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く今月のひろば〉 

1967が10巧29呂，にな触姑1L C10周年の妃 

平和の時气■塔 なが来としてにむ平和公閒に姐跋巧贈した。 
B — 「ひろいi比巧を巧じ‘!:、で一つにおぶ，をが界 

のライオンズを0の平-和灾現のためじ巧す巧 

広な牠城 削りは大きい。人がかの賦爆の洗ネしをち:けた 
ライオンズクラブ 叫刻8時15分に巧日を化巧に巧けこの時がを- 

のチャイムが， ノーモア.ヒロシマを強くが 

え，人がのが久平和巧がの1日も早からんこ 

とを巧る——広な飽城C1967が11巧分；}報よ 

り」。総エ’巧9, 368, 000円。 

で和公閒巧別をのが可を巧て，公I胡内お後 

のがな物である。跋引•施工には丹下灿兰教授 

の巧;なを巧た。取がにあたった1リ下句のn 

I怖n巧下り，家族述れの巧楽みが3々丑:々蚊 

巧していた。 

11111川111111111 川|| g III 川 II 川川 1111111111川imiiiii 山 

アクティビティに関する11章. 

巧10巧地ぶな奕巧に巧稲的解巧 

座談を火祀の巧る救ラィ巧聊を…… 

木曾黄を. 

御则. 
巧のを化 

雪の日じ 

ビオフラに巧の手を 

独が巧地の巧を 

先巧のおじ思う 
一くホろ—n给、一_ 

嫌Wなな坂がが 

巧Wお中化が中 

巧I 
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固感の島が島をがかt 
クラブ•レポート < 東京九段L C .っしまL C〉 

巧をは、日本;'毎の西隅にあり朝鮮半島にも近い弧をである。古くは 

ま家の支配下じあ0、大陸との巧巧の要路として、ある時は軍ホを地 

として大きなな割をはたしてきた。今日でも、石垣べいじ囲まれたな 

家屋お跡、砲を跡じその面がを巧している。この離をにまま九段クラ 

プは、栗のち木をおえる計面をたてた。その第I回目はB乍年3月、5,000 

本余の苗木が植えられた。そして今回2回目の植樹じちを訪れた。二 

の計画は、東ま九段L Cの継続车業として行なわれているものであり、 

対冉の人々とのホ'庙を深め、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を小.中学校じは書巧を贈っている。 

ちょうどこの計画力'•始められた頃、この離Aじもライオンズクラブ 

おホのかきがあ01967年II月につくしLCのスポンサーじよりライオ 

ンズカ、•をまれた。まま九段、つしま両クラブの力は、やがてこの苗(の 

すみずみまでゆきわたり日本一の王里巧郷が建設されるであろう。巧島 

はそんな可能性のある上地である。岩ちでできたようなこのを、物資 

の乏しいこのをじは、それだけじよりをくの人間のをがある。 
万関橘 

蹤 

.ぶ, 



3月23日、っしまL C例をじ訪れたまま九段L C メンバー 5名は、盛大 

な巧迎を受けた。つしまLCは、1967年II月、わが国では1223を目のクラ 

ブとして、つくしL Cのスポンサーじより誕生した。当日は、規クラブよ 

り、L笠井もはるばる-海を旗って出席された。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。 



もおが 

られた。名ブけて九段文庫とい 東ま九段L Cより仁井中学に図書がを 
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PRIDE 
by David A. Evans 

Presideni 

Lions International 

"誇りをれ•たないものは，神の創造 

物の中でもっともかわいそうな巧が 

である。彼ボじょうぶな手足を持ち， 

視力に度、まれていても，彼の,じ、は不 

具であり，彼のエネノレギーは閉ざさ 

れている。 

こうし.た人脚は，人生をあするこ 

とも，死を思みきらうこともできな 

い，なぜならば，彼の生活は朝起き 

ては巧眠るというくり退しにすぎな 

いからである。" 

フランツマーシ3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。路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 

/Iはときとしてその巧み:やその巫要性さ 

えも忘れてしまうことボあります。 

嚴巧，私はをが予想もされないような 

場巧で，誇りの重;巧お;を搞感させられま 

した。 

それは私ボある遥方の国で，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 

ずかずの活聊を見学しました。彼らはそ 

れらの事業に大きな誇り——うぬぼれで 

なく -を抱いていました。 

その日の午後，メンバーのひとりボ， 

「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ボやらね 

ばならないものなのです。」といって，束 

巧してくれました。 

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。わびただしい 

住民が狹い地ピにひしめきあい，街路は 

恶奧じみち，化居は侣•じられないほどの 

あばらやで，化む人はきたなく，見る影 

もありませんでした。 

ふと私はそのなかじ小さな小屋を見つ 

けました。厚手のボール紙とプリキのつ 

ぎはダで作られた家でしたボ，じょうぶ 

そうで，住むじ耐えるも.のです。まの前の 

庭はきれいじ掀き淸められてわり，庭の 

そこ，ここには花ボ植えられていました。 

巧がひとり，.ドアの前じ立っていまし 

たが，その巧の胸'ごしド，小ぎれいに裝 

飾されたをのの部を見ることボできまし 

た。ふと目とSボあって，その巧ボ言い 

ました。「このをは私がかったものです。 

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OJ 

この巧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ボ，被には身 

のまわりを少しでもよくしようという息 

欲があるので，彼の隣人よりもいつも立 

がな骚しをしていくことでしょう。化は 

訟りを持っているボために，そうするこ 

とができるのです。 

世界中のライオンズ会貝は誰でも，こ 

のスラムの巧よりも立がな，そして强か 

な生活をしていますボ，この巧が巧した 

純巧な-路りは，すべてのライオンズ•メ 

ンパーにとっても大切なものであります。 

紳-上すどり，立み出世を蔑，轉大など 

は，誇りとはをがほど遠いものでありま 

す。化は自尊ん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;在-励 

にとってぶ、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 

材i社会に茜りを持たねばなりません，も 

しそうでなかったら，どうしてその地が 

をよくしようという愚欲がわくでしょう 

か。彼の属するクラブに誇りを失ったと 

き，そのを貫はクラブのために夕くす意 

志とエネルギーを义ってしまうでしょうC 

ライオンズ会質は，ひとりひとりボ自 

己に誇りをもたねばなりません，彼はそ 

の町W外では名前をかられないかもかれ 

ませんし，ましてや彼は世界的に名卢—を 

得るなどというがはもはやないかも知れ 

ません。しかし，彼はかなくとも，ライ 

オニズムの简掠のためじ彼ボ巧たしてい 

る役剖りは，世界の進か，改善に欠くこ 

とボできないということも恵識している 

に逆いありません。 

彼はライオンズ会国となってから，剧 

際協をのぶを同じくする他の会員と述愧 

して，さまざまな本化な'脚を行なマてを 

ました。しかし，巧巧の枯神なしには， 

こうした准り.'はできなかったでしょう。 

彼はこの人類巧にみちた率化活動を統 

けることを,をりとしています。また，彼 

はそれを誇りとするじ十分な椎巧を持っ 

ているのであります。そして誰がこれよ 

りも秀れたあがを巡巧'することボできる 

でしょうか。 

上葡のえりじつけている記巧に，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，を世界をぶ情に满たす鍵です。 

ライオンズ会貫のをさん，この記草こそ， 

あなたと私を兄あにしてくれたものであ 

ります。私はこれじ対し，大きな誇りを 

感じてわります。’■ 

こご三 
ご貴§1 

こごご 
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Project-a-JWonth 

5月 

老 人 

世界中どこに巧っても，ホ巧もなく， 

絶巧と孤化にうちひしボれている人々を 

おかけます。それボかれら自かの不述に 

よるものであれ政治の比迫によるもので 

あれ，あるいはをのない著■であれ，とつ 

ぜんみなし児になったものであれ，彼ら 

の節はすべてな乂刑化した無乂んだけを 

訊っています。 

このホ巧のない絶ち感をもっとも強く 

感ずるのは，お人ホームを訪問したとき 

です。ここの人々はなくの孤独で，ある 

をは本を説んだり，ある省-はみ体をゆす 

ったり，ボンヤリとを間を見つめたり， 

ただだまって何かを巧っています。 

年あいたことは巧をの時側でしょうか。 

これボはたして，化さの進ホ'に貢献した 

人々を巧っているものでしょうう、。これ 

がはたしてを!‘古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 

磁化は，老人ホームじ限られたものでは 

ありません。あらゆる巧や町のここそこ 

に見られまず。すでに世界み国で，的才 

W上の人々ボ総人口におめるバーセンテ 

—ジは义きく，これからもますます增加 

する傾向にあります。 

この化しむべき現みに対して，よりが 

い脚,！:、をは•つべきだとして，5巧のPAM 

パム壌いわ〈 

「ぶ-人を巧しい化紀に導こう。 

それボわれわれのお務である」 

毎月ひとつのアクティビティ計画 

引•晒にDavid A. Evans閱際を風よ「ぶ 

々あ」へのが化を巧ぶしたのです。 

ぶ令おは過上'の;]石憶よ0も，もっと乂 

きなおめポ必毀:です。われわれは彼らの 

わにでS巧しい'I吐1;ムをが艾•しています。 

われわれ，ライオンズは，この巧しい化 

紀を本当のものにするため扱助しなけれ 

ばなりません。おしいことに，みくのお 

人は生お:;自分のf±おな外に判かを抱くこ 

とボできませんでした。防退で今までの 

化'がを離れたとをじ，人生のゴールを見 

义ってしまうのです。来t人もを巧おり， 

え女たちは長い阳】の思いであったをがに 

すら興かを火ってしまいます。 

防退は，お初の数が問はすばらしいか 

もしれません。しかし，[聞もなく，宵-海 

の思、いと梦ボ彼らの,じ、をがたし絶逗ボ 

暗里のようにたれさボったとき，彼らは 

その方向を見化い，しっかりした目的も 

なく，無乂力になってしまうのです。 

これに巧してライオンズはいかに化巧 

し，ぶ人たちを斩しい世紀へ海くことが 

できるでしょうう、。過去，ライオンズク 

ラブはいろいろな笨化な'脚を巧ない，お 

人に:申わせと目的をもたらしました。 

7ラブボ引-画をヒり行なう際にもっと 

も考媳すべきことは，彼らを人も地域化 

6巧安’を 

会にお嬰な1円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，巧がぶが職あっせん所を閒設 

しました。それはぶかしたでしょうかっ 

て？ が换)和抽設後の1カパで，60人W 

上ボ笠おしました。このことはぶ人とて 

お用な市Kであることをyj巧してわり， 

のんびりと々化をすごすことに满化して 

いないことを巧しています。 

クラブで化な-をが散したり，ラウンジ 

やレクリューシ3ン.センターを巧贈し 

たクラブもあります。カナダのアルパー 

夕州Edmontonクラブでは，公会盤を 

延設し，またコロラド州Trinidadクラ 

ブはぶ人ホームぶの公脚をかりました。 

その他，お術観なを，波ぶシ3ゥ等を 

クラブボを他して，ぶ人ホームや,こ、さび 

しいぶ人を化いたり，ビクニックやぶ足 

を;n'晒して，彼らにムからI划,じ、のあるこ 

とを磁じさせることも乂明です。 

陪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。 

お人は地域を会の1貝であり，この5巧 

のP AM引-曲を迎してライオンズのザ.間 

を通じての本仕巧脚を巧かさせることも 

可能であり，クラブは巧しい世ネ山こ名'人 

を巧くこともできるのです。 

A— 3ボイラ 

ホ国巿場の80%を独占する 
100年の歴ををiきる世巧最大のメ ーカーアメリカンスタンダード社製 

《强房.給满巧用 > 《巧冷ちホ用ファンコイルユニット》 

ム圍3ボイラリモ圍トエ尸 
一が巧ち用から営美用まで76お巧描っております 

ぐが雕鄉因 STANDARD ち牽装造樣をg柄 

グをごWぶ-ドクいt本なれだ入） 、いレ、一.-ーゾ 一 ■口 り、■ — - 、• —_ 一..— 

(g)巧重装造飾を藝而i 
本化〒100化ぶ报了.化山[ィ.乂トパ2-8 «化が（270)6551(人化） 

化Wi.•巧.ス所〒〇60化WiK化1怎巧4の2 营化说（23) 3076 (化） 

狂山な•进ス所〒け0れiVWih-中けド-山け3の98 »ん1バおけ8い75说（化） 

火おぶしでが于554 乂お，h•化化K.U咕Pf 4 0 6 «んお(4618001(乂化） 
化.なな.夕所デ730化な山’乂トパ2のりの15け*ム"U7) 2258 (化） 

