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世界の時計技術を常にリードしつ
づけているジャガー・ルクルト社
気温の変化をエネルギー源とした空気で働く置時1；1’“アトモズ世

界で最も小さく繊細で上品な婦人用腕II寺計、パリ、ルドラッへ通り

の街頭にたっている時討’灯世界で妓初に開発したアラーム付き自動

巻腕時計　メモポソクス　など……精度はもちろん、デザイン、機

能性に特にすぐれています。　’世紀以上にわたるジャガー一・ルクル

ト社の技術がつくり上げた、世界に比類のない時計の芸術1冒1です，、

ヤ’

世界一小さい時計

　1，150．000円

107ルドラ・ノベ

　24．000円

日本デスコ株式会社 東京・東京都中央区銀座1丁目13番1号三晃ピル2F

大阪・大阪市南区鰻谷中の町27番地鰻谷ビル

41t“
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第一生命

8瀧77イ17卍販売株式会社

日鶉ξ7号イ7｝＃工業椎式会社

　　　　　　　　　　　　　福岡　勇
　　　　　　　　　　　　　（東京LC．M．）

　　　　　　東京都中央区日本橋江戸橋3－7

　　　　　　　日本橋　日米ビル
　　　　　　　　　　　TEL　272－2011（代）
　　　　　　　　営業部直通272－2021（代）

　工　場／本社工場（神奈川・中津）・東京・広島

営業所／大阪・名古屋・広島・福岡・札幌・仙台

　　　　　出張所／金沢・湘南・ハワイ・沖縄
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ライオンズ英会話教室
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ライオンズ俳壇
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〈今月のひろば〉

平和の時計塔

広島鯉城

ライオンズクラブ

　1967年10月29日，広島鯉城LC10周年の記

念事業として広島平和公園に建設寄贈した。

「ひろい世界を同じ心で一つに結ぷ，全世界

のライオンズ会員の平和実現のために果す役

割りは大きい．人類初の原爆の洗礼を受けた

時刻8時15分に毎日全世界に向けこの時計塔

のチャイムが，ノーモア・ヒロシマを強く訴

え，人類の恒久平和爽現の1日も早からんこ

とを祈る一広島鯉城C1967年11月分月報よ

り」。総工費9，368，000円。

　平和公園特別委の許可を得て，公園内最後

の姐造物である。設計施工には丹下健三教授

の指導を得た。取材にあたった1月下旬のn

昭n昼下り，家族連れの行楽客が三々五々散

策していた。
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クラブ・レポート 〈東京九段LC・つしまLC＞

　対島は、日本海の西隅にあり朝鮮半島にも近い弧島である。古くは

宗家の支配下にあり、大陸との交通の要路として、ある時は軍事基地

として大きな役割をはたしてきた。今日でも、石垣べいに囲まれた武

家屋敷跡、砲台跡にその面影を残している。この離島に東京九段クラ

ブは、栗の苗木を植える計画をたてた。その第1回目は昨年3月、5，000

本余の苗木が植えられた。そして今回2回目の植樹に島を訪れた。こ

の計画は、東京九段LCの継続事業として行なわれているものであり、

対島の人々との友情を深め、夢を育てようとする計画である。このほ

か、九段文庫と名づけて各小・中学校には書籍を贈っている。

　ちょうどこの計画が始められた頃、この離島にもライオンズクラブ

結成の動きがあり1967年ll月につくしLCのスポンサーによりライオ
ンズが生まれた。東京九段、つしま両クラブの力は、やがて二の島の

すみずみまでゆきわたり日本一の理想郷が建設されるであろう。対島

はそんな可能性のある土地である。岩石でできたようなこの島、物資

の乏しいこの島には、それだけにより多くの人間の愛がある。
万関橋
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　3月23日、つしまLC例会に訪れた東京九段LCメンバー5名は、盛大

な観迎を受けた。つしまLCは、1967年ll月、わが国では1223番目のクラ

ブとして、つくしLCのスポンサーにより誕生した。当日は、親クラブよ

り、L笠井もはるばる海を渡って出席された。たびたびこの地を訪れるL

笠井は、離島対島へのライオニズムの伝導師でもある。
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“誇りを持たないものは，神の創造

物の中でもっともかわいそうな存在

である。彼がじょうぶな手足を持ち，

視力に恵まれていても，彼の心は不

具であり，彼のエネルギーは閉ざさ

れている。

　こうした人間は，人生を愛するこ

とも，死を忌みきらうこともできな

い．なぜならば，彼の生活は朝起き

ては夜眠るというくり返しにすぎな

いからである。”

　　　　　フランツ　マーショルト

　誇りを持たないで、よきライオンと言

えるでしょうか。誇りはライオンズ活動

の中で大きな部分を占めており，われわ

れはときとしてその存在やその重要性さ

えも忘れてしまうことがあります。

　最近，私は全然予想もされないような

場所で，誇りの重要性を痛感させられま

した。

　それは私がある遠方の国で，地方のク

ラブを訪問したときのことでした。例に

よって私はライオンズのやっている，か

ずかずの活動を見学しました。彼らはそ

れらの事業に大きな誇り一うぬぼれで

なく一を抱いていました。

　その日の午後，メンバーのひとりが，

「もう1つの事業をぜひお見せしたい。こ

れは決してわれわれの誇りとするもので

はないが，どうしてもわれわれがやらね

ばならないものなのです。」といって，案

内してくれました。

　私はこんなにひどい貧民街（スラム）

を見たのは初めてでした。おびただしい

住民が狭い地区にひしめきあい，街路は

by　David　A．　Evans

Presidem

LiOnS　InternatiOna1

悪臭にみち，住居は信じられないほどの

あばらやで，住む人はきたなぷ見る影

もありませんでした。

　ふと私はそのなかに小さな小屋を見つ

けました。厚手のボール紙とブリキのつ

ぎはぎで作られた家でしたが，じょうぶ

そうで，住むに耐えるものです。家の前の

庭はきれいに掃き清められており，庭の

そこ，ここには花が植えられていました。

　男がひとり，．ドアの前に立っていまし

たが，その男の肩ζし｛こ，小ぎれいに装

飾された家の内部を見ることができまし

た。ふと目と目：があって，その男が言い

ました。「この家は私が作ったものです。

大したものではないけれども，私でなけ

ればできないことだと思います。これは

私の誇り・です。」

　この男は一生このスラムから離れるこ

とができないかもしれないが，彼には身

のまわりを少しでもよくしようという意

欲があるので，彼の隣人よりもいつも立

派な暮しをしていくことでしょう。彼は

誇りを持っているがために，そうするこ

とができるのです。

　世界中のライオンズ会員は誰でも，こ

のスラムの男よりも立派な，そして豊か

な生活をしていますが，この男が示した

純粋な誇りは，すべてのライオンズ・メ

ンバーにとっても大切なものであります。

　紳士気どり，立身出世主義，尊大など

は，誇りとは全然ほど遠いものでありま

す。私は自尊心から生まれる真の誇りに

ついて語っているのです。

　この真の誇りは，ライオンズの活動

にとって必要不可欠めものです。すべて

のライオンズは，まず彼の住んでいる地

域社会に誇りを持たねばなりません。も

しそうでなかったら，どうしてその地域

をよくしようという意欲がわくでしょう

か。彼の属するクラブに誇りを失ったと

き，その会員はクラブのために尽くす意

志とエネルギーを失ってしまうでしょう。

　ライオンズ会員は，ひとりひとりが自

己に誇りをもたねばなりません．彼はそ

の町以外では名前を知られないかも知れ

ませんし，ましてや彼は世界的に名声を

得るなどという夢はもはやないかも知れ

ません。しかし，彼は少なくとも，ライ

オニズムの高揚のために彼が果たしてい

る役割りは，世界の進歩，改善に欠くこ

とができないということも意識している

に連いありません。

　彼はライオンズ会員となってから，国

際協会の志を同じくする他の会員と連携

して，さまざまな奉仕活動を行な？てき

ました。しかし，没我の精神なしには，

こうした奉仕はできなかったでしょう。

　彼はこの人類愛にみちた奉仕活動を続

けることを誇りとしています。また，彼

はそれを誇りとするに十分な権利を持っ

ているのであります．そして誰がこれよ

りも秀れた名誉を獲得することができる

でしょうか。

　上着のえりにつけている記章に，すべ

てのライオンズ会員は誇りを感ずるべき

であります。この小さなライオンズマー

クこそ，全世界を友情に満たす鍵です。

ライオンズ会員の皆さん，この記章こそ，

あなたと私を兄弟にしてくれたものであ

ります。私はこれに対し，大きな誇りを

感じております。・

7
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老 人

　世界中どこに行っても，希望もなく，

絶望と孤独にうちひしがれている人々を

見かけます。それがかれら自身の不運に

よるものであれ政治の圧迫によるもので

あれ，あるいは家のない者であれ，とつ

ぜんみなし児になったものであれ，彼ら

の顔はすべて意気消沈した無気力だけを

語っています。

　この希望のない絶望感をもっとも強く

感ずるのは，老人ホームを訪問したとき

です。ここの人々は全くの孤独で，ある

者は本を読んだり，ある者は身体をゆす

ったり，ボンヤリと空間を見つめたり，

ただだまって何かを待っています。

　年老いたことは黄金の時期でしょうか。

これがはたして，社会の進歩に貢献した

人々を待っているものでしょうか。これ

がはたして生活していると考えられるで

しょうか。この無用のものであるという

感覚は，老人ホームに限られたものでは

ありません。あらゆる市や町のここそこ

に見られます。すでに世界各国で，65才

以上の人々が総人口に占めるパーセンテ

ージは大きく，これからもますます増加

する傾向にあります。

　この悲しむべき現象に対して，より深

い関心を持つべきだとして，5月のPAM

パム嬢いわく

「老人を新しい世紀に導こう。

それがわれわれの義務である」

計画にDavid　A．　Evans　l：81際会長は「老

令者」への奉仕を指定したのです。

　老令者は過去の記憶よりも，もっと大

きな慰めが必要です。われわれは彼らの

お陰でミ新しい世狼を享受しています。

われわれ，ライオンズは，この新しい世

紀を本当のものにするため援助しなけれ

ばなりません。悲しいことに，多くの老

人は生涯自分の仕事以外に興味を抱くこ

とができませんでした。隠退で今までの

仕事を離れたときに，人生のゴールを見

失ってしまうのです。未亡人も多勢おり，

老女たちは長い間の思いであった家事に

すら興味を失ってしまいます。

　隠退は，最初の数年間はすばらしいか

もしれません。しかし，聞もなく，背春

の思いと夢が彼らの心を満たし，絶望が

暗雲のようにたれさがったとき，彼らは

その方向を見失い，しっかりした目的も

なく，無気力になってしまうのです。

　これに対してライオンズはいかに先導

し，老人たちを新しい世紀へ導くことが

できるでしょうか。過去，ライオンズク

ラブはいろいろな奉仕活動を行ない，老

人に幸わせと目的をもたらしました。

　クラブが計画をとり行なう際にもっと

も考慮すべきことは，彼ら老人も地域社

毎月ひとつのアクティビティ計画

6月　安全

会に必要な1員であるということであり

ます。例えばイギリスのGravesendライ

オンズは，定年者就職あっせん所を開設

しました。それは成功したでしょうかっ

て？　事務所開設後の1カ月で，60人以

上が登録しました。このことは老人とて

有用な市民であることを切望しており，

のんびりと余生をすごすことに満足して

いないことを示しています。

　クラブで住居を建設したり，ラウンジ

やレクリェーション・センターを寄贈し

たクラブもあります。カナダのアルパー

タ州Edmontonクラブでは，公会堂を

建設し，またコロラド州Trinidadクラ

ブは老人ホーム用の公園を作りました。

　その他，美術観賞会，演芸ショウ等を

クラブが主催して，老人ホームや心さび

しい老人を招いたり，ピクニックや遠足

を計画して，彼らに心から関心のあるこ

とを感じさせることも大切です。

　隠退後はじっとしていたり，何もしな

くてもよいということではありません。

老人は地域社会の1員であり，この5月

のPAM計画を通してライオンズの年間

を通じての奉仕活動を周知させることも

可能であり，クラブは新しい世紀に老人

を導くこともできるのです。

鍬問勲D国鵠Nば晶晒汽車製造舖芸§耐

米国市場の80％を独占する！
100年の歴史を誇る世界最大のメーカーアメリカンスタンダード社製

《暖房・給湯兼用》　　　　　《暖冷房兼用ファンコイルユニット》

A－3ボイラリモートエア
一般家庭用から営業用まで76機種揃っております

鞭蜘
’渓s．

リモートエ7 A－3ポイフ

、⊇＿

Φ；盲甫運麹i錨爺t
本社　〒100東，κ栢～丁・代田｜く人戸町2－8　魯※京～270｝6551大代’

札幌営業所
名古’阯言鰺案所

大阪営某所
，五烏丁書束所
》「．‘岡宕『某’り）

〒060札似市北1条西4の2　舎札幌く23）3076　（代）
〒450名占地！沖杜区！」こ井町3の98　費名占緒1581｝7506（代）

〒554大阪市此花区島，“町406　●大阪（46180011大代）
〒730広島’1《大P町2ハ11の15膓｝曾広XAイ4η2258　（代）
〒810“岡市ノミ坤2し’，1　4　⑰Rλ岡（76）5431　’代）
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房ワテ化i涜オに肉する祈章 第10章

座談会

1969・3・1　金沢中小企業会館にて

青少年を健全に育てよう
杉原　私のクラブで

．は1咋年10月4日，

チャーター・ナイト

3周年記念で，その

アクティビティが

130万円，その他の一

般のものが100万円前後ということでし

た。記念アクティビティはいろいろ検討

し，「青少年を健全に育てよう」という

スローガンにそって，6人用の天幕50張

サイクリング用自転車20台，ソフト用具

10組を，県の青少年課へ贈りました。こ

れについても，あとの維持管理の面で議

論があったんですが，青少年課の方で野

外活動の用具センターを特別につくって

有効に管理してくれるということになっ

たんで，これに決めたわけです。

　そのほかは各委員会で，いろんなこと

をやりましたが，たとえば市内の聖霊病

院，カトリック病院ですが，ここでシス

ターと呼ばれて働いている外人の看護婦

さんにテレビを寄贈したり，i若人とくに

学生の皆さんに「10年後の金沢」という

未来像を書いてもらう論文募集をしたり，

また先日もやったんですが施設の児童を

スケートに招待したり，これは会員も一

緒になって2時間半ばかり過すんですが

300人くらいも来ましたか。こうした子

供だから心配したんですが，すぐ「おじ

さん，おじさん」となついて，喜んでく

れました。それから私どもではネスが集

まって「あやめ会」というのがあります

が，花見時分に兼六公園の清掃をこれが

やってます。ときに応じてわれわれも出

て労力奉仕をしています。

大野　私，昨年度の・

幹事だったんですが

頭初，会長の基本方

針というものをまと

めて発表しました．．

この努力目標は運営

委員会に属することが多いんですが，と

くにアクティビティはひとつのテーマを

決めて，あまり総花的にじゃなく何か目

立ったものをひとつやったらいいじゃな

いか。それからやはり青少年というテー

マのものがいいんじゃないか。たまたま

咋年，福井県で国体がありましたので，

それにちなんでスポーツに関係したこと

でどうか。こうしたことを目標に，各委

員会に検討して頂きました。いろいろな

アイデアが出たなかに，少年少女委員会

のスポーツ少年団の問題がありました。

　そこで，これについては一方的に物を

贈るとか資金を援助するだけでは意味が

ないんで，この際，思い切って有形的物

質的奉仕は考えないで，いわゆる身体と

心の奉仕をしよう。そのためにはわれわ

れだけではどうすることもできないので

県市町村にこのスポーツ少年団の本部が

あるわけですが，これらの方々と何回か

会合をもって，われわれもこの勉強をさ

せて頂く，そして混然一体となって両者

の共同奉仕を考えようということで，県

下はじめてのスポーツ少年団大会の開催

の構想が生まれたわけです。そこでスロ

ーガンは福井国体の「明るく　きよく

たくましく」をそのまま頂いて，「福井

国体開催の年を迎え，福井県スポーツ少

年団は改めて創設の理想をふまえ，指導

出席者

　　杉原亀．卜郎（金沢兼，てc会艮）

市島亀太郎（　〃　元会長）

酒井　義夫（Lil∫c前会長）

大野 勤（福井中央C前1ド↑事）

lll田　治男（金沢C）

司会角川　源義（東京九段C・編集Ψ門委員）

力と組織内容の充実強化を目的とするス

ポーツ少年団大会を開催し，県下の指導

者の力を結集し，福井国体の遺産として

スポーツ少年団の確固たる基礎を樹立し

よう」という主旨をつくり，ll乍年3月24

日，県営総合運動場を主会場に14会場で

行なったわけです。参加人員は2，500名，

それに要した資金は全額で65万円，これ

をクラブで負担しました。

　このアクティビティのしめくくりです

が，咋年1年間に145団体，400名増えて

616団体，11，300名の団員，これは全国

第5位，スポーツ・テストの成績は全国

第2位ということです。それから私ども

は65万円の予算でやりましたが，今年か

らこれが県の予算に入れられ，半永久的

にスポーツ少年団福井県大会を県費で実

行することとなりました。今年のこの予

算は80万円となっています。また福井市

でも高須海岸に3億くらいの予算でスポ

ーツ少年団練成道場をつくるという計画

もあります。

酒井私どもは富山

県で初めてのグッド

アイデア賞というの

を頂いて大変喜んで

ます。私は3代目の

会長で，副会長時代

にチャーター・ナイトのPRに回ったり
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醗綴鰍

　鱗嚢

金沢兼六C　l964年6月23日結成，現在会員

数97名。咋年度3周年記念事業ほか計3】件，

2，341，450円のアクティビティを行ない，E6

地区年次大会で優秀クラブとして受賞．

よその例会に出席して，少しずつ判って

きたんですが，まずよそと較べて会員数

が少ない。大きなクラブだと金額的にも

アクティビティができましょうが，かと

いって会費をあげるわけにもゆきません。

そこで私，考えましたのはまず地域社会

のために尽す，勤労奉仕というものをひ

とつとりあげて，スローガンの「交通の

災禍」と「青少年のために」これをかみ

合わせて交通教室をやったわけです．そ

こで町の当局にお願いして，上市悠察と

いうのは上市町と立lll町の管轄ですが，

両方の町の交通安金協会と共同で交通標

識とかゴーカートの1式を買って，警察

とタイアップして管下の小学校，幼稚園，

jP学校を回ったわけです。3カ月くらい

の長期スケジュールを組んで，会員が5

名ずつ，警察にちょうど熱心な人がいて，

たえず連絡をとりながらやりました。と

にかく3年目のライオンズ活動としてや

ろうということでしたが上市の中央小学

校がちょうど中部管区の自転i｛〔の正しい

乗り方，あれの2等だったんで，一層皆

さんに理解されました。事故防止のボス

ターを児童から募って，それをつくった

り，各小学校で座談会を開いて子供の交

通観とか大人の批判を聞いたり，これを

長期間つづけたわけです。

　もうひとつは，立山町にエクステンシ

ョンするという意味で，私の会長任期後

半，会員およびネスが出て観光地の清掃

奉仕をやりました。立山はもう世界的な

観光地だからと，これが先きの交通教室

とともに受けて，町長はじめ推せんを受

けて咋年の4月に新クラブが誕生しまし

た。その後，やはり私ども会員も少ない

し会費も割に小さいものですから，ライ

オニズムというものを探りながらこうし

たことをつづけています。

成績評価の基準
角川　L市島は新聞社のご関係ですが，

ジャーナリストとしてライオンズはどう

あるべきか，お考えをひとつ．

市島　私，新聞社と　　　　　　‘

いうよりライオンズ

メンパーとして10年　馨

以上になる。古いん

ですが，このアクテ

ィビティについても

何か皆さん，PR宣伝のために一生懸命

やっていられるような気がして仕方ない

んです。たとえば金沢には4つのクラブ

がありますが，読者はそれを区別してい

ませんから，きょうも同じようなアクテ

ィビティの記事が出ていると，何かライ

オンズは無理に宣伝しているんじゃない

かということになりますね。それと各ク

ラブ，何か金に主眼をおいているようで

すね。実際，身体で奉仕するということ

がなおざりになってます。私どもでは昨

年の暮れ，クリスマス・パーティの前，

われわれは楽しくやれるがそうでない人

人のために何かやってはどうかというん

で，事業委員が主体となって20人以上，

繁華街のデパートの前に並んで声を出し

て金集めをやったんです。このとき，私

たち平生は楽な気でみているんですが，

自分で声を出してやるには勇気が非常に

いるんですね。これを体験して奉仕の精

神を観念したことは，よかったですね。

杉原　私もあのとき初めてですが，おそ

るおそる行っていざ立ってみると，市民

の一般の皆さん，とくに若い人がよく協

力してくれましたよ。こんな人がという

と失礼だが，そういう人が100円，200円

入れてくれる。私，3時間ほどでしたが

2，3万まとまれば上等と思ってたら，あ

れは73，000円集まったんです．それを市

へ委託して，歳末助け合いにしました。

実際，ライオン帽をかぶって私自身も照

をあなたの浴室に…
●素晴しい肌ざわり　●明るいカラー

●いつまでも清潔　●湯アカがつきに

くい

　日本住宅公団指定

　大阪ガス認定

●ショックに強い　●耐薬品性

一

■

株式会杜圭盒蕎工r寵
営業本部　×阪市南区R本橋筋3／10

万国博出展参加

EXPO70
2－HO－53

TEL（633）1601（fXT∂長）
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れくさいし，いかにもPRのためとみら

