの地方は,«邡邵 
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采しておった 

ことは，古墳の発掘により明らかに立趾 

されております：石塚山,!r墳を中心とし 

た南原古墳郡，番塚，御所山古墳，片島 
逍跡，松山古墳郡（以上刘IH町）畓)tiUl 矢留片墳® (以上行橋ill—)種生;S跡を中 

古墳郡，石波古墳郡，ビヮノクマA境を 心とした中,1M田古頃邵，+笼田诉墳郡（以 
中心とした野田古墳郡，i•山迫跡，竹並， 上勝山町）等現在3千以上の古墳が明ら 

高塔山の 

| 若松市の中央に位して私遂の誇り，愛 
||好する高塔山がある。僙か123米で，山 

だとも言えない高さであるが，口ープウ 

；|ェイも架って居り，廻って上るドライブ 
)!ウェイ，それに東西南'北各方mfからの間 
|道があって，火野维平で有名になった河 

ij童封じの地蔵啓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 

H玄海灘，戸畑，小倉.門司に絞いて山口 

||県を遠望出来，大小船舶が出入碇泊する 

洞海湾を隔てて，対许:の有名大工埸が眼 
下に見おろせる。昨年若戸陴览会開期中 

!;1〇〇万人の観光客がみんな，この眺错を 

|满喫した。 
ij 早朝，この頃ならばまだ寓暗な6時， 

|!四方八方から輕v、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 

|jれ10乎，入会金不用返会自由，玉って気 

yの置けない朝茶会であるが，■"i-M.時;ii- 

y屋，本屋，船屋，石突屋，医師，薬剤師, 

ライオン 

若松C 古沢 淸 

隠居，炎さん,ill•会議員も屈れば教員, 

米厘，公吏，あらゆる職龙人が約100名, 

朝の敗少を架しんでいる， 
憩の家にはm代老人が®って小拉の梅 

干を落して，あついお茶を入れてくれる:. 

会長もなければ幹水もいないが，/12〇〇 

nの会赀をキチキチ収めて山登りを欠か 
さぬのである。 6時半にNHKのラジオ 

沐愧を上乎にやり，茶を飲みながら，場 

所屮なら桕伐，シーズンなら野球，№1際 

情勢から政局,経済問題,山•井のことを 

尹当り次笫に話題にする。 
数奇者は隅の方で押たたみを持ち出し 

て朝から烏鞣の戦いを*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，Hiが 

降ろうが風が吹こうが，•!§•でも稱もれば 

特に興趣が}勇く。 

M上の眺めは忠のi米で秘h変化あ 

り，四季を通じて諸植の®色を見せてく 

れる。若戸大橋完成後は一段とその感じg 

は深く飽くことがない。『港の夜景，天j| 

下の絶fr，東洋一の蛍籠』とライオンズp 

クラブが標識を樹てているが，ネオンのp 

きらめく夜の景を見せたいものである。|| 

中腹にある忠盜塔に一昨年緒方ガパナ^ 

—公式訪問のとき，随(tされた佐藤地区ii 

幹；Itが特に敬皮な緒りを捧げられた姿M 

が，いつまでも眼底に焼きついて忘れらH 

れない。阼年竣工し今年秩父宮妃殿下に|| 

お詣り御T•植えをお願した大仏古利塔か^ 

ら峯つづきに石峯山があり，近く施設もp 

計幽されてハイキングコースに至極T.明！I 

な适程である。朝茶会には光ず，元11のg 

M旗fti拟，天盘陛下万歳，is nに絞開ij 

き，2 IIの観梅，3 w桜狩り，5J1近県^ 

の山を抜跋，見等々定例の今:中行y 

がある !： 
山の散歩は胃你j, ノイローゼには覩面H 

であるが脚;4,心臓病にも卓効があり,P 

会員の-f均年令は57才でも，提'十抵師に！I 

手を握られた者がない。小河内，大庭，i； 

藤崎，藤井，私などは長年の勤絞メンバii 

—である。 （若松c®小）|| 



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炎井浜の砂層には弥 

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，この地が苗時大都会であったこと 

を有弁に物語っております。 

また須忠器の製造所と伝えられる末江 

(犀川町)須思器窯跡として有名な尾倉 

地区（刘田町）古代商業の中心地であっ 

た梅石摺审（行橋屯椿市）f尽鮮式山城の 

祖形として有名な御所ヶ谷祌能石（行橋 
市）があり，これは日本でも®•も规模が 

大きくまた®:も完企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 

-ter 

久留米市へ寄贈した交通安全標識灯 

302— W3地区の中央ともいうべき九州 

セントラルブロックは，福岡県の甘木， 

大牟田，大川，：枯木，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，佐贺姑の鳥栖クラブ，熊本県 

の荒尾クラブの合計I2クラブから成り立 
っており，昭和37年11月I8日に久留米ク 

昭和38年1月になってからは，衷日本 

ゃ西日本各地は記録的な長期寒波に見舞 

われ南国九州も大雪にとざされていると 
か，雪に埋もれて3週問とか，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3日間だけ（1月25日まで 

に22日間‘•が降ったとの$である）とか, 

70牢ぶりの記録的の大雷とかW 0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, 

とした飛鳥時代から，白M,奈良，天平, 

平安，藤原各時代には国分寺(豊津町， 

天平時代）や宙桢寺，三会寺，遒山寺， 

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）上坂鹿寺 

(平安時代以前）木山晚夺（平安時代） 

など行橋平野をかこむ山の乎一诳は三重 

•五重の塔が大空高くそびえ「靑丹によ 

し奈良の都は咲く花の匂ふがごとく今さ 

かりなり」という平城京を澎沸させるも 

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;:革 

(行橋市）千軒といわれ，行事港，沓尾 

久留米C 南 熊太⑴ 

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 
ラインドライブ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 

会にての記念艰業として久留米市に寄贈 
した「交通安企標識灯2越」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 
本町口ータリーに設けられたが，この口 

—タリーは久留米屯の中心とも言うべき 

交通の要所にあって，交通市故の多発し 
ていた所であるが，この標識灯の新設に 

よって交通市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 
市に芾脗して下さった九州セントラルブ 

nック7ラブ会£Uの方々に，感謝する次 

第である。（この安含標識灯新設に要した 
経費は225,000円であった。） 

设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rs白で雪が 

深いのである„ 

筑前も筑後の山も雷深し 
チx —ン卷きの枣輛以外は通行禁止と 

言う立て札が立っていたり新咄で見たり 
するのであるが，1；!10日頃の大雪でか 

つ寒5【が強くて路而も凍っていた頃は， 
チェーンをないたiil则屯でも立往生して 

いるのが見られた。 

チx—ン卷く車も雪に往生す 

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 

現すベぐ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 
子ハニヮ像の意味する優美，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パラン 

スの中に，Eの調和と？i；善美をみいだし 

E実を求めようとしたのであります， 
(行楠c幹事) 

1月の大半は連日終日雪が降っていたs 

牡丹蜇，こな雪，綿雪などそれぞれの胃 
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u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。 

舞ひ来り又舞ひ上る六つの花 
速日降っている上に寒％がはげしいの 

で，長い間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 
ていた雪だるまも雷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。 

雷だるまそのまま根雪とはなれり 
梅日雪は降りつづき，新冏には荥雪被 

害，粢雨対策等と出ているが九州でも例 

えば福岡姑にても)®作物等扣当の被宙が 
あったとの市である。数II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 

現在なお日中にも雷が降っている，今年 
はどうしてこんなに寒く雪が多いのか。 

この異?if寒波は北極を取り#くジェット 
気流との関係が深く，今年はジxット氕 

流が九州の上空も吹いていてそのため九 

州も北極寒波の直幣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11と言われる九州にても雷の 
多いことであった。（1月31H早朝も可な 

り雷が松っており盛んに雷が降っている。 

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会報編渠者） 

九州セントラルブロック大会に就て 

九州も連日雪が降っている 
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石鎚国定公園 

面河溪へ 
松山一黒森峠一面河溪 
の定期バスが開通しま 
した 
1日5往復で150分です 
松山発8.05 . 8.40-1140-12.40-17.20 

面河発7.00-11.30-1^00-15.10-16.40 

(季節便の増発があリます） 

<L~D>伊豫鉄バス 
松山市湊町5 _13電②5121 



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 

ような資料を戴き，講義が開かれた。. 

まず，〇日本ライオンズの機構につ 

いて，古沢PR委員（若松） 2)堆乜 

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Y E P 

(若松） 4)ライオニズムについて，続 

木D G (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）（资藤ZCは，当日御欠席)。 

各-if座が終りfJ■疑応答が始まり，その 

今年1月13日（日），ライオンの父， 

故メルビン•ジョンズ氏の誕生日にあた 

り，新会員スクール開講に先だち，彼を 

誰!え，ライオニズムに徹することを誓い， 

彼の写K像に対してライオンズソングを 

捧げ，北方政太邱D M D Cより生前御而 

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， 

非常に意義深し、一刻を過しました。 

本年の新会員スクールは第2回目の行 

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11した結采, 

地区分割後といえども，下関，門司，小 

念の3布は海峡をへだて同一経済圈にあ 

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 

それ第2 7ラブがあり，インタークラブ 

の閲連性を今回特に強調し，クラブ述常 

面にプラスしよう。また参加者には出来 

得るだけの资料を捉供しようとの結論に 

逮し，Sも近い多忙の中に，その準備が 

始められた。 

下閲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0K。いつ 

ものことながら面の下る思いでした。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 

、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 

な市，それで一々ガバナーの氏名地区， 

ガパナー啡務局所在地をタイプする。4〇〇 

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ftk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 

ッブして整理し1犯0宇の 

21頁にわたる資料を作り 

fiS布，また北方DMDC 

より西洋紙企紙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 

質問の主たるものは，1)北九州朿LC 

会員より，ライオンズとロータリー両ク 

ラブの相速点，答弁に続木D Gより両ク 

ラブの組織上の通い，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)下関束LCより，ライオンズ国際0 

〇クラブとあるが，国際と言己人するのか 

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 

オンズと間迪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ブと国 

際を使用するのは自由です。質問3)ラ 

イオン幅は正规なるものか，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—ラ—（束京C)は，春季国際理事会日程， 

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，寸暇をさいて1月19日渡米，約；10〇冏にわたって協会 

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，0本側の意向を尊®す 

る旨の確約を得，多大の成采が上げられた。写贳は2月1日夜，無事;© 

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 

区ガバナー，高橋カウンセラー，光野幹事，大森会計の各L。 

12 



際協会の規定になく日本地区に於ては， 

P R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（正筑）の着け方（若松C会 

長），答弁に北方DMDC，ライオンズ 

ラベルボタンは，企贝必ず着用し，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企Mに強調され 

た。5 )來京事務所と速絡事務所につい 
て（下関束LC)，答弁北方DMDCより， 

両事務所の在り方並びに創設事由，今後 

の在り方等の説明があり，パーテイーに 
入った。当日の受講者は，123名，登録 
我1，500円,主催クラブ，下関LC,下関 

東LC,門司LC,北九州朿LC，小倉 

LC,小倉中央LC以上3市6クラブ。 

(下閲C幹事） 

新会員スクールのホストを担当して 

尼崎C高岛三次 

10月の会員助強)1間には他地区 

と同様に，W1地区においても実 

に648名の新会®がライオニズム 

の新しい世界に招ぜられた。実に 

輝かい、成采である。私共の第6リ 

ジ3ンでも53名の新会員の杷強が 

見られたが，もS'も」と云う地 

区.ガパナーの方針から见て，「逛」 

の方は一応初期の成采を収めたよ 

うである。しかしながら「質」の 新会眞スク_ル風景 

方では全く未知数なところから， 

财力を対象としない所謂「ライオンと呼 講師がたじたじの態で，これまた微笑ま 

ばるる人」の「K」の向上を悲願として しいフランクな空気が溢れて，今回の 

おられるキャビネットの方針に呼応して，同スク-リングは1つの新い、形が示唆 

策6リジョンでは逸早く11月270,管下 せられているような印象を受けた。 

11クラブ（城崎，八鹿2クラブはチャ- 1月の「メルビン.ジョ-ンズ記念月 

夕_ナイト準備のため不参加）の新会貝 問」を控えて，各クラブで会員のスクー 

の合同スクーリングが企画せられ，私共 リングが計画せられることと思われるの 

の尼崎7ラブがそのホストクラブとして で，当日のハイライトをここに紹介した 

DG, L田中铿一氏の指示の下に諸般の 次第である。 （尼崎C»i|f) 

準備を担当する事になった。 

当13は伊藤地区ガパナーも出席せられ, 

3時RIHこわたる各講師の説明と新会员受 

講のスクーリングの愔:g:を熱心に見学せ 

られた。その故もあって，会場の签囲 

も一段とM剣な灯面目さが溢れていたよ 

うである。田中DGの方計としてK初の 

うちに会員が会則になじむ事こそ「質」 

の向上と将米優秀なライオンになる基礎 

だとして，「国際協会会則及附則」と特に 

クラブ標準会則及附則を4人の講師によ 

って笛1条から笫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 

が稍々もすれば摑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flの熱心な®_問に 

光クラブのCNパツジ 

光Cは1962年4月20日，徳山クラブのスボ 
ンサーて結成され，11月2513市内八幡製妷の 

巨大な体宵館でチャーターナイトを举行。パ 

ッジは室祯国立公闽をパックに，この地方伋 

大のお祭りである杏!K•祭の矜贤ポサツ（支那 

から象に乘ってこの地に渡って来られた，航 
海安全のボサツ）を型ちどり，三国一の三里 

の松顷と共に全国的に有名。 

各クラブの3己念バッジ灾物又は写灯をお送り下 
さい。本擱でご紹介します0一編染部 

18.00〜20.00 

第9回年次大会 
スケジュール 

W1地区（4月5~8 13大阪）\ 

奪4月5日（金） I 
* 懇親ゴルフ大会（茨木カンツリー•クラブ）i 

琴4月6日（土） 1 
I 9.00〜9.30 d録受付（中之岛中央公会党）^ 

19.30〜10.00代讁母会 誦 

I10.00〜14.00小委员会及び分科会 I 
謹14.00〜16.00代議员総会. I 

:18.00〜20.00前夜祭（中之岛中央公会觉）？ 

羣4月7日（日） I 
: 8.00〜9.30登録受忖（中之岛フ*スティパ！ 

| ルホール） E 
: 9.30〜10.00入場式 

110.10〜12.00式典 

212.00〜13.00 中企 

匿13.00〜16.00余興(策1部閲西交赞楽団.指匪 
抑朝比奈险，笫2部邱土芸能，！ 

= 描成内海ID：典，第3部舞涌，I 

较谷川一夫，林成年，：R•谷川= 

I 季子） I 
I18.00〜20.00ガバナー晚兹会（H3際見木| 

市港会垛） 

|4月8日（月） | 
: 8.00〜9.00キーメンバー及び会長幹取！ 

朝ぬ:会（中之岛新大阪ホテル）1 

冬10.00〜20.00 エキスカーシヨン（ミステ； 
リーの船旅） 

i E1• E3地区（ 5 Jj 24〜27 口 札幌）- 

月24日（金） 
| 懇親ゴルフ大会（掄阳，以駒内ゴルフ0 謹 

3月25日（土） : 
画8.30〜9.30 '登録受付（市民会館） I 

\10.00〜11.30委员会及び分科会 

=11.30〜12.30昼贪 | 

•こ13.00〜15.00代議R総会 

匿15.00〜16.30余判 , 

:17.00〜19.00代識fl懇親会（札视グランi 

I ドホテル） i 

i5月26日（日） 
I 8.00—9.00登録受付（中BスポーツセンH 
! -) ! 
謹9.00〜9.50入場式 | 

=10.00〜12.00式典 1 

I 12.00〜13.30伎食 = 

華13.30へ47.00市内観光，施設訪問 | 

\17.30〜19.30大会晩餐会 | 

雪5月27日（月） 1 
| 7.00〜8.00キーメンバー及び会長幹14f| 

画 朝食会（札视グランドホテル）| 
- 二 

|エキスカーシヨン I 
f Aコ -ス 逍内1周7泊8日 
I Bコ -ス 逍内1周5泊6 H 

1 Cコ -ス 大蜇及阿寒围立公阑，3泊4R 

i Dコ ース 阿寒及大皙国立公園，3泊4 口 
1 Eコ -ス 支笏洞爺国立公園と湯の川&说， 
j 泊4 13 

1 Fコ ース 支笏洞爺国立公圃，2泊3日 
1 Gコ —ス 襟裳と糖平}a泉，2泊3 口 

13 



矿:祕 

_ 

秋季国際理事会 
1962年10月16〜19日メイン州ボーランド•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 