>な|对な夕所干810 W附Iじパけ2 I')14 サ化り刮（76> 5431 (化） 
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灵罗泰fyfイに肉する11章 第10章 

座談会 

地道な実践に飛躍的解釈 
1969 - 3 -1をお中小企業さおじて 

青少年を健金に育てよう 

出),巾あ 

ががじけに（かが化/;なお） 

nり.•，パじ太りI;(。本なお) 

杉原化のクラブで 

は1昨ザ10巧4曰， 

チャークー•ナイト 

3巧が記なで，その 

アクティビティボ 

130万円，その他の一 

般のものボ100万円刖'後ということでし 

た。記をアクティビティはいろいろおが 

し，「靑少、がを健をに-向-てよう」という 

スローガンにそって，6人用の灭が50化 

サイクリング用自ザ20台，ソフト讯丹 

10ちを，巧のがか年課へ脑りました。こ 

れについても，あとの維持を這!の面で絡 

論ボあったんですボ，巧少年課の方で野 

外な励の用具センターを特別につくって 

お効にを巧してくれるということになっ 

たんで，これに巧めたわけです。 

そのほかは各を員会で，いろんなこと 

をやりましたが，たとえばが内の型蓝•病 

お，カトリック巧院ですボ，ここでシス 

クーヒ呼ばれて删いている外人のを雄細 

さんにテレビを靖:赠したり，を人とくに 

夕生の皆さんに「10年後のを沢」という 

来ホなを-巧いてもらう,論文巧化をしたり， 

また化日もやったんですが施設の児ぶを 

スヶートじ招待-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ボ 

300人くらいも来ましたか。こうした子 

供だから,じ、配したんですボ，すぐ「おじ 

さん，わじさん」となついて，當んでく 

れました。それから私どもではネスボ集 

まって「あやめ会」というのボあります 

ホ，化見時分に化六た岡の清柿をこれボ 

やってます。ときにだじてわれわれも出 

てみ乂举化をしています。 

大野私，昨年:度'の 

が中だったんですが 

頭扣，会民の化本方 

かというものをまと 

めて発巧しました。- 

この％ん目愣は述営 

を员をにが;することボタいんですが，ヒ 

くにアクティビティはひとつのテーマを 

決めて，あまり緩化的にじゃなく何か口 

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-が少、年というテー 

マのものがいいんじゃないか。たまたま 

昨ザ，捕井'あで国化ボありましたので， 

それにちなんでスボーツじ网巧したこと 

でどうか。こうしたことを目標に，各を 

貝会に検がして助きました。いろいろな 

アイデアボ化たなかに，少、'中少'女を員を 

のスポーツみザ-团の岡猫がありました。 

そこで，これについては一方的に物を 

赠るとかのをを巧助するだけでは意味が 

ないんで，この際，思い切ってがお的物 

巧的奉化は考•えないで，いわゆるな化と 

•じ、の准化をしよう。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 

巧市町がにこのスポーツみが凹!の本部ボ 

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 

せて巧く，そしておが一体となって両者 

の共同率比を考-えようということで，照 

下はじめてのスボーツか年団大会の開他 

の滞想が生まれたわけです。そこでスロ 

—ガンは福が國ホの「明るくきよく 

たくましく」をそのまま頂いて，「福井 

国体閒他の年を迎え，福井県スポーツか 

年曲はなめて剑設の理；®をふまえ，指尊 

酒化器义（1'.が。'|松の 

大町；勁(も’,り卜||か。w狩が） 

川田治リj (创が） 

司さ川源器（化な九ほC .おi化明,‘ほ:n) 

力と組織内がの乂巧強化を间めとするス 

ポーツ少が凶大ををI川鹏し，思:下の巧が 

あのんを結化し，枯化固化のながとして 

スポーツかが凹の贿间たる化礎をが立し 

よう」というまちをつく！），昨が3パ24 

曰，な営総な述聊場をま会場に14を踢で 

行なったわけです。を加人目は2, 500么， 

それにがしたなをはを細で65力•円，これ 

をクラブでなせ！しました， 

このア7ティビティのしめく くりです 

机昨が1年刪こ14地I体，400名がはて 

616Fi1体，11，300あの团呂，これはを国 

ず; 5化，スボーツ.テストの戍Iかよを国 

穿S2化ということです。それから化ども' 

は65方円のす'り:でやりましたが，今ザか 

らこれボ県ので'な-に入れられ，半ぶ乂的 

にスポーツ少、半凹福が-県大会を県‘巧で丈: 

行することとなりました。今年のこので 

巧は80方•円となっています。また福ホが 

でも高须おおに3億くらいの-で'がでスボ 

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 

アイデアなというの 

を巧いて大変喜んで 

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じ回ったり 

9 



金おま六c1964年6巧23Hお成，现化をな 
'あ97名。巧年皮‘3周も担な节數iか,1卜]1件， 
2, 341, 450円のァ7ティビティを巧ない，E6 

地区句-こか大をで陪巧7ラブとして‘夏-巧- 

よ その例会に |巾1 がして， 少、 しずつ判って 

きたんですが，まずよそと較べてを貝数 

ボかない。大•きなクラプだとを额的にも 

アクティビティボできましょうう;，かと 

いって会‘巧をあげるわけにもゆきません。 

そこでを、，考えましたのはまず地域化会 

のために巧す，脚力本化というものをひ 

とつとりあげて，スローガンの「交通の 

災禍」と「がかザ-のために」これをかみ 

介わせて义迪め’おをやったわけです，そ 

こで町の巧巧にわ烦いして，上市ff'なと 

いうのは上が町と立山町の巧;がですボ， 

ぶの町'の义迎‘ぶを協なとかMで义迪操 

識とかゴーカートの1ぶを巧って，巧な 

とプィ了'?プしてを下の小ツ校，幼稚關， 

中が校を回ったわけです。3力IJ〈らい 

の長则スケジュールを,粗んで，なほが5 

おずつ，'巧‘おにちょうど熱ムな人がいて, 

たえず述格をとりなボらやりました。と 

にかく 3年目のライオンズ巧脚ヒしてや 

ろうということでしたが上市の中火小を 

校ボちょうど中が巧区の自おがの正しい 

巧り方，あれの2等だったんで，一眉皆 

さんじ理解されました。お故防止のポス 

クーを児あから巧って，それをつくった 

り，各小が校で座談会を閒いて子供の交 

逝賴ヒか大人の化判を閒いたり，これを 

ち朋問つづけたわけです。 

もうひとつは，立山町にエ7ステンシ 

3ンするという总味で，お、のを長化畑後 

成績評価の 

巧川 L巧岛は巧閒化のごおH系ですボ， 

ジャーナリストとしてライオンズはどう 

あるべきか，わ考えをひとつ， 

巿島お，巧閒社と 

いうよりライオンズ 

メンパーヒして10年 

な上になる。せいん 

ですが，このアクテ 

ィビティについても 

何か巧さん，PR直にのために一生!瞪な 

やっていられるような巧がして化方ない 

んです。たとえばをがには4つのクラブ 

ボありますが，就者はそれを居別してい 

ませんから，きょうも同じようなァクテ 

ィビティのおがが出ていると，何かライ 

オンズは無理に宣だしているんじゃない 

かということになりますね。それとみク 

ラブ，何かをじま眼をわいているようで 

すね。巧際，み体で举化するということ 

ボなわざりになってます。私どもでは昨 

半，会Uわよびホスボ出て概化化の谓巧 

本化をやりました。立山はもう世界的な 

概化化だからと，これボ化きの交通あ室 

ヒヒもじ'支'けて，町長はじめ推せんを'又’ 

けてIか年の4巧に斩クラブボ誕生しまし 

た。その;を，やはり私ども会員もかない 

し会'巧も’別に小さいものですから，ライ 

オニズムというものを傑りなボらこうし 

たことをつづけています。 

基準 

ザの鞋れ，クリスマス-パーティの前， 

われわれは楽しくやれるボそうでない人 

人のためじ何かやってはどうかというん 

で，：•がおを貝ボ主がとなって20人け上， 

お準巧のデパートの前に化んで芦を出し 

てを巧めをやったんです。このとき，化 

たちず生は楽ななでみているんですボ， 

自分でドを化してやるには巧'メけ;非常に 

いるんですね。これを体験して准化の梢 

神を観をしたことは，よかったですね。 

杉原おもあのとき初めてですボ，おそ 

るわそる行っていざ立ってみると，市民 

の一般の皆さん，とくにおい人がよく協 

力してくれましたよ。こんな人ボという 

と失ネしだが，そういう人が100円，200円 

入れてくれる。私、，3時I町ほどでしたが 

2,3万まとまれば上等と思、ってたら，あ 

れは73,000円巧まったんです。それをTff 

へをなして，がぶ助けないにしました。 

义際，ライオン帷をかぶって化自身も照 

ををあなたの浴室に… 
•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 

ぉくい •ショックに強い参耐薬品]性 

日本住ち公団指定 
大阪ガス詔定 

9わ3 

iti—口—JMI 因 

乃国tさ出展参加 

を 
,_ - _ n JT EXP070 巧巧され3Eミまエ尸R 2-HO-53 

を巧本がホ:が巧iお区円本が府3 ノ10 TEL (633) 1 6 0 1(化巧》 
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れくさいし，いかにもPRのためとみら 

れんかというわそれもあるし，：植雑なな 

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。そういうァ 

クティビティも必巧だと思いました。 

角JII Lilj田)はみ年度ガバナーとおかま 

りになっているようですボ，どんな化む 

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 

をが大をのインドお 

ライみ謀ですね，そ 

のををみてアクティ 

ビティのよさをしみ 

じみ感じました，、当時のががかb，まだ 

クラブ数も'少なく，ほとんどを紐的なも 

のじ流れていたと思、うんですが，このE 

6地区，数年前まで中をもなめてのE 2 

が!区は，ち:からを固的にもァクティビテ 

ィのI圧盛なところで，それぞれ创想エ义 

されてやってられました。ところボ愚ぶ 

どうも型どおりになって，斬がでもなけ 

れば一般にほんとうじ歡迎されたをとい 

うものボ見をけられないようです。それ 

というのも，化がクラブボスポンサーし 

た7ラブじかしての指みボ，どうも自分 

の巧I!にはめていこうということポかえっ 

て災いしているんじゃないか，そこでァ 

7ティビティ，とくにそのま較といった 

ことじついては、’恨本的に夕えを変えな 

きゃいけないと思、います。クラブの巧が 

というか巧がは，もちろんァ7ティビテ 

ィを中心に考えるわけですボ、金額ある 

いは件'数の化がでなく，スローガン別， 

巧力別，あるいはを回会別といったもの 

でがをすることもいいんじゃないですう、。 

地域社会の拡大解釈 

巧川招‘;ホ中火:のか： 

のあるアクティビテ 

ィのわ話がありまし 

たボ，それと風上的 

な樹点からのものボ 

何か-考えられません 

か。ル'を-のようにクラブボひしめいてい 

るところでは，i化域のが化といってもで 

をない。それで化の方では，円本という 

大きな目で地域をちえようじゃないか， 

というので巧なじ巧のmを梢えています， 

何か自お詔のようですボ，巧一巧巧乏な 

大あボ目化の杉並木をアクティビティし 

て，それボいま巧っているわけです。を 

持ちは巧滞とか何とか，でっかいものを 

巧照宵に'が付'したわけですが，うもは巧 

をだから—化を植えよう，それボ5年10ザ 

後に立が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洒ボあり 

ますね，現化のア7ティビティは，その 

クラブの地域ということボ巧点ですから。 

巧JIIですから，おがということだけじ 

上ホC1965年6月19日結成，現在会員数が 

名。昨が巧交地巧室その他キャンペイン•ア 
クティビティじよりE 6地区大をでグッド. 