れんかというおそれもあるし，複雑な気

持ちでしたが，いざやってみるとそのあ

との気持ちがいいんですね。そういうア

クティビティも必要だと思いました。

角川　L山田は次年度ガパナーとお決ま

りになっているようですが，どんな抱負

でおやりになりますか．

山田　アクティビテ

ィについては，例の

京都大会のインド救

ライ決議ですね，そ

の姿をみてアクティ

ビティのよさをしみ

じみ感じました．当時の状況から，まだ

クラブ数も少なく，ほとんど金銭的なも

のに流れていたと思うんですが，このE

6地区，数年前まで中京も含めてのE2

地区は，昔から全国的にもアクティビテ

ィの旺盛なところで，それぞれ創意工夫

されてやってられました。ところが最近

どうも型どおりになって，斬新でもなけ

れば一般にほんとうに歓迎された姿とい

うものが見受けられないようです．それ

というのも，先輩クラブがスポンサーし

たクラブに対しての指導が，どうも自分

の型にはめていこうということがかえっ

て災いしているんじゃないか、そこでア

クティビティ，とくにその表彰といった

ことについては、根本的に考えを変えな

きゃいけないと思います。クラブの成績

というか功績は，もちろんアクティビテ

ィを中心に考えるわけですが、金額ある

いは件数の基準でなく，スローガン別，

労力別，あるいは委員会別といったもの

で審査することもいいんじゃないですか。

地’域社会の拡大解釈

角川　福井中央の夢

のあるアクティビテ

ィのお話がありまし

たが，それと風土的

な観点からのものが

何か考えられません

か．東京のようにクラブがひしめいてい

るところでは，地域の奉fl：といってもで

きない。それで私の方では，日本という

大きな目で地域を考えようじゃないか，

というので対島に栗の苗を植えています、

何か自慢話のようですが，昔一番貧乏な

大名が日光の杉並木をアクティビティし

て，それがいま残っているわけです。金

持ちは燈籠とか何とか，でっかいものを

東照宮に寄付したわけですが，うちは貧

乏だから苗を植えよう，それが5年10年

後に立派なものになるというわけです。

山田　それは地域社会という問題があり

ますね．現在のアクティビティは，その

クラブの地域ということが重点ですから。

角川　ですから，金沢ということだけじ

上市C　1965年6月19日結成，現在会員数46

名。昨年度交通教室その他キャンベイン・ア

クティビティによりE6地区大会でグッド・

アイデア賞受賞。

やなく，北陸という大きな風土のなかで

何か考えられないか，ということです。

山田　最初のあいだはそれでいいと思い

ます。クラブの発足当時，それからクラ

ブの少ないときにおいては，まずライオ

ンズクラブの認識をさせる，クラブをつ

くっていく手段としては，それでよかっ

たと思うのです。それがいまのような状

態になってくると，たとえば石川県なら

石川県をひとつの範囲と考えることに，

飛躍がありますね。

杉原　でもそこまで拡大してアクティビ

ティを考えるなら，相当新しいアイデア

が出てくる。また実際喜ばれるものが出

ると思いますね。

市島　その地域のクラブとタイ・アップ

してやればいいわけでしょうね。ここだ

けで能登の端の何かをやろうとすると問

題が起きるから，その地方のグループと

一緒になってやれば……。

大野　しかしそれは大変ですね。私ども

お忙しいあなたが

気のきいた贈物・記念品をお探しになるのは大変ですが…

㍊謬に1；；；（代）／にダイヤルされるだけなら簡単です．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★弍

金銀象嵌・銀製品・真珠・半貴石・七宝・象牙

貝製品・美術工芸品・バッヂ・メダル・時計・カメラ

株式会社アミタンユーり一
　本　社：京都市左京区熊野神｛［東京都ハンデクラフトセンクー

　東京支店：來京苫1；中央区銀座i旦iスキヤ橋ショッピングセンター

　神戸店：国際会館一・階　　　名古屋店：名鉄百貨店6階
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福井中央C　I962年3月29日結成，現在会員

数99名。昨年度福井国体の年にあたりスポー

ツ少年団県大会を主催，E6地区大会におい

てグッド・アイデア賞を受賞。

で全県下の青少年を集めましたが，その

代表の先生方が，たとえば小浜には小浜

のライオンズがある，福井でそういうの

をやられるのにうちのほうにトラブルは

，ありませんかとか，クラブのなかでも福

井県下でやるのは大変だぞと，半分いや

味ぐらいにいわれました。結局これは，

13クラブ皆さんの了解をというわけにい

かんから，DGが私どものクラブでした

のでその了解さえ得ればいいだろう，と

いうことでやったんですが，結果的には

あとから何も問題はありませんでした。

山田　東京と同じように，たとえば金沢

とか富山とか，クラブが3っ4つとなっ

てきますと，似たり寄ったりのことばか

りしかしないんですね。金額的に総合す

ると非常にいいんですが。それと共同し

て何かやるという形が多すぎますね。も

っとクラブで自主的なものを考えてやる

べきでしょう。

酒井　私のところでは，ようやく地域の

人が理解してくれたわけです。実際に会

員が接してみて，むしろ統一的なものだ

けでなく，もっと地域が大切じゃないか

という意見が強いんです。そこで，県あ

るいはリジョンで統一的なスローガンを

つくって，お互いにその線にそって，新

しいクラブも10年選手もできるようなも

のをやれば，大きな地域社会の人もこれ

をみるんじゃないか。

大野　私は咋年，各事業委員会にほとん

ど出席して考えたんですが，何をやるか

というアイデアを出す場合，みんな，そ

んなものは別にわれわれがやらなくても

地方自治体なり，県，市がやるのが当り

前だというような結論になるんですね。

それならなぜライオンズが奉仕しなけれ

ばいかんのだという，きわめて初歩的な

疑問点が出てくるわけです。この11章の

はじめにも書かれてましたが，アクティ

ビティのことば自体の意味は，あらゆる

動物の活動そのものだということですが

人間というものは非常に弱いというか，

自分本位なことばかり考える動物ですね。

そのわれわれが，自由とか平和とか，友

愛とかいってみても，非常に難かしいん

じゃないか。そういう意味で，われわれ

が奉仕するということは，とりも直さず

自分が人間形成をしていくうえに奉仕を

させてもらうんだということを，もう少

し一生懸命に考えなきゃいけないんじゃ

ないか。自分自身が人間的にもっと立派

にならなくちゃいかんという主体として

奉仕をつとめさせて頂くと，そういう解

釈をしたらと私は体験的に思いました。

ファインの取り方取られ方

角川　アクティビティ資金は，やはり会

費ですか。

大野私どもは会費です。

酒井　私の方では年に4日ぐらい，現物

出資というのをやるんです。こういうも

のを施設へ寄付して下さいと。

杉原　地域社会から還元するのが本来の

あり方だといわれますが，実際にはこれ

は難かしいですね。私どもの今年の事業

予算では，会費が73万円，ファインが57

万円となっています。

角川　クラブ活動をやっていて，ドネィ

ション，ドネイションといってふところ

から1万円札を出してやるのも，あまり

みっともいい風景でありませんね。

酒井私どもは会費が安いでしょう。で

すからこのアワードをもらってきてもド

ネイションをとられます。ちょっと新聞

に出るともうねらわれる。そうすると，

そこに何かしっくりいかない，せっかく

の親睦が離れていくような感じがするん

ですね。

山田　ですから私はこう思うんですが，

要するに社会奉仕というのは自分1人で

やるより団体の姿でやる方が，より隠徳

の功になるんじゃないか。そのためのド

ネイシ日ンとかファインは，考えてみれ

ばごくわずかじゃないか。1杯飲みに行

くのを削減しても，事業資金をお互いが

出してある程度のことをするんだと，そ

う考えたいですね。

大野　私の方は，会則を守っているなら

ばファインというのはあまり取られない

のが原則じゃないか。会則を守ってライ

オンズらしくやれといって，反面ファイ

ンを予算化するのは，違反を認めること

だからというので，ファインは予算化し

ない，なおドネイションは強制しないと

いうことにしました。「にこにこドネィ

ション」という箱を置いて，自発的に入

れるようにしているんですが，かえって

従来よりよく入っています。

市島　テール・ツイスターがどのクラブ

もプログラムに入ってしまってますね。

私，富山にいたときやったんですが，随

時発言を求めて，いまのように帳面みな

がらという式でなかった。これは，その

例会を楽しくというのが趣旨ですからね。

山田　私も初代のテール・ツイスターを

やりましたが，百円札というあだ名をつ

けられましてね，泣きました。それで遠

慮してたまにかけるわけです。定期的に

やらないで，何かあったとき現象をとら

えてかけたわけですが，やはり杓子定規

に型にはまったファインのかけ方は，不

愉快ですね。そこで，何か催物をすると

しても結局，会員にそれを押しつけるわ

けですから，いろいろ批判もあるでしょ

うが事業資金を含めて会費としていくら

お納め願いたい，それから月2回ρ例会

では何がしかを奉仕箱に入れる，直接入

れるということがほんとうの奉仕につな

がり，自分自身も奉仕しているという感

じになるんじゃないか，こう思いますね，

酒井　滑川のクラブを訪ねたときですが

例会の入口の箱にみんな200円入れるん

ですね。そして抽選があって3人くらい

に賞品が出るんです。これを毎回やって

いるそうですから，相当大きな金額にな

ります。私のクラブでも提案したんです

が，けられてしまいました。若い人が多

いもんで，いろんな意見が出ましてね。
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デラックスなハネムーンに

　　　　　　　　　　　世界の一流品を贈って下さい

二人の愛の門出一ハネムーンーは一生の想い

出に残ります。空かけるハネムーン、波間に

夢を結ぷハネムーン・キャンドルライトがほ

のかにシルエットを浮ぴあがらせる二人だけ

の世界。そのデラックスなハネムーンには、

それにふさわしいスーツケースをおもち下さ

い。デラックスハネムーンを演出するのは世

界の一流晶サムソナイトです。

●宇宙船にも使われている軽くて丈夫なマグ

ネシウム合金のフレーム

●きつがつかずよごれないABS樹脂のポデイ

●引込み溝にとりつけ外に出ていない独特の

かくし錠前

●どんな用途にも応じる豊富なサイズとカラ

ー世界の一流品と云われるにふさわしいスー

ツケースです。

サムソナイトテポネア　　￥7，500から

サムソナイトシルエ・ット　￥12，500から

サムソナイ・・錨じる…ボー・

　　　　　　MADE　BY

　　　LLrGG、4　GE

　世界のバッグを創造する

工一ス株式会社
一・　阪・名　屋・ ・’咽原

●有名百貨店・有力専門店にしか

　ございません



ライオンズ記念メダル

大蔵省造幣局製

18金製

（直径約22．65mm厚さ約L5mm重さ8．5g）

￥10、000（ケース付）

ライ才ンズ記念メダルは銀座本店・大阪・名古屋・京都各支店及
び東京帝国ホテル・ホテルオークラ各アーケード店横浜シルク
センターアーケード店　神戸店ぐ三ノ宮神戸国際会館内〉において
販売いたしておりますが　地方のお客様のご便宜をお計りするた
めに　ただいまはがきによるお申込みを受けつけております
ご注文は下記要領をはがきにご記入のうえ　下記宛お申込み下さい

東京都中央区銀座四丁目5－5　T104　御木本真珠店
ライオンズ記念メダル係
クラブ単位でお申込みいただく場合は必ず幹事名をお書き添え下さい

お願い

●お申込みのお客様には弊店より直接記念メダルをお送りいたし
　ますので売価10，000円に送料150円を加算させていただきます
■はなはだ勝手ではございますがご注文は前金でお願いいたします

　ご送金の際は郵便振替〈振替番号東京25588＞または次の各
　銀行のく御木本真珠店ライオンズ記念メダル〉ロ座振込みのいず

　れかをご利用下さいますようお願いいたします
三菱銀行本店・第一銀行銀座支店・富士銀行数寄屋橋支店
東海銀行東京支店・住友銀行銀座支店・×阪銀行堂島支店
三井銀行銀座支店・三和銀行銀座支店

第52回

ライオンズ世界大会

　　　　　　　　　　　　　　容剥燃譲当

　　　　　　　　　　　　　移講．

ライオンズ記念メダル注文書
東京都中央区銀座四丁目5－5
御木本真珠店

　　　　　　　　　昭和

個数　　　個

送金方法（どちらか一方をお書き下さい）

口便郵振替

上記の通り申し込みます

硝

第52回ライオンズ世界大会の日本開催を記念

し　ミキモトでは国際本部の正式なご認可

積極的なご賛同のもとに記念メダルを発売致
しました　｛｛堺的に高く評価されている我国の

造幣技術を駆使した　造幣局特製の権威ある

メダルでございます　表面にはライオンズの

シンボルマーク　裏面には自由・知性・安全

を象徴するLarkspur・Salvia・Clematis　3つの

花を格調高く配しています　環を設けてござ

いますのでペンダント懐中時計のアクセサ

リー等としても身近にお楽しみいただけると

存じます　意義深い本大会を記念するシンボ

ルとして全国の会員の皆様にご愛用いただけ

れば幸いでございます　なお売上金の一部は

協賛金としてライオンズ国際協会の奉仕活動

基金に寄贈いたします

◎御木本真珠店
　　　　　記念メダルに関するお問いあわせは

　　　　　本店＝東京一銀座四丁目TEL535－4611
　　　　　×阪支店＝堂島一新大ビルTEL363－0247
　　　　　名古屋支店＝栄一中日ビルTEL261－1808
　　　　　京都支店＝河原町御池上ル　TEL241－2970
　　　　　神戸店＝三ノ宮一神戸国際会館TEL22－0062
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1969・2・14　宮崎フェニックホテルにて

一沖縄救ライ委員会に聞く一
出席者

星野孝俊（宮崎C・沖縄救ライ委員会委員長）

救ライ委員会の発足
細田　私この座談会の司会をするにあた

り，沖縄救ライについてのファイルを調

べてきました。それを見て非常におもし

ろいのは，すでに1967年10月のガパナー

協議会（東京）に「琉球の救ライに関す

る件」がW2から提案されています。そ

のときは「本件は時間の都合上，討議を

見合わせる」ということになっている。

その後68年2月のガパナー協議会（蒲郡）

でW7から沖縄救ライについての議案が

でており，6月2日の札幌全国大会で，

複合地区の合同アクティビティとするこ

とが決まったわけです。これが草創期の

まだ沖縄救ライ委員会が活動する以前の

経過ですが，ここまで来るにもいろいろ

とむずかしいことが多かったと思うんで

す。ではまずL星野から沖縄救ライ委員

会が発足するまでの経緯をお話し下さ

いつ

星野　咋年2月のガパナー協議会で提案

したところ，非常に反響を呼び，皆さん

から相当辛らつなご質問をいただいたん

です。そのときのガパナーは，7人も医

者がおったので，ぜひともこの問題はわ

れわれの時代に取り上げて，成功させよ

うという盛り上がりが出て来て，全国大

会に提案することになったのです。それ

までに，沖縄に公式訪問をして政府やそ

の関係の皆さんにお集まり願って，いろ

いろとお話しを伺い沖縄のライの実情を

知ることができました。また，データー

や「沖縄救ライ史」という本を読んで，

大分研究しましたよ。

白倉　あのときは豪

雪で新幹線が止まっ

てしまったので，協

議会の開始が6時ご

ろでしたね。そのと

き初めてL星野から

白倉一夫（大津C・

横田英児（宮崎c・

与那原良昭（沖縄c・

’

’

委員）

）

〃実行委員）

くわしく，沖縄に公式訪問されたときの

こと，それからいろいろと沖縄の事情を

聞いたんです。ところがライが非常に多

いんだと，政府が発表しているのは，

非常にごまかしで事実はもっと多いんだ

ということを聞いて，ぼくらも実際びっ

くりしたんです。沖縄は日本だと思って

いるから，もう日本にはライはないと思

っていたんです。しかしよく調べると戦

前あるいは明治の中頃の状態です。ライ

は隠さなければ家々に伝わる，伝染でな

しに遺伝だという考え方があったのでし

ょうな。だから公にすると，自分の家や

親類の仕事に差しさわるから隠さなけれ

ばいかんような状態だということも，L

星野が話されましたね。その当時のガパ

ナーは7人が医者で，半分も医者がおっ

て沖縄にライがこれだけあるということ

を知りながら，しかもライオンズがアジ

ア救ライに非常な熱意を示している。そ

れによって日本のライオンズクラブのア

クティビティは貴重なものだという，ひ

とつの実績をあげておるわけです。それ

で，インドへあれだけの熱意を示したん

だから，将来復帰するというときにライ

川lll奇誠蔵（茨木C・沖縄救ライ委員）

（司会）

細田　絆（東京C・ライオン誌編集委員）

オンズが取り上げないというそんなばか

なことないじゃないかという意見が高ま

ったんです。ことに西尾ガパナーは皮膚

科なので，ライは今では治療すれば直る

んで，治療しないから直らないだからす

ぐに沖縄救ライをしなくてはいかんとい

うものだから，私どもも非常に力を得て

星野さんやりなさい，これはライオンズ

のりっぱなアクティビティじゃないか，

とハッパをかけたんですよ。

細田　札幌の全国大会では，「沖縄救ラ

イを複合地区のアクティビティとして実

施されたい」という提案が出され，提案

事項の実施を可決，ただし具体的実行に

ついてはガパナー協議会に一任するとい

う決議がされた。翌日のガパナー協議会

で「早急に1年間1人千円を徴収する。

払い込み先，中央事務局沖縄救ライ基金

口座，複合地区に沖縄救ライ委員会を設

置し，委員長にW7地区ガパナーL星野

孝俊を任命する。なお，今後計画の具体

案は次期ガパナー協議会で決定する」と

いう申し送りがされた力けですね。

白倉　沖縄救ライ委員会を作るについて

は，亡くなった藪田ガパナーが強力に推

進してくれましたよ。委員会を作らなき
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やだめだと言ってくれて，ようやく委員

会ができたんです。

星野　確かに藪田ガパナーが骨折って下

さった。あの発言によってできたんです

ね。もし，藪田ガパナーがおらなかった

ら委員会はできなかったと思いますね。

金　額　以　上　の　効　果

細田　私，L星野の沖縄視察報告に大変

感銘を受けたんですが，沖縄の現地の方

は，このライ事情の視察をどうお感じに

なりましたか。

与那原　沖縄救ライ

のそもそもの発端は

日本政府の厚生省が

集団検診を沖縄の離

島でやったんです，

そのときにライが学

童にあるということが，東京の中央紙に

大きく載ったわけです。それで四国の方

から問い合わせがあって，四国だけでも

救援したいということだったんです。L

星野から報告」｝を受け取ったとき，L星

野には一部訂正しますよと申し上げたん

ですが，われわれ地元におる者は，今だ

からいうとちょっと困ったなあと。とい

うのはインドと変わらないんじゃないか

という印象を持たれているが，実際はそ

うではない。隠したがるということもあ

るが，昔のようではありません。あの当

時では，那覇にもスキン・クリニックが

できまして，患者はどしどし積極的に治

療を受けに来ているという状態でした。

宮崎から沖縄救ライについての議案が提

案されたときには，私はなぜ君の方から

提案しないんだとつるしあげられたんで

す。沖縄の頭を飛び越えて向こうの方で，

救ライ問題をやっているが恥かしくない

かという声がでてきたわけです。当時私

はゾーンチェアマンでしたので，L星野

とご一緒していてこれはとにかくやらな

きゃいけないと思いましたね。

細田　実際に沖縄にはライ患者がどの位

いるんですか。

横田推定ですが，本土の人工比は1万

1千名に対し1人。沖縄は470名に対し

1人。宮古八重山は180名に1人という

驚くべき高率発生をみています。

与那原全国大会で決議されたあと，私

の方では早速各新聞社を集めて発表しま

した。そうするとライの関係者が非常に

大きな期待をかけていて，すぐにでも始

まるだとんいう感じなんです。また，発

表後L星野が沖縄の愛楽li養Kライ療養所）

を訪問されたとき，患者の自治会の幹部

の方がずらっと待ち構えていて，いろい

ろと要求を出してきたんです。この人た

ちは戦前からの患者で，障害はあっても

完全に直っている人たちなのです。それ

で私は，このお金は早期発見のために使

わなければならないんだから，あまり欲

を出すなとしかったことがあるんです。

われわれとしても，当初は早期発見，早

期治療のためにこのお金を使わなければ

ならないんだから，2次，3次と計画が

進んでいけばあなた方の満足のいくよう

にもなるだろうということで引き取って

もらったんですが，とにかく日本全国の

7万のライオンズ会員が，沖縄救ライに

立ち上がったということで，ライの問題

が沖縄の社会の表面に出て来たというこ

とが，非常に大きなアクティビティでは

ないかと思うんです。結核も今ではかぜ

と同じような感じで，治療すれば直ると

思われています。沖縄のライもそういう

ふうになりつつあるわけで，沖縄救ライ

事業はライを社会の表面に出したという

点で，7千万円という金額以上のすばら

しい効果がありましたね。

細田　アジア救ライも京都の本当にハプ

ニング的な決議で，まず宮崎博士を送り，．

それが下地となってアジア救ライ協会が

できたわけです。

　私は，最初に火をつけて，その火がも

っとよその地域社会に反映して燃えてく

るというような考え方が，ライオンスの

アクティビティのいき方ではないかと思

うんです。ですから沖縄救ライ問題も，

1年間に1人千円の徴収という決議がな

されていても，現地の受け入れ態勢さえ

よければひとつこれだけは沖縄のために

残しておこうというような火種が残るの

ではないか。

　つまり，ライオンズがいま沖縄救ライ

という合同アクティビティの火をつけた

わけで，今度は受け入れ態勢の問題です

ね。

星野　L与那原と一

緒に実際に宮古へ行

ったんですが，その

時，患者の自治会の

方が2人飛行場まで

葵i

第15回全国大会（広島市）記念

写真展

ロ会場福屋デパート
　　　　6階～8階，階段

田期間
　　　　＼
5．月20～25日

講演会

口会場見真講堂
口日時　5月23日
　　　PM5：00～8：00
口講師　水上勉（作家）
（予定）

鶴　岡　一人
（里予王求言『F言命家）

主催ライオン誌編集部　後援中国新聞社
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やってきて，ぜひ救ライを成功させて下