昨年10月，16日から18日まで4日間に 

わたって，本協会を全面的に管理する国 

際理事会が，アメリカ，メイン州ボーラ 

ンド•スプリングの168年問の古風を保 

つ逑物で開かれた。これはW年3回開か 

れる理事会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秘牢の例に 

なっている。 

このボーランド•スブリングはM光明 

眉の地であり，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粱たけなわであり， 

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は1797年に建てられ 

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小さくした 

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 

等の速方から参集した。これらすベての 

理事は実業の面で各々指冷的な立場にあ 

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 

各々興るが，共通の基盤ーライオンズ 

国際協会の民主的な発展のため——にた 

っている。彼等は世界大会で逸出され， 

2牢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 

の様々な問题を処理しているのである。 

ボーランド•スブ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 

カゴ本部閲係の諸問題から全世界の哿少 

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時になってボーランド•スプリ 

ングに着いた。 

次のI5 H理事会は各委員会に分かれ， 

各報告を行なった。この問同行の夫人達 

はウォタービルを訪れ，眢食会のあとコ 

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——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——の茶の会に招かれた。 

翌日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 

とめて報告迸を作成した。この報告®は 

コビーされ，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□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，この日は述 

営委員長の本部述営の全般的報告，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 

界各国の人々の問に於ける相互理解を深 

めるための闲際閲係'#議委員による報告, 

ライオンズの計麵及び目的を広めるため 

OPR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负物や教育を施 

すためにCAREと充分協力し合うため 

のC AR E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，このボーランド 

•スプリングの会においても，提出さ 

れたあらゆる問題は充分な時問をかけて 

た開拓者の宿で山紫水明の地，美しい季 

節に一段と風怙を添えるものであった。 

年交換I驅の1®，更 メイン州才-ガスタの庁舎にジ3ン•リ-ド知事を訪れた 

には企榀供給，CAR ライオンズ理事一行は，知事の心からの歓迎を受けた 

Eの問题についても討 

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13日に始まっ 

た。大半が夫入同伴の 

理事達はボストンで予 

備会議を開いた。 

翌14日の朝一行はパ 

スでボーランド•スブ 

リングに向ったのだが， 

途中ニュー•イングラ 
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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0 

10月18日(木)は短かい昼食をおいて, 

朝8時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，ガバナー•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。この晚 

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晚さん会が催された。 

翌19日金曜日は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，パスに乗ってポスト 

ン空港に向かった。E•後の議事は1963年 

4月8日から10日まで日本——ライオニ 

ズムが最も急速に成長している国の1つ 

—の柬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） 

かるくてあたたかい 
--I9X5V製品—— 

■tHr. ■抑.室内用品 

■メリヤスM■セ-夕-«ものなど 

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，束京は最近よくこれに苦しめられて 

V、る）が全く洗われて，快晴の小春日和12月7 H,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，箬S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瓜松6本（15万円，朿京祌田LCと合同） 

を植樹，靖国神社に水吞場を設置（15万円，東京祌田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祭立廻所（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.へストン主演の「ダイアモンド. 

ヘッドj封切りに先立ち12月21日，西日本新冏社民生事業団と協锊してへストン 

を迎え，福岡東宝映刺で慈善試ザ会を開催した。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我を差引き，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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新潟東 

佐 渡 

三 条 
新発田 

白 根 

高 田 

燕 

川 P 

足 別 
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 坂 

荒 川 

文 京 

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 

市内保護施設へクリスマスプレゼント 
持参で慰問 28,330円 

1) 新潟ネ阑ライオンズ文陬へ図咨贈 
呈 5,000円 
2) オリンビック菇金に協力1，400F1 

3) 第3回全国？校レスリング代表逸 
手と教師に賤別贈S 10,000円 
市内4中ネ校へ体付恹興の後勝析1奇贈 

12, 736円 

1) 歳末助けあい述励に協力7,000円 
2) 新)d学阑の生徒にクリスマスブレ 
ゼント贈里 3,000円 
歲末助けあいmmに協力 20, 000円 
歲末助けあい述泐に協力市内小学校贫 
困児苋に设靴贈M 15,000円 
歲末助けあい巡動に協力保護世带250 

人に砂M贈S 26,250円 

成木助けあい迩勋に協力沿竹济，綿学 
阅へ菜子寄贈 5,000円 
1) 市内保付阑と幼mi切児苋にクリス 
マスプレゼント艏M 49, 585円 

2) 歲末助けあい迎勋に協力保1»肝 
に餅贈M 40,785円 

3) 母子福扯会へ船S 10,000円 
R，ソ，スウニーデン3闽对抗サッカ 

—遗丁.に七也贈！ii 40,000H 

歳末助けあい述勋に協力 37,530円 
歳木助けあいに協力巾‘内4施,没を魁問 

贈呈 19,829H 

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M 1，254.000円 
港，千代田区の也话保護吡带の子供400 

名を招待パーティ開他 274, 85〇円 
「台來区母子慰安慈苦-パーティ」に福 
祉施設の母子360名を招待72, 000円 
「Y M C A夏期キャンプのクリスマス 

会」へ都内の施設児里を招待10,000円 
足立区贫闲者へ会員持寄りの中古衣類 
等贈呈 
交通安全の為の資金として界祭署へ寄 
fj- 100,000円 

本木隣保館t.催のクリスマス会に斑•子 
miA 14,6901リ 
1) 区内2消防署に屯铽メガホンと携 
很無線機贈S 168,000円 
2) アジア救ライ協会に贈110,805円 

皇居ご門前と坂下門前に簪祭立廻所設 
置 250,000円 

<E1地区> 

秋 田聲学校，费老院他9施設へ会員持寄り 
の中古品700点及びタオル，石ケン， 
図薄，楽器，ケーキ等贈呈90，160円 

能 代1)僻地Kに会貝持寄りの図爯，教材， 
迎勋畀など寄贈 
2) 哲人へ安企杖奇贈 11，000円 
3) 特殊学級魁問，浆器寄艏11，000円 

大館母子费へ擗汕，味咐，ケーキ，木炭等 
贈呈 7,000円 

靑 森1)NHK助けあい述動に協力し僻地 

校へ古雑誌1，000册贈呈 
2)成末助けあい迎勋として母子家庭 
21世带に餅と砂惦等贈呈 16, 000円 

八 戸母子赍の児m生徒へ衣類とゴム靴寄贈 
20,000円 

弘 前1)僻地汶忪代分校に「少年•少女のた 
めの日本歴史」企12昝を本箱付奇贈 

4,604円 

2)愛成別，赉老院，児苋相談所に0并 
2侬分赉贈 12,600円 

黒 石成末助けあV、涩则に協力肭免1〇, 〇〇〇円 
会津南米て闽親を亡くしたほ沼4人姉妹を 

招待しセーターと见了贈110,760N 

福 島1)光你ヘラジオ7台贈U 24,500円 
2)ボーイスカウト激励魁問3, 0001〖J 

郡 山1)自勋屯クラブに•卿i|i派逍14,400111市 
2) 谈末助けあい迚勋に協力11，0001リ船 
3) 児道文化公館にW内パノラマ奇贈桐 

100,000円太 
4) 緑のオパさんへ防寒用アノラック 
14落•寄贈 52,400円日 

5) 新诡龙都市迚設協力会へ迚泐資金 
として贈S 10,000円箱 

平 RC, JCと協力迅まれない子供;J約 
2, 000人讥めクリスマス大会を開催し平 
ケーキ，アルパム等贈里 121,000円川 

花 巻1)成末助けあいii(勋に協力会員が街 
頭腐:•令，持寄りのn用品186点と共に 
市福祉帘務所へ寄贈 20,469円 
2)国*結核療赉所慰問，映_会_催 
パン200袋寄[|« 12, 000円 

一関藤の阑学園，愛杏会に寄R 20,000H 

水 沢歳木助けあい迚励に協力，爪内5保付 
阑へ肌：赉肭 14,500|リ 

盛 岡山:Ti，岍，厨川，公じゅ资の各母子赍 
2 C合同に坨気洗濯機と洗剤肥•记 62, 000P1 

石 巻1)市内7保行所の450余名に苋子類 
を贈呈 56,000円 
2)日赤の困窮S者60余名に缶詰食料 

品その他日用品持参慰問 30,000円 

気仙沼歳末助けあい運励に協力し市内4施設 

に学M服，靴，菜子等贈呈57，130円 
宮城古川母子寮と開拓部落の子供達170名にク 

リスマスプレゼント贈呈 21，000円 

仙 台1)県立ろう学校へワイヤレス集団浦 
4C合冋聴器とケーキ各1個贈呈130,560円 

2) 県立盲学校へ楽器1式と157名へ 

ケーキ各1侗贈呈 179，190円 
3) 59世併贫闲苜人家庭へかん詰セッ 

1•寄附 10,940円 
4) 開拓村生徒へスキー1式78台寄附 

100,310円 
5) 市内3赞祭淠へ交通標識ミニチュ 
ア各2セット寄贈 156,000円 

仙 台小百合園他4施設に石油ストーブ各1 

個寄贈 41,500円 

仙台中央ラサール会と善き牧杏修道院の児苋に 
上若，ズボン等150点贈呈 

塩 釜歳末助けあい迎勋に協力贈甩30,000円 
山 形1)交へ行人川チIッヵー 2組と 

菜子贈皂 7,200円 
2) 山商尚校の大诏先牛.へ资ft状と,记 
念品贈S 3,500円 

3) 咕仪文化功労者小林氏へ與赏状と 
記念品贈M 11，500PJ 

4) 奥山火人湫災「别光」III版に娓饤 
状と記念品贈せ 4,500N 

川市内保存所に木馬8台诉贈48,000円 
棰歳水助けあい巡励に協力IT220,000円 

生捕薄迚絡協,淡会へ奇付 1〇, 000|Jj 

田市立赉老院50名に採暖器（タドンアン 
力）胞!ii 22,000円 

立盲人貧困者12名に毛布1枚宛寄贈 
11，400n 

根町内100世併の贫闲家庭に餅贈4 

36,000P] 

塚歳末助けあい述勋に協力贈!g24,014n 

崎1)狩祭署交通係長に感謝状と記念品 
贈呈 10,000KJ 

2)歳末助けあい連動に協力母子察の 
子供に衣類等贈呈 100,000円 

小田原市内5社会施設へ贈呈 50,000円 
横 浜1)市内4小学校削•にガードレール設 

\?t 168,237円 

2) 市内贫困家庭に寄付 40,000円 
3) 山•内母子家庭と施設にキャンデー 
600個寄付 36,000|TJ 

第5 R逍路案内標識,没貺找として県に都 
合 同 1，000,000円 

五 泉歳末助けあい巡動に協力贈S13,100円 
小 出1)歳末助けあい連動に協力6,200円 

2)魚诏学園へ菓子贈呈 2,000円 

C クラ ブ活動 
岡久条潟同潟 

悠 合 
附 C 

長長中新3新 
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銀 座1)治生学闽，福田会，宮代学園各施 
設へ下迨，述動靴等贈呈 50,000円 
2)盲人のための読売日本交饗演奏会 
へ赞助金 29, 800円 

神 田都内の3施設へ寄附 90,000円 

関 東都内3苜人会へテ_ブレコーダー贈呈 
27,000円 

江 北希货の家の子供約20名招待し慰問 
丸の内都内12保啻所にオヤツ哿付12,000円 

両 国都立江)iiろう学校へ本mi\\m-m 
50,000円 

芝 1)児帘福祉へ布凹，毛布，下着その 
他贈M 60,000円 
2)区内の小学校へ火災丫•防用のノー 
卜等贈呈 10,000円 

隅田川逝田区内の在观施,没へ览子等贈M 
14,000PJ 

塩 山鈴の常疥を怼問し镋1〇枚贈5.12,000円 
富士吉田谈木助けあぃ迚泐に協力，RCと北催 

で名士かくし芸大会を開催，益金を社 
会福祉少務所に奇託 75,540円 

甲 府歳末助けあいに協力間打i地の老人ホー 
ム，UH柘地へ会员持寄りの物資250点 

を贈M 

<E 2地区> 

安 城歳末助けあい迩泐に協力 8,000円 
尾 西1)贫困家庭140世带に正月用餅を贈 

蒲 郡 

半 

3C 

呈 102,300円 

2) 公衆用時計台の甫気料負担519円 

3) 警察交通広報車の附杻設備を寄贈 
180,000円 

生活保護家庭282粁に石鹸を寄贈 
42, 300円 

半田市立猱老院慰問 19,000円 
1) 一宮®学校へ卓球台とベルタイマ 
—贈呈 40,000円 
2) いづみ学阑へエルモ8ミリ映す-機 
贈 M 30,000円 

3) 仲好•察へステレオを贈呈 
35,000円 

4) 费老院へ貽呈 30,000円 
1) 歲末助けあV、巡励tこ協力10,000円 

2) 印.末慰問金として一宵晋祭署へ夼 
託 15,000円 

1) 救急車備品寄贈 480,000|JJ 
2) 保護家庭に餅代艄M 50,000H 
3) 保•！家庭の新入学児苽の学川品夼 
m 50,000円 

1)藏•末助けあい迚勋に協力老人ホー 
ム，战子挤など慰問 27,400円 
1) 交M安全椋識23本を四尾咎祭署へ 
贈呈 20,000円 
2) 歳木助けあい巡励に協力19,200円 

/J\ 牧市内の孤児述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 

一宮中 

一宮尾北 

犬 山 

吉 良 

江 南 

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 城 

1) 江南咎祭署へ救急•広報•パトロ 
—ルカー（万能审）贈呈1，138,000円 
2) 布袋费老院へ餅を贈呈12,500円 
3) 困窮児赉に肌着を寄贈32,250円 

国逋理解のための全国中学生作文コン 
テストに協赞 116,327円 

市内瑞徳從へ会員持寄りの週刊誌，雑 
雄3〇〇 no•奇贈 

阽教灯,深の移励図汲館内にライオンズ 
文咁を設貺 251，700円 
1) 帘消#人火25名に感，謝状紀念品を 

贈 M 77,000円 

2) 愛知少叱院へ教材用マツダ4輪卜 
ラック1台贈M 150,000円 
水上児逭從へ温室と小ね古1式寄胞 

30,000円 

1) T|f内中川警察署管内に防犯灯，交 

M安企灯55站を設肫 396,500円 

2) i|/内四区の屮活卬護家庭と児]1?施 

設に下•潑及び餅代を哿贈110,000円 
RCと合同て菔田公園に国旅掲掇塔を 
設胜 214,500円 

1) 幼徘_保由制の幽児にクリスマス 
ブレゼント贈M 131，600円 

2) 守山箬察署に白パイ装備1式寄贈 
220,000円 

歲末助けあい巡勋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 

INTERNATIONAL WATCH CO. / schaffhausen Switzerland 

リロ貿易株式会社 日本紇代理店 シ 
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ルネマキ寄贈 30,000円 