アイデア‘なをな。 

ゃなく，化降という大きな風止のなかで 

何か考えられないか，ということです。 

山田お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 

ブの少ないときにわいては，まずライオ 

ンズクラブの强識をさせる，クラブをつ 

くっていくず段としては，それでよかっ 

たと思、うのです。それボいまのような状 

態になってくると，たとえば石川県なら 

て川な' をひとつの範凹とちえることに， 

リをM;!ボありますね。 

ち原でもそこまで化大してアクティビ 

ティをちえるなら，巧当がしいアイデア 

が山てくる。また夾際窗ばれるものが化 

ると化いますね。 

ホ島その化域のクラブとタイ.アップ 

してやればいいわけでしょうね。ここだ 

けで能なの端の何かをやろうとするとI!け 

巧ボ起きるから，その化力のグループヒ 

一がになってやれば.。 

大野しかしそれは火をですね，私ども 

お化しいあなたが 

気のきいた贈物-記念品をお探しじなるのは大変ですが… 

ま都(075)761-0141 (代） 1 

東京;（ 03巧7!—3274 
-じダイヤルされるだけなら簡単です。 

名古屋（052)571 -1111 内線568 

神戸（〇78) 22 — 8161 巧線260 - 

女 

お備した工場と懐巧なデザイナーが 
あなたの御ホ普のな物を作りだします。 

賴 
、がEL巧 ?株式会社アミブンょーリー 

金銀まあ.级製品•真な-半貴石.セま-ま才 
本 社：巧がが.た-京区龍里け|1化ホ；京ちい、ンデクラフトセンクー 
まを支店：化を.邸中央区が化曲スキャ檐ショッピングセンター 

貝製品.美術エミ品•バッデ.メダル.時計.カメラ ネ申戸巧：岡院をが;一階 を古屋店：お鉄な巧が6慨 
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福井中央C1962年3月29日おぶ，現だ会員 
な99あ，昨年度福が-園体の年じあたりスポー 
ツ少年团県:大会を主他，E 6化居大をにわい 
てグッド.アイデア巧を’夏な。 

でを県下の背'少年を集めましたが，その 

代表の化生方が，たとえば小浜には小浜 

のライオンズボある，福ホでそういうの 

をやられるのじ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 

井巧下でやるのは大絮だぞと，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がおどものクラプでした 

のでその了解さえ巧ればいいだろう，と 

いうことでやったんですが，結巧めじは 

あとから何も偶題はありませんでした。 

山田巧をと同じように，たとえば金沢 

とか富山とか，クラブが3つ4つとなっ 

てきますと，似たり•がったりのことばか 

りしかしないんですね。金額的に総をす 

ると非常にいいんですボ。それと共同し 

て何かやるというおがをすぎますね。も 

っと7ラブで自主的なものをちえてやる 

べきでしょう。 

巧井化のところでは，ようやく地域の 

人が理解してくれたわけです。巧際に会 

ファインの取 

ち川アクティビティ資金は，やはり会 

巧ですか。 

大野化どもは会'採です。 

酒井私の方ではがに4曰ぐらい，現物 

化をというのをやるんです。こういうも 

のを施設へ'ホ付しで下さいと。 

わ原地域社会から還フでするのボ本来の 

あり方だといわれますが，突際にはこれ 

は継かしいですね。化どもの今年の事業 

了'男;では，会費が73万円，ファインが的 

万円となっています。 

角川クラブな-動をやっていて，ドネイ 

員ボ接してみて，むしろ統一めなものだ 

けでなく，もっと地域が大切じゃないか 

という意見ボ強いんです。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，わ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。 

大野私は昨年，各事業委員会にほとん 

ど化)ボ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ボ笨化しなけれ 

ばいかんのだという，きわめて初ホ的な 

疑問点ボ出てくるわけです。この11單の 

はじめにも巧かれてましたボ，アクティ 

ビティのことば自体の意Iホは，あらゆる 

励物の巧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ちえる動物ですね。 

そのわれわれが，自由とか平和とか，ぶ 

愛とかいってみても，非常に雛かしいん 

じゃないか。そういう意味で，われわれ 

ボ奉化するということは，とりも直さず 

自分が人間お成をしていくうえにを仕を 

させてもらうんだということを，もうみ 

し一生懸命じ考えなきゃいけないんじゃ 

ないか。自分自身ボ人I巧的にもっと立が 

じならなくちゃいかんという主体として 

率化をつとめさせて頂くと，そういう解 

がをしたらと私は化験的に思いました。 

り方取られ方 

シヨン,ドネイシヨンといってふところ 

から1万円化を化してやるのも，あまり 

みっヒもいい巧県でありませんね。 

酒井化どもは会興ボ巧いでしょう。で 

すからこのアワードをもらってきてもド 

ネイシ3ンをとられます。ちょっと巧聞 

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 

の親膛ポ離れていくような感じボするん 

ですね。 

山田ですから私はこう思うんですが， 

要するに社会率化というのは自分1人で 

やるより団体のをでやる方ボ，より隠徳 

の功になるんじゃないか。そのためのド 

ネイシB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巧飲みに巧 

くのを削がしても，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 

うちえたいですね。 

大巧おの方は，会則をずっているなら 

ばフ7インというのはあまりかられない 

のボ原則じゃないか。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—で算化するのは，述反を認めること 

だからというので，ファインは-で算化し 

ない，なわドネイションは強制しないと 

いうことじしました。「じこにこド木イ 

ション」という猫を區いて，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.ツイスターボどのクラブ 

もプログラムに入ってしまってますね。 

私，富山じ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 

ボらという王にでなかった。これは，その 

例会を楽しくというのボ趣旨ですからね。 

山田私も初代のテール•ツイスターを 

やりましたが，百円化というあだ名をつ 

けられましてね，泣きました。それで遠 

席してたまにかけるわけです。定朋的に 

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，やはり朽子を規 

じ型にはまったファインのかけ方は，不 

愉化ですね。そこで，何か催物をすると 

しても結局，会貫にそれを押しつけるわ 

けですから，いろいろ化判もあるでしょ 

うが事業资ををなめて会赞ヒしていくら 

わがめ願いたい，それから巧2回の例会 

では何がしかを秦化箱'に入れる，直接入 

れるヒいうことがほんとうの举化につな 

ボり，自分自身もが化しているという感 

じになるんじゃないか，こう思いますねC 

巧井ホ川のクラブを甜ねたときですボ 

例会の入口の箱にみんな200円入れるん 

ですね。そして灿遗ボあって3人くらい 

に賞品が出るんです。これを巧回やって 

いるそうですから，相当大きなを額じな 

ります。私のクラブでも提あしたんです 

ボ，けられてしまいました。若い人が夕 

いもんで，いろんな窓見ボ出ましてね。 

に 
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創造する その歓び… 

'?こ‘幼い母姆寅お，、紙猶猴c‘そじて被遊び、が度^. 
''.'ダiv -••て^ ‘，. .. ■' ； 

’-して,からの飛巧機やラジオ.獨立てに熟ずし—でI 

そ*， 

'時のたつの•もをれ‘、完ぶし,たときのあ.の歓び- 

そ'•こ了-ま目さおたのが广A D S*」。N C Rが 

^セシ争みリーと同時に開発したシステム言安計 

--提華化手速。.これまでマネジ> シトの外,で食 1] 

もれていたシステムをマネジメントの手に 
♦ *...，. .. '，.-.. 

どし、3シピ'ューター•を自許巧手足がご、ど<, 

:離使するなを可有目にしました +ん^、巧み。 

.のやさ•しさと•実風性も广 

の端がお ‘は、.今も絲烈に•よみがえる… 

追求は/現けのビク命スのお巧で茜:化に辨截 
' .-ム " ' 

争‘るを段-コンピュータ*-化のシステム設計な^ 

じも強くホ.めみれてC ま•す 



メモを取っていた凹日市クラブ。アメ 
リカのラィオンボ飛び入りしたぶが7 

ラブ。©入会ぶでラベルボブンをつけ 

て上げたときの巧入を員のが々々…… 

ご语問 化ち、加な、松巧、巧川クラブ等々。 

①ガバナーと - 

しての巧巧中 

特に力を入れ 

屡印をじ残つ 

た公式訪問は 

M 一二 

ぶめおが化界大会の忘ぶを強那し、參 

加と協Aとお化にょる閣際が萬の巧を 

夕くし、国際感巧のな拐を：ること。 

®諸行#の谁ぶを拾て、知化ある内が 

把かなラィオンにふさわしいものとす 

るためのだ巧"®みクラブは立化策 

化、梢ぶ人ななど、諸を化を巧にして 

いるので、が做をさけ自を的か曲にょ 

る特色あるぶぶをかること。 

感めどの公式な岡もあらかじめわ願い 

した通り、ガバナーヒの自山懇談の时 

間を夕くしていただけたことはーホ楽 

しかった。(巧秘一兀ガバナーボー般化で 

怪 F 

化治 

雷巧朋の初めじ地区YEP巧脚ボ大を 

おれていることを感じ、今年度は外国 

との交換をぜひち現したいホ埋を抱い 

ていたところ化八口地居な-体の盛り上ボ 

りと、光進地区指巧のよろしきを巧て 

今年は十一あのホ增おをが-おする述び 

となったことは巧にホせである。 

.み八ぶ山列なのが折一巧にある八ぶ山ラ 

イオンズ7ラブをぶ問の隙、まず街巧 

でライオンズマ^~ク入りの「ハン七ン 

氏がず化週間」の火きなKもn巧ボgに 

ついた。翌日は沖繩救ライに閱するお 

がボテレビ.巧間で報道され、クラブ 

をUの巧さんも「々Wのライオンズの 

ごがなでこの阳からも.小ぉな人をなく 

すことボできます'"これからはわれね 

れのででやります。」とんがく郎られ 

た。：；toの巧中から巧るな々は哪蝴雌 

に！；まれ、义にきれいな眺めであるが 

その中には数夕くの人クが施設のぶぶ 

を巧つていることを、おれてはならな 

いとひとりしみじみと感じた。 

玄 
雄 

地浪 

4が 

W潮 

0©温故知が。メルビン.ジョンズじ 
师って清新な気持ちでラィオニズムの 

修巧巧操に努めょぅ。®巧しい例を述 

嘗——例会出が率の向上"ことに五〇 

なな下の純例会出席を巧巧を巧極的に 

おえること。0会長幹がその化役具の 

リーダーシップについて—— —谦が でぁ 

ると共にまず自ら巧数をがやすこと。 

ぷ山口市巧郊の徳地クラブ巧閒の際、 

会畏L111化ボ「私のクラブは会貝こそ 

少ないが、その述営については、化が 

にやって行きますからご、心配されぬょ 

ぅじ」とぶ信を帷侣をもって述べられ 

たことである。なるほどクラブ会員は 

現化十ーニをであるが、团おおく规則通 

りの述営を贿巧に巧行されているグッ 

ドスタンデイングな、巧り闻きクラブ 

であることに、巧い陆なをなえた。 

化化 

3©善.はなクラブを理と例会迷営の炒 

を巧ること。魁んある例をによって化 

化がも自然に向上する。、呀クラブの％ 

力目槪、化区並びに化な地区のスロー 

ガン、Pamブログラムの認識、迎解、 

巧行にあらゆる巧力を注ぐと共に巧け 

の向上に努める。0なわ一眉国際息識 

のな揚と巧互a解を深めること。 

S©都巧クラブにおいて適切な会巧の 

もとに、たくみな例会の述用をされた 

いくつかのクラブボあったこと。® 口 

1ヵルクラブにわいて、その地域化会 

と密接な述龄を化ちつつ、脾化に奉化 

し、適当な会員数を保持しつつ、おが 

めな团結をボしたいくつかのクラブの 

卽阿。0僻地のクラブで初代会をがマ 

スクーキー靖を皆から下げて、公式訪 

wにムからの政迎をホしたこと。®ホ 

ストクラブをな脚したとき、ザ尖より 

一暗？おが潑測ヒした紫おしたぶ巧な 

で、敬をヒ怡賴にがちた眼差しで憾か 

く迎えられたこと。 

ぞ^ 区俊 

雾^田 
4r#&R Em 

が 

也E七化区はニニ〇ホのを数クラプな 

ので、セ巧W义ヘムぶ訪圳に力を入れ、 

昨年のじ約七別をを了し、凹りまでに、 

巧〇をぶ了のす巧-.化方巧クラブの結 

ぶじ巧んし、十ークラブが結化した。 

C-V巧ボガバナーヒしての公式訪ii：は、 

み化ともお初にしてお後であり、止地 

柄ががわっているだけに、それぞれ巧 

った印波ボ巧っているボ、を地ともが 

の挨げを熱んに圳いてくれたのは隨し 

かった。 
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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 