さい。必ずこの宮古から患者がでないよ

うにしていただきたいと言ってきたんで

す。私は，医者を派遣しても皆さんが隠

してしまって，見せないんじゃないかと

聞いていたんで驚いてしまいました。そ

こで，患者の皆さんが家の者，親戚の者，

あるいは近所の者に，この通り直ってい

るということを啓蒙してくれるように，

また医者が診療に来たときには，進んで

検査を受けるように，とたのんできたん

です。それから，ライオンで市会議nや

っている方にも救ライに力を入れてほし

い，医者が診療にやってきたら全員見せ

るように決議する必要があるんじゃない

かと言ったら，ぜひそうしますよと言っ

てくれました。

　また沖縄へ行くたびに，新聞社の方が

飛行場まで出迎えてくれ，新聞にも大き

く取り上げてくれたので，だんだんにP

Rが行き届いたようです。最近では，皆

さんが気持ちよく受診するようになった

と聞いて，大変喜んでいるわけです。

白倉　ライオンズのアクティビティは，

これが真髄ですよ。金銭だけじゃなしに

それから敷桁したものを勝ちとるという，

アクティビティを考えなくちゃいけない

んじゃないですか。

今後の事業計画は……
細田　会員の皆さんの中には7千万とい

うお金が集まったが，はたしてそれだけ

でいいのかという危恨をもたれている方

も多いと思うんです。そこで実行委員会

の今後の事業計画をお話し願えませんか．

横田　予算も何回か

編成し直して，現予

算ができ上がったわ

けですが，那覇にり

っぱなスキン・クリ

ニックを作る予定

が，敷地の関係で紆余曲折を経て愛楽園

の中にライ研究教育センターを作ること

になってます。また，八重山にスキン・

クリニックを新築，現クリニックの大改

造といった計画がたてられてます。

与那原　沖縄にライ予防協会があります

が，今まで政府の補助金で細マとやって

きたわけなんです。この組織では効果が

ある使い方はできないだろうと思ったの

で，去年から何度も政府や，ライ関係の

医者，それから予防協会の人たちと話し

合ったんですが，実際地元の方としては，

態勢を固めきれなかったんです。それは

戦後最大の三大選挙がありまして，これ

に全住民が3つに分かれて争っていると

きにこの問題が出てきたもんですから，

政権がはっきり決まらんかぎり，どうに

もならないという状態だったんです。選

挙後局長も決まったので，話し合ってや

ってきましたが，二転，三転してしまっ

てなかなか決まらなかった．委員会の最

初の計画では治療や教育のためのクリニ

ックセンターを作ろうということだった

んですが，総合的なものを作っても1：地

の問題，医師の問題で運営の面で非常に

困難な問題が出てくるということで，治

療の部門と教育の部門とを分ける案にな

ってきたんです、まことに恥ずかしい話

しですが，ライ予防協会の組織もこれで

立て直されたわけです。受け入れ態勢も

非常に積極的になりましたね．クリニッ

クセンターや研究所は当然，ライ予防協

会あるいは政府に寄贈することになりま

すが，運営についてはやはり沖縄の実行

委員会の方で，タッチしていくことにな

るでしょうね。ライはいくら設備が整っ

ても積極的に患者が協力してくれなくて

はどうにもならんので，そのため公衆衛

生看護婦をlll：教育することが大事ですか

ら，奨学資金制度を設けてその運営に当

たることも考えてます。

ライの本当の姿をPRしよう

細田　L川崎は，台湾のライ問題のエキ　　バイスなり，お気づきの点なりお話しい

スパートでいらっしゃるので，何かアド　ただけませんか？

ニューヨークタイムズに紹介された
世界的に有名なロンのステーキです

STEAK　GRILL

　　　　RON 轡
蝶ぶ’
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川崎　私，昨年のア

ジァ大会の帰りに沖

縄に寄って，いろい

ろな人と会ってお話

しをうかがったり，

愛楽園やリハビリテ

一ションを見せてもらいました。そのと

き感じたことですが，この全国から集ま

った7千万円というお金を，より効果的

に使うためには，この沖縄問題に対する

運営の仕方を，もう一度角度を変えて考

えなければならないんじゃないかと思い

ました。建てものを建てても，本当に十

三分に活用できるのか。それよりも，現

在のスキン・クリニックをもうひとつ考

え直して，設備は小さくても日本の実行

委員の人たちに運営がまかされないか。

また沖縄の委員の人たちは，クリニック

を拡大することによって，救ライ予防が

できるのだろうかといったことについて，

もう一度考え直していただきたい。それ

からライ研究の問題で，公衆衛生看護婦

の養成や宿舎を建てて研修する場を与え

るということは，早期発見にもつながる

ことで，早急にやっていただきたいです

ね．もうひとつは，われわれが台湾に行

ったとき，街頭に立ってライの説明をし

たんです．そのおかげで地元の人のライ

に対する認識が深まり，頭の切りかえに

も大きな効果を与えたようです。沖縄で

も、ライに対する認識が薄いので沖縄の

人たちの頭をもう一度切りかえて，決し

てこわい病気ではないんだというPRが，

非常に大切だと思いますね。

　W1でやっている台湾救ライは，姉妹

提携の記念事業として始められたもので

現地のライオンズクラブが台湾一のグッ

ドスタンディングなクラブで，受け入れ

態勢がしっかりとしていたんで続けられ

たんですよ。私はもう少し年次的な計画

でなければ，この沖縄救ライはできない

んじゃないかと思うので，継続事業とい

う方法がとれないもんですかね．そして

物質的援助だけでなくもっと全国のライ

オンズに対して，沖縄の事情を訴え，ま

たPRをすることが，大きな課題ではな

いかと思います。

細田　ライオンズのアクティビティにつ

こ川川川川川11“ll“川1川川川1川1‘‘1‘川1‘1‘川川lll‘“川‘lll川1川llll，川川1川川1，川川‘1‘ll‘“川．IIIII‘川‘‘’1“1川1“““n’1‘1川川‘川‘1，lll“ll‘“lll‘’川川1‘‘1，1‘》川川1川1“‘1川↓lllll“1‘1川，111，‘「1、・篭

沖縄救ライに協力

高槻ライオンズクラブ

従来ともすれば寄付すれば足れりとする安

三易な態度が，クラブ事業活動で見受けられる

き傾向があった。結成7周年を経過してよう

≡やくべ事業、に対する認識が深まり労力を奉

…仕して事業をやろうではないか，汗を流して

≡得た結晶を贈ろうではないかと意識が旺盛と

三なった。

i　10月221ヨ高槻クラブ役員は次の決定を承認

≡した。

1『沖縄救ライ事業のためメンバーは労力を提

≡供し，汗の結晶を沖縄へ送ろうではないか，

…その活動を通じてわれわれは奉仕の精神を学

…び社会に対しては友愛を訴えようではない

≡か，このため12月7日および8日の2日間バ

…ザーを開催する』　事業計1而，メンバー分担

≡計画が立案され，全メンバーはそれぞれの分

…担において活動に入った。

1〔RP活動〕
i・．高槻市銚域の会社及び＿新固人に納状発送

i2．同上各鯛体に対し，　PR翻

i3．梧。一を街禦貼。て帳、こ対するPR

i、．獺を。，ヂ。ラブ。派遣し。鋤を依頼

i5．新聞社に側醐協戊蜘n

i6．．。バ蜘人にお茶勝を配η、PR

iPRのため全メンバ＿が，特にPR捌膝

≡員が活発に活動，またバザーを盛大にするた

≡めバザー委員が次の活動を行なった。

　　品（8社参加）

　4．全メンバーに無償拠川品の祝｛1ヒを求めた

　　この結果大阪市有吉画材（株）より画展出

…品300点、メンバー及び地域法人よりの無償

…拠出品および委託出品など合計約2，500点が

…集められた。
1　メンバーおよびライオネスが出動して出

品の運搬，整理，値札づけに日夜を分かたず≡

奉仕した。　　　　　　　　　i
　高槻商工会議所にバザー会場画展会場，1

お茶席，休憩所が着々設営され，準備されて…

12月7日～8日の両日一般巾民に公開したの三

である．この間メンバー及びライオネスの無…

償労力の提供は延べ188人，会員55名に対し…

1名当り3．4日に達した．バザーは好評裡に…

終始し拠出品は余すところなく市民に買上げ…

られ，両展の売行きも良好であった．会場に…

設けられた募金箱にはお客さまの心からの募1

　　　　　　　　　　　　　　　　　これ三

をなしとげるには幾多の困難はあったが，パ三

ザーを通じて示されたブラザークラブあるい三

はライオンf固々の厚い友情が暖かくわれわれ…

を激励してくれた．そして会n相互の親睦も…

高まりと深みを加えた、事業を通じて得られ三

た種々の体験が高槻クラブの今後において花匡
を咲かせることを確信している．　　　　　i

　利益金の処分は慎重審議の結果，協力して…
いただいた上励こも一部お返しする意味で，i

歳末助け合い運動に協力した。われわれの小…

さい奉仕の真心と汗の結晶が1剛胞の沖縄ライ三

患者に少しでもお役に立てば何よりの幸せで…

ある．　　　　　　　　　　i

金が次々寄せられた．

　両展売．L893，700円　委託商品売」二519，290円

　拠U品売上その他124，780円

　　〔売上計〕1，537，770円

　〔収支計算の結果〕

　収入の総額259、763円　要した経費133，860円

　差引純益125，903円

　クラブとしては初めての企画であり，

n‘」↓IlI‘「‘，n，“llll‘’‘‘‘r“ll‘’1‘1‘日↓¶ll，n〔411’1，Il口‘llllll，1‘ll“‘“，¶IIIIu“i，In‘‘」lll‘‘1“1’‘“‘‘」‘‘囲」‘1‘日1‘1“lI，，nll“1‘，‘1‘‘“‘‘“ll4“lII」‘”1オIIllI‘‘’，．1’，’‘，“ll，｜nlllIlllII‘nnnl，，：lIIInl・1｛lll‘llllnl‘1‘り，’‘Ir

いては，お金を集め

て何かを買って贈っ

　　　　　ヘ　　　　　　　シたとか，こっいっこ

とをしたという物質

的な給付をして，能

事足れりという考え

方が多いのではないですか。いまL川崎

のお話のように，ある意味では物質的な

給付もともなうけれど，そういう運動を

起こしたということが大事ではないかと

思います。沖縄救ライを例にとれば，薬

や看護婦，建物も必要ですが，そういっ

たものをわれわれが与えるというんじゃ

なくて，そういうふうな気運を作ってい

くことが，アクティビティのあり方では

ないか．われわれはそういった模範的な

アクティビティを，救ライの実行委員会

に期待しております。
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東京へ寄せる各国ライオンズの期待

　3月17日（月）午後1時半，東京・芝

白金台町の迎賓館に，川島清嗣世界大会

協力委員会副委員長はじめ，協力委員，

実行委員の主だったメンバーが集まり，

きびすを接して来日されたDavid　A．

Evans国際会長夫妻，　W．　R．　Bryan

第1副会長夫妻をかこんでの茶会がもた

れた。Evans会長は咋秋にっついて2

度目だが，Bryan副会長夫妻ははじめ

て，あから顔の人なつこい，健康そのも

ののようなCelia夫人とお似合いのカッ

プルである。前日，日曜日にもかかわら

ず都内の主会場を走りまわり，武道館の

内外も仔細にごらんになった由である。

暗れて国際会長となるご自分の櫓舞台を

思い描かれて，しばしの感懐にふけられ

たものであろう。

　このあと2組のカップルは大阪に飛び，

万博会場を視察，奈良，京都を経て福岡，

北九州のライオンズを訪ねた。このとき，

スエーデンの国際理事Dr．　Gunllar

Stjernstromのとつぜんの計報が入っ

たため，あと名古屋と横浜の予定を切り

あげ，急きょ，20日の夕刻の便でヨーロ

ッパへ向かわれることとなった。

　さて，くりかえし本欄でもふれられて

いるとおり，第52回ライオンズ世界大会

3月17日　迎賓館にて，左からG．Hett国際本部PR部長、　David　A．　Evans国際会

長夫妻、W・R・Bry題第1副会長夫妻

を迎えて東京に押しよせる海外会員家族

の数は，1万5千とも2万ともいわれ，

国際会議もめずらしくなったとはいえ，

わが国空前の規模のものとなることは間

違いない現況である．4月に入って世界

大会協力委員会の動きはいよいよ活発に，

連日にわたって各部会の会合が開かれて

いる。東京大会への道はいま第3コーナ

ーをまわって，ホームストレッチの直線

コースに入ったところ，といえよう。

　以下，この大会へ各国のライオンズが

どのような期待と幻影をもっているか，

ライオン誌各国語版に紹介されたEl本の

記事からみてみよう。

フランス語版1月号

　　清

　　澄

　　な

版デ
画
と

日

本

リ

カ

シ
｜

　大会受入れ側のあわただしい毎日にた

いし海外のライオンズは日本をどのよう

にみ，考えているだろうか。近着の各国
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世界有数のゴム会社Good　Year　Tire＆Rubberでは，社員のお嬢さん方によ
るバトン・チーム「キャデット」を編成，東京大会に参加するために猛練習をつづけて

いる。写真は「キャデット」のメンバー．

語版には旅行工一ジェントの案内広告を

はじめ各種の記事がみられる。国民総生

産が世界第3位，東洋の紳士国として大

国に列した日本といってみたところで，

やはり神秘の国，エキゾチックな国日本

にたいする期律と好奇心が1その記事の

はしばしにうかがわれるようである。

　フランス語版1月号は，師宣風の初期

浮世美人画を表紙にあしらい，80頁のう

ち30頁を用いて日本特集号としている。

Evans国際会長の「大会告示」をトッ

プに，松井明駐仏大使のメッセージ，植

物図鑑をひろげる天皇の写真はじめ，日

本の観光と文化を総ざらえ紹介している。

なかに面白い記述は，「日本の生活」と

題して，お辞儀のことを書いたところで

ある。礼儀正しい日本人は，日常生活の

なかで驚くべき回数，互いにお辞儀をか

わすことを，ある統計によって示してい

る。戦前の学校では先生にたいし，1日

54回，お辞儀をしたが，戦後はそれが9

回となった。使用人は上役に15分に1回，

女の子は11分に1回，お辞儀する。商店

主は1日に123回，お坊さんは50～150回

で，お葬式の日にはこれが300回におよ

ぶ。デパートのエスカレータ係りのお嬢

さんは，なんと1日2，500回も頭を下げ

る。これは週111現代によるとことわり書

きがあったが，何か素裸かの姿を鏡に映．

されたような感じがするではないか。

　このほか，最近の明るいニュースをさ

らったノーベル文学賞受賞者，川端康成

氏の紹介，川端文学に与えたフランス文

学の影響といったものが要領よくまとめ

られ，また滞仏11年の彫刻家加納実氏

（音訳）と同夫人との会見記といったも

のまである、

　　　　　　　　　　　　　　　喧

灘鵬！

英語版2月号

と騒
刺と
激混
の　こ

町う
東矛
京盾

　This　is　Tokyo！”という題の4頁

にわたる記事が，英文ライオン誌2月

号に載っている。記者はChristpher

Lucas氏，ロンドンのSunday　TimeS

紙の特派員で，滞日数年のベテランであ

る。「東京こそ，みにくいものと美しい

もの，狂乱と真摯が，こった煮のように

入りみだれた，世界の代表都市である」

とし，日本，とくに東京および日本人に

鋭い目を向け，はじめてこの国を訪れよ

うとする人々への手引きとして，こまご

まとした注意を与えている。

　喧騒と混乱のなかにあって東京の人々

はまことに冷静で，我慢強く，そして極

端に礼儀正しい。これは日本人に共通の

ことで，とくに外国人には親切だが，そ

れは214年にわたる鎖国の影響で，外国

の風俗習慣にまだなじめないせいもあろ

うか，と述べている。さらに，東洋の買

物天国として香港がよくあげられるが，

東京の方がその名にふさわしい。品物の

豊富さとその質，さらにサービスの点で，

東京の有名商店におよぶところは他にあ

るま．いと称揚，ただ夜の銀座の飲み歩き

には注意しないと，2人でテーブルにつ

いただけで100㌦もとられることがある

と警告している。

　3月号にはやはりロンドンのDaily

Telegraph紙の特派員A．E．Cullison

記者が“The　Japanese　Miracle”と

いう記事を漠いている。これは西独をぬ

いて世界第3位の産業国となった日本の

内容を紹介したものである。戦後40億㌦

にのぼるアメリカの援助を足がかりに，

日本および日本人は持前の勤勉と企業の

才を発揮して自立するに至った。いま，

世界の巨大国のひとつとして浮かびあが

ろうとするとき，この驚くべき経済力は

輸出可能なものであり，自ら繁栄のため

に他国を援助することが最善の道である

と多くの日本人は自覚していると。

　諸外国に伝えられる日本の姿はそのま

まアリスのみた不思議の国のようである，

こうした幻影を抱いて東京を訪れる世界

のライオンズに，われわれはその謎を解

き明かしてあげる必要はなかろうか。東

京大会はその絶好の機会でもある。
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　ただひとりの人間に貢献する，ひとにぎりの人々の

力がなしとげ得る大きさを，あなどってはならない

　10月の会員増強月間　は非常な成功のうちに終わりました。

35，523人の新会員が10月中に国際協会に加わったのです。全IU：界の

全ライオンズの協力あってこそ実現し得た成果です。

　国際会長D．A．エパンズは，本年度，彼の年であり，みなさんの

年であるこの1年に会員数百万の大台めざして努力することを誓い

ました。この目標達成にむけて1月，2月，3月は新会員10万の拡大

を目標とする努カ月問に指定しました。

　昨年の10月中に36，000名近い拡大ができたことを思うとき，会員

全員が一体となって取り組めば，1月，2月，3月の各月間にそれ

ぞれ35，000人の増強も無理ではないはずです。

　わがライオンズ国際協会に10万の新会員が必要なのはなぜでしょ

うか？　折にふれ、会員の方から，私たちの関心が拡大の一事に終

始している，資金の増大ということを唯一の関心事としているので

はないかという意味のお手紙を頂くことがありますが，これほど見

当はずれなお叱りはありません。ライオンズ国際協会はほかならぬ

皆さんのものであり、会員増強によって，協会の今後の発展が約束

されるのです．これこそ，遠い将来にのぞむ諸計画の立案に当たっ

て，また事業活動や恵まれない人々への奉仕を強化する上に必要欠

くべからざるものなのです。ビオフラの飢えたる子供たち，震災の

被害に苦しむ人々，盲人，精神薄弱その他恵まれない人々に援助の

手がさしのべられるのも，みなさんが貴重な時間をさいて下さるか

らこそ，みなさんがライオンであってこそ，はじめてできることな

のです。

　本職の事業では，会社のよりよい運営のため私たちはいろいろな

法則や規則をとり入れます。ライオンズクラブにも，この同じルー

ルを，ほんの少しひねって応用すれば，クラブ運営上の改善，そし

てさらに重要な，クラブ存在理由ともいうべきアクティビティの強

化のために生かすことができるのです。

例をあげると，ビジネスにおいて，私たちは考えます。『どうした

ら金もうけができるだろうか？』著名な弁護士で牧師でもあるラッ

セル・コンウェル氏によれば，『富を得たいと欲するならば，人間

の欲求を知り，それを満たす方法を見つけるだけでよい』のです。

　この言葉をライオンズ流の考え方で置きかえれば，『新会員を得

たいと欲するならば，欲求をもった人間をみつけ，ライオンズクラ

ブに誘い入れることによりその欲求を満たせばよい』と言えます。

これらの欲求とは一体何でしょう？　仲間がほしいというのもひと

つでしょう。自分と同年配の人々と交わりたいという欲求であり，

社会の役にたちたい，社会に奉仕する人々の仲間入りがしたいとい

う欲求であり，また，町の要人とおつきあいする名誉とか，希望も

ありましょう。これらはすべて人間の欲求であり，このほかにもま

だまだあります。しかし，私たちは人々の抱くこうしたのぞみを見

きわめる力をもち，その人々をライオンズクラブの仲間として迎え

ることによってその望みを満たすことができなければなりません。

　これは容易なことではありません。人情の機微を知りつくしてい

なければできないことです。ま新しいアイデアをひっさげて事に当

たれというのではありません。そんなものはもともとありはしない

のです。やることは，使いふるされた原理を研究し，ひとひねりし

て新しく応用すること，そして，新会員さがしにでかけることだけ

です。自分の考え，自分の計画に信念をもち，それにもとずいて行

動することが大切です。22，000をこえるクラブの総力をもってすれ

ば，大きな秘密一だれもが見すごしている，または無視している

何かを改善するという一を解くことができるはずです。

　この世の中には二通りの人種があると言われます。夢想派と実行

派と。どちらもそれぞれに立派です。どちらが欠けても世の中はう

まく行きませんが二者のおよぼす作用には大きなちがいがあります。

夢想家は霊感に身をゆだね，実行派はその夢を実現する。社会の向

上，進歩をたすけるのに必要な，大いなる変革を左右するのは実行

派なのです。

　ライオンズの皆さんは　実行派なのです。そして，この会

員増強運動の目標達成をやりとげるのも会員であるみなさんなので

す。全会員が百万ライオンズのスポンサーとなり得るのであります。

そしてその自分があるがゆえに，社会奉仕とライオンズの事業が2

倍の力をもって全世界にひろがるのだと言い切ることができるので

祝祭日には国旗を掲げましょう

株式会社岩岡商店

旗のことなら何んでも御相談下さい

日の丸　家庭用からピル屋上用迄各寸法

取揃えてあηます

　世界各国卓上旗，塩瀬羽二重製

　15c爪X22．5cm￥600

卓上台＝大理石￥1，000

鉄台￥700』アルミ台￥400

クラブ旗・バナー・歌入幕・バッジ製造

す。少年の盲いた目に光がもどり，なえた足

が再び歩く，向かいの窓の悩める一家が元気

をとりもどし，震災のあとに復興の槌がひび

き，子供たちが新しい公園でたわむれる一

こうした光景を前にして，まぶたに光る涙，

のどもとにこみあげる感動こそは，みなさん

の奉仕の真のむくいなのであります。そして

みなさん自身は一今夜も快よい眠りにっく

ことができるのです。ライオンとしての自ら

を全うしたのですから一。

　　　（英文ライオンll、自969年2月号より訳出）
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EXPO7X）