常 滑生活保護髙令者に毛布贈呈28,000円 

豊 棰1)市内新川交差点へガードレールを 
3 C合同設詆 246,450円 

2) 外人登録手絞添付写萬代を寄贈 

9,000円 

3) 市内幼稚園と保宵園54力所に国旗 

寄贈 22,205円 

豊棰•東歳末義捐金として市へ寄付50,000円 
合 同 

豊橋南歳末助けあい述勋に協力 20,000円 

豊 田1)岡崎盲学校へ寄贈 3,000円 

2)歲末助けあい迚勋に協力市民生課， 

蝥饬，消防署，市教委，CBCへ奇胞 
54,800円 

古 川狼老院を慰問 27,000円 

岐 阜岐取駅前喷水の緋鲥瞄入赀として市に 
2 C合同资贈 65,500円 

岐 阜1)市内良良児帝•育成阑にストーブ， 

乎袋及び靴下寄贈 35,000円 

2) 岐g駅前五差路に水銀照明燈を寄 
m 140,000円 

3) 大和小学校に雑,达奇贈1，000円 
4) 県立大垣乳児院にオシメ，ハダギ 

石鹼等を贈呈 30,000円 

5) 市内,诚心從，第二厚生館に英語辞 

扱，食品，石けん等贈呈 30,000円 

岐阜南1)市第二厚生館へ苜人教宵器材とし 

讎のェ哉 
記念品 

贈答品 

PR用品 

日本エ结 
株式会社 

本社高松市亀井町4の2 
電話高松!;5110,511丨番 

®9361番 
(高松玉藻C L阿河正夫） 

郡上八幡 

羽 島 

揖斐川 

名務原 

神 岡 

可 児 

美濃加茂 

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 

てタイブライター1台寄贈45,000円 

2) 歳末助けあい述動に協力保護家庭 
へ衣料，食料等寄贈 7打，000円 
3) 市内12保育園児童にクリスマスブ 
レゼン！* 54,000円 

大和村赉老院を慰問，肌着，蛊箝贈呈 
50,000円 

1) 生活保護家庭143世带に砂糖贈呈 
26,455円 

2) 市立獲老院へネグリジュ寄贈 
15,000円 

町内の保W園，费老院を慰問し菜子袋 
を贈呈 33,900円 

歳末助けあい巡勤に協力 21，000円 
困奶保護家庭児贲に肌舒贈158, 800円 

郡内幼椎阑，保行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) 火災予防迎勋のパレード我用とし 
て寄付 10,000円 
3) 拡声機1式？f祭署へ赉贈22,000円 

4) 宵少牢体竹振mのために市剣道迚 
盟に资付 20,000円 
5) 公立学校へ机113個寄贈84,750円 

6) 道路照明用水銀灯赉贈25,000円 
1) 生活保護家庭に砂糖奇8,810円 

2) 友惜年灯ハガキ眺入 3,000円 
1) 歳宋助けあい迷励に協力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，ガールスカウト宵成会へ 
キャンプ用天嵇2張附呈 42, 000円 

2) 赤坂町ポーイスカウトへキャンプ 

用天蘇•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) 牧野难園に男女ズボン，生地等寄 
m 41，940円 

5) 市内各母子桥に家庭用品，文房具 
等贈呈 15,700円 

歳末助けあい運励に協力 37,650円 
1) 歲末助けあい運励に協力5,000円 

2) 市内小学校へ傘100本寄贈 
44, 000円 

1) 歲末助けあい運動に協力41，664円 

2) 市内商令者に糖跟病の検査を施行 
30,984円 

1) 市内3特殊学級に教材用備品贈呈 
51，000円 

2) 市立赉老院恶風荘へデコレーショ 
ンケーキ贈呈 6, 000円 

1) 笤祭署へ「白パイ」1台昭呈 
210, 000円 

2) 市内孤児，楮薄児施設の児萤にク 
リスマスプレゼント贈呈 40,400円 

ff察署へ施設資金として贈呈50,000円 
1) 共同蘇金会へ寄付 5,000円 
2) 赉老院淸風阑と萃明園へ歳末慰問 
我として 10,000円 

三木，古江各小学校へ鼓笛隊助成金贈 
呈 20,000円 

1) 全！！統一逍路標識船呈56,200円 
2) 交通安全塔を設遛 115,600円 

四日市 

藤 枝 

御殿場 

浜 松 

伊 東 

磐 田 

湖 西 

静 岡 
2C合同 

沼 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•院を慰問しオーパー2着と苋 
子贈呈 20,000円 
2) 歲末助けあい迎励に協力30,216円 

3) オリンビック選手強化資金として 
33,000円 

歳末助けあい迎泐に協力 1〇, 000円 
秘:尚费老院と楮邠児収容のアルブス学 
園を慰問餅等贈呈 10,000円 
未亡人会へ贷付基金として30,000円 
茅野山m会へ救助用天嵇贈呈2〇, 000円 
日赤乳児院19名に胯引靴下,児童院46 

名にコーモリ傘胞呈 50,000円 
市内9保宵園へ贈呈 44,900円 

岡谷，下諏汸郵便局と诳話局へ感謝状 
と時計贈呈 15,000円 

1) 小児結核垛赉所へ近路改修诎助と 
して奇付 15,000円 
2) 職業補導センターに璀池時計2個 
贈呈 9,000円 
1) 生活保護家庭へ擗汕200本贈M 

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) 市内子供会へバッジ千個奇贈 
30, 000円 

2) 困窮家庭88世很に餅米贈呈 
50,000円 

3) 市内盲人に盲人杖57本寄贈 
30, 000円 

4) 会員持寄り衣料159点を市福祉?J1： 

務所に寄託 
1) NHK歳末助けあい迎励に協力 

13.000円 

2) 孤児院，母子癖，保宵院へ菜子寄 
贈 22,050円 

3) 老人ホームへさらし20反赉贈 
3,360円 

4) 市内子供会へ劇団たんぽぽ派逍 
10, 000円 

5) 県立盲学校へテーブ奇贈3,000円 

1) 市郊外に梅園造成贤川として 
30, 290円 

2) 歳末助けあい運動に協力5,000円 
1) 歲末助けあい運動に協力20,000円 
2) 骼田学圃へケーキ贈M 6,000円 
歲末助けあい迎勋に協力善意銀行へ讲 
託 42,000円 
市内12力所の福祉施設へ衣頟贈呈 

158,400円 

1) 歳末助けあい迎動に協力 
100, 000円 

2) 孤児院松風荘に寄贈 20,000円 

1) 歲末助けあい迚勋として身体降蛊 
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 10,000円 

1) オリンビック淼金に協力7,500円 
2) 市内病院へ古衣類贈呈80,000円 
3) 消防署，胬察署へ平末の慰問 

10, 000円 
4) ライオンズ乳児阐へオモチャ寄朐 

1，800円 
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1) 交通標識1基設立 
2) 結核獠赉所へ教材奇贈 
3) 肢体不自由児助けあい年•衣ハガキ 
販売益金奇付 2, 250円 
4) ポーイスカウトに国旗1組贈呈 

1) 室細海洋少年団に话则资金として 
贈呈 20,000円 

2) 鏵児収容施設言泉赍に卓球用異1 

式贈呈 20,000円 

3) NHK崴末助けあい巡励に協力 
56,400円 

敬老荘へステレオ1台夼贈15,000円 

歳末助けあい基金として 14,000円 

脔少年生话指哚標識入のポスター作成 
資金を帘教委へ赉贈 10,000円 
1) 生活保護家庭へ歳末ブレゼント贈 
呈 10,000円 

2) 歲末助けあい资金昭M 3,000円 
3;费老院へ新生1，000本贈呈 
4；火災見舞金贈M 2,000円 

1) 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 

帯 広歳末助けあい述勋に協力 10,000円 
帯広中央1)歲•末助けあい述勋に協力5,000円 

2)各撖费所の生活抉助を•受けている 
結核也菥200名にバター半ボンド宛贈 
呈 32,000円 

小 檐1)歳末助けあい述勋に協力10,000円 
2) そりヒり尨険防止の立札30本設既 

54,000円 
3) 救助用三角布200枚を赤十字奉仕 

団に贈呈 20,000円 
小樽中央1)成末助けあいJiL(勋に協力10,000円 

2) 市民会館迚設資金 3,000円 

3) 少年を守る会の鼓笛隊編成找とし 
て 10,000円 

小 檐1)図讲購入找として日赤兕童館へ赉 
みなと付 10,000円 

2)歳末助けあい迚勋に協力3,〇〇〇円 
音 更1)歳末助け合い連励に協力2,300円 

2) 町内子供会にクリスマスブレゼン 
卜 5,500円 

3) 音更赉老院を慰問 3,500円 

留 萠〇衍肋萵校定時制に焚学金2,000円 
2)図M館に蛍光灯6台夼贈12,000円 

5) 3施設へケーキ寄贈 5,625円 

清水羽衣1)消防署，答祭署へ年末慰問 
10,000円 

2) 4施設へケーキ玩具寄贈20,000円旭川大雪 

下田歳末助けあい迎勋に協力 10,000円 
天 竜歲末助けあい巡励として母子家庭，国 

立撖猓所，保育所，努祭署，市清掃職 
貝など慰問 59,305円 

芦原歲末助:ナあい邇勋に協力 4,000円 
福 井1)歳末助けあい巡励に協力4,250円芦 別 

2)防犯思想の普及に協力 6,500円 
福井中央歲末助けあい迎勋に協力 18,200円 
鲭 江借陰小学校へテレビ1台贈呈60,000円 
敦贺1)市内3施設へ鏡，石油ストーブそ厚 岸 

の他贈呈 30,000円美 唄 
2)歲末助けあい迎励に協力4,000円伊 連 

力卩 賀加贺，江沼中学校英語暗誦大会後援 
5,000円 

金 沢1)歳末助けあい述勋同情セール掘出江 別 
市に協力 224,790円江 差 
2)オリンビック簕金に協力9,500円 

金沢東1)市内の辺地小学校へパドミントン深 川 
贈呈 27,000円 
2) 市内の3母子费へ時,计，机，.下着 
贈呈 30,000円 
3) W年の家へ圯燈1基贈呈15,000円 
4) 市内〇— タリーに？故防止広報三富良野 

角塔10本設骰 60,000円 
小 松1)费老施設，孤児施設慰問10,000円函 館 

2)精卿•児施設和光学園へテープレコ3C合同 
ーダー1台奇贈 20,000円本 別 

能 美都内小中学校へ防犯水銀灯10基寄贈 
伏 木1) 4校の準援護児蛮にクリスマスブ今 金 

レゼント贈呈 16, 200円 
2)歳末助けあい迚泐に協力29,400円 

氷 見生活保護老人家庭へ木炭各1依贈呈 岩見沢 
31，350円岩 内 

黒 部〇国道と宇奈月，三日市線逍路に水北 見 
銀灯付道路標識設E 220,000円俱知安 
2)歳末助けあい迎勋に協力，市，入釧 路 
莕町，宇奈月町に赉贈 65,000円 

滑 川県立盲学校へ備品赀として10,000円 
富 山1) 3老人ホームと2孤児施設へテー 

ブレコーダー，布団，アコーデオン等 

赉贈 160,000円 
2) 年末児萤大会に協ff' 5,000円 
3) 施,没収容児宽に菜子赉ilfll5,000円 

高 岡市内21小学校の準极護児逆366名に7 

リスマスプレゼント贈呈 73, 200円 

6) 国旗掲拗巡勋推進カード1〇, 000円 
7) 免囚保護者救済金として10,000円 
8) 母子家庭カルタ会:ft品代5,000円 

1) 市内保宵所20力所へ特別製-T•洗台 
20個，洗面器40侗贈呈 19,000円 

2) 市内啓明小学校，北m中学校の合 
唱部，常盤，明觅各中学校吹奏部へ贈 
呈 20,000円 

3) 優良子供会へ基金として10,000円 
1) オリンビック蘇金に協力8,000円 
2) 歳末助けあい巡励として福祉琳務 
局に胳呈 21，600円 
3) 駅待合室に柱時;汁寄贈 7,000円 
社会福祉帘業資金として 5,000円 
歲末助けあい迎動に協力 10,000円 
1) 歳末助けあい基金として10,000円 
2) 交;m审故防止のスライドを市内映 
1荆館で上映 2,000円 
歳末助けあい蘇金として寄贈10,000円 
1) 山津波の被窖者に見舞金4,200円 

2) 歲•末助けあい迎励に協力5,900円 

1) 深川小学校に楽器購入資金として 
12,400円 

2) 深川小学校合唱クラブに述営資金 
として 3,000円 
3) 歳末助けあい迎勋に寄付5,000円 

台風被災の町内の生活困肋家庭に正月 
用品，モチ，砂糖等を配布14,335円 

市内児萤施,没及び赉老院へ歲末の贈物 
を肭呈 60,000円 

歳末助けあい迚勋の一助として保護世 
带に餅，衣類を配布 20,000円 
1) 幼稚園及び保宵所にクリスマスブ 
レゼント 10,000円 
2) 啟末助けあい基金として5,400円 

歲末助けあい基金として 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 
歳末助けあい迎励資金として10,000円 

1) 図谱館へ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贺ハガキ 
販売益金寄付 600円 

<E 3地区> 

旭川1)俊良符官5名を招待し記念品（時 
計）を贈呈 14,000円 

2) 骱和園，慈忠院の老人を映_に招 
待 37,600円 

3) 崴术助けあい迎勋に協力10,000円 

4) 市厚生糾人会基金 10,000円 
旭川中央1)旭川乳児院へオルガン1台贈呈 

22,500円 

2) 崴末助けあい迎!助に協力10,000円 
3) 職龙訓練所奨学資金 36,000円 
4) 生活保護提期入院忠者にタオル较 
卷奇貽 42,700円 
5) 児蜇相談所へ衣找類f10,000円1" 
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3) 留肋萵校にアイランブ寄艏 
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 
問 53,425円 

札f $声粘邠施，没札幌台.成阑へ乎#式印刷機1 
アぐ/5彡 aCHW.l 135,000円 
ラ合同 
札 幌生活保護ほ子家庭に贈呈 50,000円 
札幌中央1)友情ハガキ200組購入 2,000円 

2) 市内無度地区に特製救急箱を奇贈 
50,000円 

3) 市内10施設へ餅米，砂糖を寄贈 
79,830円 

4) 北海タイムス主催のチャリティシ 
ョーを後援 150,000円 

札 幌1)防犯灯，没iK我奇付 100,000円 
エルム2)南ぬ•校，旭ケ丘商校とボーイスカ 

ウトへ赉胞 60,000円 
士 別新UH配迷少年へ手袋贈呈 10,500円 

静 内1)各小学校低学年贫闲児Mに上靴を 
贈呈 18,635円 
2) 特殊学級に楽器1揃资贈18,960円 
3) 成末助けあい述勋に協力10,000円 

白 糠歳末助けあい迎勋に協力 10,000円 
砂 川1)困窮児窀にゴム民靴，上靴を贈呈 

15, 000円 
2)崴末助けあい巡泐に協力30,000円 

上砂川歲末助けあい巡®！に協力 20,000円 
滝 川1)歲末助けあい迎勋に協力10,000円 

2)取内M町大火見舞金 5,000円 
十勝池田生活保；111!:彳I?の子供にクリスマスケー 

キを贈适 18,000円 
苫小牧崴末助けあい迎勋に協力 30,000円 
洞 爺1)成末助けあい述泐に協力20,000円 

2)特殊学級新設褪金として10, 000円 
歌志内1)歲末助けあい迎励に協力20,900円 

2) II女体不自由児療W施設にクリスマ 
スプレゼント 1，700円 

稚 内1)辺地抆に理科教材奇肋53,900円 
2)歳末助けあい述!助に協力20,000円 

八 雲贫困家庭にお餅代を贈呈 15,000円 
夕 張1)市内開拓部落の児贲11名を修学旅 

行に招待 33,060円 
2) 糸I:览山赉老院へ餅5,0001ij 
3) 特殊卞級児欲のクリスマス大会に 
お槊J••をプレゼント 10,800|リ 

<W1地区〉 

明 石社会福祉法人明老阑を第子をもって慰 
問 8,000円 

尼 崎1)餅1石（22箱）を1|f福祉小務所を 

通じて贫闲家庭へ奇贈 30, 000円 
2)老人晦没長安舒にネル较巻75枚寄 
贈 36,000円 

尼崎北年末愛の巡勋吹赛楽コンサート入場券 
代 20,000円 

芦 屋i|/内6小学校の|ルi親とは親のないイ•供 
105名にXマスプレゼント贈呈 

17, 550|'J 
姫 路1)W•肢体+141由児協会の叶:水たすけ 
3C合同あい絵はがきに協力 22, 800PJ 

2)カトリック協会主催のクリスマス 

笑-術展に協力 13,250円 

姫 路ライオネス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 

姫路白鷺1)市医師会の無料巡回診療に協力 
10, 000円 

2) オリンビック鉍金に協力7,000円 

3) 阽西幡福祉帘務所の正月里子をm 

親のもとへ送る1後极 48, 000円 
4) 市立越南，城北，野里，丁•柄各小 

学校へ交;i楞識，信号灯設irm奇付 
40, 000円 

伊 丹1)蔬菜花弁品評会にクラブ会设ff贈 
呈 8,000円 
2) 歲末助けあい迚励に協力15,000円 

3) オリンビック茲金協力10,000円 

伊丹有岡1)松風撊老人ホームへ医薬代 
7,400円 

2) 県立若苋学阑へ下沿，学川品寄贈 
12, 000円 

3) 母子從へ学用品贈M 5,000円 
4) 歲末助けあい迎泐に協力8,600円 
5) オリンピック蘇金協力 7, 800円 

加古川1)市符，交通安仝協会へ安全德識2 

基寄贈 130. 000円 

2)成末助けあい迚勋に協力，立正学 
園，同仁学園，三木敬老院へ靴下，ブ 
ドー酒など寄船 47,490円 

川 西1)僻地の派出所に白パイ3台夼贈 
209,400円 

2) 市内18力所に防犯灯設SR79,901円 

3) 市内の保符所，赉老院にクリスマ 
スプレゼント寄贈 29,400円 

神戸東•市立苜学校へ教忾設ttli資金として夼付 
六甲合同 50,000円 

神戸西歳末助けあい巡励としてm内保護施設 
に必耑品奇贈 100,000円 

神戸三宮1)歲末助けあい;iL(励に協力6,300円 

2)阪神国道市m終点附近に安全標識 
と水銀照明灯，没肫 105,000PJ 

三 木孤児施,没初隣学舎のクリスマスパーテ 

ィ後极 
西 宮市立赉護学校へ手指迎勋器，マグネッ 

トポール，立上り汕助器，苽子，文房 
具など寄贈 40,000円 

西宮中央1)山'vz/m•中议ブラスパンドに指 
1 mWi 19,000n 

2) ポ保健所の結核r•防に協力 
20,0001 ■] 