エースバッダで乃博へ 、え万国Wご巧待セール実施中 
EXPOの 3 -P0-16 

二人の巧の門世ーハネムーンーは一生の巧い 

出に巧ります。巧かけるハネムーン、巧Pbうじ 

夢を結ぶハネムーン•キャンドルライトがほ 

の々、じシルエットを巧びあがらせる二人だけ 

の世巧。そのデラックスなハネムーンじは、 

それじ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边するのは世 

巧の一流品サムソナイトです。 

•宇を船じも使われている轻< て丈夫なマグ 

ネシウムををのフレーム 

•きつがつかずよごれないA BSがa旨のポデイ 

•引込み;巧じと0つけ外に化ていない独巧の 

かくし錠前 

•どんな用ぶにも応じる巧をなサイズと々ラ 

—世巧の一流ちと云われるじんさわしいスー 

ッケースです。 

サムソナイトテボネア V 7,500から 

サムソナイトシルエット V12,500から 

サムソナイト るハ。スポー 

Samsonite 
MADE BY 

LUGGAGE 
世巧のバッグを脚おする 

エースな巧をれ 
巧京•大巧.る古卓-化を.少田原 



ライオンズ記をメダルは銀座本店-大阪-を古屋-京都を支担及 

び東京巧国ホテル.ホテルオークラをアーケード店横おシルク 

センターアーケード店神戸店<=ノ宮巧戸国隙をお闲> において 

版売いたしておりますが地方のおを樣のご便宜をお計0するた 

めじ ただいまはがきじよるお申込みををけつけております 

ご;主文は下記要領をはがきじご記入のうえ 下記宛お申込み下さい 

東京都中央区が座四了目5 — 5 〒104 御木本真な店 

ライオンズ紀をメダルが 

クラブ単位でお申込みいただく場合は化、ず转#ををお書きホえ下さい 

大巧省造幣局製 

18を製 

(直径約の. 65mm犀さ約1.5 mmまさ8.5呂） 

¥10,000(ケースイ寸） 

ライオンズ記をメダル 

第521けI 

ライオンズ1化^^火な 

記念メダル 

お願い 

Iも申込みのおを梯じは弊店より直巧記意;メダルをお送りいたし 

ますので売価10,000円に送料I己0円を加巧させていただきます 

■はなはだ滕手ではございますがごミを文は前をて-お願し义、たします 

ご送をの際は郵便振替 < 振替を号東京25588 > または次の各 

銀巧の < 御木本真珠店ライオンズおをメダル> 口座振込みのいず 

れ力、をご利用下さいますようお願いいたします 

=ま銀行本庙•第一銀巧銀座ま店-苗±銀行数巧屋巧ま庙 

東海銀巧ま京支店-住友銀行銀座ま店•大阪銀巧を*ま店 

=井銀行銀座を店• Sお!銀巧縮座ま巧 

巧5211，1ライオンズ化界大会のH本帆催を記な 

し ミキモトでは围際本部の正式なご認可 

が做的なごがI巧のもとに記念メダルを摊売致 

しました川:界的になく lit-伽されている巧I间の 

を幣は術を駆使した造解局特製の権威ある 

メダルでございますお师にはライオンズの 

ライオンズ記念メダル';を文書 
巧京都中央区飯座四T目5-5 

御木本真な巧 

y QA 

昭和 年 巧 曰 

個数 個 

申込代を 円（但し1 個V10,け0巧送巧資込） 

送を方法（どちらか一方をわ書き下さい） 

□巧郵おを 口座を号-まま25588 

□きち行おを_銀行胃 

上記の通り申し込みます 

ご住巧 

ご氏る 

シンボルマーク茲而には向由.知性.ぶを 

をみ徴する Larkspur* Salvia .Clematis 3つの 

化を化,脚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■&!•近におがしみいただけると 

がじます恵遊ない本大をを記念するシンボ 

ルとしてを岡の会はの皆がにご愛Wいただけ 

れば幸いでございますなお宛hをの一部は 

瞄巧をとしてライオンズ閒際協をの举化巧動 

巧ホに’が赠いたします 

〇御木本真珠巧 
言己をメダルに閱するお巧いあわせは 

本店巧を-銀座四下目TEU535-4611 

大阪支店=巧*-巧大ビルTEL363 0247 

る古屋支巧=栄一中日ビルTEし261—け08 

をが支店河巧巧■御池上ル TEL241-2970 

巧戸庙==ノ宮一巧戸国棋を館TEL22 - 0062 



第64号 liがび-なもも1印な规化化郎 第33号 

イ0 

が巧の庭困> 顯館. 
巧がじ巧 < 利けちのお.feよの巧なを指け.の閒じ 
玉か水平媒!こ抑伸火の乂な。三千坪の巧がじ 
ひろがる自巧林のあ®，芝:化を巧って巧田!り 
の巧ホをひき入れた!曲水のはとリじは四をの 
化tちしく、驻-ぶしく冬日を <、木の巧も巧う 
巧洋を。巧例玉のようなおみあふれる大巧*A ./ 
■ T E し.％巧0557(81)3623- 5 

加賀 

な 
<を巧の南国をいなき宮巧> 
白山々系か〇巧*:jかむ狂化をおいて延已、•でた 
立议!こ、义イ义曲をがった化かムード、ボが 
衍巧をぶすスバニ.ソシュな识肢、むを巧ホテ 
ルー自化でを巧リ化化されむいが闽の代友の 
なな/ 巧みW、巧;化成畳、巧水みお、夕-な化 
国、すきやあ；1，1. aを備はわ‘ぶi t !こ义ザ.-/ 
■ご:戸が化帥-グ’巧しいなどころ 
■ T E Lを巧07的（3〇3け1— 2 

<お申込みは> 
日本を巧&化み裡巧所又はホ巧TEL03けW)3831.8240.を古ちTEL052(971)0B06 

大おTEL06(251) 5684/ 日本历光巧ホを社ム，侣化ぶぶ _ 

(闽館東)松本期お 
退院の橋をあふれし荷物かな 

客橋の後の荷の橋选れがち 
(姫路}則旧やすじ 

探梅や座の底ょり人の卢 
(.お間帥'}巧が一ぷ 

お偶帘一なり峽の骗深し 
(金沢)本岡歌す 

遊からの墓の水仙咲きはじむ 

千をといふ春の夜は今なりし 

(金沢)】闻木关で 
巧连寺道畦维りのはじまりし 

冬？说のをりをりあがる磯菜加ゆ 
冬说のぅつる小さき旅綻 

(化な)火贿久巧 
凉機のつむ〇ゐし眼を關きけり 

おおや戾り路も又茲込めて 
寒巧も近しと思ふ；！：：の也 

厳を背に峽の一つ家梅がいて 
(倉敕)ほが淸子 

紙を漉く口脚の仲びし門先に 
(久が米)片卜：秀す 

化«を训る二人のみ物.；：：：はず 
何も彼も化の降る‘刚に萃立たん 

(久釉米一稱 熊太 
一つづつ町の灯がえて巧くがさ 

眷浅く心のかょふぶばかり 
(京都)：^胁-お祕 

お-^を巧に•ん谋で入れかな 

(ぶお)捣阳忠一一郎 
染めて干す轴の糸や梅U和 

猪納や陈子に当る雪の巧 
海貫船もらつく雪の波にゆれ 

(名ホ隔巧)稀ぶ邮巾 

巧お西風陶kよごれの漸ドのが 

(直方)带か姿巧 
柬風避けのビニIル張って綿おす晤 

(岡が)丸山利；化で 

ザぐむもの带もつもの回溜りに 

(岡崎)中根芙英み 

W除けて干が広場海巧姨 

(火贴化)戸巧がぶ 

をぶく野を桃く人の見ゆ泊り 

(火阪化浜船場}池h一がが 

贿の群れ施圓統く日脚仲ぶ 
(仙台宵藥)服部あいで 

述がの巧ま白なるお曰かな 

一樹おおれる如くなも迫る 

(吹呪)加巧品巧 

漸戸内のが一所の城やぐら 

(吹の)中なきみ^ 

臘舞ひて洞なの海剪青なる 

とかくしてぅから一巡韓の風那 

がの風郛ひきそへ旅をもどり来し 

(な梁)戸阳梭巧 

か化にあり化の間をしぐれけり 

(な岡)木が白暇 

新ぷや人の巧くあとわれも賊む 

雪解水岩肌洗ぅ苗となりて 

(高げ)靑山十四郎 

日輪のとどかぬ椿がかな 

(がが屯ろ川七ぶみ 

巧姑化みたしと-ぶぶかけてきし . 

◊ ◊選後じ◊ ◊ 

染めて干す純の糸や梅円和 

姐狮や脾子に当る巧の.巧 

海閒船もらつく小，の波にゆれ• 

(ぶお)做阳些一郎 

いずれも带盛のょく捕えられた好が化句で 

ある。ことじ谭の句二句がょい。降平に雷が 

さらさらと当つている音、ものさびしいい力 

じも外は寒いであろぅと思い及ぶ。お鼠船が 

棉れているその波に、雪がちらちらと蹄り消 

えて巧っているのである。灯かげも射してい 

るであろう。皆そのものさびしさと乂リなつ 

た思いとなる。 

一にも写生、二にも写生である。 

i応募規定； 

、巧紙ハガキ 

、投句数ハカキ-か三句挡内 

、締め切り毎月十日 

、応募者は所属クラブ名を明記 

、投栋は惜をのこと 

、送り先ま京都中央区日本お江戸橘 

ーニノI二油脂工業会館内 

ライオン誌編集部 
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イ活動を 火種の残る救ラ 
——沖繩救ライ委員会に脚く- 

救ライ委員会の発足 

細田あこのが哉をの司会をするにあた 

り，列I繩救ライについてのファイルを綱 

ベてきました。それを見て非常におもし 

ろいのは，すでに1967年10巧のガバナー 

協,ぶ会（かを）に「琉巧のあライに閱す 

る件」ボW2からおさ衆されています。そ 

のときは「本化は時I叫の都合上，討,娘を 

見合わせる」ということになっている。 

その後68年2巧のガバナー協谦を（施耶） 

でW7から沖繩救ライじついての,廉策ボ 

でても' り，6巧2日の化I晚を固大会で， 

按合地区の合同アクティビティとするこ 

とが?夫まったわけです。これボ早:削刚の 

まだ沖拙!救ライをな会ボ巧動するW前の 

が過ですボ，ここまでホるにもいろいろ 

とむずかしいことがをかったと思うんで 

す。ではまずLを凹••から中繩救ライを具 

をボ発足するまでのが絳をお；i由し下さ 

いっ 

星野昨ザ2巧のガバナー協.强会で提お 

したところ，非常に反禪をI乎び，をさん 

から相P当-竿' らつなご巧[巧をいただいたん 

です。そのときのガバナーは，7人も怪 

ぶボおったので，ぜひともこの阿趣はわ 

れわれの時代に化り上げて，戍巧させよ 

うという盛り上ポりが出てホて，を国大 

会に提衆することになったのです。それ 

までに，沖繩に公式訪閒をして政府やそ 

の関係の皆さんにわ染まり願って，いろ 

いろとわ韶しを伺い沖細のライのま情を 

知ることがでをました。また，データー 

や「沖繩救ライ巧」という本を説んで， 

大分研兜しましたよ 

白きあのときは架 

雪で巧が線ボルまっ 

てしまったので，協 

讓をの閒始ボ6時ご 

ろでしたね。そのと 

きかめてL度！！!]•'から 

くわしく，-冲繩に公式訪問されたときの 

こと，それからいろいろと沖繩のが悄を 

脚いたんです。ところボライが非常にを 

いんだと，政府ボ発表しているのは， 

非常にごまかしで事あはもっとみいんだ 

ということを聞いて，ぼくらも巧際びっ 

くりしたんです。沖繩は日本だと思って 

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巧のが態です。ライ 

は陪さなければを々にだ;わる，だあでな 

しに逍に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，自分のをや 

親がの化爭じ差しさわるから陪さなけれ 

ばいかんような状態だということも，L 

盤町•ボ;i巧されましたね。その结時のガバ 

ナーは7人ボ医者で，半分.も医をボわっ 

て'冲繩にライボこれだけあるということ 

をかりながら，しかもライオンズボアジ 

ア救ライに非化な襯恵を巧している。そ 

れじよ.って日本のライオンズクラブのア 

クティビティは巧をなものだという，ひ 

とつの巧を|ミをあげてわるわけです。それ 

で，インドへあれだけの熱意を示したん 

だから，将来復师するというときにライ 

化巧を 
を野ず俊（苗崎C •沖繩かラィを口を-を曰な） 

白息一夫（乂津C • ■ を日） 

横田巧化C削なC . ■ ) 

ろ.那原良昭（沖細C . 。巧巧を日) 