着色部分はライオン
ズ国、南アメリカ，

　）内は地区番号、

赤色部分はアルゼン

チン

　アルゼンチンは南米各国の中で番．文化度

の高い国である。周囲を花に囲まれた首都ブ

エノスアイレスは美しい。タンゴの発祥地と

して知られているが、なかでも有名なのは、

港町が一角にあるポーカである。カンティー

ナ（酒場）や、魚料理のレストランも多く、

先天的に陽気で音楽好きなラテン系の血を引

く人々が、多く集まる所だ。タンゴのみなら

ず、強烈なllズムを好む若い人たちが、不思

議な雰囲気をかもし出している。

　この・角に名曲カミニートにちなんだスト

写真と文 中谷吉隆
（日本写真家協会会員）

リートがある．彫刻が立ちならび、軒なみ赤、

黄、Il∫の原色で色どられた街なみは、この土

地を愛し、天オ’画家として知られるキンケー

ラ・マムティンの構想によるらしい。夏の夜

は、カンティーナやレストランに集まって時

間を忘れて夜のふけるまで語り、踊りっくす

人たちの姿がみられるところだ。

　アルゼンチンのライオンズは1954年10月に

プェノスアイレス｜、Cが誕’k、現在320Cに

7，878名を擁し活躍している，，
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世界の電子メーカー《米国ブイルコ社》製

●イオ＝ト■：φ
　　　　　　5000
陰（マイナス）イオン発生器正価￥26，000

輸入元：光洋インターナショナル株式会社
叫ミ京肖｜；中央区銀座71’「15番地　TEL（572）5651〔ノく代表〕

発売元：株式会社ニツコン商事
東京都新宿区角筈（ヵワセビル）TEL（356）0241〔大代表〕
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ロアイオニトロンご購入について
工すぐ届けてほしい　②伴しいカタログを送ってほしい

口お届け場所

御芳名　　　　　　　　　　電話（　）
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人類初の偉業 記念メダル

（表） （裏）

＿越・高島屋・伊勢丹・西武及び全国
有名デパート貴金属売場にて発売中！

このメダルは米国大使館のご好意により
製作された唯一の記念メダルです。

メダル表面はアポロ8号のシンボルマー
ク（三宇宙飛行士のワッペン）をそのまま
デザインに採用致しました。
ジョンソン前大統領，ニクソン大統領及び三
宇宙飛行士に記念メダルを贈呈。

純プラチナ製

純

純

丹

金　製

銀　製

銅　製

品 種

直径50％　110g

直径50％　130g

直径50％　70g

直径50％

￥1，000，000

￥250，000
￥　　7，000

￥　　1．500

■大蔵省造幣局検定

純プラチナ，純金，純銀いずれも大蔵省造幣局に於て

政府の純度保証のホールマークが刻印されております。

純プラチナ製・純金製は最高級羊本皮ケース入り

純銀製・丹銅製は美麗布張ケース入り

　　創索明治70年　　（東京商工会議所会員）

　　松本徽章工素株式会杜
本社　東京都台東区元洩草1－12－2　TEL（842）6161



2月

▼沖縄八重山クラブは　ジュニアウエルズ　リズム　アンド　ブル

ース楽団を招き　昼夜2回にわたって大演奏会を開催した　テレビ

新聞等でPRしたかいあって3，000人を越す観衆が集まり　大成功

であった　収益金216，000円は総合福祉センターの建設費として寄

贈した
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＜大阪府東大阪河内クラブは　住居名変更な

どで地名がわからないことが多いので　1日河

内市内の派出所前に　管内地図及び案内板を

設置した　今後大いに活用されるであろう

　　　　　　　　　　　　　費用ll4，000円
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噸翻ら町内の小学椥゜校の通学道路咄て

4学童を交通事故から守る運動に協力してい

る福岡県宮田クラブは　20日午前7時30分か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　学童

の交通指導を行なった　毎月“事故ゼロの日“

に行なっている恒例の行事で　この日でちょ

うど20回目　同署管内では昨年8月29日以来

死亡ゼロ176日を記録しており　同クラブの

協力も大きな力になっている

、

4長崎中央クラブでは　少年少女委員会が中

心となって　養護施設「明星園」の園児20名

をアイススケートに招待した　費用2，200円

29



レ高知県土佐清水クラブは

の川3分校の児童と父兄を対象に　理髪奉仕

を行なった　この事業には休日を利用したラ

イオンズ以外の床屋さんの参加協力もあって

大いにPRとなった　　　　　費用7，920円
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レ鹿児島県串木野クラブは　無医地区の冠岳

川上の2カ所で一日無料診療を実施　普段診n

療に恵まれない人たちが多いので　大いに喜

ばれた　　　　　　　　　　　　費用52，ll2円

レ山形県赤湯クラブは　交通事故や災害など

緊急時にそなえ　赤湯幼稚園と保育園の園児

210名を対象に　血液型無料判定を実施した

クラブではめいめいの血液型を記入した緊急

カードを作成し　ランドセルに下げてもらう

ように計画している　　　　　費用28，500円



＜福島県二本松市内には無医地区が多く

降雪期には交通が閉ざされてしまい診療

に恵まれない　そ二で二本松クラブは5

カ所に無料健康相談所を開設　診療に当

たったところ　430名の相談があり大盛

況であった　　　　　費用　29，500円

＜兵庫県伊丹有岡クラブは　伊丹保育所

を訪れ　変わった無料奉仕を行なった

メンバーがペンキを持ちより　保育所の

床に○や△の模様を描くペンキ塗りの奉

仕は　アイデアに富み好評であった

信用・歴史・技術の

バッジはアキバ…

＊高級バッジ

＊メダル

＊トロフィー

＊カツプ

＊楯

＊胸　像

＊各種記念品

讐7キA徽章
↓4〔垢〔「7｜51㌧f～こnl【託ノし▲文」ヒ1　～3～　1（番102）

TEL（262）0101（代）（261）2651
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一んな快適な暮しを

いますぐ実現できるのが

ナショナルのセントラルシステムです

冷暖房の熱源を1カ所にまとめ

ご希望のお部屋へ配管。冷水と

お湯をつくって、家じゅうを冷暖房

するセントラルシステム！

もちろん、浴室・台所・洗面所なと

では、お湯がふんだんに使えます。

火の元が室内にないので安全…

お部屋の空気が汚れないので衛

生的…と温水暖房は好評です。

　　　　ご予算・間取りに合せて

　　　　組合せが自由に選べます

ナショナルの冷暖房設備機器には

1QO余種もあります。

だから、冷暖房したい部屋数・間

取りなどご要望に合せていろんな

組合せができます。

こうしたご相談は、ナショナルセン

トラル冷房・暖房・給湯システム

の専門家一CHCマンにお申し

つけください。

CHCマンは、ナショナル工事機器

スクールで鍛えぬかれて、見積・設

計から施工まで専門の知識と技

術を身につけたベテランです。

左の図で配置を確かめながらご覧ください

0自動給湯機（オートホット）ow－251A

　1台で同時に給湯と暖房ができます

現金正価225，000円など13機種

②冷却塔（クーリングタワー｝8V－03VKA

　ベストエアー用の冷却水をっくります

　現金正価66，000円など6機種

③ベストエアー　BV－2100

　冷房機能を内蔵した冷暖両用機です

　現金正価199，000円など7機種

Φベストエアー　BV－1200

　現金正価168，000円

●温風暖房機（オートヒーター）床置形

　BV－25A3お部屋全体を安全に暖房します

　現金正価29，500円など6機種

0温水暖房機　加湿器内蔵　AA－2600

　暖房用温水の流れでファンを回す新設計

　現金正価28，800円など各種

このほか、循環ポンプ・シスターン・加湿器

など付属品が豊富にそろっています。

●表示価格はいずれも工事費を含みません。

●「分割払い」「銀行ローン」をご孝lj用ください。

お間合せは、お近くの松下電器・住宅

設備機器営業所のCHCマンへお電話を

札
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幌（24）9271

森（4）5407
台（25）8111
宮（65）1521
葉（51）9115
京（453）3111
jll　　（23）　4181

浜（641）1262
潟　　（45）　1286

金沢（61）2151
静岡（45）1241
名古屋（951）6211

松本（3）7034
京都（231）8851
大阪（992）1131
神戸（39）8011
広島（48）1195
高松（51）3333
福岡（43）1101

　　　　　　カタログのお求めは…
　　　　　　藤沢市辻堂元町（〒251）

　　　　　　松ド電器・冷暖風事業部

　　　　　　宣伝L係　または
　　　　　　大和郡山市筒井町（〒639－11）

松下醒欝‡灘慧灘
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よりよ、厄呂
　　　　　　　展向上

ために
ために

門誌

トラン”

　読料4、000円

話03－571－ll81

みかんの花咲く丘に　チャンピオンコース
兜成　昭和44年秋

　　ベゴー　・　．・、・w
　　　　　　シ　　鋪㌔’

’

　　　　　神荒i川

⑫z】顯」ルフワラフ

　　ノ　をロ　ゑ　

個人正会員…い名）…40万円
法人正会員…（川2名記名式）…80万円

1ホ苧’いロ！ジ・ヘピー．コ’ルプ場・遊1朝施設併1；文

タ　　ご　　
籍慧1鵬：：：鵬｝・ラブ・・ス・・分

自動車利用…東京より東名高速道路にて60ラ

お間合わせ
味ξ戊；（小こ†卜　　（272）　8381（fC一表）

　　　　　　　　　　3

神奈川県小田原市根府川地区

ハナキ ゴム手袋
ゴムサック

日本ハナキゴム製造所
東京都荒川区南千住3－120電（803）5331
　　　　　　花木秀一一（荒川L．C）

　　　　フランス料理■フランス菓子

新宿本店■新宿中央通りTEL（352）1711

御婚礼一御宴会一御商談
200年の味名物川魚料理

　かわ　　　ち　　　や

畑晶F家
　柴又　帝釈天門前
　店主　L　天宮久七
東京都葛飾区柴又7の6の16
東ハ｝（　（03）（657）4151～4　 （658）4151～　4
　　　　ヨイコイ　　　　　　 ヨイコイ

深日上
川4野
店店店
　　　　　　　

6　5　8
4　0　2
1　4　8

　　　　　　　

0　2　5
1　7　1
2　5　1
5　1　1

翻藪 仏蘭西料理
　　Cuisine　Francaise　Restauzant

東京都港区赤坂・ツ木通｜）TBS隣りTBS会館　TEL（582）5891～3



　　　z
L」高　級　呉　服

北秀商事株式会社
北ピル　TEL（667）7711（大代表）

口総合デザインスタジオ

株式会社日本工芸社
北ヒ’ル6階TEL（667）6522・6523

　　口貸ホール・クラブレストラン

株式会社北エンタープライズ
北ビル7階　TEL（667）6631・6632

エルフ・ライトエルフの

本社／東京都世田谷区上北沢5－11－1
　　　　　　電話302－8151（大代表）

‘　　’，

｛

1

弓兄ライ7「夕頁”？77”

　　16ヨ壺京世醇大合

～

規格型小型昇降機

句竃P」ロ7」』

クマガイ工業東京株式会社
代表取締役　森川芳治（東京永田町L．C．）
専務取締役　浅山　　広（大手町L．C．）
東京都北区岸町1－9
電話　908－3146（代）

WE

かんだ

淡路町2－10TEL（251）0287

L堀田康一 神　田c

黎

ぶ”今ゴ

｛’・’

●八階

●七階

●六階

●五階

●四階

元

　　R［STAURA‖1

結婚式場●三階すき焼・鍋科理
バーベキュー●二階フランス料理
クッキンクスクール　●中二階　ランチコーナー

大　宴　会　場　●一階　洋菓子・喫茶

特選中国料理　●地下一階　レストランノ←

　　本店・銀座・並木通り5丁目
’　　　　TE：L　（57｜）8181～8189

　　西店・西銀座デパート2階
　　TEL（561）3949・4263
　　LC，谷　善之丞

日本料理
しゃぶしゃ口ご

赤坂店（582）2661～3京橋店（535）5031～3　日本橋店（271）3791～3
TBS店（582）6841～3宝町店（241）4841～3

THE　BEST　S’「EAK　IN　JAPAN

KO8E　・　OSAKA　・　TOKYO

　　　東京都港区西新橋2丁目8（03）591－7823

　　　大阪市北区新地永楽町19（06）341－4471
本　店　神戸市生田区北長狭通1丁目28（078）33－2890
　　　　　　　　　　　　　　神戸甲南L．C　藤岡重次



広島デルタc　谷本　清
　　　　　　この人と30分

　谷本清師、1948年、米国上院議会の開会祈
購を日本人として初めて行なった。バークレ
イ副大統領の招待を受け、　「戦後の世界の指

導者として誤りなきよう」訴えたお祈りの言
葉は、臓事録に記録としてとどめられた。19
55年にはNBCテレビ全米向け番組「This　is
Your　Liie」に出演、原爆投下のパイロット

のひとり、ルイス氏と対面した。
　広島流川教会の牧師として自ら被爆、財団
法人ピース・センターを創設して、ノーマン・

カズンズ氏らとともに原爆孤児や乙女の救済
にあたった。1909年6月香川県に生まれ、関
西学院大学神学部を経て北米エモリー大学神
学院を卒業、ルイス・アンド・クラーク大学
より神学博士の称号を受く。

　L谷本の体験は昨年5月、パード国際会長
の月例メッセージにとりあげられ、全世界の
ライオンズに紹介された。1961年3月、広島
デルタC結成と同時に入会、会長を経て現在

W4地区YEP委員長。豊富な経験と国際的
視野から、新しいライオンズ活動の展望を期

待したい。　　　　　　　　　　（G）

ライオンズ入会の動機は？

　神戸の元ガバナー岡部さんがやはリ

クリズチャンで、存じあげていたんで

すが、広島にクラブをつくりにみえて、

ぜひ入れといわれたんですが、当時私

は自分の教会の復興ばかりでなく、原

爆生存者のひとりとして同じ境遇の人

人に何かせねば相すまぬと、原爆孤児

の養子縁組とか原爆乙女の治療などの

事業をこつこつと手がけていたもので、

その申入れには応じられませんでした。

その後、何とか広島に落着いてから、

広島デルタCのチャニター・メンバー

として入れて頂きました。

被爆されたときの状況は？

　当時、本北空襲がつづいて、市の方

でも焼けない町にするというので、7

つの川を防波堤にして横に火道をこし

らえてブロックをつくり、一部が焼け

ても類焼しないようにという工事をし

てました。そのとき、私は人垣をかき

わけて教会の荷物を山の手に運んでゆ

く途中でした。そこで被爆したんです

が、運よく助かり、すぐ市内に帰って

救助作業にあたりました。私のこの体

験は、アメリカのジョン・ハーシーと

いう人の書いた本に出ています。　「ヒ

ロシマ」という小説がそうですが、6

人の被爆者のひとりとして取りあげら

れました。私がアメリカの大学を出て、

しかも牧師だというので、非常に関心

をもってくれるんですね。そういうわ

けで、4回も5回も連続してアメリカ

全土を、「ヒロシマ」講演で歩くこと

ができました。

それと養子縁組との結びつきは？

　1948年に渡米したとき、知人のパー

ル・バックさんからノーマン・カズン

ズ氏を紹介されました。そして広島と

平和の講演会のあい問に、何百人とい

う原爆孤児の精神的な支えとなる何か

よい方法はないものか、と話しあった

わけです。翌年、カズンズ氏は広島ま

でやってこられて、似島学園はじめ6

つの孤児院をごらんになって、この養

子縁組を思いついたんです。早速、カ

ズンズさんが新聞記事として発表され

たんですが、このとき、大体週2．50ド，．

で月額10㌦の費用と考えていたんです

が、誤って月2．50㌦とやってしまった。

発表後、続々と申込みがあって、500人

の子供に600組もの縁組希望者があり

ました。いまさら増額もできないんで、

そのままやってきましたが、これはあ

くまで精神的なものが目あてで、主と

して手紙の往復とか、衣類などの小包

みをときどき送って慰めるという形で

した。もうそれから20年近くたって、

ほとんどの子供たちは巣立って社会に

出ましたので、この事業も終りですが、

いまでもそれぞれの文通はつづいてい

ます。なかには本当の養子になって渡

」谷本が主宰する広島市・流川教会
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米したのや、奨学金をもらって大学までいったものもいて、

こうした愛情はますます深まり、こまやかなものがありま

すね。

　それから原爆乙女の治療ですが、これは1955年、25名を

つれてニューヨークのマウント・サイナイ病院へ入り、約

1年半にわたって整形手術を受けたわけです。手術と手術

のあいだ、体調を整える休養期間があるんですがこれを民

間のいろんな方に引受けて頂いたわけです。これが全米に

非常な反響を起こしました。いずれもアメリカ人にたいす

る平和のアピールですが、アメリカ人にはこの原爆という

ものに非常な罪悪感があるものですから、何とかしたいと

いう気持ちにぴったり結びついたんですね。原爆乙女のう

ち半数はもう結婚して、これも落着いています。

旗演旅行で訴えられたことは？

　それは広島メッセージと、被爆者としての私の原爆にた

いする宗教的解釈ですね。例の平和公園の碑文ですね。「過

ちは2度とくり返しません」という考え、原爆にたいする

うらみはもうありません。しかしもうこの時代になれば正

義の戦争というものもありえないんだから、いかなる戦争

も許されない。世界は人種国籍をこえてひとつにならなき

ゃいけないということを、被爆という事実のうえから話し

ました。そして歩いたところは主として教会関係、それか

ら大学、つぎにロータリーとかライオンズといったサービ

ス・クラブですね。そうしてみて痛切に思うことは、民主

主義というものはこういう市民組織が普及することによっ

て、実際に浸透するんじゃないかということですね。日本

は民主主義国家としてよみがえったけれど、形だけで精神

はまだまだです。これに骨組みを入れるのは、こうしたク

ラブ活動だと思います。いえばシビック・クラブ・オーガ

ニゼーションというものは、民主主義を育てる温床のよう

なものじゃないか。大学だって宗教だって、ごくわずかの

例を除けば対社会的に何らのものももってないんですから

ね。そうするとクラブというものがどれだけ国家的意味に

おいて意義あるものか、しかもこれが国際的なつながりを

もっているんですから、お互いこうしたことをよく認識し

てゆきたいものですね。そういう意味で、例会のもち方と

いうものも、もっと研究してみる必要がありますね。

これまでのアクティビティでよかったと思われるものは？

　市内の各クラブによびかけて、ライオンズの子弟の大学

生の集まりをやったことがあったんですが、これはゲスト

を招んだりして、サービスというものを深くほりさげて討

論してみるということで、ライオンズの指導で2、3回や

っているうちに、役員が交代してピタっと止めてしまった。

これは残念でしたね。いまはYEPの帰国学生がジュニア

の会をつくってますが、これは活発にやってます。われわ

れ委員が尻をたたかれる方ですが、私、将来は外国学生を

世話できるような寮をつくりたいと思ってます。これは経

営としてずっとやっていくんです。委貝の方は毎年交代し

ますが、ジュニアの方はかわりませんから、下手をすると

ライオンズの方が置きざりをくうんじゃないか。その意味

で、こうした拠点をつくっておくといいんじゃないかと考

えているんです。
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302日本複合地区フイオ クフフ分布図

1969年3月31日

月日　　甑

2．・／2　 1368

2／4　1369

2／6　1370

2／9　1371

2／’11　1372

2．／16　　1373

2／21　　1374

2，ノ22　　1375

2／23　137t｝

2／ノ24　　1377

2／25　1378

2／25　1379

2／27　1380

　　　　　　　　　　　　　2月結成クラブ

クラブ名　事務局住所KITAIBARAKI
北　茨　姑1　茨城県北茨城市磯原町磯原327－10北茨城商工会内
YAMAGA
山鹿熊本県山鹿市昭和剛506）；VLホテル内
縄Sだ1㍗囎顕船、脚n1．、、2淡醐聴鞘
TSuCHIURA〔KIJO）
七浦亀城　茨城吼上浦市川1旧∫4960　川畑宏・・方
FUKUOKA（NISHI，
福　　岡　　西　　悩似｝司」フξ神2－14－38　　「芦烏ピ’レ1勺

IBARAKI
茨　　　城　茨城県東茨城郡茨城町小鶴　大墳w製材所内

KATSUURA’ONJUKU
灘‖｝鞠轍灘蒜；城㌫：二：，
JOT　　　O
城　　東兵療県多紀郡城東町町役場1’弓
TOKYO《BANCHO）
月〔京番町東京郎中央区西八」’堀1－4　本八敏洲ピル内
CHAYAMACH1
茶　屋　町　岡山県棉｝袈郡茶M冨∫帯江新田16ゆ4－4　公民館内
κ1κUKA
菊　　　鹿　熊本県鹿本郡菊鹿町下内川　坂本食覚内
TSUMAGイ）1
嫡　　恋徽眺吾姦郡鰯恋村大字二源尉恋村商工会内

　例　会場所

北茨城ドライブイン

同　　　　　　左

同　　　　　　　左

．1：浦京成ホテ’L

西鉄グランドホテル

町　　公　民　揃

海　城　ホ　テ　ル

同　　　　　　左

同　　　　　　左

ダイヤモンドホテル

ll∫1　　　　　　∧｛

同　　　　　　左

同　　　　　　　左

例　会’日　縛

々、1、　3t4018：00

第1、　3t↓012：30

第1、　3（4d12：15

柄2、　4｛4d18：1∬）

第2．　4｛杓12：15

第2、4㈹12：0（ハ

第1、3㈹12：30
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ぽ困1§i器
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511、201118：00
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　回

E3㌶訂
L＿＿＿，＿一＿＿」

世界のライオンズ（1969年2月28日）

　　　　　　　　　　　　　前期末

ライオンズ国または領域　　　143

クラブ数22，392会’ @　貝　　　数870，825

　現在
　　145
22，957

884．898

’ジ㌧1

Ψ’凵G青森

日本のライオンズ（1969年3月31日）
地区

　　前期末

E1　108
E2　110
E3　111
E4　100
E5　　68
E6　　80
E7　121
W1　　96
W2　112
W3　　75
W4　104
W5　　61
W6　　76
W7　101

クラブ数

現在
110

113

114

110

　71

　87
141

100

114

　78
109

　61

　80
111

　会　　員　　数一

前期末　　　現在
6，673　　　　　6，848

6，347　　　　6，752

5，310　　　　　5，600

4．567　　　　5，061

3．332　　　　　3，628

4，319　　　　　4，771

5，907　　　　　7，013

6，180　　　　6．590

6，004　　　　6，289

4，299　　　　4．685

4，994　　　　　5．393
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地区

E2
E4

”