3) 四宵M生沾院の結核也者を魁める 
ため30号絵|仲1而夼贈 34, 200円 
4) •内ポーイスカウト105名の無料 

健谈診断灾施 35,750円 
小 野1)小野小学校特殊学級へステレオ1 

台奇贈 30,000円 

、2)交通安全協会へ交M檔識1丛夼贈 
15, 000円 

洲 本1)珠灯競技大会にカップ奇肮 
3, 000HJ 

2) 愛の持参迚#として 30,000円 
3) ボーイスカウトへ阳旗抝拗合夼贈 

10, 000円 
4) オリンビック眾令に協力10, 400円 

宝 塚1) 3灯3名，消防士 2名衣彩，毛布 
贈呈 25,000円 

2)市立赉老院福海•荘へ毛布50枚贈呈 
5, 0000円 

高 砂1)市朁全員に白金ヵイロ，ベンジン 
贈呈 16,000円 
2)市消防阴に沿酒贈呈 10,500円 

竜 野1)オリンビック鉍金協力 2,300円 
2)歲末助けあい述励に協力5,000円 

京 都1)アジア学生会说派逝代表の旅戕と 
して 5,000円 

2)赉護施設和光沒に子供用椅子赉胞 
9, 250円 

京都葵1)オリンビック選手強化茲金協力 
7, 500円 

2)交通安全教科ヵラースライド奇贈 
120,000円 

京都平安1)チャリティショーに楮溥児施設若 
草学圃児53名招待 31，800円 
2)肢体不自由児協会へ奇付5,000円 

京都桃山1)B B S主催クリスマス行？体へ寄付 
5,000円 

2) 老人ホーム同和園へクリスマスプ 

レゼント 10,000円 

3) 火の用心ラペル作成配布28,000円 

京都西1)府赞本部へ交通愤報屯赉贈 
450,000円 

2) 市へ赉老施設拡充資金450,000円 

3) ボーイスカウト，ガールスカウト 

へ赉付 10,000円 

京都洛陽1)市内10児蛍公阆に鉄製掲示板寄贈 
50, 000円 

2) 咐内20特別学級に教宵用*5E;话機寄 
m 30,000円 

3) 恐まれない子供達へのブレゼント 
として京都斩問社に寄託 23, 600円 

奈良県内W;内赉護，救護，福祉閲係施設22力所 
4C合同収容者1，495名を分担慰問，防寒靴下， 

足袋など寄贈 183,727円 
奈 良功労‘H：爻赏の?5f官4名の夫人に毛布哿 

m 9,200円 
布 施市内4福祉施,没に肌於，パン，微，石 

油ストーブなど寄跗 114,470円 

枚 方1)权M川市行へ交通安全教商川映I面 
喑沾夼贈 40,000円 

2)'保老院菊花赍へ会寅持寄りの中古 
衣M58aV/部附 80,000円 

枚 岡1)姬资施没'I:.駒.？闷のクリスマス子 
供公货川助成企 20,000円 
2)山•内被保,淡名• 236名に:£布*部赠 

139, 580円 

茨 木1)唆徳寺赉隣館慰問，衣料，備品， 
雑誌，靴，下駄等奇贈 
2)市内新間配達少年慰問激励会開催 
迚勋靴祈附 13,020円 

池 田市内拨護家庭の小学生84名に純毛セー 
ター寄贈 50,000円 

泉大津1)オリンビック蘇金に協力12,800円 

2) 鼓笛パンド編成資金 50,000円 
3) 交;!A信号灯,没阢资金 50, 000円 

泉佐野1)5,000円 
2) オリンビック錄金協力14, 000円 
3) JC5周年誌発行に協锊5,000円 

4) 商工会議所会報に協竹 5, 000円 
5) 嵌•末助けあい述⑽協力20,000円 

河 内市内2孤児院へパドミントン，ド•メジ 
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岸和田 

箕 面 

守 口 

大阪市内 
全クラブ 
合同 

大阪中部 

大阪堂島 

大阪東 

大阪北 

大阪北浜 
船 場 

大阪旭東 
大阪南 

大阪港 

大阪都島 
大阪西 

大阪住吉 
大阪大正 
大阪天満 

大阪梅田 

大阪淀川 
堺 

四条畷 

ポール，菜子，文具セット，トランプ， 
カルタ，双六その他寄贈 62,500円 
1) /癸和田学園児160名にシャツ，菜 
子寄贈 40, 240円 
2) 南瓶本線和泉大宵駅一国道26り•線 
問に歩道明示用安全柵設跋57,600円 

1) 市民展に梢，‘0[品贈S12,000円 
2) 楮邠兄施設慈光学№1と呀子がを怼 
問，菜子奇贈 24,600円 
1)市茂少年センターへグランドビア 

ノ寄贈 

高 槻歳末助けあい迎勋に協力，分陣者に寄 
付 30,000円 

豊 中 「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 
豊中中央0市内4保符所にクリスマス用策子 

奇贈 18,750円 
2)市立児萤館に図谌眺入戏5,000円 

八 尾1)市内繁華街に交通信兮機設胜 
463,600円 

J Cと合同市内3母子疥を慰問， 

和歌山葵 

2) 
本，述则Ji，レ• ド等寄贈25,000円 

20,000円 
2) 六显從へ坭気オルガン1台，レコ 

ード11枚奇赠 43,000円 
3) 救護所へ•事務服，作業服，見舞金 
贈呈 49,150円 

4) 仏教赉老院へパイブ椅子30脚夼贈 
37,500円 

1) 市内施設児童慰問，お菜子など寄 
贈 17,678円 

2) 市内の^消防士の迫族を招待 
慰安 63,500円 

2)帘役所墦上に「愛の鈍」没阢 彦 根 1) 丧老院へ座布団30枚贈呈10,000円 和歌山東 母子察など市内7施設にヶ_ ーキ夼贈 
250, 000円 2) 肢体不自由児愛護述勋協力 27,000円 

3)火災防止ポスター 3千枚印刷，市 1，000円 和歌山西 1) T|J•内赉老施,没にテレビ1台都赠 

消防冴へ寄贈 50, 000円 3) 年末交通安全従小者へ感謝贈物寄 50,000円 

朝日新間大阪厚生文化小業団と協锊チ 贈 20, 000円 2) 市内施設児に菜子贈呈 6, 500円 

ャリティショウ開催， 益金と同市龙団 4) オリンビック象:金に協力10,000円 
くW 2地区〉 

に奇託 1，000,000円 草 津 児帝福扯施設湘南赍クリス Lマスパーテ 
1)オリンビック蘇金に協力8,000円 ィ後援 15,000円 府 中 1) 保護世俄へ餅配布 25, 000円 
2)西区170保護世很 へタオル夼贈 長 浜 歳末助けあい述勋に協力， 市福祉啪務 2) 赉老院へみそ70 kg贈呈7, 000円 

25, 500円 所に寄託 18,000円 3) 愛の迫路檔識让設 200,000円 
西•日本へレンヶラー財R1平和帘の百児 近江八幡 1) ポーイスカウト秋季大会後援 福 山 教会を通じ貧困家庭に奇付 5,000円 

资•に学生服40沿寄贈 62, 700円 10,000円 福山葦陽 1) ゼノ少年牧坳へステレオifflW 

1) 手足の不向卩ilな子供をffてる迎泐 
年贺絵はがき頒布迎励に協力1〇, 000円 
2) 市内母子從の年忘n大会後援 

50,000円 

歳末助けあい運動に協力，海日新間社 
に寄託 100,000円 

1) 市立大会仏弥母子饬へ泐カミシン 
1台奇贈 96,750円 
2) 市立城北母子资へオルガン1台赉 
贈 34,250円 

3) 日本都市炎推進；!1^1へ彫刻くず入 
れ3站奇赠 75,000円 
守口市铿里学闽へ設備赀寄贈50,000円 

1) スラム街児帝:6〇〇名を招待クリス 
マスパーティM 90,000円 

2) 孤児院四恩ネ刚へ肌沿赉贈 
60, 000円 

1) 桃花孢姑•溥児慰問,策子奇贈 
12, 500円 

2) 港区内困窮250世带に炊艰釜贈呈 
100, 000円 

3) 三条通派出所に防犯灯設戕我奇贈 
50, 000円 

4) オリンビック茲金に協力5,000円 
要保護家庭に歲木见舞金夼贈39,000円 

中央児贲相談所へ会W持奇りの古志•古 
雑誌など51祯791点赉贈 
区内5保宵所に赉付 25, 000円 
区内贫困家庭270世报に餅夼贈 

点滅3報灯,没阢戕を天滿，祭署へ奇胞 
50, 000円 

1) 済爽小学校ヘメトn ノーム，木琴 

寄贈 29,800円 

2) 北天满小学校ヘアコーデ^■ン，ケ 
—ス，マリンパ奇贈 35,900円 

3) 博愛社へ図;がif贈 50,000円 

贫困家庭の子供にケーキ寄艄4、500円 
会M持寄の；V:生物資32点を福祉.務所 

へ贈呈 
援護家庭118世帶にお年玉贈呈 

95, 000円 

大 津 

有 田 

海 

串 

新 

白 

和歌山 
4C合同 

和歌山 

2)親のない子の災いにクリスマスブ 

レゼントとして 10,000円 

1) 乳，幼児院の保母さん慰問，毛布， 
ソックス，菜子など贈呈 50,000円 
2) 年末赞戒の赞官に慰問品5,000円 
3) 獎学金9名分贈呈 45,000円 

1) 赉老院裼浅從慰問，菜子など寄贈 
健氓相談実施 20,000円 
2) •本部音•楽隊結成資金5,000円 

粘溥児施設紀の川资と萵野口町，かつ 
らぎ町，九度山町,高野町，花阅村の 
援護家庭に歲末助けあい資金贈呈 

71，500円 

南日方公別へ子供べンチ2脚奇贈 
10, 000円 

本町内保護家庭200世带へ砂惦贈呈 
36,000円 

宮崴末助けあい迩勋に協力市职生課へ寄 
託 10,000円 

浜紀南盲人協会へライト付白杖28本奇贈 
30, 000円 

和歌山放送歳末助けあい迎勋に協力寄 
付 20,000円 

1)愛徳整肢阅ヘシーソー1基夼贈 

32,500円 

2) 教会を;也じ貧困老に赉付5,000円 
3) 母子赉へ洗濯機3台とお菜子夼贈 

48,800円 

4) 旭小学校鼓笛隊他7闭体昔栾部に 
楽器奇贈 80,000円 
5) 市内各小学校へ安全旗1，091本赉 
贈 60,000円 
6) 市立牕取中学校へ学资40,000円 

1) 学生赤十字主催の施設児•泣クリス 
マス会後拔 8,000円 
2) 合同バザー収益金により市内11の 

児帝:，老人施設にテレビ，洗溜機，毛 
布等贈M 138,940円 
1) オリンビック取•金に協力9,100円 
2) Famagusta LCに絹製®掛资贈 

2, 200円 

広島平和新生学_へ宵•栾教宵用ピアノ贈M 

160,000円 

ボーイスカウトへ援助金 20,635円 

1) 老人ホーム再生削と救護院慰問菜 
子寄贈 15,300円 

2) 国立顷療赉所，W•立地御前病院の 

結核療赉児慰問，学用品等奇贈 

fc合蠢 

広 島 

広島鲤城 
広島佐伯 

旅館 

政府登録国際観光旅館 
HOTEL ITAYA 

^ 4> 7^ 
広島市下柳町電話(2)2391〜3 
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18,600円 

因 島1)土生，田熊小学校，三庄中学校， 
田熊保育所，準看護婦费成所，湊学窈 
に長椅子計95脚奇贈 47,500円 
2う土生小学校特殊学級へ図茁赀寄贈 

15, 000円 
3)歳末助けあい蘇金に協力5,000円 

可 部1)縁ケ丘赉老院，慈光園で餅つき奉 
仕，会員医師による健版診断突施 

10, 200円 

2)祗阑町キリスト教幼稚阑に菜子寄 

附，交通安全指缚 
加 計1)町内国道にカーブミラー2基設E 

63,910円 

2) 保護家庭11世带に餅代贈呈 
19, 750円 

3) NHK歳末助けあい迎勋に協力 
2, 700円 

4) オリンビック棼金に協力4,200円 
呉2 C1)会员持寄りの衣料品200点を市社 

会 ^会福祉事務所を通じ貧困家庭に贈呈 
100,000円 

2) 吉浦拘跋所に鳥小屋寄贈56,400円 
3) 音戸大橋にツツジ300本寄贈 

35, 000円 

松 永1)市立図苗館へ図咨寄贈1，000円 
2) ボーイスカウト援助赀 3,000円 

3) ’ 朿村町興煺研究会援助我10,000円 
4) ゼノ少牢牧場へブランコ1式诉贈 

20, 000円 

三 原愛の道路入口に交通安全アーチ建設 
150,000円 

宮島口廿日市町掛立特殊学級へテレビ1台寄 
肋 32,300円 

能美島歲末助けあい迎励に協力 3,000円 
尾 道1)身隙者福址協会へ盲人用夜光白杖 

30本贈M 13,500円 

2〇滕井川母子赉へピンポン台及び用 
具1式贈呈 11，150円 
3) 南A定時制3名に赞学金3,000円 
4) 歳末助けあい巡励に協力54,000円 

庄 原1)三次，府中，大竹の老人ホーム慰 
問 9,000円 

2) 保餿灰庭の年未拨助资金を市社会 
福祉啉務所に寄託 20,000円 
3) 年末努戒の寶宵4*1名に防寒靴下夼 
m 6,765円 
4) 市体亩協会へ会旗寄附 3,000円 

5) 市保健衛生課へネズミ駆除報tr我 
寄贈 4,000円 

6) 粘沔児施,没さくら学園にケーキ等 
贈呈 6,750円 

竹 原川内及び安芸渖の小学校の贺準要保護 
児-逆にケーキ406個贈呈 32,480円 

吉 田1)吉田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 

備前1)備前LC善总銀行設立我54,760円 
2) 费老•院へ餅贈呈 5,000円 
3) 町内保護家庭児51名に遝動靴贈呈 

16,550円 
4) 町内保育園，幼椎園児864名にケ 

•■キ贈呈 30,600円 

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 

日 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 

笠 岡1)県身陣者体冇大会後援1，650円 
2) 歳末助けあい運勋に協力5,000円 
3) 古城山ライオンズ森の手入れ 

3,000円 

児 島1)由加学園姑•薄児に学用品贈呈 
24, 000円 

2)市内特殊学級育成の会に菜子贈呈 
10,400円 

金 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帘 3,300円 
3) 金光少年合唱団育成資金4,910円 