J||崎誠蔵（茨木C •沖繩おラィを口） 

巧会） 

細田巧：（が京C .ラィォンな編化塞:貝） 

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窓見ボ高ま 

ったんです。ことに西甩ガバナーは皮が 

科なので，ライは々では治がすれば直る 

んで，治がしないから直らないだからす 

ぐに•冲繩救ライをしなくてはいかんとい 

うものだから，化どももホ常に力を巧て 

里野さんやりなさい，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。 

細面化幌の全国大会では，「沖繩救ラ 

イを化な地区のアクティビティとして実 

施されたい」という巧策ボ出され，提策 

単項の巧施を可決，ただし具体的巧行に 

ついてはガバナー協战会に一住するとい 

う決谦ボされた。翌日のガバナー協が会 

で「早なじ1年間1人-下-円を徵収する。 

払い込み化，中义事務盾]沖繩救ライ化を 

口座，おな地区に-川繩救ライ委員会を設 

阻し，を貝長にW7地居;ガバナーLを巧 

孝'俊を化なする。なお，々後計画の具体 

衆はホ畑ガバナー協,强会でみをする」と 

いう申し送りがされたわけですね。 

白倉忡繩-政ライ委員会を作るについて 

は，亡くなった叙田ガバナーボ強力に推 

進してくれましたよ。委員会を作らなき 
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ゃだめだと言ってくれて，ようやく委員さった。あの発言によってできたんです 

会ができたんです。 ね。もし，數田ガバナ—がおらなかった 

星野贿 •かじ數旧ガバナーが骨巧って下 ら委員会はできなかったと思いますね。 

金額の《上の効果 

細田化，Lを野の'冲繩がをが普に大変 

感がを‘叉けたんですボ，沖繩の現地の方 

は，このライ事怕;のおををどうわ磁じじ 

なりましたか。 

ち那原冲繩救ライ 

のそもそもの巧端は 

日本ほ府のげ化省が 

がIJ1検診を沖繩の離 

なでやったんです。 

そのときじライがが 

巧にあるということボ，化がの中火紙に 

大きく，帖ったわけです。それで四閑の方 

からが]いなわせボあって，四げ;Iだけでも 

救巧したいということだったんです。L 

を巧から報を,けを•叉け化ったとき，Lを 

出かこは一部,!r正しますよと申し上げたん 

ですが,われわれ化化にわる者は，々だ 

からいうとちょっと困ったなあと。ヒレ、 

うのはインドと変わらないんじ々ないか 

という印ををがたれているボ，巧際はそ 

うではない。防したがるということもあ 

るが，な;のようではありません。あの边 

時では，那贿にもスキン.クリニックボ 

できまして，化巧はどしどし巧悔的にホ 

巧ををけに來ているというが態でした， 

を崎から冲繩おライについての,盛萊ボ槐 

衆されたときには，化はなぜ.巧の方から 

拐发しないんだとつるしあげられたんで 

す。'冲繩のがを化び越えて向こうの方で， 

あライ脚趣をやっているが化かしくない 

かという；!-(ボでてきたわけです。当時化 

はゾーンチてアマンでしたので，L化凹- 

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。 

細田巧際に冲繩じはライ.出者がどの化 

いるんですか。 

巧田推たですが，本_liの人工比は1万 

1干ぶに巧し1人。冲繩は470あに巧し 

1人。なみ八-术山は180あじ1人という 

猫くべき闻率発生をみています。 

ち那原を闽大会でホ,汲されたあと，化 

の方ではザ-速巧が間化を浓-めて発表しま 

した。そうするとライの閒係ち-ボホ常に 

大きな则巧をかけていて，すぐにでも始 

まるだとんいう磁じなんです。また，苑 

巧後L里がボ沖繩の‘あ楽閒（ライあが巧） 

を,巧が]されたとき，お者の自治会の幹部 

の方がずらっと巧ちがえていて，いろい 

ろと裝ボを出してきたんです。この人た 

ちは戦前からの患者で，降普はあっても 

ぶをに括っている人たちなのです。それ 

で化は，このわ金は早期巧見のためじ使 

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ボあるんです。 

われわれとしても，空かは早期発見，早 

期治;巧のためにこのわ金を使わなければ 

ならないんだから，2次，3化と引'曲が 

逃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化って 

もらったんですが，とにかく日本を国の 

7万のライオンズ会員ボ，—冲繩救ライに 

立ち上ボったということで，ライの削逆 

ボ沖繩の化会のを面に出てホたというこ 

と力;，非•帯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，治巧すれば胜るヒ 

思、われています。中繩のライもそういう 

ふうじなりつつあるわけで，中繩救ライ 

が業はライを化会のお而に化したという 

，なで，7千で円というを‘额W上のすばら 

しい効义ボありましたね。 

細田アジアおライも京-がの本当に/、プ 

ニング的な決嫌で，まず冉崎がをぶり， 

それが下地となってアジア救ライ临会が 

できたわけです。 

私は，おかに火をつけて，その火がも 

っとよその地が化会に反映してがえてく 

るというような夕え方が，ライオンズの 

アクティビティのいきでではないかと,田、 

うんです。ですからi中繩救ライ問逆も， 

1年側に1人千円の'化収というか嫌ボな 

されていても，現地の‘及け入れ應巧さえ 

よければひとつこれだけは沖繩のために 

巧してわこうというような乂極ボ巧るの 

ではないか。 

つまり，ライオンズボいま•;中繩あライ 

というを巧アクティビティの火をつけた 

わけで，今をは‘夏け入れ態巧の閒趣です 

ね。 

星野 L与-那巧と一 

緒に巧際に宮ホへ巧 

ったんですボ，その 

時，，あをの自治会の 

方ボ2人が行場まで 

第15回全国大会(広島巿)記念 
写真展 講演会 
■会場福屋デパート 

目階〜8階，階段 

■期間 5•巧20〜25民 

を催ライオン誌編集部 

■を場見真講堂 
國日時 5 月23 曰 

戶 M5:00〜8:00 

—講師水上勉（作家） 
(予定） 

鶴岡一人 
(野球評論家） 

後援中国新聞社 
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やってきて，ぜひあライをぶ巧ゴせて下 

さい。必ずこのを-占-から患者がでないよ 

うじしていただきたいと百•ってきたんで 

す。私は，医者をが逍しても皆さんが隐 

してしまって，見せないんじゃないかと 

間いていたんでおいてしまいましたっそ 

こで，患をの巧さんがをのを，规がの者， 

あるいは巧所の巧に，この逊〇瞄ってい 

るということを巧装してくれるように， 

また医者ボ，を;がに义たヒきには，進んで 

検か;を受•けるように，とたのんできたん 

です。それから，ライオンでがを,谋nや 

っている方にもかライにんを入れてほし 

い，区をボ診裙にやってきたらをfけiせ 

今後の事業 

細西を0の巧さんの中には7千ぶとい 

うわをボ化‘まったが，はたしてそれだけ 

でいいのかという化Wをもすこれている-お 

もをいと思うんです。そこで义巧を円な 

の今後の事楽引-函をわおし願えませんか。 

お西でがも何回か 

編成し直して，現で "趣— 
かができ上がったわ が.' 
けですが，那煤}にり 

っぱなスキン•クリ1 F 冷 
ニックをかる了'巧1 

るようにみ,遥する必おがあるんじゃない 

かとし!•ったら，ぜひそうしますよと音っ 

てくれました。 

また';中繩へ巧くたびに，巧刚化のホボ 

贿行が-まで化迎えてくれ，巧脚にも大き 

く取I)上げてくれたので，だんだんにP 

Rが巧きWいたようです。瞄ぶでは，を 

さんが乂巧ちよく '支•診するようになった 

と脚いて，大変苗んでいるわけです。 

白倉ライオンズのアクティビティは， 

これボ巧制ですよ。を挫だけじゃなしに 

それから勉扣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。 

計顾は. 

造といった,n'晒がたてられてます。 

与那原i中繩にライ予防临をボあります 

ボ，今までか府の補化をで細々とやって 

きたわけなんです。この組織では効巧が 

ある使い方はできないだろうと思ったの 

で，ムがから何なも政府や，ライI划f系の 

区あ，それから中防協会の人たちと話•し 

なったんですボ，巧際地化の义としては， 

態势を时めきれなかったんです。それは 

戦後M火のS大巧ザボありまして，これ 

にな化Wボ3つになかれてでっていると 

きにこの閒晒ボ化てきたもんですから， 

政権がはっきりかまらんかぎり，どうじ 

もならないという状態だったんです。遇 

ザ後材だ' もかまったので，；活しなってや 

ってきましたボ，二お，=おしてしまっ 

てなかなかみまらなかった，をn会の歧 

がの,n•曲ではを;なやあ巧のためのクリニ 

ックセンクーをかろうということだった 

んですが，総合的なものをかってもけ化 

の1!!喊，眩刖iのI!り晒で迎巧’の曲で非常に 

闲嫌な問越が出てくるということで，治 

がの部門とめ阿の制"Jとを分けるがにな 

ってきたんです，まことに化ずかしいな- 

しですボ，ライ -で防協会の沿t織もこれで 

立て歐ゴれたわけです。交•け入れ態巧も 

非常にが晦的になりましたね，クリニッ 

クセンクーや机光所は当が，ライす防Iな 

をあるいは政のに‘奇赠することじなりま 

すが，述當•についてはやはり冲繩の巧行' 

を貝なの力で，クッナしていくことにな 

るでしょうね。ライはいくら設(加ボ盤っ 

てもが'極的に化者ボ晚丸してくれなくて 

はどうにもならんので，そのため公が御 

化福•进細を.川''めがすることボブ、•中-ですか 

ら，巧ザ巧な制巧を設けてその述営に当 

たることも名えてます。 

机敷地の閱おでがホ1111机'を化て数？i脚 ライの本うの姿をPPしトニ 
の中にライ研究を巧センターをかること 

じなってます。また，八の山にスキン.細田L川崎は，台巧のライI!日趣のエキ バイスなり，わ気づきの点なりお,巧しい 

クリニックを巧築，現クリニックの大改 スバートでいらっしゃるので，何かアド ただけませんか？ 

iが觀 

ニューヨークタイ厶ズに紹介された 

世界的に有名なロンのステーキです 

當業時間 
5. P.M〜2. A.M 

大防化が地永楽巧一39 

TEL (362)6664-6 
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川，繩救ライに協九 

1 ? 马规ライオンズクラブ 

1 化来ともすれば巧付すればおれりとするぶ 

I易な態度が，クラプお業活動で見I夏-けられる 

隱倾巧があった。結成7周年を経過してよう 
層ゃく *が業、に巧する認識が深まリ巧力を艰 

仕してが業をゃろうではないか，ホを流して 

巧た結晶を贈ろうではないかと,孩I裸が祀端と 

なった。 
10巧22目巧视クラブな封はかのかををホ認 

した。 

『沖繩救ライか業のためメンパーは労力を捉 

供し，げの結晶を沖繩へ送ろうではないか， 

その巧動を述じてわれわれは奉化のが神を举 

び社なにがしてはぶをを前えようではない 
力、，このため12巧7日および8 口の2 H間バ 

ザーを閒flHする』、が粟计师，メンパー分がI 

計刚が立来され，をメンパーはそれぞれの分 

巧においてぶ刺に入った。 

〔RP巧脚〕 

1. なお巧を化巧のをお:及び一部個人に策の化馆送 

2. 同上を袖团化じがし，PR巧動 

3. ポスブーを巧角に貼ってホ•巧にがするPR 

ん巧:曰をブラザークラブにホぶして協力を化が 

5•ぞ[閒なじ侧面的協力化賴 

6•メンパーか人にわ茶-席券を取がPR 

P民のため全メンバーが，ホ寺じPRけ別を 

巧が巧発に通動，またパザーを盛火じするた 

_めバザーを貫が次の活動を巧なった。 

昼し大お-が巧が|’1尚‘と交•沙して刚展閒舶の協九を水め 

1た 

聖2.な概がぶな人にバザー山品物の化山協力をポめ 

I た（5社壑加） 

1 3•メンパーのうち出品可能な巧人よりを託な!ii 

= な（8か参加） 

麵4.をメンバーに舶化化山,社の化が;を水めた 

Iこの結ぶ-火阪刺rぶ軸材けがより阳‘I股山 

雪品綱,な，メンパー义び地域化人よりの無f巧 

1拠H品およびを託山ん',などなI汁約2, 500点が 

1化められた。 

メンノ -およびライオネスが出刺してリ！ 

なの述赖，雅地，仙:化づけにU较•を分かたず屋 

奉仕した。 聖 

巧规商工を端所にバザーな端，师娛会場，瞧 

おお席，化酷所がぶ々設営され，？料祁されて靈 
じ月7日〜8 tiの両日一お市助こ公即したの歷 

である。この間メンバー及びライオネスの無1 

だげj•力のが供は延べ188人，な封55名にがしI 

1おちり3.4日に速した。バザーは好,げ徘じ丽 

終始し拠!H品はをすところなくがとむこ闆上げi 

られ，师映-のぶ巧きも則r.であった-を踢に纖 

設けられた茹を稲にはわみ•さまの,こ、からのを1 

をがホ々巧せられた。 1 

邮展.ぶ>.893, 700ドIを化がなぶ1-.519, 290門麵 

捉出品ぶ上その他じん巧〇の I 
〔充上引-〕1，537,770門 I 

〔収ま計$の結果] I 

化入の撒細259,763の巧したおが133,86〇11] I 

を引純な125,903門 I 

クラブとしてはネリめてのたI加であり，これi 

をなしとげるには幾みの阴雕はあったが，パ1 

ザーを通じて示されたブラザークラブあるいi 

はライオン個々のがいぶががII爱かくわれわれ1 

を激刷してくれた，令してな11相冗の親陋もI 

商まりと裸みを加えた-が策を诚じて得られ1 

た硝々の体験がな桃クラブの今後にわいて化I 

をIがかせることを禍信している- 隆 

利益:なの姐分は||巧屯靴Iぶのお栗，協如して1 

いただいた地ブむこも一部わ;Mしする,な;味で，1 

歳来助けない述刺に協力した。われわれの小1 

さいお仕のなよ、と？I二の組谓がW帖の沖繩ライI 

，■出おにかしでもわなに化てば何よりの率せで-ミ 

ぁる。 I 

ず謁歡菊ホをのためめ/^一 J! 