Wl
W6

クラブ名

富士吉原

福島中央

白　　河

大阪此花

上　　郡

クラブ住所その他変更て下線部分変更）

　　事務局住　所
静岡県富上市吉原本町1丁目　友愛スポーツ内

福島市大町4－15　県商工会館内

福島県白河ll∫字郭内222－68　白河商工会識所内　同

例会場所

市民会館
山mデパート

例

第1

第1

会　日　時

3㈱12：15

3㈱12115

大阪市此花区朝日僑通3－4　此花会館内

兵原県亦穂郡上郡町駅前　町農協組内

此花帝業会館

同　　　左

■種子島

4三　第1、　3（4《）19：00

　第2、　4←戊ζ｝12：15

　第2、 4｛イ◇12：30
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世界大会記念に時計塔設置寄贈
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　E1地区（ガバナーL柿本保）

では、第52回世界大会東京開催を

記念して、地区統一アクティビテ

ィ総額1，000万円を予定し、かね

てDGほか地区役員によるアクテ

ィビティ研究委員会（委員長L沢

伊三郎）をつくり、資金および実

施案の検討をつづけていた。4月

6日、E1地区年次大会が東京文

化会館ではなばなしく取り行なわ

れたが、その前日、日本武道館脇

にそのひとつとして時計塔（総経

費750万円）が完成し、除幕式が

行なわれた。この計画には日本武

道館、施工にあたった清水建設、

などの協力があり、都内各クラブ

代表250名のほか、多数の参列が

あり、有意義であった。

声
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電動式点字出版機の開発

　新しい物を創ることには、多くの苦しみと
努力が存在するものである。このほど愛媛県
松山市で、盲人のための図書出版機が開発さ

れた。これは電動力によるもので從来の出版
機にくらべ、スピードは数倍となり、疲労度
は大そう軽減された。目下この方面の注目を

あびている画期的なものである。電動による
出版機は、すでにアメリカでは開発され（イ

ンタ・ポイント）わが国にも数台輸入されて

いるが高価なうえ、大型でもあり一般化され
るまでには至っていない。今回の新しい出版

機は現在、愛媛県立盲人福祉センターに設置

されているが、松山LCの援助により国産で
は初の点字出版機である。これは、松山LC、L

河辺八郎が、盲人福祉センターにおける職業訓

練の講師として10年にわたる奉仕を続けられ
た経験から、何か良いアクティビティをとの

理想が実ったわけである。この出版機開発の

構想は、まず同CのL山本栄に話された。L山
本は山本製作所の経営者でもある。心よく引
受け早速研究が始められた。失敗を重ねなが
ら、約半年にわたる努力の結果やっと完成さ
れた。新しく作られたものは、国産第一号機、

これは、外国のどのようなものよりも安価で
ありそして性能もすぐれている。現在では、

立派に活躍し、多くの盲人のための有益な図

書が出版され続けている。あなたのクラブの
近くの盲人施設にどうでしょうか。詳細は、

松山LC、あるいは愛媛県立盲人福祉センタ
ーへどうぞ。

、

、

、

＼

ノ
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国内も海外も旅のことなら

全国180ヶ所のひまわり窓口が
みなさまをお待ちしております

電子計算機がおてつだいする　ひまわり窓ロ

●日本語で気軽に楽しめる………………ひまわり海外旅行

●まず旅行　費用は分劃あと払い………ツーリストローン

●センスある旅の贈りもの………………ツーリスト旅行券

●全国どこへでも便利でおトクな………………・・…・周遊券

　　　　　　　　　　〈普通・均一・二とぶき周遊券〉

，ゆ▲喝●

｛　｝近纒日踊r写一り7【β』
白●，●4

　　　　本社　東京都千代田区神田松永町19－2TEL255－7111

，

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　大蔵省造幣局純度保証検定済

カ

タ

ロ

グ

贈
呈

表　　　一明治×帝御肖像
純銀製｛1璽二丁。。撃；2

領布価格一一一一一9，800円
　　ビロードケース入り
純金、純銀ともデザインは
間じです。

〈実物大

裏一明治神宮御神殿
　　　直径　　一60ミリ
純金製
　　　重さ一160グラム
頒布価格　一　一340，000円
　　　高級革ケース入り
メダル彫刻一一前原千秋先生

純金、純銀メダルセット
高級皮ケース入り
　　　　　　　　　349，000円
Oお申し込みは、下記参照の上お早め

　にお願い致します。

　代金は晶物がお手元に届いた後お支

　払いいただけば結構です。

ご意
推義
奨あ
し　る

ま記
す念
　、品

銑
織て

★家宝として、贈答品として最高

★美術工芸価値は満点
★大蔵省造幣局の純度保証検定済です

★JCB加盟店・三宝堂の製作です
◎2月17日パリの金史上最高値（朝日新

　聞より）金の値上り必至と思われます

◎残り僅少お早くお申し込み下さい

●申込み方法　ハガキ又は電話でお申し込み下さい。
　　　　　　早速納品致します。
●申込み先　三宝堂明治百年記念メダル頒布係
　　　　　　東京都×田区東矢ロ3－8－23
　　　　　　呑（03）一（734）－3984・5074〒144
●お支払方法　代金引換、書留、郵便振替
　　　　　　銀行撮込み（三養・富士・拓組の各蒲田
　　　　　　支店）のいずれか御指定下さい。
●万一御気に召さぬ時はご返品下さい。

　　　⑳i竺加齢宝　堂



コーヒーといっしょにこれだけ出るんですから

ほかのサービスもご想像ください

これは、パン・アメリカン・ファー

スト・クラスのサービスの一例。

アメリカでも南米でもヨーロッパで

も、ほとんど世界のどこでも同じです。

海外旅行はパン・アメリカンでお出

かけください。お問い合わせ、ご予約

はパン・アメリカンの航空代理店また

は、直接、東京（216）6711国際ビル、

大阪（202）0061大阪グランドホテル、

名古屋（571）6006大名古屋ビル、福

岡（43）llllニューハカタホテルの、

パン・アメリカンの各事務所へどうぞ。

旅のすばらしさを乗せて飛ぶパンアメリカン

　　4曙謬
世界て最も経験ある航空会社
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〈屋久島パインランド〉は、国立公園・屋久島の新しい産業として大きな注目を集め

ています。沖縄を含め一社としては本邦最大、しかも、屋久島のパイン園の約8割

を占めた当社の栽培実績に、続々信頼が寄せられています。

パインランドメンバーにご参加下さい
◎1［18万円で330m2（100坪）のパイン園（苗木1000本定植）が士二地共あなたご自身のものになりま

す。　◎3年以降毎年収益が配分されます。　◎収益配分は農園主、中立機関、当社代表の三

者で厳ll三に査定されます♂一◎収穫後のパインは卸価格に換算した現金配分でも、現物配分でも

メンバーのご希望通りです。　◎当社栽培のパインは一般市場に見うけられる未熟パインとは異

なり、高熟度で出荷される生食用品種です。◎栽培管理は当社が責任を持って代行します。

顧昨薗イ⊃ラ訓己
芸開発欝

詳しくは講求券のご希望要項に○印をっ

け、ハガキに貼って当社宛お送りドさい。

｛住所・氏名・年令・職業・電，｛苫写明記のD

三口以上こ加人の方は現地に無料ご招待いた

します

本社：東京都港区南青山5－9－｜5共同ビル新青山郵便NdO7　電話営業部407－1838㈹夜間720－1492当社には代理店はございません。

屋ユ島園
　　li，7求券

1’、ンフレノトル」嘗れ

2詳rい説日腋11いノ：い

3∫鷺話で説川か聞3たい

4加人払込みの〃法は？

　　　　　　L5
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真　の　奉　仕

網　谷　秀　夫

　　　　〈スキーのメッカ〉

　当小樽市は，本誌を手にする多くのラ

イオンは，すでに訪れたことと思うが，

しかしその大’ドは商用，避暑を目的の訪

問であり，真に当市の特色を如実に表わ

す，シベリヤ寒波のおしよせる，積雪丈

余をなす，冬季訪問者は少ないものと思

われる。当市は地形的には三方を山に囲

まれ，一面はn本海に而し，その周囲の

山は，冬季絶好のスキースロープとなり，

かつて今日の交通戦争を招来しない，わ

れわれの幼なかった頃は，街中も幼児に

格好のスローブを提供し，周囲の山より

一気に門前まで滑行を楽しむことができ

たほど，スキーヤーにとっては，まさに羨

望的条件にあった。従って昭和の初川，

わが国スキー揺盤の頃から今日まで，オ

リンピックを始め，かずかずの内外の大

会に名ジャンパー，名スキーヤーをZll出

し，文字通りメッカ小樽，東洋のサンモ

リッツと呼ばれるに恥じない，スキーと

は切っても切れない縁の地である。

　特に当市南西部，あたかも当市を抱く

がごとき姿を横たえる尺狗lllは、国内は

もちろん海外までその名を知られている、

　全市小中高校は，冬季スキーはjE課と

して，この場を絶好の教場と選び，また

シーズン開始前から全国大学の合宿所と

して，シーズン・トップ・トレイニング

の場として，親しまれている、札幌オリ

ンピックには，練習最後fLLげの絶好の

場として，内外名スキーヤーを集めるで

あろう。

　金Illにはリフト，シャンツエ・ヒュッ

テは申すに及ばず，数々の施設は完備し

ている，中でも以下にのべる当クラブが

今日まで行なった，数々のアクティビテ

ィは，特に救護を主体とし，全ゲレンデ

のいかなる場所で発生した」‘故救急も短

時間処理できるよう施設され，スキーヤ

ーの不安を一掃し，まさに今日交通戦争
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と並び称される，スキー戦争にいどんで

おる。同山は平日3，000～4，000，休rl

20，000～30，000　のスキーヤーが小樽は

もちろん，札幌近郊から集まる。

　　〈アクティビティの数々〉

　次に当クラブが今日まで集中的に行な

った天狗山金lllにほどこした数々のアク

ティビティを紹介したい．

　1963年　Fl赤スキーパトロール隊に隊員の

制帽寄贈100個

　1964年　日赤スキーパトロール隊に三角布

寄贈100枚・同パトロール隊に危急連絡川ト

ランシーバー寄贈一式・全市に，坂スベリ防

止ボスクー配布34，000枚

　1965年　日赤スキーパトロール隊に救出川

スノーボート寄贈3台・同パ1ロール隊に骨

折患者川空気圧式副ンド寄贈3セット

　1966年　事故傷害とその救急法についての

講習会開催費月1一切負担・1コ赤スキーバトロ

　ール隊待機ハウスとしてプレハブ式白樺ハ

　ウス寄；瓢1戸

　1967年　山頂一・11腹一lll麓を結ぶ救難連絡

用有線電話施設一式寄贈・当クラブメンバー

　のパトロール労力奉仕隊游川の，マーク入

　陣羽織備付寄贈5着

　1968年　U赤パトロール隊に，救急用医薬

品一式及び三角布300枚寄贈・小樽中央ライ

オンズハウスを建設し，日赤スキーパトロー

ル隊に救護所として寄贈。医療設備完備

　1966年～1968年　毎年1月～3月の毎日曜

医師1名を合む，クラブメンバー数名による

パトロール救急奉tl：。

　以上の通り大は救護ハウス・パトロー

ル隊待機ハウスから，小は救急医薬品，

1
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三角布のはてまで，また各種連絡通信施

設，救急用具まで，こと救急に関する一

切の施設を当クラブアクティビティによ

り完備された。また特筆すべきは，当ク

ラブメンパーには，数多くの往年の名ス

キーヤーが在籍しており，これら会員は，

かって鍛えた腕にもの言わせ，L多田ド

クターの引率のもと，毎日，日赤スキー

パトロール隊支援のために，貴重な休日

の日を奉仕にささげて，ライオンマーク

の入った黄色の陣羽織を着ての颯爽たる

滑行救急登埜は国設天狗山スキー場の花

であり，また名物となった。

　　　　　　　〈真の奉仕〉

　某月某日午前9時，当クブラ労力奉仕

スキーパトロール隊は，L多田宅に集合，

折からの猛吹雪，大量の降雪は，今日1

日多くの事故犠牲者を予測されるような

全くの悪条件であった。しかしかつて天

狗・手稲・毛無の各山々で鍛えられた小

樽ッ子，何のこれしきと，一同引かれる

まま，途中長いだらだらの山麓の道を重

いスキーを肩にエッチラ・オッチラ，息

もあえぎあえぎ，やっと市スキーリフト

脇のパトロール隊救護ハウスに着いた。

やはり年には勝てぬらしい。

　外には遠々長蛇の列を作り，リフト順

番を待つ人，遠く旧コース・ダイアモン

ドコース・ロングコースと，一面群在す

る人・人・人の群が，約30、000と数えら

れた。今さらのごとく，スキー熱の旺盛

な現実に目を見はる。山頂は厚い雪をか

ぶり，折からの猛吹雪で完全にベールを

とざして見えない。

　さて，スキーをはずし，ハウスに入り，

一同に挨拶する間もなく，事故発生，一

瞬ハウスはピーンと緊張する。ドクター

Lはさすが馴れたもの，荷物を置くのも

もどかしく，手は救急箱に，負傷者が運

ばれる。右耳頸動脈付近を転倒時何か鋭

利なものでエグったらしい。無惨に傷口

があいて，鮮血が流れ出る。すぐ応急処

置，当番外科医へ連絡，パトカーの連絡，

やることはつぎからつぎと発生する。こ

の間，クラブアクティビティの各種施設

は適格に偉力を発揮する。

　お手伝い等といっていられない。各L

はいつの間にか，クラブ用の陣羽織を着

て，救急用毛布を首に，荷物運搬の大役

を……。山頂・中腹ととび歩いた。全く

周囲の生々しい雰囲気にいつのまにかひ

きずられ，疲労感も忘れ，まさに無我夢

中とはこのことか……。

　ふと気がつくと，時計はいつの間にか

2時をさしている。昼食もとっていない。

しかし考えてみると，パトロールの人た

ちで，誰1人弁当を食べた人はいない。

皆が食事もとらず，時間も忘れ，玉の汗

をかき，わが子を救うがごとく，救助，

事故処理に当たる。これらパトロールの

隊員はもちろんみな社会人であり，ある

いは教職に，あるいは会社員であり，あ

るいは店主として貴重な寸暇をさいての

無償奉仕なのだ。奉仕とはかくあるもの

かと自ら頭が下がる。

　はたして平素われわれライオンズが唱

える奉仕とは何であったか。奉仕に姿は

ない，形が全てではない。はたして，今

日までのアクティビティを通じての奉仕

は，余りにも形にこだわり，真心を欠い

た奉仕でなかったか。仏作って魂が入っ

ていなかったのではないか？　大いに反

省させられた今日1日であった。

　その日の事故者は，骨折6人，捻挫2

人，外傷4人，その多くが中高校生で，

次代をになう若人であり，ぜひとも救護

の手をさしのべるべき対象者であった。

シーズン中隊員が救う事故者の数は驚異

的数字である。これらライオンに非ずし

て，その数倍否，比較以上の奉仕の精神

に徹し，また黙々と社会の一隅に偉大な

奉仕をささげているパトロール隊員を，

われわれライオンはいかに敬服し，いか

に評価するか，いかに絶賛するか，全て

読者各ライオンの胸3寸に待つ。これこ

そ真の奉仕であると思う．　（小樽中央c）

雪　の　日　に

中　島　四　郎

　3月12日，東京に記録的な大雪が降っ

た。街並みのところどころに，その大雪

をたっぷり使った，これまでより大型の

雪だるまが作られていたが、どれもこれ

　　　　　　〈立像・胸像・レリーフ〉

　　　　　　●御希望により出張撮影も致します
　　　　　　●写真は一回で済みます
　　　　　　●カタログ・価格表は御申出下さい

贈答品・記念品・PR用品・企画製作
株式会社在くらき　鯨酬li麟㌶、羅誓一5251～5

醗
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も，申し合わせたように，だるまの顔は

のっぺらぽうで，何の造作もない。考え

てみると，いまどきの家庭には，普懐し
　たどん　　　す　み

い炭団や木炭というものがなくなってい

るから，雪はふんだんにあっても，他の

道具立てが揃わない。それにしても，顔

の造作のない雪だるまというものの一

いやもう，それは雪だるまではなくて，

いまどき流行の，ボーリングのピンのお

化けとでも言うべきか一何と味気ない

ことか。1つだけ，赤や青のプラスチッ

クのテープで目鼻が作ってあったが，こ

れも全然雪だるまらしくなく，幼いころ

の郷愁をかき立てる雰囲気は，このごろ

のものからは微塵も感じられない。やは

り，純白と真黒のコントラストも鮮やか

に，単純素朴な炭団と木炭の，ちょっと

した並べ方の工夫によって，その顔から

醸し出されるユーモアと明るさがないと

本物とは言えないようだ。

　ここまで世の中が変わってくると，面

壁9年の達磨大師のことなど，お互いの

念頭からもすっかり消え去って，ただ，

商店街などは，この思わぬ大雪に，商売

上ったりになるのをおそれ，または住宅

街では，わが家の雪を処理しかね，幼き

日の思い出をちょっぴりかき立て，子供

のご機嫌とりにもと，大きな球に仕上げ

てはみたものの，肝心の画竜点晴の素材

もなく，ものぐさも手伝って，ただの雪の

かたまりにして，放り出した恰好である。

やがて，スモッグや雪解けの泥によごさ

れ，車のはげしい往来におびえている姿

はうらぶれて憐れであり，雪の日の詩情

も薄れてしまっているのは残念である。

　雪といえば，もう15年も前になるが，

スイスのチューリッヒ郊外，ト．イフェン

の山荘での雪合戦を思い出す。世界中か

ら集まっている観光旅行者の憩う山荘の，

テラスのすぐ下にひろがる雪のスロープ

で，ふとしたはずみから，ひとり旅の私

とスイスの多勢の子供たちの雪合戦が始

まった。子供たちの雪の投げ方がどうも

下手くそで，私にはなかなか命中しない。

考えてみると，欧州には，ボールを投げ

るというスポーツはないような気がする。

日本や米国には野球が普及して、だれで

も，ボールを投げる訓練はひと通りでき

ている。しかも私は，少年野球時代の投

手の経歴がある。私の投げる雪のかたま

りが，キャッキャッと逃げまわる子供た

ちにビシッ，ビシッと命中すると，テラ

スにあふれる観光客からそのたびに拍手

が起こる。

　根がおめでたくできている私は，つい

うれしくなって，年がいもなく大奮斗し

た国際的（？）な雪合戦のひと騒動の後，

トイレにかけ込んだらどうも勝手がちが

う。うかつにもレディ用に入り，外国の

おばちゃんに，しかられ追い出される大

失態をやらかした。その時はまだライオ

ンズのメンバーではなかったからよかっ

たものの，アメリカ，イギリス，フラン

ス，ドイツ，イタリア，スイスとひとり

旅を続けて，独，仏，伊，の3力国語が入り

まじるスイスでのトイレの表示の，男性

と女性のイニシアルが，私の頭にこんが

らがり，明るい雪の広場から，急にかわ

ったテラスの地下の薄暗さに，よく表示

を見きわめもしなかった罰はてきめん，

雪合戦の日本の英雄も，とたんにベチャ

ンコになった滑稽さを懐しく思い出す。

　とにかく，春の大雪の不意打ちは，都

会生活を混乱におとしいれ，さまざまな

ハプニング劇を演じ出しながらも，各所

に明るいユーモアをもまき散らし，春の

幕明けの序曲を奏でる壮大な自然の配材

は，絶妙というほかはない。

　　　　　　　（元ガパナー・東京日木橋C）

ビオフラに愛の手を

保　坂　哲　士

飢餓とは冷酷なまでの痛みか，恥辱にみち

1・‘ll．‘“．lll．‘‘1・1Il．‘，b‘‘‘．‘“．lll．‘“．41‘．‘“．‘1」1‘‘．1‘‘．‘‘‘．“‘．・1・

＝オール生活12月号より＝

　本誌3月号

イオンで，東

奥山清平の
長への歩み、

今度はブロー

一とし，年商

アウトウエ
ウエアのトッ

のミスターラ

京新橋CのL
ミ職工から社

を紹介したが

ヵ一からスタ

20億の紳士用

ア，スボーツ

プ企業として，

業界に大きな地位を占めている株式会社トッ

プの社長ということでL湯本雅朗（東京隅田

川C）が同誌に紹介された。奮闘記を抜すい

紹介します。

『湯本さんは埼玉県深谷市の雑貨商に生まれ

た。大正4年のことである。そして東京の洋

品店に小僧奉公した後ワイシャツ会社に勤め，

兵隊に引っぱられたのであった。兵隊から帰

ってみると，東京は想像以上に混乱していた．

闇市ばかりが幅をきかし，物資不足ははなは

だしい。勤め先など見つかるはずはなかった。

あきらめて深谷へ帰ってはみたものの父に食

べさせてもらうわけにはいかない。すぐに働

かなければならない。

　近くで友人が荒物文房具の小売店をやって

いたので，そこにゆき，雑言己帳や鉛筆を借り

て，それを農家を歩き回って行商をはじめた，

売れると友人に代金を返すという繰返しの毎

日だった。当時は品物さえあれば売れる時代

であったから，それほど売る苦労はなかった

が，なにしろ安くて細かな品物だから利益も

タカが知れている。慣れてくると，いろいろ

な物を売って歩いた。そのうえ，幸い相手が

農家であることから，、売った代金を米でもら

うことを考えついた。そしてその米を東京へ

運んで売ったのである。こうなると、かつぎ

屋、であり，ブローカーであり，行商人であ

る。手あたり次第に物を売ったり買ったりし

て3年ほどが，あっという問に過ぎてしま？

た……。私が復員したときは，本当に一文無

しでした。しかも借金もせずに今日までやっ

てこられたのですから，いうことはありませ

ん。

　現在のトップを支えているものは，お得意

先をはじめ，すべて私や古参の社員たちが，

自分のからだを使って，足で築いてきたもの

です。資金もなく，経営手腕もあったわけで

はないのですから，本当に足だけで築いたも

のだと思っています。これからも，この気持

ちを忘れずにやっていきたいですな。』

‘r‘‘「1‘1°・‘．11．「’‘．ll，°‘‘‘°ur‘1，匂‘1°‘‘1’‘‘‘°・1，’181匂ll．・‘”■‘，匂‘
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た孤独か，寒々とした放心か，それとも体内