倉 敷萊老院へ古本，菜子寄贈 5,000円 
倉敷水島1)水岛小学校前に交通信号機設既補 

助金 73,000円 

2) 市福祉琪務所へ火災見舞金 
10,000円 

3) 水岛餐察署へ靑少年健全育成指導 
行市赏品代 2,000円 

三 石幼稚園にお菜子等，保育園に紙芝居等 
贈呈 15,950円 

新 見郡市内の保護家庭に会員持寄りの中古 
衣類113点寄贈 

岡山4C市内の6乳幼児院にガスストーブ1台， 
合 问石油ストーブ4台，肌造62珩贈呈 

53,370円 

岡山東•哄立®啞学校へ硬質ガラス镋奇胞 
後楽合同 50,000円 

岡山東1)宵年赤十字団へ日本地図，ヤスリ， 

轶筇，洋半紙など寄贈 10,010円 
2)平井友楽園，順正蓣へ雑誌，単行 
本寄胞 10,260円 

岡山後楽1)国道へ交通安全水銀灯1基設蹬 
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 

岡山烏城みどりのおばさん30名に晴雨骓用防寒 
靴贈呈 61，200円 

西大寺1)水銀灯圯灯料負担 2,584円 
2)貧困家庭の通学児萤に述泐靴(256 

足）贈呈 43,745円 
総 社1)オリンビック慕金に協力1，900円 

2) 駅前花埴建設資金 10,000円 
3) 公民館造園資金 20,000円 

高 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#老院，みのり園に年末慰問 
品贈呈 10,000円 

玉 野1)交通整理宣伝赀 3,000円 
2) 水銀灯維持我 2,000円 
3) 母子癖，费老園，ベ，ドスクール 

慰問 8,5001円 

玉 島1)県身障者体育大会協赞1，650円 
2) 中央児童遊園地整備我 5,000円 
3) 県立玉島察，玉島学園，蓰老院長 
楽荘へ餅，みかんを寄贈 13,035円 

津 山1)美化文化会館基金 1，000円 
2)ひかり学囤に妷製ブランコ等寄贈 

7,000円 

3) 市内7施設にXマスプレゼント 
14,000円 

4) 岡山雔啞学校に寄付 5,000円 

和 気1)猓老院慰問，岡山国体映画上映， 
苋子贈呈 8,300円 
2)町内保護家庭47世带に豆炭贈呈 

7, 500円 

出 雲緑ヶ丘赉老院90名に慰問袋贈呈，30名 

を知名人余芸大会に招待 1〇, 000円 
浜 田1)市内5力所に安全のくず籠設既 

10,000円 
2)市内母子家庭の子17 0人をXマス 

子供会に招待，梁子等贈呈12,000円 
江 津1)済生会入院児へ菜子贈呈2,000円 

2)県立整肢学園にアコーデオン贈呈 
13, 000円 

益 田1)辺地抆6校へライオン文诹（本と 
ケース）贈呈 24,000円 
2) 商工会談所へストーブ2基寄贈 

15,000円 

3) 市内母子蓣，赉老院慰問，ヶーキ, 

采物寄贈 7,500円 

松 江市善愆銀行へ預託 10,000円 
安 来费譏施設安来学園慰問，ヶーキ，学用 

品，菜子等寄贈 10, 300円 

倉 吉1)伊木踏切へ交通安全棵識設H 
7,000円 

2)因伯子供学園，赉老院へ現金と衣 
類205点寄贈 10,000円 

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

鳥 取敬生费，子供学園に衣類赉贈37,000円 
鳥取中央1)子供学園に石油ストーブ2基寄贈 

10, 000円 
2)敬生挢にサ〇ンパス46個寄附，医 

療診断実施 5,000円 
米 子1)チャリティ•セール益金と衣頌数 

十点を市内の火災見舞として哿贈 
20,000円 

2)保■観察協会へ寄付 10,000円 
防 府1)市少年消防クラブにクラブ旗2施 

奇贈 10,000円 
2)崴末助けあい迎勋に協力10,000円 

岩 国1)战柒祭品評会俊秀者に記念品贈呈 
10,620円 

2) 不用の衣類他320点を福祉：^務所 
へ寄託 65,000円 
3) オリンビック淼金に協力6, 500円 

4) 岡山県身陣者体育大会協赞 
2,310円 

岩国錦1)オリンビック棼金に協力5,000円 
2) 母子窃で餅つき奉仕 30,000円 
3) 蓰老院にみかん等哿贈20,000円 

下 松不用品回収市福祉協議会へ寄託 
32, 001円 

美 禰费老院慰問，雑誌など寄贈 
小野田1)母子窃へ鉛筇，菜子寄贈3,500円 

2)歳末助けあい迎泐に協力，市福祉 
協議会へ奇託 10,000円 

山 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 

I 
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下 関1) 38年-国体下関会場前に造阑植樹， 
市緑化協会に寄贈 200,000円 

下関東 

徳 山 

宇部2C 
合 同 

宇 部 

今 治 
伊予三島 
松 山 
2C合同 

2)中部少牢学院に日本宽謡染レコー 
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，文化洋放女学院社会 
奉仕部に各助成金贈M 76,000円 
2) 日米親港街頭演#会後援38,000円 
3) 巾•民映レコードコンサート開催 

5,000円 

4) 小月公民館に暖房施設寄贈 
26,000円 

5) 小月小学校，束部中学校鼓笛隊に 
桨器赉赠 30,000円 

1) 戦死者逍族未成年者に奇付 
15,000円 

2) 岡山煨身陣者体宵大会後极 
1，140円 

1) 保護司会出版文災「若さ」後拔 
6,000円 

2) 崴末助けあい運励に協力23,200円 

1) 幼椎闹，保宵園児の母親を対象に 
教宵諧演のつどい開催 18,110円 
2) オリンビック錄金に協力13, 200円 

友情年贺ハガキに協力 2,000円 
愛媛まごころ銀行へ預金 20, 000円 

1)贫困家庭学帝:に黄色い帽子贈呈 
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 条神邦小学校へオルガン寄贈40,000円 
宇 和1)银啞児贲施;没松槊_に柱時計3侗， 

菜子等寄胞 15,000円 
2) 土居養老院に贈呈 5,000円 
3) 歳末助けあい迎泐に協力，社会福 
祉協诫会に寄託 10,000円 

宇和島1)市内生.活保護者1，100名を映她に 
招待 40,000円 

'2)みどり费，南予児逆相談所孤児院 
へ靴下，下瘠，学用品等寄贈8,000円 
3)交通事故0の日街頭指禅 

八幡浜1)市内贫困家庭1〇〇世带に正月用品， 
学用品等寄贈 100,000円 
2)交通案内標識11基を県土木艰務所 
を通して市内要所に設戕 40,000円 

観音寺市内中高校，市立図迸館へライオン誌 
1年問寄贈（高校へは英文誌） 

10,000円 

丸 电 赉老院，迅山学園（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) 坂出费老院67名に防寒衣料150点 

高 松 

高松栗林 
•玉藻合 
同 

高松玉藻 

善通寺 

哿贈 20,000円 

4)清水学園で餅つき慰問，菜子等寄 
贈 12,660円 

5) 年末胬戒荈官慰問，ミ ルク，パン, 

タバコ等寄贈 12,700円 

1) ライ瘠赉所大岛脔松阅へちり紙贈 

呈 20,000円 

2) 松交嵆楽団へフレンチホルン， 

コントラパス贈呈，定期演赛会に譜岐， 
光学園児50名招待お土渔贈呈 

108, 500円 

3) 会M持寄りの衣料，本，日用品等 
180点を讚岐学園，神愛館へ寄贈 

50,000円 

4) ライオンズ獎学金4名分6,000円 

5) 攒岐学園へ援助金 1，500円 
1) 盲人点訳会へ点字板5組哿贈 

5, 000円 

2) 讚岐学闽に玩具，衣類等寄附 
20,000円 

3) ，进岐费老院へ衣類，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) ライオンズ獎学金4名分6,000円 

2) 北策•察年末努戒巡勋参加15,000円 

年末特別繁戒中の赞察署に消酒10本寄 
贈 4,450円 

あなたにおいしさと幸せを貝曽る 
東京京都大阪 

カスチ-5 
于3コし_h誌合 せ 

洋菓子 

ftサキ令 
チョコレートは全国有名デパート、小売店に有ります 

東京堪応大前二田店(452)2376〜8 

有楽フードセンター店（561)1939 

俘勢丹しにせ街、西武、束武 
大丸、丸物、松坂屋、大井阪急 
日本橋高島屋、横浜高島屋 
川崎小美屋各デハ•ート出張店 

京都河原町四条本店(2幻6砰1〜2 
四条大宮店(84)8801 

京都駅店(37)7758 
朝日ビル店(22)9757 

京阪三条店、大丸、丸物 
髙島屋各デパート出張店_ 

大阪大阪駅焊門大店富屋内、天王寺駅庙 
阪急、阪神、大九各デパート出張店 

ネし幌丸并今井本店、五#館各デハ•ート出張店 

九州SIS _店 
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熊 本 C 宮崎 C 沖 縄 c 

高知3C パザー益金で市内各施設に各希望の品 m 10,000円 宮 崎 1) 日向学院他4抆育央資金5,000円 
合 同 物奇贈 240,000円 戸 畑 歳末助けあい遝泐に協力 10,000円 2) オリンビック蘇金に協力8,900円 
高知•膺 善.位銀行発会を記念して預託 筑 紫 1)社会福祉事菜資金として40,000円 B 南 市内4小中学校の特殊学級児帝51名を 
城合同 4,000円 2)新W]配達少年激励のX- ?スパーテ 空港，靑岛等見学に招待 17,700円 
高 知 1)赉老院玉岛園に眼銳寄贈 ィ後援 10,000円 延 岡 1) 雔学抆寄宿舎にミシン寄贈 

2)高校生3名に奨学金贈呈3,000円 浮 羽 猫老院慰問，贈呈 9,000円 2) 肢体不自由児施設にケーキ寄贈 
高知鹰城 婦人少年室，少年補導センタ ー^^寄贈 若 松 1)福祉施設に若戸博入場券61枚贈呈 3) 歲末助けあい迎励に協力 

2,000円 10,980円 合計20,000円 
高知黒潮 1)定時制高校生3名に贈呈3,000円 2)子供会ソフトボール大会に楯奇贈 西 都 1) 蓰老院へ毎週アサヒグラフ寄贈 

2)南海学園，香我美野学園，博愛園， 3,000円 2) 妻北，妻南小学校に交通安全小旗 
子供の家，撫子察にピンポン台，ケー 3) 歳末助けあい巡励索人演芸会後援 各100枚寄贈 14,000円 
キ，玩具など赉贈 80,000円 10,000円 高 千穂 1)田原敬老園に采物贈呈 2.500円 

徳島3C 歳末助けあいライオンズ劇及びパザー 4) 靑少年剣道大会後接 2,000円 2)児遊会研究会参加赏贈呈 800円 
问 開催，益金で市内小中学校，福祉施設 山 田 1) 市内10力所に防犯灯設詆25,000円 別 府 歳末助けあい運動に協力， 市内嫂護施 

に教材，オルガン，図:;if贈呈 2) 保育協へ絵本300冊贈呈16,000円 設に寄贈 37.400円 
149,600円 3) 消防団へ夜赘慰問品贈呈4,000円 豊後高田 费老院にケーキ2個赉贈 2,000円 

徳島眉山 身体不自由児施設ひのみね学園に紙芝 八 女 1) 防犯蛍光灯3基市に寄贈20,000円 日 田 オリンビック黎金に協力 9,800円 
居，お菜子资贈 20,000円 2) 市社会館にミカン1箱寄贈 杵 築 歲末助けあい迎则に協力， 社会福祉ポ 

3,000円 務所，子供会へ哿附 12,000円 

く W 3地区〉 柳 川 柳川，瀬商赉老院と白梅学園へ会貝持 九 重 施設老人に衣料品哿贈 10,000円 
寄りの衣料食料品贈呈 14,000円 中 津 市内全施設の450名に餅寄贈10,000円 

豊 前 市内3駅の贷傘60本補充 9,000円 八 幡 八幡，思崎駅へちり箱各2個奇贈 大分2C 歳末助けあい述励に協力, 大分合同新 
福 岡 俳優チャールトン•へストンを迎えて 24,000円 ム 同 間社に寄託 30,000円 

映_ダイヤモンドヘッドの慈善試写会 行 橋 郡市小中学校の両親のない生徒242名 大 分 高校生に奨学金贈呈 3,000円 
開催，益金で赉護施設松風園にライオ にケ ーキ，ノート，鉛筆，タオル等贈 佐 伯 1)歳末助けあい運動に協力6,000円 
ンズ文庫寄贈 250,000円 呈 82,280円 2)蓰老院へお菜子，小逍い贈呈 

玄 洋 费老院縁風園，偕同園に贈呈10,000円 鹿 児 島 県社会福祉協議会の善总銀行へ哿付 11，900円 
飯 塚 中小鉱閉山による鉱員，貧困家庭の子 2C合同 11，700円 3)駅前公衆便所補修 10,000円 

供55人にセーター寄贈 30,000円 鹿 児 島 1) 市社会福祉協議会へ歳末助けあい 鶴 崎 歲末助けあい迎勋に協力 35,000円 
小 倉 1)補绨迚盟に-宵少年補嵊パト〇—ル 迎泐資金として 2,000円 宇 佐 1)交通標識2栩5"莊を学童横断個所 

カー購入補助金 8,900円 2) 市内グリーンベルトへ標語入り立 に設趣 40,000円 
2) 市内小中学校，幼稚園にチューリ 
ッブ球根寄贈 25,570円 
3) 市立我老院へ老眼銳寄贈7,500円 
4) 崴末助けあい運®/jに協力，市役所 
へ寄託 10,800円 

小倉中央1)交通安全の指搿手引を限下小中学 
校に夼贈 80,000円 
2) 白百合学陳1に鉄製スベリ台，ブラ 
ンコ奇贈 59,000円 
3) 魚町，平和通り交番诎修，塗装， 
階段に拡声器取付 168,900円 

久留米1)児•里•相,淡所にスベリ台1組と苽子 
奇贈 31,500円 
2)赉老院，聖母園，天使園に槊子， 
雑;U:，衣頌资赠 7,000円 

門 司市V?少年竹成協議会大会に記念品贈呈 
14,000円 

中 間崴末助けあい迩勋に協力 9，100円 
直 方1)少印補導センター設立越金 

71，000円 
2) 通:方一飯塚I川国道110米のガード 
口ーブ設砑 130,000円 
3) W：内無灯火部落7打に祀灯設倘 

70,000円 
4) 鉄道踏切に立看扳，道路標識,没踨 

10,000円 
大 川歳末助けあい資金，交通安全鈴を福祉 

啡務所へ寄贈 42,600円 
大牟田1)オリンビック茲金に協力14,000円 

2)徐行，一時停止襟識74本を市内主 
要交袭点に設IS 99,900円 

田 川1)田川小学校に雨傘寄贈10,000円 
2)児蛮相談所，湯山荘児贲施設に寄 

鹿児島 
南 洲 

加世田 

荒 

熊 

水 

長 崎 

佐世保 

島 原 

小 
串 
都 

2呂。合_ 

札30本設證 15,000円 
3)働く年少者の集に寄付 2,000円 
会员持寄りの雑誌12包，衣類8包その 
他寄贈 
1) 交通安全協会へ道路楞識寄贈 

8,000円 
2) 市福祉祺務所に成末助けあい迎勋 
資金として 10,000円 
孤児院シオン園，赉老院緑風阅へ夼贈 

10,000円 
审内病院の結核也者200人に流感ワク 
チン贈呈 44,000円 
1) 日本結核予防財団の极十字入封筒 
購入 7,500円 
2) 光学削に贈呈 10,000円 
1) 市内5施設別児150名にXマスブ 
レゼント贈M 5,0001リ 
2) 交通安全のために阽赘本部に贈呈 

250, 000円 
3) 勋労学徒慰問激励会開催，150名に 
衣類，シャーブペン等贈S 294, 000円 
1) 歲末助けあい巡锄に協力5,000円 
2) ボーイスカウト助成金 5,000円 
1) 孤児院太陽帘へ子供用雨傘20木寄 
船 6,000円 
2) 荻老院玷善资へケーキ45個奇贈 