澈爾 

JII畴化，巧;年のア 

ジア大をの师りに；||| 

繩に'がって，いろい 

ろな人と会ってわ話 

しをうかボったり， 

愛楽圃やリハビリテ 

ー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，このを国から集ま 

った7千万円というお金を，より効)お的 

じ使うためには，この冲繩問題に巧する 

逃営の仕方を，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。迹てものをなてても，本当に十 

こ分に活用できるのか。それよりも，現 

化のスキン.クリニックをもうひとつ考 

え直して，鼓肺は小さくても日本の巧巧 

を阁の人たちに逃営ボまかされないか。 

また沖繩の麥貝の人たちは，クリニック 

を拡大することによって，救ライでI巧ボ 

できるのだろうかといったことについて， 

もう一巧考え直していただきたい。それ 

からライ研究の即題で，公巧術を看-班饰 

のが成や’宿ををなてて研修する場を与-え 

るということは，巧|.畑発兒じもつなボる 

ことで，ザ忿にやっていただきたいです 

ね，もうひとつは，われわれボ台巧じ巧 

ったとき，巧頭になってライの説明をし 

たんです，そのわかげでi化亢の人のライ 

に対する認識ががまり，がののりかえに 

も火きな巧化をみえたようです。；中«で 

も，ライに巧する認識ボがいのでi中繩の 

人たちのがをもう一度切りかえて，決し 

てこわい柄乂ではないんだというP Rボ， 

が常に大切だと思、いますね。 

W1でやっている台巧救ライは，姉が 

巧桃のおなが策-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，交•け入れ 

態獲ボしっかりとしていたんで統けられ 

たんですよ。私はもうかし年み的な;n-耐 

でなければ，この';中繩救ライはできない 

んじゃないかと思うので，継統が楽とい 

う力法がとれないもんですかね，そして 

物巧的巧攻Jだけでなくもっとを固のライ 

オンズに巧して，沖繩の事おを;巧え，ま 

たPRをすることボ，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じつ 

いては，わホをあめ 

て何かを'なって贈っ 

たとか，こういうこ 

とをしたという物巧' 

的な給付•をして，能 

、が足れりという考え 

ぶボタいのではないですか。いまLJII崎 

のわ顯のように，ある蔥味では物岡的な 

給がもともなうけれど，そういう逃励を 

起こしたということボ火:’がではないかと 

思います。沖繩おライを例にとれば，盤 

や看課'知h雄物もお巧ですボ，そういっ 

たものをわれわれがみえるというんじゃ 

なくて，そういうふうな巧述を作ってい 

くことボ，アクティビティのあり方では 

ないかっわれわれはそういっため:魄的な 

アクティビティを，救ライの巧巧塞ほを 

じ畑巧してわります。 
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日本の世紀を開くか 
東京へ寄せる各国ライオンズの期待 

3巧17曰（月）午後1時ホ，束京•芝 

白を台町の迎‘街館に，川商淸刷世界大会 

協委員会副委員長はじめ，協力委員， 

ま巧を貝の主だったメンバーボ集まり， 

きびすをおしてホ目されたDavid A. 

Evans團際会長义麥，W. R. Bryan 

第1副会長乂虫:をかこんでの茶会ボもた 

れた。Evansさ長は昨秋につづいて2 

度目だが，Bryan，'別会長义おははじめ 

て，あから教iの人なつこい，健がそのも 

ののようなCelia 乂人とわ似をいのカッ 

プルである。前日，0陋EIにもかかわら 

ずが巧のi会踢をホりまわり，武道館の 

内外も化かIにごらんになった由である。 

がれて剧際会民となるご目分のが舞台を 

思、い抓かれて，しばしの感卜かこふけられ 

たものであろう。 

このあと2社!のカップルは大阪に飛び， 

万階会場を視を，を技，京都を緒て福岡， 

化九州のライオンズを功'ねた。このとき， 

スエーデンの国際现事Dr. Gunnar 

Stjernstromのとつぜんの；]'卜.がボ入っ 

たため，あとおみ屋と横浜のでをを明り 

あげ，逸.きょ，20日の夕《1|の便でョーロ 

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 

いるとわり，巧52回ライオンズ世界大会 

3月17日迎巧おじて，左からG. Hett国お本®P民部長，David A. Evans国隐さ 

長夫妻，W. R. Bryan第1副さ長夫妻 

を迎えて来をにがしよせるあ外を貫家族 

の数は，1力—5千とも2万ともいわれ， 

脚際会線もめずらしくなったとはいえ， 

わボ国を:前の規おのものとなることは閒 

ぶいない現況である，4月に入って世界 

大会協んを貝をの動きはいよいよ巧発に， 

述EIにわたって各部会のをなボ閒かれて 

いる。柬'を大会への道はいま巧3コーナ 

—をまわって1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。 

は下，この大会へ各園のライオンズボ 

どのような期待との影をもっているか， 

ライオンな各国語版におかされた日本の 

記;がからみてみよう。 

清 
澄 
な 

版デ 
画リ 
と力 
曰シ 
本1 

フランス語版1月号 

大会交•入れ11111のあわただしいな日にた 

いしあ外のライオンズは日本をどのよう 

じみ，考'えているだろうか。ぶ清のみ国 

盲人安金が交通安を黄をが 
厚を省-各巿福祉事務所指を 
各種ステッキ製造発売元 をみ±屋産業株式会社 
営業所まま都さま区おヶを2下目リ号 

電話まま：（03) 843 —0681(代表)っ3 
本社まま都をま区ま草橋3 了目29番10号 

電話まま(03) 
工場おケさ•宇都宮 

861-4621(代表）〜 
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世巧有数のゴムを社Good Year Tire &民ubberでは，社風のも•度さん方じよ 
るバトン.チーム「キャデット」を編成，まま大さじ参化するためじほな晋をつづけて 
いる。写真は「キヤデット」のメンバー。 

語版には旅巧エージュントの萊巧に告を 

はじめ各楠の記事ボみられる。国民総生 

産ボ世界第3化，東がの紳止国として大 

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 

にたいする期待と化奇ムが，その記おの 

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，帥宣風の初期 

沒-化-美人画を表紙にあしらい，80貫のう 

ち30頁を用いて日本特集号としている。 

Evans圏際会長の「大会を示」をトッ 

ブじ，松か明か: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，曰 

本の観.化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 

歯して，わ舌辛说のことを甚いたところで 

ある。ネし憐正しい日本人は，日常お巧の 

なかで巧くべき回数，立:いにわ—Sがぶをか 

わすことを，ある統計によって巧してい 

る。戦前の学校では化生にたいし，1日 

54回，わお儀をしたボ，戦後はそれが9 

回となった。使用人は上役に巧かじ1回, 

-女の子は11分に1回，わが磁する。商—店 

まは1日に123回，わ坊さんは50〜150回 

で，わ葬正にの日じはこれボ300回におよ 

ぶ。デパートのエスカレータ(承りのお燦 

さんは，なんと1日2,500回も頭を下げ 

る。これは週け現代じよるとことわり書 

きがあったが，何か素裸かのをを銭に映 

されたような感じがするではないか。 

このほか，最ぶの巧るいニュースをさ 

らったノーベル文学賞を•賞を，川端康成 

巧のおか，川端文がにみえたフランス义 

がの影巧:といったものが要領よくまとめ 

られ，また滞lAll年の彫刻を化お巧に 

(音訳）と同ぶ人との会見記といったも 

のまである- 

喧 
と騒 
刺と 
激混 
のこ 
町■う 
東矛 
京畜 

This is Tokyo!"と V、う題の4貢 

にわたる記事ボ，臾文ライ.オン誌2巧 

ち•じ颗っている。記者はChristpher 

Lucas 巧，ロンドンの Sunday Times 

紙の特派員で，滞白数年のベテランであ 

る。「東をこそ，みにくいものと美しい 

もの，化乱と真をが，ごったぶのように 

入りみだれた，世界の代表が市である」 

とし，目本，とくに巧をわよび日本人に 

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 

まとした注意をみえている。 

喧騒と混乱のなかにあって束巧の人々 

はまことじを静で，我慢強く，そして極 

端にネし傑正しい。これは日本人に共通の 

ことで，とくに外国人じは襯叨だが，そ 

れは214年にわたる銷国の影禪で，外国 

のが俗增慣じまだなじめないせいもあろ 

うう、，ヒ述べている。さらに，巧;羊の贸 

物天国として香巧がよくあげられるが， 

東京の方ボそのぶじふさわしい。品物の 

粗富さとその質，さらにサービスの点で， 

お京の有•名商'店におよぶヒころは化にあ 

るま.いと称揚，ただ夜の彼座の飲みホ-き 

には注意しないと，2人でテーブルじつ 

いただけで100 rルもとられることがある 

と皆'占-している。■ 

3月丐-にはやはりロンドンのDaily 

Telegraph 紙の特が員 A.E.Cullison 

言ii宅-ボ"The Japanese Miracle"と 

いうお単をぷいている。これは西独をぬ 

いて世界巧3化の産業国となった日本の 

巧がを結iかしたものである。戦後40億rル 

にのぼるアメリカの援助を足がかりに， 

日本わよび日本人は持前の勤勉と企策の 

才をお怖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ボ 

ろうとするとき，この怒くべき経済.A；は 

輸出可能なものであり，自ら繫栄のため 

じ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党していると。 

諸外国【こ伝えられる日本のをはそのま 

まアリスのみたす思:おの国のようであるC 

こうしたのおを抱いて東をを訪れる世界 

のライオンズに，われわれはその謎をが 

き明かしてあげる必要はなかろうか。東 

京；■大会はその絶げの機会でもある。 

化が-v?- 巧巧I 'わ のた めの 

TBRビル巧八木クリニック 
TE し•け81)3912 • 3 8 5 6 * 3 8 5 7 

巧語版2月ち 
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OUR TARGET FOR '69 —1,000,000 MEMBERS 