に荒れ狂う泥まみれの動物か。いまの多くの

日本人には，おそらく実感としてつかむこと

はできまい。したがって，このような極限の

記録をつきつけられたとき，ただ驚き，うろ

たえ，意味もないおざなりの言葉を投げかけ，

やがて沈黙するばかりである。

　ビオフラに入った，デイリーテレグラフの

記者アンソニイ・ヘイドン氏は次のように書

いた『飢えた者の大群にぶつかっても，それ

が最悪のものと考えてはならない。人間の言

語では，とても，とても、置きかえられぬ，激

しい感情の高ぶりにしめつけられるのである。

…… ｩれらの皮膚は，たばこのように色あせ，

ひっつれたできものが付着して，古びたしめ

っぽい壁紙を思わせた。吹き出ものを指でつ

つくと，プチュンと割れて，茶色いガラス液

のように象皮のハダを染めた』一描写は長

々と続くのだが，観察者の思考はすでに停止

し，むなしく回転するのである。飽食の文明

社会の住民にとって、生を確実に破滅させる

飢餓は，理論の向こう側にあるのである。

　アマゾン奥地の，とある部落，インディオ

は35歳で間連いなく死ぬ。一様に老いさらば

え，飢えて昼夜なく怠惰な眠りをむさぼる。

　その姿は，人問とはなにか，を問いかけた。

かれらは人問であるのか。さよう，違いはあ

るまい。だが，もう一度聞こう。死の影しか

背負わぬ生きものを，人間と呼べるのか。わ

れら人間家族という美しい言葉は，この部落

でもピオフラの町でも，うつろにしか響かな

い。

　さて，ナイジェリア内戦によるビオフラの

飢えは，いまなお深刻である。100年にわた

るイギリスの支配から脱し，8年前に独立し

たナイジェリアは300の部族の絶え間ない対

立に明け暮れた。多数を占めるハウサ，ヨル

パ族と，進歩的ながら少数派のイボ族。抗争

のあげく，イボ族はさる42年5月，ビオフラ

共和国を分離独立させる。同年7月，ナイジ

ェリア連邦軍はビオフラを攻撃，海の出ロポ

ートハーコートは陥落し，完全に包囲された。

かくて戦火のなかに，8百万のイポ族難民は

ひしめき合い，食糧補給の手だても失った。

トカゲ，ヘビ，シロアリまでも喰いつくし，

人々は幽鬼のようにやせおとろえて，さまよ

う。子どもたちはもっとも悲惨で，1日5千

人から8千人が死んだと伝えられた。貨物機

数機による国際赤十宇の食糧空輸も，焼け石

に水であった。『2歳から4歳までの幼児の

40㌫は餓死した』。1月3日，ジュネーブ合

同援助本部の発表である。和平交渉は暗礁に

乗り上げ，連邦軍はピオフラ攻撃を再開した。

いつ果てるとも知れぬ憎しみと不信のウズの

なかで，餓死に直面した60万人の子供たち，・

そのあきらめや悲しみ，怒りをこめた視線の

前に，われわれは答えるすべをもたない。哀

れな最大の犠牲者たちは，きょうも，おそら

くあすも，カエルのようにふくらんだお腹を

かかえて，オレたちも人間か，と訴えかける。

たじろぐわれわれに向かって，生命の尊厳と

は一体なにかと，繰り返して強烈に問いかけ

るのである。　　　（2月16日付読売新聞）

☆ ☆ ☆

　私はこの記事を読んだあと，一瞬，脳

漿が一度にサッと凝固したか，あるいは

逆に破裂して，一切の思考と視力を失っ

たかのような幻覚にとらわれた。
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ず し

高岡C　平田　澄子

〈材料〉

大蕪20個一皮をむいた蕪の両端を除きLl」心部

を厚み1αn位に8～10切にし，さらに半円形に

　して背に新巻をはさむために切自を入れる　昆

布一長さ40cmを11】3㎝位にして線切に刻む

人参1本（約1509）一細く線切りに刻む　新

巻1本（約2．5kg）1本半一3枚におろし身の

方をllJ　5～7㎝にそえ切りにする（新巻のかわ
　　　ぶり
　りに塩鱒にてもよい）

〈作り方〉

①　上記の蕪を薄塩にして漬物のように重

し石をして3日間桶に潰込み，3日後に取

り出しざるにあけ，水気を切る。

②米L4kg（1升）を普通のご飯に炊き

上げ，それにせいろ2枚分の白糀をよくほ

ぐしてご飯の熱い内に乎早くかき混ぜて飯

櫃に入れ，毛布のようなものに包み炬燵

（温度40°C位）で5時間位柔かくなるま

で蒸し，醗酵させた後取り出し冷たくなる

までさます。

③（1）の半円形の蕪に新巻の切身をはさ

み，桶（内経35㎝位）の底に丁寧に並べそ

の上に（2）の糀入り御飯を平均に敷き，線切

りの昆布と人参を振りまき，さらに味塩大

さじL5杯を振りかける。

　この要領を各段毎に繰返しながら桶に漬

け込み，最後に薄板を敷きなるべく厚みの

ある丈夫な落し蓋をして漬物石2～3コ

フ』が象。

理

（15kg位）を置き2週間放置する。その

後，桶の蓋を外れぬよう注意しながらさか

さにして一晩桶の中の漬汁を切つてから，

桶より少量ずつ取り出していただきます。

〈注意〉①　この蕪ずしは冬期（12月～1

月）気温0°～10°位の時期↓こ漬けて下さい。

②桶は後よりさかさにするため，浅いも

の（深さ約30cm内外）蓋は桶の内側に十分

入るような少し小さめのものにし，さかさ

にした場合蓋が底板になるため割れぬよう

十分厚みのある丈夫なものを使用して下さ

い。

ふくらぎの沖すき

金沢C　牧野美智子

〈材料4人分〉

ふくらぎ1尾（800㌘～1㌔位のもの）赤みそ

300Z，白みそ100㌘　みりん大きじ5杯大根

中％本ねぎ3本春菊2把焼豆腐2丁煮
出汁2カップ　七味唐辛子少々

〈作リ方〉

（1）ふくらぎは2枚におろし切身とし，赤

白のみそを合わせ，みりんまたは酒でゆる

めその中へ魚の切身を漬け2～3日おく

（2）大根は5～6㍉厚さの半月に切りゆで

る。

（3）ねぎは4～5㌢の筒切り，春菊はゆ

で，焼豆腐は食べやすい大きさに切ってお

く。

（4）すきやき鍋に煮出汁と魚を漬けておい

た味噌を入れ，煮立ってきたら，大根，焼

豆腐，ねぎ，魚を入れ火が通ったら七味唐

辛子でいただく。

　日本海の荒波にもまれた魚の味は格別。

魚は味ロ曾漬けにしておくと保存が出き，焼

ものに，また寒い時にはその味噌を利用し

て沖すき風な鍋料理にすると，魚の生臭み

もみもなくおいしくいただけます．
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　ベトナムの戦乱の模様は新聞あるいは

テレビ，ラジオを通してたびたび，見，

聞きしたことであり，戦争のおそろしさ

は，遠い人類の闘争の歴史から，昭和の

今日まで，数多く繰り返され，体験とし

ているのだが，終戦後これら各地で続け

られている現況は，何か遠い世界の片隅

の出来ごととしかとられなかったのを，

この記事によって目の前につきつけられ

たような，衝動を感じた。そしてこの小

さな歴史が，決して遠くはないわれわれ

の目の前であり，隣りの町，隣りの国で

なされている非惨な事実に，われわれは

目をつぶってよいのだろうか。「ビオフ

ラの子供たち」に，ライオンズは今すぐ

勇気をふるいたたして救護の手をさしの

べなければならない。

「世界は一つである」と誰がつくった言

葉であるかはしらない，だがわれわれラ

イオンズは，「世界が一つである」こと

に改めて認識の眼を向けて，隣人愛の真

価を発揮しようではないか。それから2

日後の読売紙上で，ユ2才になる1中学生

が次のような表現で救助を訴えた。

　　　　☆　　　　☆　　　　☆

「戦乱に飢えたビオフラの子どもたち」を読

んで，アフリカ大陸にいまなお戦争のために，

800万という人たちが毎日飢餓に苦しみ，悲

しみの中に生きているのを知った。国際赤十

字はここに貨物機数機分の食糧を空輸したと

いう。といっても800万人の中にはいれば，

ほんの一部の人がホンの一時飢えをしのぐぐ

らいのものだ。

　世界はこれを黙って見ていてよいものだろ

うか。政府は農民に「米が余っているから米

をあまりつくるな」といっているが，そのく

らいならビオフラの困っている人たちに送る

べきだと思う。

　同じ地球上に住んでいる人間なのに，なぜ

助けあうことができないのだろう。僕はふし

ぎでならない。政治のやり方が違っているか

らだろうか。人種宗教が違うからだろうか。

もし，こんな理由で助けないのだったらそれ

はぜったい間違っている。800万という人が

生と死の谷間に立っているのだ。政治や人種，

．宗教の違いなどといっている場合ではない。

早くビオフラの子どもたちを助けてあげよう。

みんなが協力しあい，助けあうことによって，

はじめて世界が平和になるのだ。」

　と，この12才になる少年の痛烈な叫び

は小さい力しかもたない，せいいっぱい

の大人への悲願であり，挑戦でもあるの

だ。ビオフラの飢餓で死んでゆく子供た

ちをわれわれライオンズの手で，もし救

うことができたら，その至上の奉仕は必

ずや世界の恒久平和に結びつくことが期

待できるのではあるまいか。　　（弘前C）
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歩行者の安全運転

健康管理の頁を

柘　植　精　一

　健康ほど尊いものはない。金銭にも，

名誉にもかえがたい，それでいてだれに

も平等に与えられている天賦の富である。

　そして諸種の悪条件にも，よく耐えう

る力を備えているが，しかしこれとても

自ら限界はある。これを守り育ててゆく

ことこそ大切であり，かくすることこそ

大切であり，かくすることこそ長寿を保

ち人生を全うするゆえんである。

　ところで近代に至り健康を守る医学は

進歩し，経済力も普及したのにかかわら

ず，他方において，都市の過密や交通の

問題や産業の発展にともなう，高速度化，

細分専門化，人間疎外化等による精神の

ストレスとか反生理的な公害が原因して

昔の人が余り病まなかった，いわゆる文

化のおとし子といわれる糖尿病やノイロ

ーゼのような一連の病気が多くなった。

　昭和43年中に東京却1内で起きた人身交通事

故は78，711件におよんでいるがその26．4％

にあたる20，784件は歩行者対車両の事故で

あり，死者だけについてみると歩行者の死亡

者は373人で全死者（716人）の52．1％と過半

数を占めている状況である。

　歩行者が関係した死亡事故ではその82．9％

が，まだ則射敬では72．3％は歩行者側にも

とびだしや，車の直前横断など，なんらかの

過失があったと認められているが，このよう

な実情から考えて，車を運転するときはその

動静に十分な注意を払うとともに次のように

安全運転を心がけることが必要である。

〈一般的注意事項〉

（11歩行者の側方を通る場合は，必ず1メー

トル以上の間隔をとること。

②　見通しの悪い横断歩道，または近くに人

がいる横断歩道の付近を通るときは，歩行者

が横断をしなくても減速すること。

（3）身体障害者が通行しているときは，必ず

徐行か，1時停止をして道を譲ること。

（4）雨や雪などの日は，見通しが悪いうえに

歩行者は足もとに気をとられ車に対する注意

が不足しがちであるから，前方に対する注意

を怠らないとともに速度を落とし，場合によ

っては歩行者に警音器などにより注意を与え

ること。

（5）停車中のバスや乗り降りのため停車して

いる車の側方を通る場合は，乗降客が車の陰

から急にとびだすことがあるので，間隔を十

分とり，減速して進行すること。

⑥　反対方向の交通が混んで車が長く止まっ

ている場合は，その間からいきなり横断者が

とびだすことがあるので，速度を落とし，中

央部に寄りすぎないように十分注意して走行

すること。　　　　　　（警視庁交通部提供）

あなたの企業が発展されるよう

完全な宛名の管理には………

株主連絡に
従業貝’教育に

籔宛名商会本店鰯螂竺鵠㌣註ハ盟三㍍晶

神田ショールーム棘都刊｝器区㍑灘漂8ぷ
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　よってわれわれわれは与えられた健康

を保持するために，これら幾多の問題に

も対処しなければならない。すなわちお

のおのの肉体的条件，並びに生活環境に

最も適応した健康法を選び，それを強い

意志の力で守り育ててゆくことが大切で

ある。そのためには従来多くの先輩によ

って経験された諸種の生活態度こそが大

いに参考になると思う。

　昔から健建で長寿を保ち，社会に大き

な貢献をしてきた人々は，みなそれぞれ

の条件に適した健康法と不川不倒の信念

をもって生活をおし進めている。

　ライオンズにおいても出席が特に奨励

されている重要な意味の1つは健康であ

るということである。またライオンズ精

神として寛容ということが第一に誓われ

ている意味の1つは，精神身体医学の上

から，心身の健康を保つためにある。

　かねて編集‘享門委員会で検討のすえ，

次号よりライオン、謝こ健康の頁を設け，

各地の健康でライオンズ活動に精進して

おられる年長メンバーによって守られて

いる健康法と，あわせてそれに対し，医

学的立場からの診断を，同クラブ内の医

師会員によって発表していただくことと

した。フェローライオンの健康管理上の

参考に否指針といたしたい。

　　　　　　　　（名古屋北C・編集専門委員）

そのことの良し悪しは別として，イ∫名な

ものの名称を真似たがることである。

　私の地方で，たとえて云うならば，富

士lhにあやかって，国立公園ミ大山ミを

出雲富士，同じ国立公園“三瓶山、を石

見富士と云うがごとく，また利根川の

阪東太郎をもじって，中国地方を流れる

ミ江川．を中国太郎というがごとし，かか

る例は全国にまことに多い。これらは観

光宣伝の手段と云えば，まんざら悪い真

似方だと決めつけることもあるまいが，

筆者の云いたいのは，有名人の名前をソ

ックリ頂戴している例である。

　明治の元勲伊藤博文の名が，昭和現代

の小学生の中に連らなったり，わが郷土

の産んだ大政治家若槻礼次郎の名が，新

聞のお役所人事異動の中に見付かったり，

先賢の名に思う

中村助太郎

山来日本人には，おもしろい癖がある。

ド描繍．

まだまだ，吉田茂，島田俊雄等々拾い上

げれば限りがない。

　こうした先賢先哲の名に，あやかる気

持ちもわからぬではなく，一概に悪いと

は申し上げないが，要は先人の名をはず

かしめぬ人物に大成してほしいことであ

る。もっとも芸能界での襲名は古くから

の慣行で，これをとやかく申し上げる所

存はさらにない。それは，その襲名たり

や，芸能の深奥をきわめてからのことで

あるからである。

　ひるがえって，われわれライオンズク

ラブのメンバーは「何々ライオン」と呼称

するのを慣わしとするが，真に創始者メ

ルビン・ジョンズの心を心として，その

行為に恥ずるところなきかを，反省する

ことこそ肝要ではなかろうか？（大川c）

例会を大切にしよう

隊橋

劣冨

　クラブ運営のなかで最も重要かつ大切

なことは例会運営であろう。有意義で魅

力があり，なごやかで楽しい例会であれ

ば，当然出席率は向上し，引いては，ク

ラブ活動が活発化することは論をまつま

い。出席しなければ損をするというよう

な例会はもてないものだろうか。しみじ

みと考えるのであるが，そのためには役

員会，計1画委員会等の諸氏によるより以

上の叡知と独創的準備」卜画を期待したい

ものである。

　毎例会ごとに何かとその日のテーマを

決めてかかることも一案であろうし，と

にかく，いろいろの新鮮なアイデアがい

かされた例会をもちたいものである。

　広島鯉城クラブでは「花の例会」と称

し，四季それぞれの花をL中村がいけて

　「パラの例会」とか「ひまわり例会」と

して工夫をこらしている。何となくなご

やんだ例会のムードづくりである。

　会則第2条第2項（E）に「政党宗派の

問題を除いて、一般に関心のあるすべて

長　崎 孝

の問題を十分にかつ自山に討論できる場

を設ける」。また、会則第11条例会のB項

には「例会においては歌唱ファインの徴

収，会員の社会上，職業上の諸問題の討

議を行なって，会員相互の親睦を一層深

めるようにつとめる」と明確に会則に示

している。その点自由討議の時間をもっ

ているクラブが非常に少ないように思わ

れるが，今後一考を要すると思う。

　たとえば「大学紛争について」「交通

安全について」「老人対策について」等，

時の問題をとらえてライオンズメンパー

として自己の意見をまとめておくために，

討議の場をもつことも必要ではなかろう

か。ライオンズの誓いの最初に，われわ

れは知性を高めといっている。発潮とし

た会員諸氏とともに過ごす1時間が，意

気の高揚と感じるような例会を演出して

いただけたらと願うものである。そして，

次の例会が待ちどおしくなるような例会

のもち方ができれば，出席率は自然と向

上すると思うのである。　　（広島鯉城C）
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＝＝｡合地区スローガン＿＝

東　京　の　新

　東京名所と言えば現rl：では世界の名所

として通用する．その有名な聖城に世界

の悲願である交通安全の祈りをこめた塔

が設置された。その地点を詳しく説明す

るならば国電原宿駅を下車して右折する。

右に明治神宮，森林公園，左にオリンピ

ック水泳競技場，NHKの殿堂を見なが

ら公園を横断する中央ハイウエイを6号

環状線に向かって進行すると，この公園

の出口，中央分離帯のグリーンペルトの

突端に，この安全塔が周囲の環境に調和

してそびえている。この交通の要衝に建

てられたのである。

『急停車されてもよい距離，よい速度』

の標語が鮮やかに浮かび，緑の丘と芝生

に映えて道行くドライバーの注目を，い

やがうえにもひきつける。ユルミ勝ちな

ドライバーの胸に安全運転の注意力が喚

起されることであろう。

　よく見るとこの標語の側而にライオン

ズマークがくっきりと浮かんで見え，設

立者として代々木警察署，渋谷，世田谷，

原宿，代田橋，城南LCの名が併記され

ている。

　この安全塔はスローガンに答えて建て

られたもので第5R，第1Zのメンパ＿

共通のアクティビティの1っである。

　本年2月4日立春の佳き日，交通安全

名　所
　　　　　　　　青　田　速　雄

塔除幕式が代々木警察署長以下係官をは

じめ，ゾーンの会長幹事，関係メンバー

多数参列の上，厳粛裡に挙行された。こ

の晴れの日に参列して涙のニジムような

喜びと感激を覚えた者は私1人ではなか

ったはずである。事の大小を問わず事業

の創造完成は力と苦心が大であればある

ほど，満足感は大である。われわれ設置

委員の心労は甚しかった。建設の立案が

なされて以来，完成まで10カ月の月日を

要したことだけでも推測されるであろう．

設置地点が場所がらだけに貧弱な見劣り

のするものであってはならぬと当初の計

画が変更され，予算も80万，100万，150

万円と次第に増額され，そのつど設計変

更と審議が繰り返えされた．最終設計図

もできて施工者も決定，いざ着工の段階

になって，大規模なものはその地点が将

来高速道路との立体交叉場所であるとの

理由で東京都道路局，警視庁の反対する

ところとなった。咋年11月のことで計画

はブリダシに戻る結果となり委員一同ガ

ックリして投げだしたくなったものであ

る。

　当初は代田橋LCの単独事業として出

発したのであるが，計画が大きくなるに

従い，設置場所が理想的な地点であるた

めゾーンの共同事業にすることが望まし

i　京都東クラブでは結成6周年記念とし！
〈て，京都市目貫通り河原町御池通りかどにl

i欝慧竃㌶蕊，當ξ：i
ぞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ

ミはじめ会員一同出席して，交通整理塔（経i

l費150万円）竣工式を挙行し，市民の足の整；

1理に大いに役立てることとなり，同時刻塔；

’前より交通整理の第一声を放った。　　　1

いとの結論に達し，その連絡調整に苦労

され責任の倍加した幹事の心中を思い，

それに今日まで献身的に努力された代々

木署係官の希望を察して，再び勇気を取

り戻したのである．再出発を粘り強く開

始しやっとこの完成を見たのである。

　たとえ初期の理想は実現されなかった

にせよ，この交通安全塔設置により，安

全運転が実行され交通の災禍が少しでも

減少するならば，われわれ設置委員の陰

の努力は報いられるものと秘かに満足し

ている。　　　　　　　　（東京代田橋C）

ングラス用レンズ
　　　　　　色別／グリーン・スモーク・ブラウン

　　　　　　　　　　（各1．2．3号色）

　　　　　本で初めて開発した色板眼鏡生地

　　　　　一の厚味に色調も均一
　　　　　光線完全遮断

　　　　　権威者’の推奨するll艮鏡生地

　　　　　節はセイケン印と御用命ください

全眼産業株式会社
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　　　　r多纂優＿

胸像・立像

レリーフ（浮彫肖像）

叙勲、受章、賀寿等の

かがやくお姿を　　　　＿
　　　　　　　　　　　力
格調高い記念品　　　　　ζ

　芸術の香り豊かな　　墓

　　迫真の肖像で　　　　呈

下記各百貨店美術部においてご注文を承っております

㊥今井（札　幌）

高島屋凍京日本橋）

高島屋（横　浜）

松　屋（東京・銀座）

松坂屋（東京・銀座）

松坂屋（名古屋）

大

大

丸

玉

玉

丸凍京八重洲・）

丸（大阪心斎欄

物（豊

屋く’ト

屋（福

トキハ（大

橋）

倉）

岡）

分）

……
i銅像に関する・一切の御相談に応じます）……

　立体写真像株式会社
　　東京都品川区南大井4－12－4

　　電話　東京761－2758・1640
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1台で2種類の名前がつくれます
カタカナとアルファベット
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できます。文字盤をとりかえるだけで、カタカナ