7,000円 
费老院に座布団60枚寄贈 
母子赉などに鉛策300木赉贈 
愤修学校，有隣阑，赉老院へ哿贈 

18,000円 
赉老院他12施設慰問，餅，菜子など寄 
m 40,000円 

2)八幡神宵の案内標示設既10,000円 
臼 忤〇 —タリーに交通標識迚設30, 000円 

唐 津歲末助けあい迎励に協力，廚津新間社 
に寄託 

鹿 島1)水密被災者へ市福祉祺務所を通じ 
て赉贈 200,000円 
2)老人ホーム済昭闽に贈呈15,003R 

鳥 栖1)小中学生に赞学金として15,500円 
2)歳末助けあい迎勋に協力，衣料2 
包贈呈 

コ ザ1)米耶機啫落被災2家族に見舞金贈 
呈 36,000円 
2)市内6小学校の準保護学萤60名に 
衣類等贈呈 64,800円 

名 護町内幼徘阑児718名に菜子奇贈 
13,500円 

那覇中央子供M物館へ16杻雑誌1年分寄贈 
36,000円 

沖 縄1)盲人福祉協会へ白杖，腰掛，テー 
ブル，コンロ，设など寄贈90,720円 
2) 整肢掭獲園他6福祉施設にXマス 
プレゼント贈呈 268, 886円 
3) 牧港強殺市件被班者迫族に弔慰金 
贈呈 36,000円 
4) 痛T•納米耶輪送機墜落市故被災者 
逍族に見舞金贈呈 31，000円 

八重山歳末助けあい述勋に協力 3,600円 

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回年次大会記念朿京18C合同事業 
の八王子宵年の家講堂逑設赀追加 200, 000円 
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資金を要しないアクテイビテイ 

(ハワイ） 

ロッコ）の人々であった。 

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•害者の復職に協 
力するため，162労働時間を提供して殷 

場にぶどう棚をこしらえた。15〇本の柱 

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時間を费 

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。昨年1年問にクラブ旅行莱内所を訪 
れた人は16685人，それぞれ旅行のコー 

ス，宿泊所，名所旧!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5〇州，is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 

ツ，スイス，トルコ，アイルランド，モ 

ライオン街誕生Cフィリビン） 

フィリビンのセブ市にあるビジネス街 

コロン通りの一声1は，1郎6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 

整形手術が施された。k路の数力所に縁 

地诳を造営し，蛍光灯を設H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 

用パス寄贈 
(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人乘りのパ 
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。 
资金2,000ボンドは， 
クラブ後拔による人気 
芝Pの上演によって# 
た。写萬は“LionsHa 

ppy Bus”の命名式を 
行なうところ，右端ジ 
ャック•ストーデル 

ゾーンチュアマン。 

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®のためにライオン 

ズが赀した独用は数千べソであった。 

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「読遨研 

究室」が，オーストラリアのサウスポー 

卜•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，学生や一般人を対象に読蛊機 

操作講座（1〇日間）を数コース開講，読 

輿力促進機の使用料を徴収したので，相 

当額の资金を得た..資料及び機材の瞄入 

'ihこはこれが当てられた。クラブではこ 

れらをクラブの財难として，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。 

姉妹品 シャツ.スポーツウヱアー.作業服.靴下 

帝国興業株式会社 
社長大塚隆治(玉野クラブ）常務取締役三宅紀夫(岡山烏城クラブ）常務取締役倉田栄(岡山後楽クラブ） 
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日本ローャルゼリー研究所新製品ポーレン使用 

ポーレン•チョ3レート 
蜜蜂が花園から集めてきた… 

4 
天然の花粉(ポーレン）と純粋な蜂蜜でつくった J 
世界最初の素晴しいチョコレート/ 

，へV強壮滋養の最高の美味.ヴ 

「新案特許」出願中 

☆ゴールデン*エージf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！! ☆ 

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 川上製菓株式会社 

株式会社キフトセンターさくらぎ 
來京都斩抱区角芒2 T E L (371) 3 2 5 1 

浮彫像（レリーフ）にいたします0 

—御一報いただければ、ただちに係貝が参上いたします一 

人物の風？兄を3吳りなく、 そのまま 

立体写真像 
年斗学と芸術をかみ合せて作製された、生々とした立体伐1.’ 

永久に残る記念品に最適/ 

|特ちょう| 写苋を基にしてそれ 

物そのものとかわらない生々とし 

Hi像となる人物を特殊に考某され 

そのフイルムのもつあらゆる線と 

科学と奘術の組合せを完全なもの 

彫刻の手法を加え、英 

銅像です。 

撤肜機によって抓杉し 

て発明されたも 
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複合地区運営の問題 

日本ライオンズは302地Kであり，302 

地区は複合地区であります302--E1ほ 

か全Mの6地Kは，準地区になります. 

地区DistrictはM家又はある領_〗•.に 

おいて6 7ラプ以hがチャーターされた 

場合から始まります。しかしその場合も， 

W際穴畏は闽際理市会の承認を得てこれ 

らの7ラプで先ず暫定地区Provisional 

Districtをつくります。暫定地Rのガパ 

ナーは暫定地区ガバナーと呼ばれます。 

そしてこの朽定地R内の適格クラブ敉が 

20以bこ违すると,地区ガバナーを選川 

する資格が出来,最初の地区ガパナー遛 

111後の国際大会閉会と共に暫定という3 

槊がなくなります 

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,围際会則第4条第1〇 

項に_規定してあります..即ち皙定地 

IKが一定の経過を経て地Kとなりますが, 

今度はクラブ数を少く共30以上に枘加す 

ることが衣務づけられます 

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と呼ばれます 

申.-地Rがクラプ数が多くなり1人のガ 

バナーで公式訪問その他の行1mこ念列し, 

地Krtクラブの統姑に円滑を期し得なく 

なりますと.地区分割の1:!]题が生じます 

分‘別される地区が30 7ラブ以上の場合 

は，その分',1fl|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 

た寧地区と呼ばれ，その地域全体が複合 

地区となります„丨:1本の例で申しますと, 

302地区は很合地!^:でありE1ほか6地 

Kは準地Kということになります。 

そこで1つの地i成に，地Kが2つ以上 

になりますと複合地区としての運営が問 

姐になりますそれならば複合地Kは如 

何なる逆??がされねばならないかそれ 

について，米国の州CState)の複合地K 

の運営規則の標咿をこれから説明します。 

複合地区の組織ですが，极た地Kの役 
貝は各地Rガバナーがなります.个地K 

ガバナーを以て，複合地区ガバナー協議 

会を構成します.それらのガバナーの内 

から讁畏,S讎艮,幹市，会';H•各1名.が 

逸-ばれます誠畏は次问に平次大会がM 
催される地IXのガパナーがなります。こ 

のガパナー協謙会では，複合地KrtのJE 

要問題が協謎され，又各種の委員長を任 

命することが出米ます-複合地区年次大 

会は，年1回原則として1力所に開催さ 

れます。この年次大会には州の各クラブ 

から，代a員が参集して;E要案件を決定 

しますC 

以上が奴合地Kの組織及び述営の根本 

趣旨ですが，現在の日本のそれを比較し 

ますとここに大きな速いがあります。日 

木では，ガパナー合同の会謎が年数回 

開催されますが.議長は交替制でありま 

す。しかも副通畏，幹氓会計は，ガパナ 

一の内から；1ばれては屈りません》又複 

合地Kの尔次大会は，H1本では1力所で 

なく各地区梅に開催されています。 

日木ライオンズが今Hの採に躍進した 

以上，由然そこに複合地Kとしての本格 

的迎常が問題となってきます。 

ライオンズ行事カレンダー 

ライオンズ倉I殿者報恩月間,ライオンズ愦報教育月間.役員会 

|i;l際々ウンセラーの月，役員会 

地区，ステート，TO際大会の;!I•歯樹立の月,役員会,ゾーン会合.次期役員 

相名会 

クラブ標識幣備川IB,次期役員逸举川間,役員会 

役員会 

新役賊任式.役艮会 

ライオンズR際協会尔次大会，役S会 

ライオンズ：®会，役n会 

10月会員坳強計_樹立のパ,ライオン誌月間,役員会,ゾーン会合 

会只柄強月問，ra際;屯合のH,役咼会 

地区ガパナーの月，役員会，ゾーン会合 

クリスマスの計_，額会 （会舰ょり） 

懋平岡旗製造株式会社a.平 
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) 

(し平岡新一郎) 



CN準備で会員親睦高まる 

チャーターナイトを終了してt.月，顧 

みて諸事遗漏の多かったこと，特に唞前 

のブラザークラブメンパーの#加®JR•に 

ついては，誠に強リIにお願いしたことは 

如何に「とさか」に米ていた時とはい 

え，誠に汗顔の至りです。本誌を借りて 

深くお詫び中し丄:げます。わが能力不足 

とはいえ，誠に？,:心談の迚続で現在では 

面白くお話出米ることが治時では必死で 

した。ただホー厶クラブメンバ-同が 

終始思うことをづけづけいって股に残さ 

ず，常に建設的な準備がなされたこと 

は，田#にしてはよく出米たとの事後,评 

を戴くことの出米た大きな原因だと思い 

ます。 

参加者数については，前J1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。他クラブで關い 

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 

したが各ブラザークラブの例会に御案内 

に参りました。比較して欠•礼かも分りま 

せんが，选乎のが集めと同じで欠張，记 

と熱です。外クラブの会長，幹#と膝突 

合わせての懇願がWも効米•的だったと思 

います。チャーターナイト収支干览で， 

支出の方は2 , 3 tl前には殆んど予定M 

福山取陽C 畏田弘三 

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。 

次は当日の行祺運営のことです。大体 

前•日に予行演習するf定でしたが，準備 

が前夜12時まで要し,遂にブッツヶ本番 

にならざるを得ませんでした。 

多かったとはいえ，何とか終rしまし 
た大きな行Mをやらんとして，50数名 

がその総力を結集•することは，幾ガ遍の 

精祌訓話にも勝って：クラブメンバーの 

教育になったことを痛感しました。わが 

-—CLUB PEPORT—- 

メンバーは20台から60台まで，随分年令 

は開いておりますが，老いも若きも平素 

は椅了•に座って，恐らく筋肉労働等汽平 

の方々が,寒風吹く冬空に玉の汗を流し 

ながら，文句もレ、わず働く様には非常に 

感激しました。 

7月11日結成して，12月2日チャータ 

—ナイト举行，その即4力月半，米だ姓 

名と顔の結びつかないメンバーもレ、る時 

準備を通じてのメンパーの親睦は1年も 

2平も早められたと思レ、ます。その後の 

例会の劣は一変して常に談笑の問に 

，通#が迚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恐います。 

(福山谘陽C幹唞) 

遠来の友を暖かく歓迎 

光C江波久夫 

11月25日，私速光LCのチャーターナ 

ィトのきになりました，前々から天乂予 

報はしらべておりましたが，11J1後’卜と 

はいえ,幸い，割に暖かいよい天'太でし 

た,，光ボは，皆搽にとりたててお兌せす 

るものもなく,しいていえば瀬戸内海Uil 

立公I制の-•部でありますが，それをお@ 

にかけて楽しんでもらうには時f3'iが晚秋 

のため充分満足していただくわけにはゆ 

かず，まったくどうして皆悚をお迎えし 

ようかと，これが--#の苦心でした。 

これを解決するみちはただ一つ，遠米 

の皆俅を心よりお迎えするということで 

した3そしていよいよ、1になったわけ 

です会場.その他はrtffuに設常してお 
光Cチャーターナイトにて 

AWA COMMERCIAL BANK 

阿波商業銀行 
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 

にそれを追いかける，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，八幡製鉄光製鉄所の体育館 

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 

翻 
案内！驅内 期限後 計 

備考 数 参加 不参 加 参加ぽ参 参加 
不参 
加 

C 

L 

Ls 

441 1 

2 

4 6 

51 

6 

3 7 

53 

6 

7 

第2表本登録申込状況 

I 
j| 

案内期限1^T 
数1内14 

腳 

1〇/20 

巧2t 

1〇/27 

計 備 考 

C 
439 3 13 17 

19 
52 参加C 46で 

追加申込で 
L - 5 50 93 147 295 6C舰 
Ls — 2 2 

6 
17 27 チャーターナイトの登録について 

昨年3月25Hに慌しい，しかも強引な 

結成式を37名で举'げ，4月2113の第2回 

例会に葛野朿京讲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日地区ガバ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日访7回例会でチヤータ 

ーナイト準備委員会，期日を決め，地区 

ガバ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12日概況案内番,予備登録宵（8 

月10日締切）を発送して一息ついたが返 

信は僅少（笫1表）であり，これでチヤ 

—夕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日案内迸，本登録 

笛を発送して#加数K+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 

y 
•特許•商標• 

黒川特許事務所 

弁理士黒川美雄 

(新橋.ライオン） 

東京都港区芝虎ノ門8 

虎ノ門実業会館7階 

TEL. (591) 1516.7766 

庄原C中本元行 

よう心掛けているが，得てして遲れがち 

になり催促をうける現状であるので，天 

罰®而という類だろう。数はとにかくと 

してもう少し早い目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。参加者助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， 

参加努力赏を受けたが，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贵める人もあ 

世界最古の庶 

和'メ飞は昔は和'メ飞沾瞭で有名ですが，た 

だ今は村の町ですから，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),冗费をはぶいて経‘狭を軽減 

し，それだけ記念事業を多くすること。 

(1),都市の他7ラブに模做せず，田舎町 

にふさわしい行事をすること。以上を根 

本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 

ました。幸いなことに山陽線和気駅は1〇 

日前に新築落成したし，エキスカーシヨ 

ンとして行った閑谷学校は国宠としての 

連物を，国®で修理して9 13前に落成式 

をして淸掃してくれ，閑谷の山々は美■し 

'く訌槊して待っていてくれました。 

天気はライオンズ暗れで，ブラザーク 

るが，これは参加者の善;®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I5,子供U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 

一夕ーナイトを盛会裡終了させていただ 

いたことに深K•な感謝を捧げる次第であ 

る。 （庄原Cライオ'〆テーマー) 

民学校で挙式 

和気C日笠邦輔 

ラブの参加も多く，式典は厳黹に，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奸評 

でした。経理而でも赤宇なく，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幹市） 

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 

手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M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，内而的，内容!^ 

に充実したライオニズムの昂揚に関する 

P R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®!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总 

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。一例を举げれば， 

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，ライオン幅を着用した姿でパー 

やキャパレーに繰り込みなどするのは愤 

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， 

ライオニズム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活勤もアクティビティも経済 

原則の「极少の锚性をもってS大の効采 

を举げる」ところに各举位7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，その効采によっ 

てMられるべきであります。それでは， 

何故私たちはP R活蚴を一生懸命にやっ 

ているのか。その効采について触れて見 

-CLUB REPORT- 

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。 

(2) PR活励を通じてライオンとしての 

誇と111党を持つことにより，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’'こ 

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塯や 

し，明るい社会の逮設を期待できる。 

(4) お互に他のライオンのしたことを見 

たり，Wjいたりして，同一目的に生きる 

ことの信賴と，友愛を得ることができ 

る。 

この他にP R活勒の効采は沢山あると 

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肋すものである 

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突践しようではあ 

りませんか。（m4R®2ZPRSfl) 

し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 

日本ダイナーズクラブ.日本クレジ.yトビエーローグ)店 

UI際1光.柬京セブンワンダーズ 

(会Uは力ードをご利用下？い） 

郷土料理 

跡5営 

邸5経 

平 

松 
の 

甩？日 
§丨2才 

目先0 

E±uラ 
1 坂 

玄 谷谷 

■iai;ci*〔 
都逍 

京谷話京 

束渋11£朿 
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フイオン!1志(こ 
あなたの 
写真を/ 

ライオン誌では下記要領 
で、会員皆様の写真を募 
集しますので、ふるつて 
御応募願います。なお採 
用分には薄謝を呈します。 

1カラー写真 
•キヤビネ以上に抵大 
プリントしたもの 

2白黒写真 
•手ネしまたは6 X 6半IJ 

題材は自由ですが、クラブ所在 
地の口ーカル.カラーを現わし 
たものを望みます。 
締切は毎月丨5日、カラー写具は 
表紙に採用する場合（タテ位置 
のもの）もあります0ネガをお 
送り願うかも知れませんので、 
御用意下さい。いずれも写具に 
簡単な脱明を付して下さい。 