好巧のみかた 

ただひとりの人間に貢献する，ひとじぎりの人々の 
力がなしとげ得る大きさを，あなどってはならない 

10月の会具増強月間は非常な化かのうちにおわりました。 

35, 523人の巧をUが10巧中に園際協公に化 1わったのです。を化がの 

全ライオンズの協力あってこそ‘ぶ現し巧た)ぶ巧です。 

園際を.だ:D.A.エバンズは，本年巧，化の年であり，みなさんの 

がであるこの1年にクロな-な巧の大台めさ•して巧力することを皆い 

ました。この目巧迷ぶにむけて1巧，2巧，3巧は巧を貫10ガのが;大 

を目標とする巧力巧叫におをしました。 

昨年の10月中に36, 000名ぶいお大ボできたことを.恐うとき，を只 

を貝が一体となって化り組めば，1巧，2巧，3巧のを巧刚にそれ 

それ35, 000人の増強も.倘迎ではないはずです。 

わがライオンズ闽際協会に10万の巧を貝ボか史:なのはなぜでしょ 

うか？がにふれ，を因の方から，をたちの脚よ、ボ拡大の一がにお 

始している，资をの增大ということを唯一の脚よ、かとしているので 

はないかという底Iホのおモがを頂くことがありますが，これほど巧 

当はずれなわ叱りはありません。ライオンズ围際協会はほかならぬ 

皆さんのものであり，な目増強によって，協会の今後の発巧が約化 

されるのです，これこそ，ぶい巧义じのぞむ-誌計晒の立-策に当たっ 

て，またが叙击励ゃ.化まれない人々へのお仕を強化する上に必:巧:欠 

くべからざるものなのです。ビオフラの肌えたるモ巧たち，巧災の 

被宙に苦しむ人々，育人，粘神が助その化あまれない人々に擲加） 

モがさしのべられるのも，みなさんが巧五;な1巧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。 

本脚のホ策では，会化のよりよい迎酉のため化たちはいろいろな 

法!山や規測をとり入れます。ライオンズクラブじも，この问じルー 

ルを， ほんの少しひねって化用すれば，7ラブ述営上の改菩，そし 

てさらじ重:毀:な，クラプ巧だ理由ともいうべきアクティビティの強 

化のためじ生かすことができるのです。 

例をあげると，ビジネスじおいて，化たちは考えます。『どうした 

らをもうけができるだろうか？』者:名な弁證-上で牧師でもあるラッ 

セル.コンウュル巧じよれば，『古を得たいとかするならば，人巧 

のかホを巧り，それをおたす方ホを見つけるどけでよい』のです。 

この言葉をライオンズ流の考え方で固きかえれば，『新さ貝を得 

たいとなするならば，なホをもった人旧をみつけ，ライオンズクラ 

ブじ誘い入れることじよりそのか求を巧たせばよい』と言えます。 

これらの'化求-とは一体何でしょう？忡閒ボほしいというのもひと 

つでしょう。自分と同年配の人々ヒ义わりたいという欲ホであり， 

なをの巧じたちたい，化さに-が仕する人々の忡間入りがしたいとい 

う欲求であり，また，町の型:人とわつきあいするあをとか，ホ巧も 

ありましょう。これらはすべて人間の欲ホであり，このほかにもま 

だまだあります。しかし，お、たちは人々の抱くこうしたのぞみをa 

きわめる力をもち，その人々をライオンズ7ラブの忡側として迎え 

ることによってその里みを；曲たすことボ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。人相:の.機微をかりつくしてい 

なければできないことです。まがしいアイデアをひっさげてがに当 

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 

て巧しくだ用すること，そして，巧を目さボしにでかけることだけ 

です。自分の考え，自分の計咖に信ををもち，それにもとずいて巧 

财することが大切です。22, 000をこえるクラブのをを力をもってすれ 

ば，大きな秘密——だれもが巧すごしている，または.牺巧している 

何かを改菩するという•一を解くことボできるはずです。 

この化の中には二迎りの人•陆があると言われます。夢な麻と夹'巧 

化と。どちらもそれぞれに立がです。どちらが欠けてもI比の中はう 

まく巧きませんが二者-のおよぼす作用には大きなちがいボあります。 

ず想‘亥は盛想にををゆだね，灾巧;あはその萝を•灾現する。化をの向 

上，進少をたすけるのじ必巧な，乂いなるをがを左右するのはぶ打' 

派なのです。 

ライオンズの皆さんはち行がなのです。そして，このを 

貝增強还励の目惊連成をやりとげるのも会员であるみなさんなので 

す。全を貝ボ百万ライオンズのスポンサーとなり巧るのであります。 

そしてその自分があるがゆえに，化会奉'仕とライオンズの-’].f業が2 

巧の力をもって全化巧にひろボるのだと言い切ることができるので 

す。少年の百-いた目に化がもどり，なえた足 

が再びみ' く，巧かいの:をの悦める一家ボ元乂 

をヒリもどし，巧なのあとじ役巧の描がひび 

き，で化たちが新しい公脚でたわむれる—— 

こうした化巧を前にして，まぶたに化るが， 

のどもとにこみあげる感则こそは，みなさん 

のを仕-のなのむくいなのであります。そして 

みなさん自みは——々夜も化よい眠りじつく 

こヒボできるのです。ライオンとしての白ら 

ををうしたのですから——。 

(巧义ライオン化1969が2月.弓'より訳山） 

巧祭日には国旗を巧げましょ 

巧ま会れ ち岡商店 

巧のことなら何んでも御相談下さい 

日の丸莱庭用からビル屋上用迄を寸ま 
おSえてあります 
世巧る国卓上巧，をお巧二ま較 
I5cfnx22.5cm ¥600 

卓上台---大巧石¥し000 

铁を¥700 •アルミを¥が0 

クラブぶ•バナー•巧入幕•バッジ8!造 

TEL(663) 5941代表 
ま京都中央区日本巧大巧馬巧3 — I 
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お 
EXP070 

3-S()-8 

国ぶり巧見（18) 

ARGENTINA 

アルゼンチンは南米み闽の中て•一あた化な 

の蔚い[司でみる。巧巧!を化に開まれたな郁ブ 

エノスアイレスは矣しい。タンゴの発祥地と 

して知られているが、なかでもかわなのは、 

禮町が一巧にあるボー々である。カンテイー 

ナ(炯場）ゃ、•魚が巧-のレストランもをく、 

先天的に陽乂で宮柴げきなラテンホのI化をか 

<、々が、をく集まるがだ。タンゴのみなら 

ず、強烈なリズムを巧むを:い人たもが、ず思 

謀な巧闽乂をかもし化している。 

この一角にお曲々ミニートじらなんだスト 

写真と文中を吉隆 
(H本ちが夕協会会貝） 

りートがある。巧ミがが立らならび、がなみ,が、 

黄、がの晴:色でをどらむたおなみは、この:h 

地を灌:し、犬よ脚ぶとして知らむるキンヶー 

ラ-マムティンの材けぶじよる*r)しい。致の巧 

は、々ンティーナやレストランじ巣まって巧 

問を,を;むてがのふけるまで能り、關リつくす 

人たものをがみむるところだ。 

アルゼンチンのライオンズは1954ず-10Hに 

ブエノスアイレスしCが诞も、規々-;320Cじ 

7,878わを擁し巧视している。 



もしあなたが 
B月曰ここで 
演説するとしたら 

叩，"I.M, 

ロレックスを 
はめでいるてしょう 
ニューヨークで国連総会が開かれる時、そこには世ホ 

的に有名々時計が同席しています。 

その大きな古か的な型は、をのかたまりを脈りめいて 

つくられたものです。堅牢な而ホ圧性のオイスター•ケー 

スの内側じは、 自動をきの公認クロノ メーターがはい 

っています。手づくりの部々が多いので、ロレックス 

をひとつつくるじは、1年む上もかかります。世界を 

。国の首脳者たちは、この長い日数をかけてつくられた 

よさをよく知っています。彼らがはめているロレックス 
•• C 

は、デイデイトです。 n 

>ゎ問い合わせはまま中央郵便局私書箱721号ロレックス時計部へ 

输 
ROLEX 

of (jcneva 



- 

世界の電子メーカー《米国フィルコ社》製 

でイたトロ> 

-ち000- 
お(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巧ま会社 
おがだに中央Kが碟7 rn 5ホ地TELけ72)5651〔人化お〕 

巧巧元：巧まを社ニッコン商事 
化净:ちに斩宿区巧ち（々ヮ七ビん）TEL (356)0241〔大代を） 

_n 巧 券_ 
□アイオニトロンご«入じついて 
ふすぐaけてほしい處»しいカタログを进ってほしい 

nお届け4巧 
巧芳を «お（ ) 

人類巧の偉集 アポロ 8号 記念メダル 

\脚曲が脚佩HT抑魔S側QCiSII 
、\ QUU11D 咖 QEQQESllIIS 咖 CDS 

WWIIIML i 

王越-ちA屋.伊勢丹.西武あび全国 
有名デパート贵金属売場じて発売中/ 

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。 
メグル表面はアポロ 8号のシンボルマー 
ク（S宇宙飛行±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= 
宇宙飛行±じ記をメダルを贈呈。 

■大お省造幣局検定 
純プラチナ，純を，純銀いずれも大旗省造幣局じがて 

政府の純度保証のホールマークが刻印されております。 

-品 巧- 
純プラチナ製直を50%1llOg ¥1,000,000 
純を お直径50%130g ¥ 250,000 

純銀製直径50"ん 70g ¥ 7,000 

け銅製直を50"ん ¥ し5001 
純プラチナ製.純を毀はがな級羊本巧ヶース人り 

純銀梨•丹铜おは美拓ホ張ケース入り 

か々巧ち30ネ（來京i巧エを部所を貝） 

が未儀すふぶ採式をが 
本社：家な巧ち*匯元满軍1—12-2 TEL (842) 6161 

こんな方じアイオニトロンを- 

•朝、起きるとセキが出る♦頭が重い 
参イライラする参皮膚じツヤがない 

♦寝つきが悪い♦根気がない 
鲁風邪をひきやすい 

•肌じシミがでる♦抜毛が多い 
♦熟睡できない 

♦いつも胃の調子が悪い 
♦便秘がち•肩がこる♦食欲がない 

陰(マイナス)イオンは皮膚から吸収されて新陳代謝をよくします 



▼沖繩八ま山クラブはジュニアウェルズリズムアンドブル 

-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 

新曲等でP Rした々、いあって3,000人を越す観ホが集まり大成巧 

であった収益を216,000円は綠合福ネ止センターの建設巧として杳 

贈した 
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イ大阪巧ま大阪河内クラブは住居名をちな 

どで地名がわからないことがをいので旧ミ巧 

内ホ巧の;巧出巧前じ管内地図あび案内巧を 

設置した今後大いに;舌用されるであろう 
巧用114,0加円 

◄学をを交通#故から巧る運おじ協力してい 
る福岡巧宮田クラブは 20日午前7時30みか 
ら町内の小学校10校の®学道路に出て学童 

の交巧指4を行なった毎月''#かゼロの日、、 
じ巧なっている恒例の斤#でこの日でちよ 
うど20回目同署管内では巧年8ち29日1U巧 

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 

◄長略中央クラブではか年少、かま具をが中 
.’、'むとなって巧津施設「aぶ星巧」の函1児20名 
をアイススケートじ巧待した黃用2,200円 
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►宙巧巧±佐;ちみクラブは松山有永藤 
のパI 3み校の児まと父兄を巧まじ巧裝奉仕 
を巧なったこの#柴じはイ未日を利用したラ 

イオンズIU外の床屋さんの参加協力もあって 
大いにPRとなった *用7, 920円 

►お児A巧串木野クラブは無医地区の冠を 
川上の2力巧で一日巧料診巧を実施普段診 

巧じあまれない入たちが多いので大いにち 
ばれた »用52, 112円 

►山おおホ淆クラブは交通寒故や災害など 

巧急時にそなえホ;«幼稚面とイ呆育困の困巧 
210ちを巧をじ血';夜型無料判をを実施した 
クラブではめいめL、の血';夜型をi己入した我急' 

力ードを作成しランドセルじ下げてもらう 
ようじ計画Lている »用28, 500円 



ア车flifis 
がを:だI;下化川【え儿け化1~ 3 ~1(ホ102) 

TE L(262)0101(化）（261 ) 2 6 5 1 

イ兵庫県イ尹丹有岡クラブはイ尹丹が育巧 

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巧の 

床に〇やAの棋巧を描くペンキ塗りの奉 

仕はアイデアじ畜み巧評であった 

じ恵まれないそこで二本松クラブは5 

力巧に無料健康相談巧を開設診おじ当 
たったところ 430をの相談があり大盛 

况であった 黃用 29,500円 

◄福ち県二本松巿内には無医地区がをく 

降雪期には交通が閉ざされてしまい診巧 

おがぶ 



ホ世をじ伸びる巧谢 
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おの図で、化!趙を帷かめながらご*おくたさい 

〇自巧給巧なけ-トホット）OW-251A 

1わで问畔にも';沿と峻おができます 

現金正恤225,000円などU機袖 

©冷却巧（クーリングタワ—）BV-03VKA 

ベストエアー川の冷まド水をつくります 

現金正価66,000円など6巧補 

®ベストエアーB V -2100 

冷巧が能をみがした冷I勉が川巧で小 

現嗦:ぶがil99,000円など7槐補 

〇ベストエアーB V -1200 

現金正牠16 8,000円 

©お巧I埋巧機（才ートヒーダー）巧《お 

BV-25A3わ徘掩が本を巧をに喊棋します 

現建:ぶ伽29,5〇〇円など6巧禪 

⑩’思水巧巧株加湿巧巧巧 A A - 2600 

喊巧が温水の流れでファンを问すが鉛が 

現金:化個2 8,800円などみ祁 

このほか、循環ポンフ'.シスターン.加湿器 

など付が品が盟當にそろっていま中。 
•が示硕巧はいずれも-て-が'がを含みません。 

•「み削キムい」「銀むロー ン」をご利用くどさい。 

お問合せは、わミ氏くの松下嘴器-住を 

設備機器巧发所のCHCマンへわ迎•話を 

♦を下雷害 

カタログのおボめは… 
ががホ辻堂元町（干2日1) 
松ド'が器.冷喊拟が架部 
巧怯しおまたは 
火か祁山ホ简补Wr(干639-11) 
松ド巧器-給お喊時が裝部 
宣だLがへわ申越しドさい 