あるいはアルファベット・数字・記号がカラー

テープに浮きぼり文字でつくれます。
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おもしろい型？といって奇をてらった型ではありません。丸と

角のそれぞれの良さをとり人れました。アートスクエアと1呼ば

れています，アキがきません。テザインだけでなく、クオリティの

高さは、名門ウオルサムならではのもので七毎日、安心して時

間を見てください。信頼されることは、そう簡単に出来るも

のではありません。お手持ちの時計とくらべてみませんか？

自動巻き、カレンダー、メッシュブレスレットつき、25石、SS側￥41，800

四ウ犬ルサムマキシム
蹴㊥瓢羅鑛灘；㌍還墾竃i欝L

　ウオルサム・バキューム
自動巻き、20気圧超完全防水、曜日カレンダー

メタルパンドづき、スタンダードSS側、￥78，80〔瞳り

　ウオルサム・アメリカーナ
自動巻き、カレンタ」、防水

メッシュブレスレットっきSS側、￥44，800
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盲人の魚つり大会
（アメリカ）

　アメリカ，パージニァ州，Yorktown

のYork　ライオンズは，盲人の魚つり

旅行を後援した。12人の盲人は，専門の

つり師の指導のもと，小舟に乗って魚つ

り旅行を楽しんだ。

　クラブからも6名がつきそい，York－

town波止場までの交通機関の提供やそ

の他いろいろなお世話をすすんでかって

でた。一行は昼食を済ませ，午後1時に

波止場を出発した。釣用具一式はすべて，

ライオンズクラブにて用意された．

　当日は波が少し荒れていたけれど，絶

好の釣日和で，大いに釣りを楽しみ，な

んと105匹もの魚を釣って，無事6時に

帰着した。

オリンピック選手に感謝

（カナダ）

　カナダ，Manitoba　Wawanesaの

Keith　Elderライオンは，メキシコオ

リンビックに郷土を代表して、射撃の部

門に出場した．Wawanesaの郷」二の人

たちは，彼がメダルをひとつもとれなく

とも，郷土からオリンピック選手を出し

たことを，大変誇りに思っていた，彼の

健闘をたたえる歓迎の会が開かれ，彼に

は名前をほり込んだ皿が，夫人にはパラ

の花が贈られた。

二大キャンペーン
（インド）

　インド，Ghatkopar　ライオンズは，

市民の厚生福祉向上のため，二大キャン

ペーンを行なった。

　まず最初に手がけた事業は，小児マヒ

生ワクチンの無料接種で，ちらしやボス

ターを配ったり，トラックからスピーカ

ーで呼びかけたりして，大いにPRをし

た。

‖

鑑

　この宣伝のおかげで，GhatKoparの

7つの小学校から2，800人の子供たちが，

またその他1，500人の子供たちがワクチ

ンを接種し，4，410人分の薬を使用、

　同クラブの厚生福祉委員会では，小児

マヒワクチン・キャンペーンの大成功に

勇気を得て，今度は献lnLキャンペーンに

乗り出した。このキャンペーンもPRの

かいあって，200人という多くの人から

火葬場の建設
（オーストラリア）

　このほどオーストラリア，New　South

Wales地方Kyogleのライオンズは，

地域社会への奉仕事業のひとつとして，

大がかりな火葬場を建設した．この火葬

場は特別な宗派の制限なく，地元の人た

ちはだれでも自由に利用できる．

詳、酬ρ七

　　蘂麟

’簸．

献血の申し出があったが，健康診断の結

果，160人が献1血Lした。

　最近，地元の大学から144人分の献血

があり，合計304人分の血t液を集めるこ

とができた．これは，1団体の集めた量

としては，国内で最大のものである，

写真は，小児マヒワクチン接種運動に協

力するGhatkoparクラブの夫人たち。

　最近は，どこでも大分火葬が普及され

てきているが，地方ではまだ上葬の地域

が多く　Kyo91e地方も例外ではなかっ

た。そこでKyogleライオンズは，火葬

場を建設して，，1二葬の因習を取りのぞく

ことに決めたのである．

　クラブではKyo91e地方にある3つの

教会にそれぞれ牧師を派遣して，この火

非場の保管にあたってもらうことにした。

なおこの事業の費用は，1，500㌦。

厚日
生本
省学

認校
番保
号健運動会、スポーツ、マラソン、水泳場・プ

簾一ルに一・・工場・病院・消防署・警察署に
B薦・・…・広範囲な納入実績がある代表的な手動
N°Nα ｮ人工蘇生器です。「重量1．35k9携帯に便利」

認
　　製造元㈱杉山悟郎商店文京区本郷斜5－9Tel814－8531㈹

　　発売元㈱杉山元医理器製作所文京区本郷2－34－9　Tel814－0285㈹
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ローヤルフジコーの家具は

明治以来　洋家具の伝統に

生きる　すぐれた職人の手

から生れるのです・・……

　〈営業種目〉
高級家具全般（クラシック・モダン）

輸入小物多種　輸入壁紙・カーデン地

高級特注ジュータン室内装飾施工全般

ご請求下されば美しいカタログを

　　　　お送り致します

〃一セ厄1エニ：7一

ローヤルフジ：1一告501－4341
（株）冨士工務店（社長・L．馬場梅吉）

〒105

東京都港区新橋3－3－9阪急交通社ピルー階
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サングラス用レンズ

〈色板眼鏡生地ノ

色別 S三三

　（各1．2．3号色）

■日本で初ダ）て開発した色板眼鏡

生地

■均一の1享味に色1胴均一

■有害光線完全遮断

■光・堺の｝1減者の推奨する‖蹴

Zl・地

お買求の節は

　　七イケン
　印とご用命ください

全眼産業株式会社
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◎臨時ガパナー協議会

　本年度2度目の臨時ガパナー協議会が去る

3月27日に中央事務局において開催された。

　主な審議事項は次の通りである。

（1）国際理事立候補者推薦の手続について1970

～72年度及び1972～74年度以降に分けて検討

され，広島全国大会へ提案されることになっ

た。

②複合地区会則第18条（キャビネット）は，

その原典である地区ガパーズ組織（英語版）

を誤訳していたことが判明したので，地区ガ

バナーとキャビネットとの関係を明確にする

ためにその改正案を全国大会へ提出すること

になった。

（3）長い間会則委員会に付託されて検討が行な

われていた道徳綱領の改訳最終案が同委員会

から提案され承認を得たが，「道徳綱領」を

「倫理綱領」とするか否かについて更に会則

委員会に一任して検討することになった。改

訳案が国際協会の承認を得れば中央事務局で

掲示用のものを作成し頒布することになる。

◎会計必携第5版について

　クラブ会計の参考書として利用されている

会計必携について，去る3月29日中央事務局

に三輪会則委員長ほか3名のライオンにお集

まりいただきさらに検討が加えられた．かな

りの改正箇所が指摘されたので各地区で開催

される幹事会計スクールに間に合うよう第5

版として印刷されることになった．

◎各地区YEP委員長連絡会議

　第4回連絡会議が去る3月17日に東京の椿

山荘において開催された。

　各地区の派遣学生及び受入れ学生について

前回に引き続き更に詳細な調整が行なわれた。

◎エパンズ国際会長夫妻来日

　去る3月16日エバンズ国際会長夫妻及び

PR　DivisionのHett部長が日本を訪れ前日

来日したブライアン第1副会長とともに各地

を訪問した。一行は22日まで滞在の予定であ

ったが，スウェーデンのStjernstrom国際理

事の急死により，その葬儀に参列するため，

名古屋訪問等の予定をとりやめ急きょ3月20

日に離日した。

3月結成クラブ紹介

3月7日矢
　　9日館

　16H鹿
　16日南

　部Sp．熊本マグナ

山　北Sp．館山

　島Sp．水戸

　部Sp．御坊
17rl東京豊島西Sp．東京豊島

18日甲

20tl阿

22n角

佐Sp．熊本第一

（Pov．1381）

（Pov．1382）

（Pov．1383）

（Pov．1384）

（Pov．1385）

（Pov．1386）

蘇SP．熊本キャッスル（Pov．1387）

館Sp．大曲

　23n青森うとうSP・青森

　23n泉佐野ll’央SP・泉佐野

　25n鹿　　本SP．菊池
　26日秋田矢留Sp．秋田千秋

　・27n美浜福井SP・敦賀

　28日甲府西SP・甲府
　30n取　　　 手Sp．竜ケ崎

　30日伊勢崎lll央SP・伊勢崎

　30日　‡寸　　　　岡Sp．ノS鹿

　30日会津高田Sp．会津坂下

　31日刈和野Sp．大曲
CN予定クラブ

4月20n白　 河

　〃　岩　　　井

　〃　小　　　諸於小諸市民会館

　26日大阪泉南
　27日大　船　渡於大船渡東映劇場

　〃　那　　　珂

　〃　天　．　章

（Pov．1388）

（Pov．1389）

（Pov．1390）

（Pov．1391）

（Pov．1392）

（Pov．1393）

（Pov．1394）

（Pov．1395）

（Pov．1396）

（Pov．1397）

（Pov．1398）

（Pov．1399）

29日泉南中央於泉南中学校体育館

29日名 取於市民会館

コスモの “エバヤング”

泡が発生する超音波の不思議な力

O浸透温熱効果〃

o乳化洗浄効果〃

Oマッサージ効果〃
（1）血行を促進し細胞が強化されますので、凡

　ての機能が若返ります。

②新陳代謝が盛んになり皮膚が若返ります。

若さをもう一度呼び戻すのが

　　　　　　コスモの“エバヤング”です。

◎仕事が忙し過ぎて、運動不足になりがちな

方々に是非おすすめ致します。

《日本橋・三越五階電器売場で実演販売中》

《特徴》

取扱いが簡単〃

どんな浴槽にも工事なしですぐ御使用になれ

ます一噴射器は小型で軽く場所を取リませ

んから、のびのびと温泉気分が味えます。

効果が倍増〃

噴射器は自由に移動できますので特に首すじ

・肩などにあてるのに大変便利。近くからの

噴射で非常に能率がよく、はじめてマッサー

ジ効果が期待できます。

安全の確保〃

独待のスイッチを使用しておりますので、本

体にあやまって水がかかっても安全なように

工夫してあります。

通産省型式承認▽91－2145

厚生省認可A型41B第58号

　　　〃　B型43B第227号

：芦三：｝はコスモ電子株式会社 東京都渋谷区恵比寿1の18の3

電話　444’－2721代表
郵便番号150

58



虻：煙］蔓叉置姪翼叉運マでょ
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こくちぱん｛

国際会長，第1副会長歓迎ティ・パーティ

　東京大会で国際会長に就任される予定のプ

ライアン第1副会長は，会場視察およびオハ

イオ・ナイトショウの打合せのため3月15日

来日された。またエバンズ会長は本年度2回

目の公式訪問のため，本部PR部長ヘット氏

とともに3月16日来日，協力委員会では正副

両会長のため，3月17日（月）、在京の現元

地区ガバナーおよび協力委員約30名が列席し

歓迎のティ・パーティを迎賓館において開催

した。

熱海，横浜各クラブの協力

　外人用ホテルの不足は，ついに横浜からさ

らに延びて茅ケ崎，葉山，箱根，熱海へも宿

舎の獲得にせまられ，とくに熱海では660室

という多数を予約し，外人の用に供すること

とした。そこで実行委員会では，とりあえず

横浜および熱海の各クラブにも外人の接遇連

絡について協力をお願いすることとなり，新

たに熱海部会，横浜部会を設け，実行委員を

委嘱した。

東京都および国際観光振興会から特別委員

　3月から，東京都総務局渉外観光部外事課

長石川都夫氏，国際観光振興会コンベンショ

ン・ビューロー室長大迫辰雄氏を当協力委員

会実行委員会の特別委員に依頼し，必要に応

じて委員会に出席，いろいろとアドバイスを

頂くこととなつた。

盛んだった記者会見と新聞報道

　去る2月26日（水），帝国ホテルにおける

世界大会PRのための記者会見は，一流新聞

ラジオ，テレビの各記者が出席，迫水委員長，

安田国際理事，上田PR部会顧問から詳細の

説明を行ない，すこぶる盛会であった。翌27

日には，朝日，日経，サンケイ，東京タイム

ス，スポーッニッボン，東京新聞，ザ・ヨミ

ウリ，アサヒ・イブニング・ニュース，毎日，

英字毎日，ジャパン・タイムス各紙上に記事

が出た。

＿＿＿＿＿一＿卓卿一，＿可・．＿＿一．一，一，，，・，，一←．，＿＿，，＿一．＿．一一，－」

　なお，これより先きの2月24・25・26の3

日間にわたり，迫水委員長，奥山PR部会チ

ェアマン、上田PR部会顧問の3氏は，朝日，

サンケイ，読売，共同通信，NHK，日経，

毎日，TBSの各社最高首脳部を訪問，東京

大会PRについて懇談された。

llI“llll，“1‘lll‘‘‘1‘川‘“‘Il‘‘‘‘“‘“1‘‘”“’1‘III1，ll“ln‘川川川川川川，llll川1“1’1‘川“lnl1川川日‘川，川川｝1川llIl川1川IllllllIIIl川llIl川ll‘‘ll“Ill川ll‘“lIll川1，川lllllI‘‘nl‘lll‘1川1川1川llllln‘llIIll）II

ラ4オンス横報

i：亘i㍑二：：：；起1㌶鴛：；

　はこれはわがクラブを訪問してきたライオ

　ンズのみに与えられるべきだとし，他の者

　は，旅行に出るわがクラブ会員がそれを持

　参し，旅先きのクラブに贈るべきだと主張

　します。バナーの使用について何か規則が

　ありますか。それから，他クラブを訪問し

　て受領したバナーは，その会員個人の所有

　になるのでしょうか，あるいは所属クラブ

　のものになるのでしょうか。

i’云1iバナーの交換について規則はありませ

i・・『・・iんので，この問題はあなた方ご自身で

　解決して頂くほかありません。バナーをつ

　くっていないクラブも多く，またつくって

　いるクラブでは，それぞれの用い方を適当

　にきめているようです．それから後段のご

　質問については，そのバナーの所有は，そ

　の旅行者の意思によるべきではないか，と

　いうのがわれわれの見解です。

　　　クラブの第1，第2，第3副会長が，
i問i
　　　何かの理由で役職の遂行ができなくな

　った場合，残りの任期を代行する者の選定

　方法を教えてください。

i室これはクラブ標蛭則第10条C卿こ規
一已：定されています．すなわち「会長が欠

　員となった場合，次席副会長が会長とな

　り，そのため空席となった副会長には，次

　の順位の副会長がこれにかわる。第3副会

　長，役員，理事及び委員に欠員が生じた場

　合，理員会はその役職の残りの任期間の後

　任者を任命する」。

i門iわれわれのクラブでは・クラブ役員の

　　　指名が選挙の当日，行なわれることに

　なっています。この慣例は標準クラブ会則

　に違反しませんか。

　　　明らかにこれは標準クラブ会則第8条
i答i
　　　D項に連反します．規定は「選挙会は

　毎年4月に行なう。その日時及び場所は理

　員会が決定し，幹事は選挙会の少なくとも

　2週間前に書面でこれをクラブの全会員に

　通知する。右の通知は指名会で推薦された

　候補者の氏名、その役職及びこれらの候補

　者が選挙会において投票に付される旨を明

　記するものとする。投票は，指名会の当日

　に指名された候補者のみに対し行なわれ

　る」とあります。あなたのクラブで行なっ

　ている慣例は，選挙手続きの本来のあり方

　にも反します。なぜなら，指名会から選挙

　会までの2週間を無視しているため，もし

　その当日，指名委員会の上程した候補者以

　外の候補者が会員から推薦された場合，そ

　の候補者について選挙前に十分に審査する

　ことができないからです。

☆スクラップ・ジャーナル☆

三

旦

〒

日

付
朝
日

新
聞
よ

膓

とも仕企いば万けのにつが持カア　計置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画要いうだ業う救円゜収十て’つ1がこ
つる゜へ“急近仮入七い広てま秘の゜
てお広の赤車いにを’る告いでめ待
　　　　　　　　　　　　　’八“権るプら合いえ告援岩や広五
たば収助会パ告つ次万南だ゜レれ所
’と入で長ト収ののの千け待ゼて設
　考もはは力入待設広歳は合ンお置
　えそなrlが合置告橋ラ所トりに
　てれく待のあ所資収待イをし’は
　やで’合寄るが金入合オ同よ将’
　　つ市明所贈わでにが所ン市う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来赤

　て民る設もけき回あかズ営とは岩

鐘礪竃誤鴎影惑籠
　　と少くはなう年いうでがになやア
　だしりパいすにる゜も預贈夢パイ
　Lで奉スとれ百わそ年かるをトデ

　　り仕目千がMでが　た合のは
　　’活゜歳贈で’多1司゜所同’小
男設騨ぶ手遷　蓬聡欝
強もしに留バン五待を　てバ島ラ
い赤ては所スチ万合訪　　’ス市イ
と石’小に待も円所れ　十停中オ
こ地待松次合置で設る　九留田ン
ろ区合島い所い建置患　日所町ズ
かな所港ではたての者　 ’に’ク
らど設に”°た要や　同’小ラ
順利置も同四ラ゜望’　市鉄松ブ
次用運設市十イ広も見　営筋島（

i難il；1鷺諺縫
い’て゜二のラ平た用　贈の院長
く・設お奉つ南ブ方の者　 つ待前）
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シカゴだより

ブイオンズ国際協会は，1969年2月末現在

力国または地理的領域に，22，957クラブ

，898名を擁している。］

〔売りに出された国際本部〕　国際理事会で協議の結果，14年間世

界のライオンズから親しまれてきた国際本部の建物が，200万㌦で

売られることになった。シカゴの下町209North　Michigan　Avenue

にあるこの建物は，大分古くなってしまい，修理や改造がむずかし

い状態で最近，建築技師に調べてもらったところ，土台はすでに98

～110年はたっていることがわかった。このままでも従業員の生命

の危険はないが，建物の裏の道を大きなトラックが通るたびに，ガ

タガタと揺れるし，オフィスとしての機能性もなく，ますます増大

していく国際協会の需要には応じきれなくなってしまった。そこで

国際理事会では昨年12月16日に建物を売ることに決めた。

　国際本部は1971年7月1日までに立ちのかねばならない。新しい

土地を見つけるために，専門業者が指定されていていくつか候補地

があげられているが，最終決定は東京大会に参加する代議員によっ

て決定される予定である。

〔国際理事の死去〕　このほど3人の元国際理事があいついで亡く

なった。それはH．E（Jack）Johnson，　LaVar　ThatcheちEdward

J．Korbelの3人。

　アイオワ州の出身で，1946－48年に国際理事を勤めたL．’Johnson

は78歳の長寿を全うし亡くなった。住まいはテキサス州McAllen。

遺族は夫人。ユタ州Salt　Lake　City出身のL．　Thatcherは，長

い闘病生活のかいもなく60歳で亡くなった。彼は1955～57年に国際

理事を勤めた。遺族は，Geniel夫人とすでに結婚をしている息子

と娘の3人。

　退職後，フロリダ州Sarasotaに住んでいたLKorbelは，70歳

で亡くなった。彼はニューヨーク州の出身で，1950～52年に国際理

事を勤めた。遺族はEvelyn夫人と息子，そして3人の異母兄弟。

〔女子もレオクラブに参加〕　従来は，レオクラブの会員になる資

格は男子のみに制限されていたが，国際理事会の決定によってこれ

からは女子も入会できるようになった。国際理事会はそれにともな

い，次のようにレオクラブの構成と内規の改正を承認した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘ 激Iクラブには15歳～20歳までの健全なる男女が入会できる。そ

してどのクラブも，ライオンズクラブの指導のもとに委員会を持ち，

活動することになっている。レオクラブは男子のみと男女一緒の2

種類の型ができるが，男女が一緒の場合は少なくとも半数は男子で

占めなければならない。男子のみのクラブにするか，男女一・緒のク

ラブにするかは，スポンサーするライオンズクラブで決定する。”

〔優秀会員の死〕　49年間皆出席という偉業を成しとげたオハイオ

州，　Cillcinnati（Downtown）クラブのL．　Roy　C．　Harkrader

が亡くなった。彼はチャーターメンパーで，1920年9月の最初の例

会以来皆出席の記録を持っている。以前，彼の皆出席の記録が病気

のため危ぶまれたときがあったが，そのときにはCincinnatiクラ

ブは例会を病室で開き，記録保持のためバックアップしたのだった。



懸楽椅昏

☆沖縄救ラィ座談会は折よく2月15日に，ガ

パナー協議会が宮崎で開かれたので急きょ計

画したもの。フェニックスの並木を見おろす

南国ムード満点のフェニックス・ホテルを会

場とし，夕刻6時から始められた。初めは委

員の皆さんも大分緊張されていたが，時問が

たつにつれ話に熱が入り，やむなく9時半に

お開きとなった。委員会の活躍ぶりを，本誌

18頁，座談会ミ火種の残る救ライ活動を、か

らお読みとり下さい。

☆第15回年次大会は4月6日のE1，W7地

区大会を皮切りに，全国14の都市でつぎつぎ

と開催されます。今年度は従来の大会特集号

の発行をやめ，6月，7月号に2回にわけて

グラビア頁で紹介することになりました。今

回は編集部からの特別な取材を予定しており

ませんので，今までにもまして各地区の皆さ

んのご協力が必要です。先般，各地区宛お願

いしました通り，大会終了後はただちに写真

その他大会関係資料を，編集部宛お送り下さ

るよう重ねてお願いします。

☆編集部では広島全国大会の開催にあたり，

ミ明かるい社会とライオンズミと題し，講演

会と写真展を企画しています。全国大会に参

加のLをはじめ，広島近隣のクラブの方はご

家族おさそいの上，ぜはお立ち寄り下さい。

くわしくは19頁のお知らせをお読み下さい。

”〃〃〃〃〃
ﾇ者から〃〃〃〃〃〃〃一’〃〃〃〃一〃〃一’〃一一〃川〃〃〃’〃’〃’〃〃〃〃〃〃〃’〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃’〃’〃〃〃〃〃〃〃坊