ライオンズ国際協会302地区速絡 
事務局ライオン«粜郎 

“本に穴をあけず 
糊付もせず 

合本の出来る 
ライオン誌用 

合本ファイル 
御家妊に職堝にぜひ1冊お備えください 

単価270円（送料込） 
ライオン誌の辍じ込み，保存に簡他な合本ファ 

イルをご利用下さい。拙包，発送赀などの関係 

もありますので，クラブで山米るだけまとめて 

多数ご注文下さい0 

申込先：來京都中央区B木撟江戸楛3〜3 

油脂エ柒会館6階 

ライオン編集部 

民間の >交通標準車、（芦原C) 

走りながらマイクで交通迫反屯に呼びかける「民 

間交;fli標準审」が福井阽坂井郡芦股町におH見得 

した。同町の诳気商田畑太市さん(43)が自家用 

乗;Tll|iを「スビード厳守屯」と名づけ，トランジ 

スターのテープレコーダーと小型スピーカーをM 

後にそれぞれ4個つけ，走りながらポタン1つで 

<スピードが出過ぎていますよ、*歩行者は右側 

を逝りましょう、とI乎びかけ，小故防止に一役H 

って山たもの。 

4つのテープレコーダーには，このほか数秘類 

の*呼びかけ、がおさめられており，历の声で 

は反感をnうと，本職の女性アナの声で録行。 

やさしく注怠をうながすところがミソ。先口の 

テストでは，芦顷街逍福井一芦顷問の片逍で2〇 

回も注怠したという。迪反屯をみつけた圾合注 

总するだけだが，恶質なものは矜祭に通報して 

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勋の一 

つとして協力しているのですが，スピード迪反 

の多いのには改めてびっくりしました」と;活し 
ていた。 （12月6日朝H新問） 

無医村地帯に救急箱（札幌中央C) 

札视市内には医者の診察を受けるのに1時卯半も 
かかる隣の町にいかなければならなV、無底村地祇 

がまだまだ多い。これら無医部落に*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视市国民検小務所に依 

賴して，このほど市内の無医部落の調迕を行な 

った。この結果200人以上の住民のある部落で 

医療機閲がなく，近くの医者に行くにしても4 

キ〇 (約1時問半）あり，さらに交通の便は1 

日にパスが3往復以内で冬季叫は交通が絶える 

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啉な応急処1K 

にでも役立てばと，カゼ薬など約60点の薬の入 

った救急箱を同日同ライオンズクラブ健谈福祉 

委員设，大橋国太郎氏ら代衣が市を•访れ，小4i 

第2助役に贈った。帘はさっそくこの救急箱を 

7部落の抆提•先生の家に備えつけることになっ 

たが，これを機会に無区部落をなくす根本的な 

対策が望まれている。 (12W23U柿II新即） 

「さよならランプ」 （曲:方C) 

鞍丁•郡でただ1简所の無灯火地区一同郡鞍T•町畑 

の7家族にクリスマスイブの24日夕刻，直方ライ 

オンズクラブ（野兄山孜男会辰ら74人）から犯灯 

が贈られた0同地区は宮田一室木問のパス近路か 

•ら山ずそ伝いに陥落地を1回りした山!II火。 

同地区の世話役岩永咨代治さん(58)ら7家族V 

住みはじめたのは23卬。みんな近くの哲原说鉱 

につとめており「生活戕が安くつく」と移って 

来たが，翌年には同鉱が扨井炭鉱に売られ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。今では全员が付近の山の植林や下刈りな 

どのW仕?]f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， 

九犯に配線の中諸はしたが，1000メートル近い 

配線エ:!Ifの负担金で行站り，ランブ生活を続け 

ていた。これを冏いた同ライオンズクラブが 

2万余円を出し24日プレゼントしたもの。 

7家族は大茲びで，午後4時からの点灯式にはと 

っておきの鶏でクラブn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0 

いちばん茲•んだのは10余人の子供たち。抒問か 

らM2灯の下で木を说みだすありさま。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V、圯灯の家にみとれながら，卬内いっぱい働 

きに山て家をあけている，1家族が帰ったら笟 

くだろうといっていた。 （12月2511朝日新間） 

病床の級友に愛の牛乳（能美岛C) 

佐伯郡大柿町で，2年間にわたり小児マヒにおか 

された級友の病床へ％愛の牛乳、を送り絞けてい 

るよい子ら36人が12日能突岛ライオンズクラブ 

(沢炎堅会反）から衣釤される。このよい子たち 

は同町大古小学校（岡旧刃校设=兕觅•数518人） 

5平中木学級の中田栄治忍(12)ら36人。 

4卬生だった36平7 I】級友の石田和男君(12)が 

突然小児マヒになり，つらい跗病生活にはいっ 

た。やがてS休みが終り2学期をむかえたが石 

UI忍の姿はなく中田石1•ら級友は主のいない石田 

沿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」と柿朝牛乳を贈ることをクラ 

ス会で決め，クラス全£1が饰月10円から15円を 

出し合った金を牛乳屋へ屈け配违してもらって 

おり，このほか柿月1回，級友4,5人ずつが交 

代で花；Uを持って石m对の涡床を訪れ，学校の 

できごとを話して問かせ励ましているもの。 

石111君は7人兄弟の末っ子だが発病する前华に父 

親が炳乂で死亡，W親のキミョさん（51)が行商を 

しながら苕病している気の都な家庭。それだけに 

柿仞屈く級友のあたたかい贈りものや定期訪問は 

石ぼ1忍の心のささえになっており，能美岛ライオ 

ンズクラブは中m君ら36人の児！n•に学用品，また 

石田君に燎赉找として金一封を肥って励ますこと 

にしている。 

大古小，岡田校長の話児帘たちが自主的に金 

を山し合って絞けており，この美しい心をいつ 

までも持ちつづけるよう指苺してゆきたいと思 

います。 （1月1日中国新聞） 
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経営に役立つ心理学⑤ 

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，K•初は経営 

学に対して非常な期待をかける。すなわ 

ち経常学を学ぶことによって，経常上の 

進歩，革新がすぐにでも突現できると考 

える。 

ところが，夾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突行で 

きるとはかぎらず，またたとえ実して 

みても，思ったほど効采が上がらないこ 

とがわかってくる。 

たとえば，人1]?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，企業の紺織の中で従業員が 

やらされる仕帘は，多くの場合きわめて 

雄純で無味乾燥，しかも創息力を発抓す 

る余地がほとんどない。このためどうし 

ても仕事に対する怠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琪 

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;®欲や 

創怠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用 

すれば，従業員の仕祺に対する想欲が旺 

盛になるといって大いに推-赞している。 

しかし，実際には経営者が期待するほど, 

この制度が成采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 

待にそうほど成采をあげるためには，従 

業員が経常者と同じように，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 

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抓しようと 

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 

ういう決定に経常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 

経常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， 

従業員が桢極的に相談に応じようとしな 

いのは，その企業の琛境自体が，従業員 

に桁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。 

なるほど経常者や幹部は新しレ、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。 

重役問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，社員と工員との身 

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。 

さらに社の幹部の中でも，若くて能力 

のある優秀な人は合理的経常法を支持す 

るが，年とって頭の固くなった人たちの 

中には，容易〉こ理解しにくい合理的経常 

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常法を受け入れる 

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。 

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而 

だけが強調されることになる。 

新しい経常学に対する社の幹部たちの 

このような態度を従業S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 

新しい経常学が思ったほど成采を上げ 

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，それを灾行すればすぐ成采が上がる 

と考えたのは，あまりにも考え方が1-J•か 

ったわけで，その理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采の上がるもの 

にしようとするためには，新しい経常学 

が突行されやすいように，企業の琛境を 

次笫に整えていくことが必要といえよ 

ぅ。 
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紫員のものだとい 

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） 
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クラブ会報 

の中から 

洛膝 

カットは京都洛陽クラブ会報第4号 

すらすら口をついて出て来ない。 

iつれわれにとって*奉仕、という言葉にはいろ 

いろの二iアンスがある。勁労奉仕などのように， 

いやいやしぶしぶ溝柿除や災害の後片附けに出掛 

けてゆくのも奉仕であれば，商売人が顧容の日頃 

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抓する 

のも奉仕であり，何もしてくれなくても旅館に泊 

れば，一•別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 

度な気持を持つことも奉仕であろう。何れにして 

「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」という话 

励目標については，どうすれば最も成采をあげ得 

るだろうかと委員会で熟議を笊ねた結采，交通帘 

故の原因の多くは迎転当市者侗々の责任によるこ 

ともさることながら，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，また各種狼会などにおいて 

啓萦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ミリ映醜によることが胫適であると 

の結論に违した次第である。こうした観点から県 

智祭本部の总向等をも忖度して，映写機1台と歩 

行者を対象とした交通啓紧用フィルム3咎を奈良 

吸交通対策協,淡会に寄贈することとなった。 

この映写機她びにフィルムは，さっそく1〇月に 

実施された秋の交通安全述勋の一琛としての交通 

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 

たに発足した限$妯人交通指墦员諸氏によって登 

•退校時の交通指導に大いに役立てられようとし 

ている。 

クラブの市業卬度も，はや前半期を経過して 

63年の新務を迎え後半期に入るわけであるが，こ 

の機会に沾新な気分で改めて「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ET辟の安全交通について，？ぶ虚に考えてみ 

ライオンズ道徳綱領 

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 

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，絶対無市故を祈念した 

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述勋 

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，ライ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，半ば判味半分に揶掄っ 

ているのだから，チャランボランに答えておけば 

いいのだろうが，問かれた御当人が，何もわかっ 

ていないものだから，世の自信のない迚中に限っ 

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，先浓の人违にお伺いして 

結局"奉仕クラブ、だという概念をつくってみた 

が，さてその言梁を他人様に自ら発言して説明す 

る段になるとなかなか奉仕、などという言槃が 

1. すぐれた奉仕によって世の赏讚を博す 
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、J1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 
不公正な利益搜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 

を妨哿せざる事を念頭に厲き，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。 

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，何か近寄り難い沿教徒的な杏りがあって，何 

れにしてもソ#仕、という言梁とは親近感が浼か 

ない。この問古川英治氏の追悼文に長谷川伸氏が 

^.栄违の人に好意を求めることは容易なこ 

とだが落魄の人にひそかに思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… 

.、という怠味のことを言っていた。われわれ 

戦前派のn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，世界胫大の奉仕団体の会員に 

なったのだからというような衣現には，いささか 

どぎつさを感じてしまう。恃む心はむしろ，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惧れる。 

先日ガバナーの所感が手許にとどいた。さらっ 

と統んでみると，幅子のことが汲いてある。何を 

今さらガバナーともあろう人が帽子のことなどを 

と統み捨てたが，結屈は帕子にかこつけて，ライ 

オンズクラブが世問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0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銜芄 

があるなら，自ら奉仕団体を呼•称することにも銜 

気がないとは言えないだろう。そのせいか，ライオ 

ンズクラブの目的6ヶ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t奉仕、という言梁は組込まれていない。要す 

るに言梁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％居住地域 

の改苔に大いなる閲心を持つ人の染合体、といえ 

ばいいのかもしれない。（相生C会報创刊号より） 

5. 友情は目的であって手段ではない。し 
かもKの友情は奉仕の源となる精神が 
主力となって明えるのであり，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. 不幸な人には同怙を，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；®深く，賞讚は惜しみなく， 
たくましき建設を旨として破壊をさけ 
ること。 
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行者径とて杉落薬椎落葉 

南熊太 

行者径といぅのは、道らしく歩きよく 

出来ていない。そこを}isった時の作者 

が、歩きにくい細道の落葉の堆くあるの 

を踏みながら、ただ行者径とのみいって 

いるだけの表現でいて、表わしていると 

ころがよい。 

今回は一人の人の作でもかまわずに採 

って見ました。数多く出句されている方 

の分は、矢張りnを捕える句に出会ぅこ 

とが多く、自然のままに選句を進めて見 

ました。従って、いつもよりも選句数は 

多くなりました。事実投句なさる方のふ 

えた事も数多くなつた結果の一つではあ 
ります。 

冬籠る我に手紙よ句会よと 

星野立予 

(岐S 木村木仏 
水涸れし川岸へ冬木の影仲びて 

終点は雪と杣云ふ山の汽琪 
伊良湖岬冬波白く磯を打つ 

祜れ萩に築地崩れて野間の坊 

(兩前束)松本菊生 
朝日今窓にあふるる菊日和 

(因岛)田坂鹿苑 
飾りたる聖樹を見上げゥェィトレス 

(岩国錦)村井一露 
筑紫路に年立ついで湯あふれをり 

(金沢)本岡歌子 
うつばりに今僅かなる冬日あり 

(金沢)髙木貞子 
雪吊のととのひてより夜々の月 

(児S 大滝久香 

寒紅を買ふを顿まれメモし行く 
木版の辞？ir引き正す炉の主 

松手入はじめてをられ忌も明けて 

(久留米)南熊太 
うず商き落浓で礎の登りにく 

一と隅に穂芒映り池広し 
札所あり木々の落薬のうづ高く 

行者径とて杉落槃椎落葉 

(丸抱)吉田孤羊 

養老院の粁に蜂の巣冬めく日 

(名古屋名城)拓植一晴 
この径はモンテンルバへ椰子茂る 

Q小良)岩井弥 
波乗りの写真に御廢ハワイより 

(直方)讃井麦酔 
道それて銀杏落薬を踏みてみる 

(M方)讚井才子 
玄海の波は男波や秋咭るる 

児の生まるる鋏秋灯下 

(総社)伊丹赉女 
掃き寄せて焚く朝々の散紅集 

(竹原)中島杏雲 
冬の海1©れて芥のごとき舟 

(•ね取)松•棟久治 
舟塗り替えし®の香りや冬日和 

(宇部)村谷軍太郎 
餌に群るる货金®!に冬日燦 

(宇部)田中美暎子 
ころも袖;?/にはね上げ師走僧 

(宇部ときわ)常光稔 

ぞくぞくと人夫集る大焚火 

(宇和肋)井閲年光 
とく起きて初商の水を撒く 

(四H市大分)元®廉葭 

秋咭のカメラジェット機捉へんと 

投稿規定 
1、締切 毎月二+日 

I、用紙 ハガキ 

1、投句数 ハガキI枚三句以内 

一、送り先 柬M都中央区口本捣江戸捣三ノ三 

油脂エ龙会館六階 

ラィオン編集部 

I、応募者所属クラブ住所氏名明記のこと 



時を生かしての 

社会奉仕を 

あり，このことが他の諸会合に及ぼす惡 

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 

ズのメンパーが大半を占める会合に於て 

も同榇であり，ライオンズの例会以外の 

会合では，胸にL字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 

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，「時を生かして 

の社会奉仕を」……。 

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 

卜やキャパレーに進出した。イブの 

ダンスホールで踊り狂う若人たち。 

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近•刻者も 

なく，時間敝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I、姿で 

あって，会そのものに莨面目さが溢れ， 

議事は秩序正しく整然と進められ，会議 

は終始K実の探究と，公平な配紙と正し 

V、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さ 

れており，僅かな1時間を设も有意義に 

過し得たことに深い感銘を党えつつA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十分の開会 

週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時問余も待 

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，会謎の目的 

速成上のマイナス而は想像以上のものが 

仕のまこと」を搾げる一端として，せめ 

て時間敝守の-•审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 

合にあっても，日々 

の言行に照らし裁務 

と貴任を守る，ライ 

オンズ精祌の実践に 

相携えて努力を桢み 

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®な 

「時間の空费防止」 

の一役を担い時間I被 

守の実績と信賴を確 

保し,地域社会への 

これが椎迤もまた， 

(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Kが，ある 

新問に：W视されている。これらにわが国 

南国浅春鹿児島湾に沿うドライブゥパ 

岩国錦C 村井 一*露 

V■やまと 

:全7店^)親服専門店: 
ハイ•センスの 

呉服 は 珍まと 
新宿三越横 
電（369) 0221(代表） 

新宿店…新宿三越横 

浅草店…浅草雷門 

武葳小山店…アーケード街 

千梁店…京成千粢駅前 

千葉S B店…千-鬼駅ビル2階 

大苒店…大宮銀座通り 

描-浜店…横浜駅ビル 

■■やまとm 
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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。祌の使徒イエス•キリストの誕 

生日——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 

グルべルでにぎやかな，東京数寄屋 

橋通りを歩いていたある#年は，教 

会堂に飾られているッリーを見て， 

「へェ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 

卜教信者は約8億といわれ，日本の 

信者は，旧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 

とも遨かれていて，毎年12月になる 

と，突如としてキリスト教徒が增加する 

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 

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 

外にまで恶名とどろいた日本の'6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, 

らまい毛の食べ’ある倉S (その9) 
品川C 相羽 有 

パン業界の名門 

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代目 

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 

る結果，当時木村屋とか，三河屋とか， 

少数のパン店は存在したが，パンの将来 

は洋々たるものであろうと先見し，ここ 

に開店した。いまの社畏は2代目の泶一 

君，昭和6年，欧州に学んだ英围型紳士， 

59才。你務は社長の長男で3代目の洋一 

君，廋応大学の経済学部出身，33才。上 

野ライ冲ンズクラブのチャーター•メン 

パー。 

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 

師を招聘し,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，無機質のベーキング•パウダーを 

使ったもので，数十年前のニュウ•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®)物園の帰途，永藤 

:ちよって玉子パンを求めた少 

fi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 

抹式の菓予パンも作っている。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#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，お子様ランチゃァ. 

ラ•カルトにて眼っている。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。 

——〇——〇—— 

関西割烹浜むら 

美味探究に徹底せよ 

うまい食べものや，そこの主人公には, 

夫子みづから『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 

を手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』と赏められることが嬉しい。世の中 

はうまく出来たもので，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K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，味觉 

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，三村竞次君，赤坂 

ライオンズクラブのチャーター•メンパ 

一，明治41年大阪に生れ，祖父が割烹 

旅館主だった 三村宽治ライオン 

ので，この道 

に入って)包丁 

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 



一方では5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。 

東京大学の小口信一助教授は 

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Y 

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， 

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性の低さと，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1■クリスマス 

イブの酔いどれ大行進，であるというこ 

とになる。推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 

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， 

沖のいます真のクリスマスにI乎び迎えた 

いであろう。 

新しい6楽しみの日、をクリスマスに 

見出したについて，小a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v、ぶ意味が変り， 

また祝日の饗宴は"お祭り騒ぎ，に 

なってしまった。なによりもこれを 

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。 

洒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M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 

味党である。 

お得怠の料埋に鍋もの類がある。沖す 

き鍋は.鯛，随，穴予，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，すいなベもよい。ぽんずで 

食べる鲷ちりもよい。白菜なベ，相鴨な 

ベの他.よせ鍋に似た材料を，美しく盛 

りつけした水車なベは，独特のものであ 

ろう。 

——〇——〇—— 

グリルぱぴよつと 

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界念する 

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！!！|i頭指fir 

するのは，橋本林次郎君，品川ライオン 

ズクラブのチャーター.メンパー，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采たして全M各 

地のライオンとライオネスから満腔の感 

謝を搾げられた熱血児である。 

仏語Papierパビエから 

銀mの松屋百貨店の横を東へ入って左 

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，捲髮紙（婦人の 

頭髮を縮らせるもの），一般的には，紙 

細工，また張子（はりこ）の意味だか 

ら，洋紙業の閲係会社の集会場には，打 

ってつけの名称として：it憤を浴びてい 

る。 

橋本君が欧米を巡歴した夾地视察の体 

験から，フラ 

ンス料理の凤 

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。 

橘本林次郎ライオン 

熱;'毎温泉 展望風呂 

政府登録国際観光旅館 

'mM 
大铒ホテル 

東京案内所1Eし(281) 2330- 2770 

名古屋案内所 TEL ( 55 ) 5250 

大阪案内所TEL ( 64 ) 9989 TEL熱海（代）6MI 
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ささえているものは，お歳暮という 

贈りものの惯習である。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。 

tお祭り騒ぎ> に忘年会が含まれても 

いようとかわれる。 

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われる。家の宗 

教はあっても個人の荥教信仰をもたない 

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 

イブ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。 

以上を説んで来た人には，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 

の問题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中 

には12月の例会の日時を変更して，クリ 

スマス家族会を催していることを知った。 

例会のIヨ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 

少々の速いがあるが，これらについて箱 

者は疑問をもつのである。 

クラブの例会は，クラブ員に出席の箱 

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％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，祌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cこう考え 

るヒ7リスマス家族会のために例会日を 

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奸ましいこ 

とではない。クラブ員のすべてがキリス 

卜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 

%政党宗派を除いて（こえて：UとSい 

てある。（ここでいう宗派とは，キリス 

卜教国での表現であって，わが国では宗 

教と窗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ブとしては， 

誤解を招くことになるので，避けるべき 

だと筇者は思っている。 

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-•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。 

註文中の新聞というのは讨日新間 

で，引用各氏の意見も海•日新聞 

に載ったものである。 

東京堀留ライオンズクラブ 
二ら^ 巧 
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30 2地区連絡事務局通す 

マイアミビーチ第46回国際大会 

6月I9日から22日まで北米フロリダ州 

マイアミビーチで開催される第46回国際 

大会の詳細日程につ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時からのパレードが 

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 

举行される。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。 

高橋貞太郎カウンセラーの帰京 

第51回国際大会（1968年）日本招致に 

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地区名苷顧問は，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1〇周年記念映闹も撮影を完了し， 

目下多少の修正を加えればよV、程度にま 

で進涉したので，委員の手から各ガバナ 

一事務局へ配布されるのも日限の問題と 

なった。大®奇腿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？录が送付されてきた。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日のガバナー会議（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:®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 

名薄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L C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，フリガナ又は口ーマ宇を 

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 

ライオン誌編集貴任者，大森速絡事務局 

運営委員。なおオブザーバーとして伊藤 

ガバナー，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 

心な討議があった。 

地区ガバナーの資格 

11月号6頁「地区ガバナーを讚える月」 

欄の中で「地区ガバナーの任務，職責」 

項のガバ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。 

三赛/V仆>0扁平眞ffl 
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 

製品 

製造元 

用徐 
•各幢帽子材料(婦人、男、小供） 
•各種ハンドパック等袋物材料 
• •其の他雑貨用品材料 

===叫K野繊維工業所TE_沿?} 
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项に「地区ガパナ 

一の資格は地区内のチャーター 7ラブの 

会員であることを必要とし，更に次の® 

及び®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 

験を有する者，又はクラブ役員会の構成 

員として通算3年間の砝歴を有する者。 

®ゾーンチヱアマン，デビュティガパナ 

一，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。この点について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。 

E 2地区年次大会委員長急逝さる 

E 2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，至急御卩 

配をお願します。 

連絡琪務局移転資金 

全国会員名薄代 

ライオン誌用ファイル代 

送金先 

日本勧業銀行朿京駅前支店 

ライオンズ国際協会 

302地区迚絡事務局口座 

1月結成予定クラブ 

1月10日春日井C Sp.名古屋束C 
"11日名古屋守山C Sp•瀬 戸C 
"1313酒 me Sp.山 形c 
"15日三 me Sp•別 府c 
^1613 天ケ瀬C Sp.別 府c 
"20日尾道瑠璃C Sp•尾 道C 
u » 石見大田C Sp•江 津C 
" 21日日 光C Sp•束 京C 
" 22H1熊本中央C Sp•熊 本C 
"26日大阪阿倍野C Sp•大阪住吉C 
" 28口西 脇C Sp•加古川C 
# 29IH佐 贺C Sp.福 岡C 

フイオン誌原稿募集 

i ■ライオン誌は皆様の雑誌です。ライ 

iオンズとして皆さんの意見，経験，反 

i省その他，何でも結構です。どしどし 

!御投稿下さい。ライオンズ関係外のこ 

iとでも御感想，随筆など寄稿をお待ち 

Iしています。 

■ライオンズ俳塯は，号を追って新し 

い投稿者が出ていますが，もっと沢山 

の方から句を寄せられますよう，係り 

では望んでいます。 

原稿送り先 
東京都中央区日本棰江戸橘3 — 3 

油脂工業会館6階 
ライオン編集部 

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:；&•の速絡事 

務局締切は梅回翌月の5日となっていま 

す^この報告®によってライオン誌の 

「例会出席パロメーター」「クラプアクテ 

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。铞月締切り後 

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。 

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興 

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日束京丸ノ内会館で開 

かれ，6地区から各々2名の編集委員が 

参会して，1〇周年誌に関する諸事项をJg 

会]^: メッセージ 
围際協会の沿茁 
H本ライオンズ 
堪創の紝純 
日本ライオンズ 
の展绍 
齐クラブの歴史 
歴代地区組織衣 

(14地区） 
クラプアクティ 

ビティ統叶 

地区大会決議 

10周华大会 
世界大会 

(57〜58) 
マニラ大会 

(57〜58) 
朿京大会 

(58〜59) 
台北大会 

(59〜60) 
秃沿大会 

(61〜62) 
ガパナー回范I銾 

(53〜54) 
54〜55 
55〜56 

執 % 
C. D. LoviU 
迎絡琳務局 
塩职• W郷L 

伊 滕 L 
378クラブ 
歴代地区幹尔 
14名 
迚絡市務局 

歴代地区幹艰 
14名 
小 野 L | 

迆滕 L I! 

.杉森L | 

項_1.— 

ガバナー回想録 
56〜57 

57ん58 

塩® L 

塩原L (石川欣一〉 

岡 部 L 

進 藤 L 

61〜62 

日本語版ライオ 
ン誌の歩み 

国際代衣メッセ 
—ジ 

ra本地区幹市 

国際財務委員 

英文概略 

終的に都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荥華版 

の2種類を作成し，並製版（21,000 

i—丨1 m~~ 部）は1〇周年記 

m I 念1(業パッジ購 

© 橋 L 入者に無料頒布 
中沢 L し，特装聚華版 

森 L は希望者に1部 

樹殿L(寺田奴） 600円で有料頒 

林 L 布する。特装豪 

貝 岛 L 華:版の出版部数 

塩 职 L は，2月20日ま 

土 井し での各クラブの 

»村L 注文部数によっ 

<才緒方し て決定する。 
け細"U ®発行,納本は3 

ハパレネンゴア 月31日とする。 

中？If «野作太郎 ®10周年誌の掲載 

で：；；内容は大略左の. 
_ 通りとする。 

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 

⑵地域社会の学校，図翦館，公民館， 

その他の官民施設に赉贈し，クラ 

ブの存在する地域の社会の人々の 

ライオンズ粘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 

等の目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， 

多数御申込下さるよう御期待印し上げる 

次第であります。 

第2回10周年誌編集委員会 
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中,しとして」に次いで今月は\V 
3地区，九州地方のライオニズ 
ムの紹介です。 
■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力 
所にわかれて祭典がUHかれま 
す。4月6 N〜8 Rの\V1地区 
(大阪）5月1日〜4日\V2(岡 
山），同11日〜13日W 3 (熊本)， 
同18日〜20日E 2 (岐単)，同 
2513〜27日E1，3地区合同(札 
幌）とつづきます。今から春の 
旅行;!十両おを立て下さい。 

編集こぼれ話 

■ii；j月号でおだやかなお正月云 
々と邦いてから，各地で大 
則;V乾燥あるいは冬山遭難，：が 
故と恶いことが絞いて起りまし 
た。やはり自然の猛•々しさを蛏 
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?]f故を惹起する顷因があっ 
たのではないでしょうか0 
■特染記市やクラブレポート， 
脚子吼室，俳增あるいは声の欄 

しろで写良:を撮ってるよ。ネクタイを直 

せ，お馬鹿さん！」 

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）だったかね〇」 

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！」 

女楽椅子 

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。m 

くんじやないぜ，色男！」 

窓口はただちに別のメモを返した。「う 

ライオンズ国際協会のことについて， 

あなたはどの程度御存知でしょうか。次 

の質問の答を選んでみて下さい。そして 

末庵の解答欄を参照して，御自分で採点 

をお願いします。 

1国際会則上の年令に関する会員の資 

格は， 
⑷21才以上（b)成人⑹80才以下 

2クラブ標準会則では，新入会員の可 

否の最終決定は，次の機閲が為すことに 

なっている。 

⑷会員委員会⑹役員会⑷全会員 

3 今年の世界大会はフロリダ州マイ 

ァミ.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 

⑹ミシガン州デトロイト（c)カナダの 

トロント 

4 

5 

最も新しいライオンズ国は 

(a)トリニダッド（b)ダホマイ共和国 

(c)ビルマ 

会員は次のような場合メークアップ 

とならない。 

⑷他クラブの例会に出席（b)国際本部 

訪問⑹2人以上の新入会員をスポン 

サー 

(答） 1.(b) 

4•⑷ 

2. (b) 

5•⑹ 

3•⑹ 

善意銀行設置を 

Ini飯塚c it明俊 

各地で盛んに行なわれている助け合い 

述動，いい換えれば奉仕することは，中 

すまでもなくわれねれライオンズクラブ 

でも，现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 F1福岡県社会福祉協議会に設立され 

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 

ブなどをその銀行へ預託して，母子家庭 

や施設の老人孤児，粘薄児の援助をはじ 

め気の萬:な人々へ，適宜拉出す愛の手を 

差しのベてみたい。まず市福祉協議会を 

事務局として，規約や預託名薄を作って 

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溆智の絆によって 

結ばれた友愛精祌に徹しつつ粘進する善 

怠あふるる社会奉仕の年にしたいもの 

だ0 

帽子論議を読んで 

倉吉C 斉木松太郎 

われわれはあのGIじみた幅子は誇高 

き制帽として教えられて参り，公式のミ 

—ティングの場合には必ず着用との破命 

?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0ところがLion誌1月号の「帽 

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各々ガバナーの赞否両論を取 

材し，発表しては如何？ 

クラブ活動の発表について 

若松C 古沢淸 

铒月号6地区内各クラプアクテイビテ 

ィの内容，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〇月分はto¬ 

tal 幾程であったと，統計金額の締切を 

してM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。 

お伺レ、旁々お願し、申しあげます。 

昨年度（1961年7 J1—62年6月）のアクテ 

ィビティ件数及び金額の統計表は昨年1〇月号 

ラィオン誌23頁に掲叔致しました。年度別累 

1H•表については，铈年迚絡艰務局発行のアク 

ティビティ年鑑を御参照下さい。铒月のアク 

ティビティを集計して末尾に加えることは， 

非*故に耵总我なことだと思いますが，何分原 

槁締切から発行までの日数の閲係上，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。 

記帘およびライオンズのこと一般に関して，统者赀採 

の迚設的な御总:見をお夼せ下さい。 （編災部） 

がて，兄'!5派通来願御つ2を 
稿えは总悲立共山おのがW卜 

投見でのいす，がをン号のィ 
御に部様しまてとカマ災月ナ 

の〇::災赀娘すしこ協ァ特先一 
棟に編に，まとす御 *区。夕 

皆111]〇スに。誌たのチ地す一 
员のた一めす雑采肋 R，まャ 

会月しベたまるを 一 Pていチ 
の力まスるいな役，。のってr 

国3来た盛てにのぅす区ょれ災 
全2’ てれをげ為場ょま地にら特 

，こえら想上，広すし各跗け区 
にこ垧限感をなのまい■活づ地 
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Cherry Lane Show 

ドはいまや世界の観光コース 
0 

世界の全女性に 
贈る春のブーケ/ 

“桃の日の集V、，， 
3月3日（日） 
正午-*■ 3時 

大人2000円 
子供1000円 

(サービス料税免北-) 

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晶 
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)0 
ご婦人同志、ご家族づれで、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 

世界の 

東京 
赤坂 

■はがきでお申込み下されば1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 

ゥッドへッ、ド-，産A-シキン:.：'. 

フヱーズ材，象牙 

一，グリップ:-米国製レザー.-. 

w^m 

H A し F S E T ¥ 32,700 

FULL SET 

ゾ•立1妙:㈣....- ■シャフブ⑺ニニト 

紙管-^^^^ 

. 

:茲プZ 
H A U F 5 ij ¥24.000 * 
F ULj.^S-E^T- V 4^.600 

、爲為々^，〜 
逆I泡:&'ス干r；ツ品店.今•パートでて.，販売 

本店大阪雜神 H^fl! F S E T 
■■WBSi ■■ 

技術を駆使したゴルフクラブ 

:.^r-i/'^ -MM-iH^ •*»=•• M .卜H%frs?fl.ft»ルV.ど-.5:(lti“Mi免h岍 ノィす.，ズ V..〆ク—十 \ a ナル-- 地!<>«ift如ft:?Jk“都中央2IH^uiiil:•一1*ノ-油靳'1:55八ム館.ぺ1».5明所 rt版印刷株A会-*- 