不安動揺の50年

匁1立C　ド可部茂三

　なかなか，物が売れない，どうしたらよい

か．むずかしい経営方針を立てねばならぬが，

うまく、やれるだろうか。どうも，労使協調

が，しっくりゆかぬがよい考えはないだろう

か。このような不安をお持ちの会員も，おあ

りと思う。私は自分で一本立ちになって，ち

ょうど50年，本年古稀を迎えた次第である。

　この50年間の仕事をご参考に述べると。

①1年の軍隊d三活を終り21才で大正8年4月愛知

　県警察官となり，20年勤務。

②続いて市役所勤務公務員10年。

③次に会社経営金属家具製造販ラ宅20年。

　この50年間1日の中断もなく，また，健康

に恵まれて欠勤もなく，勤労の連続で今もな

お，第一線で働いていることは，小さいなが

ら成功したと自負している。

　この50年間の心境は，①毎日不安で自分の心

がぐらつきの連続であったが，これを実直と努力で

押し切ってきた。②一面神経質でくよくよする質で

物事を心配しすぎたかもしれないが，夜もろくろく

寝られないこともあった。しかしこの間，私が

不安と動揺に終始したなら，精神的にも，肉

体的にも，まいってしまい，今の私はなかっ

たと思う。不安動揺しつつ，一面これを押し

切って，切り開いて行くことの勇気と，努力

があったことに生がいを感じている。

　結果から見て，不安動揺が自己鞭燵となっ

たことに喜びを感じて，私は人生勝負に生き

る信念を深くした次第である。

　今私の心境は身も心も豊かになって，平和

と幸福を願い，クラブの一員として最年長者

として，社会作仕の精神に微力を捧げたいと

念願しつつ智と愛を身につけるよう，懸命で

ある。

日米親善に一役

松江湖城C　荒木八洲雄

　［］本の香りワンダフル。最高のパントマイ

ムだとおだてられ，悦に入り，心をこめてア

メリカ各地でのプレゼント出演，日本の郷土

芸能アメリカの旅を終え帰国した。向こうの

ライオン，ライオネスの方々も，あたたかく

囲んで下さった．私どものささやかながら民

間人としての親善交流の一役，若干でも果た

せたこと大変感激し，喜んでいます。世界一

幸わせな仲のいいカップルであると，テレビ

出演のときに（サンフランシスコ他）ほめら

れたとき，全くうれしく思いました。

　ライオンズ精神で，結婚20周4三記念に何か

アメリカでいいことを奉仕しようと思いつい

た。日本の郷土芸能のフレゼントの旅．有意

義に終わり大変うれしいです。むこうで大分

お弟子さん（？）ができましたよ。サンフラ

ンシスコでの私たちの記’1‘がのっている向こ

うの新聞を送ってきましたので，お届けし報

告にかえさせていただきます。各地で養老院

やクラブ訪問，施設の慰問，踊りと曲打ち，

レッスンコーチ等で，大変喜んで下さったこ

と，一生の思い川です．ライオンズクラブの

教えのおかげです。

安来節踊りのお弟子さんルース・モ又リップさんと
ご夫妻

▼おおかたサラリーマンの悩みの

たねは，毎日のお昼の心配。、今

日はどこて食ぺるか，何にするか、

と考えに考えたすえ，べやっぱり

ザルソバでもとるか、に話がまと

まるのがオチのようです。当‘∬務

局の女性はお弁当持参で心配ない

が，男性は特にわずらわしいとみ

えて，最近，業務課藤平課長と総

務課主任の矢島君がお弁当を持っ

編辮
　，●　　A舶

　　’　脅

o－一、命

てくるようになった。女性9人に

まじって食卓を囲む黒2点のご両

人，大分ひやかされて小さくなっ

ている。とりわけ新婚ホヤホヤの

矢島君のお弁当は，デザートつき

のデラックス版で，名づけて愛妻

弁当に羨望の目がいっぱい。べい

や何，これは愚妻弁当だよ、とご

本人は大分ご謙遜の態。

▼国境の島，対島の取材からもど

った大饗君のみやげ話しによる

と，対島は海は青く，空は澄みわ

たり，健康には申し分のない所だ

そうだ。さて，彼，久しぶりにス

モッグの東京に舞戻ったら，たち

まち悪性の風邪にやられ2日も寝

こんでしまった。よっぽど東京の

空はきたないんですね。

昔も今も泉仏壇

新時代の合掌壇

実用的な唐木仏壇

京都市七条通新町東入
電（075）371・－3131～8・0124

日曜日営業・駐車場完備
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（86）　0151（イL忙）

児　玉　修　行

‘眼下の宍道湖に落ちるタ日は
1まさ↓二筆舌に尽くし鐸εく貝光

明媚。冷暖房完備

i雲灘羅毒嶽ξ塁
1大阪・神戸より15分

！展望　御殿貝呂

1展望　御姫貝呂

別府温泉新別府
九州横断道路沿い

整一2451（代、黍㌶竃≡竃

（0977）

6－2211

皐で別府より3分
別府駅より7分
大阪連絡所　531－5941
名e∫屋582凶61聖麺73－35
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5月5日には京都上賀茂の賀茂

別雷神社で競馬の神事が行なわれ

る。堀河天皇の寛治7年（1093）、

天下太平、五殻成就の祈願のため、

中絶していた競馬を再興されたと

いうが武士団の興起した時でもあ

り、古代の馬術を伝えていた賀茂

社の人々の神事が、宮廷の行事と

なったのであろう。

賀茂競馬図は多数現存している

OUR　COVER　THIS　MONTH：

《今 月 の 表 紙》

洛中洛外屏風シリーズ　その⑤

競馬図

が、本図はもっとも古く、すぐれ

た作品である。慶長末期のもので

あろう。騎手の派手な風俗も面白

いが、見物人の風俗もこの時代の

特徴を伝えている。熱狂する人々

を他人事にして、新緑の樹下に赤

い毛暁を敷き、一家一門の人々と

ともに行楽を享受しているのも、

世相であった。

Series　of　Scenes　in　and　around　Kyoto　depicted　on　Foldi㎎Screen

No．5： HORSE　RACING　AT　KAMO

Every　year，on　the　fifth　day　of　May，

ceremonial　horse　racing　is　held　on

the　grounds　of　Kamo　Wake　Itsuzuchi

Shrine　at　North　Kamo　Kyoto．　This

shrine　festival　is　said　to　have　ori－

ginated　in　the　7th　Year　of　the　reign

of　Emperor　Horikawa（1093）as　an
homage　to　the　deities　for　Peace　on

Earth　and　Plentiful　Harvest　of　the

Five　Cereals　（rice，　wheat，“Kibi”

millet，“awa”millet　and　beans）．

Concluding　from　the　historical　fact

that　the　warrior　class　was　then
emerging　as　a　social　force、it　may　be

surmised　that　pressure　was　brought

to　elevate　the　traditional　horseman－

ship　preserved　by　the　votaries　of　the

Kamo　Shrine　into　an　imperial　court

function．

There　are　several　illustrations　de－

picting　Kamo　Horse　Racing　but　the

present　one　iS　the　most　ancient　and

outstanding．It　has　been　traced　back

to　the　Later　Period　of　the　Keicho

Era．　It　is　interesting　to　note　the

gaudy　costumes　of　the　riders　but　of

more　interest　to　the　social　historian

are　the　costumes　and　manners　of　the

populace　who　are　the　　interested

spectators．　A　slight　touch　of　irony

is　sensed　in　the　scene　of　a　family

gathered　under　the　shades　of　the

trees　for　a　picnic　party　disdainfully

oblivious　to　the　foolish　antics　of

the　ruling　classes．
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ED｜TOR－IN　CHIεF　of　The　Japanp涼Ll‘）N：TAROぷAGAWA
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　　　　ライォンズ国媒協会302日本複合地区椎員

W2－E1地区　　ガパナー柿本　像・紛亭林
　　　　ワ携局　　東京都｝巷区芝公同6号地3
　　　　　　　　　轍　郵健昏サ1価　電話～03、　同31）

302－E2地区
　　　　事務局　　長野県飯田r1∫韻幽．1～9
　　　　　　　　　τ更番号　395　　電ぷ　（02652｝　　（　2）　355U

302－E3地区
　　　　ワ務局

302－E4地区
　　　　亭務周

302－E5地区
　　　　事務局

3《）2－E6地区

　　　　事務局

302－・E7」也区

　　　　事務局

3‘，2－W1地ぱ

　　　　事務局

302－W2地区
　　　　事携局

30Z－W3地区
　　　　事務局

3《）Z－W4地｜イ

　　　　奉厭局

刈2－W5地区
　　　　亭務局

：｛n2－W6地区

　　　　事務局

ぷ）2－W7地区
　　　　事務局

　　　　　　　　　　　　　靖・会計三慶辺●次部

　　　　　　　　　　　　　芝パークホチル302号

　　　　　　　　　　　　　　　　　3373
ガパナー上松隅之助・幹事佐々木；冑ぼ・会計林　虐ニ

　　　　　　　　　　　　マルサン釦ビ・し5階　郵

ガパ◆一神島展雄・幹亭加費　倶・金針金沢安三

北海遭室蘭市中央町2－5－15山11電気ピル内
弁便●号n51電話‘0143、｛2、8445－◎己

カパナー恢原口次郎・幹事中村　亭・会計長谷部武寄

秋田市中遠3－1－5　ニュー一ハウスピル内　郵使
●号　010　　電話　 （《｝1浦）（32〕　6794　〈鍋）《掲70

カバ＋一演水八東・幹事中村英雄・会針漕辺富泊

山梨県q，府市丸！内2－30－5　甲府電化ピ・」内
郵便■号4《x｝　電話‘価52）122）《川x・　【24）5151

ヴパナー村井三郵・軸事下村和之・会計田中　年

岐阜市今沢町8…2　1・六銀行今沢町友店2陪　郵
偵●句卜　501）　電苫苫　（‘）582｝‘べ2）　S195～　’」

〃バナー松田弘俊・幹事阿部愼大郵・分計和久井　茂
5斤i‘」県長岡7｛‘大．〔卜輌扇2－4－R　11」 ・証券ビ’』3陪

舅；f喫■号・　り4n　1電賭　↓4．，25H2）　（　2　‘8051・し3）　54駅）

カバ◆一櫓本左内・幹事桑山茂忠・会叶衡井龍一

大阪府堺市姥之町西1－8　堺商工会績所内　郵便
書号　 5柵｝　　電．悟　 ‘0722）（　コ　｝　4942．　〈：‘8、　3252

∀パヂiT佐膓　滅・幹碗4智但葵・会計中田情雄
香川県高↓公市六i神前5－19　佐■機禎ピ’し　郵便番

号760　電ぷ1‘）878n61）7閲2

ヴパナー和田亀吉・幹弔小島武・会計石川研一節

M悶県北九州lt∫八幡区中央町2　八幡商館会節3賄
郵便喬号R《，5電肪，093戊ζ6内）643ト2
ガパナー潮村績雌・令？事八木　博・会針落合　貧

広“市本通6－11　安相生命ピ’レ9賄
亮便書サ730　電話く08221《4R）t賄04

ガパナー茨木基買‘い幹事辻村皐円・金計富轟光弘
奈1、’w高ノこ買丁4B－5　 明↓r7宇命航4賄

鄭1哩番号63‘，電紡（0742ハ22｝8621～3
ヴパナー岡本…巨次・幹事力倍博蔓・金計恵茂潭官
！じ伸「鳩1神戸市ΨH1区こド「町2－18　阪神粁17£ピル3

陪　郵便書サ65‘）　電話ω7創《331《，69【い1214

ガパナー中山泊怜・幹事山田定・会計佐分利正
鼎本市乎取本町8－3　熊本県禍祉金館内
郵便書号　860　　電話　〔《）‘｝63）r52）　4310

複合地区中央事梼局

　東京郁中央区日▲檎言｜：戸檎3－3　油脂工貢会館7階郵便書サ103
　電話ω3）r27】）7‘）61～4

田際協会日本事務所　所畏　竹内修一

　東京郁干代田区永田町2－13－8　ホテルニュージーパン斬館482り・
　郵健書号100　電晒ω3）（5811153い551い代、
づイスカルエージェント　岡村　 武

国際頂事安田梅盲つc国際理事遁■竹次郎・野村鷹三・福D正雄・元地
区ヴパナー高橘貞太郎・原　腸巳・克　勇・林　騒行・貝D浸之・塩原
有・土井　登・緒万益田・飯宣　進・伊妬五朗・恨岸　博・下田敏飽・

大原久之・戸田利隔・頚池鰺夫・今泉　烏・川島凋廟・山崎三省・按間
皐雄・仁井岡武旬・中村直腸・迫水久常・橘　直治・石橋媛雄・佐々木
将城・山内利三郎・宮川伊■松・王田太郎・村上　頗・天児民博・佐豚
三蔵・本多静題’斉脂二郎・隔沢良亘・小山●次郎・秋山良三・卵松松
鶴・井上　東・日高忠男・田辺苗庖・小国博之・広湘平次・中島29郎・

三輪債一・片山腔三・小林亦冶・烏居英遺・館　寛冶・小野埠三・広瀬
省三・平田卓二・中冨正績・小材政夫・北川敏夫・田中且一・荒巻逸夫・

山ロぼ吾・安雁省三・竹“可文・小野顕珊・船引守一・市橘督・鳥潟高

城・別被庖久扁・小林　茂・西旭書平泊・自倉一央・斉顧僚次・1野率
倫

ライ庁ン誌樹領病仔者　榔川×郎　掴集呑員地区∀パ十一掃本偉・上松
陽之助・神島贋雄・荻原■次郎・肩水八東・村井三部・松田弘俊・嬬本
左内・佐烏　領・和田亀宮・瀕村鴻口・茨木轟則・岡本玉次・中山治陸
・国際鳩金代環・竹内惇一・褐集‘臣嘗専門苦翼　績田　肝！・西郷徳男・

松本　実・畳田冶助・角川息■・上田■三郎・拓槽順一

ライオン鑓田集部
　東京郁吋■央区日本檎δ1：β‘鷹3－3

　電話　「03）f271｝　7061～4

油脂王類会伽7附　郵便書句
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　メキシコへの旅は、なんといっても、人種風俗、民芸品、そ

れから無数に散在する古代遺跡群など、東洋にも西洋にもない、

異色ある文明に接するという期待で、誰しも興奮させられるの

である。とりわけ、マヤ文明の聖地ユカタン半島は人を魅了す

るすぐれた石造遺跡が待っているのである。

　そこには処女をいけにえに捧げた祭壇や、雨神チャックの幻

想的な仮面の数々、精確無比な天文暦法、独得の20法の算数、

あるいは解読不能な象形文字が待っているのである。

　マヤ人種は2万年も昔にべ一リング海峡とアリューシャン列

島を通ってアジアから渡って来て、この地に定着し、1，000年以

上も前には、さきにのべたような高度の文化を築いていた。こ

こには特に石彫技術にすぐれたチチェン・イッツア、ウシュマル・

カバーの遺跡をおめにかけよう。これらを眺めていると造形文

化には変化はあるが進歩はないように思われるのである。
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尼僧院の蛇のレリーフ（ウシュマル遺跡）
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ライオンズ英会話教室（4）

　前月につづいて小ばなしをひとつ。

　The　Associated　Press　told　us　about　this　mis－adven加re

of　a　New　Englalld　club，　which　shall　remain　nameless：

“Four　members　of　the　Lions　club　had　a　long　wait

when　they　tapped　a　tree　for　maple　sap　to　be　boiled

down　to　synlp　for　their　club’s　annual　pancake　breakfast

The　tree　turned　out　to　be　an　elm．”

　AP通信祉の人が，ニュー・イングランドのあるクラブー

とくに名を秘す一にまわるつぎのような不運な出来’1［を語っ

てくれた。

「そのクラブの4人の会Uが恒例の朝食会につくるパンケーキ

のシロップをとるため，長いあいだ探しあぐねたすえ，やっと

1本の木をみつけ，口をあけて樹液をとり出す段どりとなった一

ところが実は，それはニレの木だったというわけ。」

　なぜこれがお笑いなのか，不運な出来事なのか，どうもビン

とこないようです．日常会話でも，何かふつうの話しなのに相

手がゲラゲラ笑いだしたり，キョトンとしてみたり，隔靴掻痒

の感をまぬがれません。これは生活環境の相違とか風俗習慣の

ちがいからくるもので，ある程度はやむをえないことでしょう。

問題はそうしたゆきちがいに意気阻喪したり憶したりせず，話

しをつづけることです，

　さて小ばなしの内容は，かくいう筆者の解釈もあやふやで怪

しげなものであるが，英語歳時記などひもといた結果，つぎの

ように考えた次第。maple　treeとはモミジ科の植物で，日本

ではかえでと称している。「カナダではこの樹液より砂糖を精

製し，maple　leafはカナダの国旗となり貨幣の図案となって

いる」とある。ところでelmはにれの木でUlmus科の植物．

「死体を収容する棺おけは一般にニレの材を川いる習慣から，

墓場との連想をもつ」とある。

　そこでこれは，クラブ恒例の朝食会一事業資金獲得の便法か

も知れない一に川いるパンケーキ用の’ll’いシロップを乎に入れ

るため，4人のメンバーが男を鼓して森林にわけ入ったものと

想像できます。そしてあちらこちらと砂糖かえでの木をたずね

歩いたすえ，やっとそれらしき木を1本みつけました。ヤレ嬉

しやと木に穴をあけて，樹液をとり出そうとしたが，どうも具

合がおかしい。ハテナと思ってよくよくみたら，これは不吉な

ニレの木の間違いだったと気がつきました、こいつは春から縁

起が悪いや，というのがどうやらこのお話しのオチのようであ

ります。
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嚇砦己彪弓長

　最近における日本ライオンズのYEP活動の伸長は非常に著

しいものがある。ここ数年間の派遣学生数，受け入れ学生数及

び全世界ライオンズのYEPに参加した学生数は別表の通りで

あるが，日本ライオンズ（派遣＋受入）の占める比率はかなり

大きいことがわかるであろう。

日本ライオンズ
年　　度 派遣破態1 受け入れの実績

1962～63年度 30 25

1963～64年度 25 9

1964～65年度 43 49

1965～66年度 22 13

1966～67年度 82 40

1967～68年度 105 59

1968～69年度（予定） 264 165

世界ライオンズ
（派遣＋受入れ）

131

236

384

429

678

710

　今年度の派遣学生は264名（カリフォルニア156，テキサス

77，その他31）受け入れ学生は165名（カリフォルニア90，

テキサス75）を予定しているが，Dist，4（カリフォルニア・ネ

バダ）対Dist．302日本，　Dist．2（テキサス）対Dist．302の

ように複合地区単位の学生交換がめだってきている。また，西

ドイツ，デンマーク等ヨーロッパ諸国から日本の学生をホスト

したい旨の希望があり26名を派遣することになっている。今回

は交換の形はとらないが相手方の希望により日本側も学生を受

け入れるようになれば交換は本格化し，YEP活動はさらに活

発化すると思われる．

　ヨーロッパへ学生を派遣する場合，日常会話が問題になるが，

先方では英会話だけはできる学生を希望している。その他ヨー

ロッパに限らず，ホスト家庭との聞に不祥事をノとじた場合の強

制送還，不慮の事故を考慮した保険の加入等，交換が盛んにな

ればなるほど多くの問題が生じてくるであろう，

　これまでわが国では各地区YEP委員長が自発的に連絡会議

を開き，共通事項について審議し，協調し合い交換を実施して

きた。しかしながら外国の同一地区あるいは複合地区に日本の

複数の地区から青少年を送ったり，あるいは日本の複数の地区

に外国から青少年を受け入れたりする場合が生じてくると，何

らかの事故の際責任の所在を明らかにしなければならない。そ

こで先般のガパナー協議会ではこれまでの自主的連絡会議を協

議会が招集することになり，事業計画につき答申を求めること

を決定した。さらに，拡大する青少年交換の正しい発展を促す

ためにYEP経験者等の意見を徴し今後の計画を実施するにあ

たっての基本線を確立しようとする動きをみせている。しかし

ながら地区あるいはクラブには姉妹関係，所在地域の姉妹都市

関係等の特殊事情がある場合もあるので，その自主性，独自性

は十分尊重されなければならない。
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世界最高のクラブを美濡濃が開発
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●お待たせしました

外国製クラブをしのぐ最高品を美津濃

技術陣がついに完成しました。15名の

美津濃プロスタッフとともに得た画期

的新製品です。

●プロ向から一般ゴルファー用まで種類豊富

ハーフセヅト フルセット

グランドモナーク x　米　＊ ￥130，000
ゴールドメダルイソベリアル ￥52，000 ￥　90，000
ゴ　ー　ル　ド　メ　ダル ￥35，800 ￥　63，600

マスターフラッグAL x　※　来 ￥　56，800

マスターフラッ　グ ￥28，400 ￥　48，800

センターフラッ　グ ￥19，000 x　米　来

フ　ァ　イ　ナ　リ　ス　ト ￥13，800 x　米　来

　　☆ハーフセットーウッド2本　アイァソ5本　計7本
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〈ウツドヘツド〉

世界的に有名な北米産パーシモン（直輸入）

〈ウッドフェイス〉

象牙と特殊合成樹脂の組合せ

〈ウッドソール〉

スウィソグバラソスと打球の伸びを考慮した

特殊設計

〈アイアンヘッド〉

打球感のすぐれた軟鋼に硬質クロームメッキ

加工

〈シャフト〉

「グランドモナーク」のために特に米国lTRUE

TEMPER社」が製造した特製シャフト。

硬さはハードヒッター用Sと一般用T、スウィ

ンガー用Aの3種類
くグリップ〉

米国製最高級の小牛皮を採用

〈バランス〉

完全にマッチ、世界最高級の精密さ

　　　　　　　世界の四大スボーッ品メーカー
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●15名の美津濃アドバイザリースタッフ
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