この方式は 

ベストエアーと 

温風暖房機、温水昭 

房稱を巧ったシステ厶 

です。冷水機が不要 

ですから設備貧もグン 

とおミを的です。 

冷暖房の熱源を1力所にまとめ、 

ご希望のわ部屋へ配管。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•洗面所など 

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をを… 

わ部屋の空気が汚れないので衛 

キ.的…と温水暖房は好評です。 

ご子g •間取りに合せて 

組合せが自由に選べます 

ナシ3ナルの冷暖房設備機器には 

100余種もあります。 

だから、冷隱房したい部屋数•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C H Cマンにも、申し 

つけください。 

CHCマンは、ナショナルエ事機器 

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巧 

術を身につけたべテランです。 

こんな快適な暮しを 
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 

これからの巧しい;住まいづくり；に  tzS 

♦が/化W卜僅III 祖ザム 

.-"V ^ 
415 513315 

2ィ26己5244 
C /f /(v ( /f 4 c 6 c 

/l\ /IV 

視巧台宮巧京川お崩 

化靑仙大千巧立横新 
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仏蘭西料理 

Cuisine v rancaise Restauzant 

馨ホ• 
おをが进Kホ坂‘ツ木】•由りTBS隣リTBS会おTEL (582)5891〜3 

御婚礼〜御宴会〜御商談 

2〇〇年のホ名物川魚料理 

柴又帝釈天門前 
店主 L 天宮久セ 

巧を都哲飾区柴又7の6の16 
Kな(03) (657)4 1 5 1 - 4 (658) 41 5 1 -4 

3イっイ 3イつイ 

フランス料理■フランス菓子 

無ホがふ^ 
巧宿本を■斩宿中央通りTELけ52り711 

/、ナキ两論?ク 

日本ハナキゴム製造所 
柬京都荒川区南千住3-120電（803) 5 3 3 1 

花木巧一（席川L.C) 

J：りぶ 
ますます展向上 

宿；白 

、、曰モII ,J ■••!、•- f - % つ、 

全国有名》店龍い 

㈱ジス•ウィーク•イン• h—キヨう一, 

ため【二 

Iトランク 
売料4.000円 

MS 03-571 -1181 

好胖/ を風*»中 ， 

個人正会ち '.'いち）'.' 40万円 
法人正を頁''.(おな）... 8 〇万円 
(ホテ,ぃ口 y ；■ベビーゴルマiも.ぶKd谢IなWi:を 

巧通ご巧巧 
巧が供利巧…40々1C亏ブパ-WA 
小巧せ.幸り巧...64分/クブブハス20み 

自かザ利用…ホ:巧よ0おお巧ぶぶ路じて60 

わ閒をわ甘 

.がが水ネト.(272) 8381(化を） 神奈川 

Kレス：rji/7巧うで 
コース巧を地神が川お小出惦市化が川地区 

みかんの花嗔く丘にチャンピホンコース 
ます 

ご宴会ご婚礼 - 

頸東ミお 
上野を (828)5- 

日比を店(504)275 I 

深川ち(641)0125 



化ビルは、明治ホこ横の。いタワーがH巧です 
Uな級吳月良 

化秀商事株式会社 
北ビル T E L (667) 7 7 1 1(大代表） 

□紛をデザインスタジオ 

巧ホを社 日本工芸社 
づヒビ n'6階 TEL (667) 6522 - 6523 

□巧ホール•クラブレストラン 

巧ホを社化エンタープライズ 
北ビル7階 TEL (667)6 6 3 1-66 3 2 

化な巧；中央K H本がお叫2— 11 

ルフの 

>新ままいす 
— 本社/ま京都世田な区上化沢5-11-1 

•雷話302-8151(大代表） 

規格型小型昇降機 

A マ 

クマガイエ業東ま株式会社 
代表取締役森川芳治（を京永田町しじ） 
専務取締役浅山広（大手町しじ） 
束を都化区岸町1— 9 
巧話908- 3 1 4 6 (代） 

WE SERVE 

かんだ 

や傑''ぞば 
が路町2-10 TEL(251)0287 

L堀田康一 神 Sc 

RESTAURANT 

• AM化ホ巧** •=»すを化-巧 

巧 IF 
本を•錶座•並木巧り5下目 
TEL (571)8 18 1-8189 
西巧•西银座デパート2階 
TEL け61)3 9 4 9 * 4 2 6 3 
LC.を善之を 

m 

日本料理 
しゃ-むしゃ-む' 

THE BEST STEAK IN JAPAN 

GR!LL 

赤巧巧け82)2661〜3 ま橘巧（535)5031〜3 日本髓巧（271)3791〜3 
TBS巧け82)6841〜3 ま町巧(241)4841〜3 

KOBE • OSAKA • TOKYO 

柬を都港区西新橋2下目8 (03) 591 — 7823 

大阪巿化区新地永楽が19 (06) 3 4 1 - 4 4 7 1 
本巧神戸巿生田区化長が迸1下目28 (078)33- 2 8 9 0 

が戸甲おしCが闽度乂 



を本巧師、1948年、米国上院说をの開をネ斤 

を日本入としてネ刀めて巧なった。ハ'ークレ 
イ执大統锅の巧待を巧け、「我をの世巧の寺旨 
巧ホとしてt巧りなきよう」巧えたお析〇のま 
巧は、煤♦錄におまをとしてとどめられた。け 

55年じはNBCテレビ全米巧け巧組「This is 

Yourしiife」に出’;巧、原冻お下のパイロット 
のひとり、ルイス巧と対面した。 

.な*流川かをの牧師として自ら被廉、財■団 
巧人ピース’センターをが殺して、ノーマン- 

カズンズ巧;らとともじ原成孤巧やこ々:の李女ミ斉 
じあたった。1909年6月香川W：じ生まれ、阳 
西学院大学巧学部を経て化米エモリー大学巧 
学院を卒業、ルイス•アンド-クラーク大学 

より巧学博±の称号をまく。 

Lを本の体おは日乍年5月、バード国傑をみ 
の月例メッセージじと0あげられ、を世巧の 
ライオンズじ紹介された。1961年3巧、広* 

デルタC結成と同時に入を、をちを経て現な 
W 4地区YEPを貝百:。巧古な経験と国煤白ろ 
視野から、がしいライオンズ活肪の展望を期 
巧したい。 （G) 

クラブ活動は民主主義の温床 
ライオンズ入をの助棋は？ 

巧戸の元ガバナー陶部さんがやはI) 

クリスチャンで、巧じあげていたんで- 

すが、広島に クラブを つく りじみえて、 

ぜひ入れといわれたんですが、巧巧お 
は自ク子の教会の沿Wばかりでなく、原 

锻生巧者のひとりとして間じ境遇の人 

人に何かせねば相すまねと、原、が孤化 

の蕃子縁組とか巧‘赌こかの治巧などの 

車•業をこつこつと手がけていたもので、 

その申人れじは応じられませんでした。 

その後、何とか広なじがをいてから、 

広島デルタCのチャーター.メンバー 

と して入れて巧きました。 

が»されたとさのが巧は？ 

当時、ネホ空巧がつづいて、Til•の方 

でも焼けない町じするというので、7 

つの川を防波堤じして愤じか道をこし 

らえてプロックをつくり、一部が焼け 

ても類焼しないようじという工事をし 

てました。そのとき、ネムは人か:をかき 

わけて教をの荷物を山の手に運んでゆ 

くを中でした。そこで被娘したんです 

が、運よくかかり、すぐ市内に帰って 

救巧作業にあたりました。私のこの休 

験は、アメリカのソョン.ハーシーと 

いう人の巧いた本!こ化ています。「ヒ 

ロシマ」という小説がそうですが、6 

人の被殺者のひとりとして取りあげら 

れました。辛ムがアメリ々の大学を出て、 

しかも牧師だというので、非常に関ん 

をもってくれるんですね。そういうわ 

けで、4回も5回も述続してアメリカ 

全_±を、「ヒロシマ」講巧でホくこと 

ができました。 

それと養子緣化との結びつきは？ 

1948年じ渡ホしたとき、知人のパー 

ル.ノくックさんからノ ーマン.々ズン 

ズ氏を紹介されました。そして広島と 

平辛口の講演会のあい閒じ、何百人とい 

う原お孤化の精-巧1的な支えとなる何か 

よい方ホはないものか、と話しあった 

わけです。が年、カズンズ氏は広岛ま 

でやってこられて、似な学園はじめ6 

つの孤巧院を二らんじなって，この蕃 

子緑組を思いついたんです。早速、々 

ズンズさんが新聞記事としてを表され 

たんです力’’、このとき、大体;坦2.50 

で巧額10 f,-の'巧用とホえていたんです 

が、誤って巧2.50 Vとやってしまった。 

-発表後、続々と中込みがあって、500人 

の子供に600組もの縁組希望者があり 

ました。いまさら增おもできないんで、 

そのままやってきました力<、これはあ 

くまで硝神的なものが目あてで、主と 

して手おの往化と力>、衣類などの小包 

みをときどき送って恐めるという形で 

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をじ 

化ましたので、この事業もおりですが、 

いまでもそれぞれの文地はつづいてい 

ます。なかには本当の善子になって渡 

Lさ本が主宰する広*ホ-ホ川巧を 



米したのや、奨ザををもらって大ザまでいったものもいて、 

こうしたを情はますます深まり、こまやかなものがありま 

すわ。 

それから原がこホのホ療ですが、これは1955年、25名を 

っれてニューヨークのマウント.サイナイ病院へ入り、み 

1キキにわたって整形手術ををけたわけです。手術と手術 

のあいだ、体調を整える化義期間があるんですがこれを民 

間のいろんな方に引をけて'旧いたわけです。これが全米に 

非常な反禪を起こしました。いずれもアメリ々人じたいす 

る平和のアピールですが、アメり々人にはこのお.滕という 

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っいたんですわ。巧爆乙かのう 

ち半数はもう結婚して、これも落おいています。 
»演旅斤で析えられたことは？ 

それは広島メッセージと、被‘酷をとしての私の町;雜じた 

いする宗教的解釈ですわ。例の平和公囲の碑文ですわ。「過 

ちは2度と〈り返しません」という考え、巧おじたいする 

うら.みはもうありません。しかしもうこの時代じなれば正 

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。世ホは人種固おをこえてひとっじならなき 

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。そしてホいたところは主としてお会関係、それか 

ら大ザ、っぎに口ータリーとかライオンズといったサービ 

ス•クラブでナわ。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ホ良キ且織がを及することじよっ 

て、夹際に浸透するんじゃないかということですわ。日本 

は民主主義国家としてよみがえったけれど、おだけでが神 

はまだまだです。これじ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.才ーガ 

ニゼーションというものは、K主ま能を育てる温床のよう 

なものじゃないか。大ザだって东おだって、ごくわずかの 

例を除けばか杜会的じ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を的意味じ 

おいて意義あるものか、しかもこれが国際的なっながりを 

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。そういう患味で、例会のもち—右と 

いうらのも、もっと研究してみる必要がありますわ。 

これまでのアクティビティでよかったと,をわれるものは？ 

巿内の各クラブじよびかけて、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 

っているうちじ、役員が交代してピタっと止めてしまった。 

これは残念でしたわ。いまはY E Pの帰固ザ生がソュニア 

のををっくってます力'•、これは活発(こやってます。われわ 

れ委員が尻をたたかれるホですが、私、将来はホ国学生を 

世話できるような寮をっ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。委員の方は毎年交代し 

ます力、’、ジュニアの方はかわりませんから、下手をすると 

ライオンズのちが置きざりをくうんじゃない力>。その意味 

で、こうした拠点をっくっておくといいんじゃないかと考 

えているんです。 

旧友との出合い 

酒を汲みかわしふるさとを纽がる 
忙中聞一服の覆が剤なり 

ふるさとで再会を約す 

家族ともどもで 

ムロ单造り大ち家 蠢 
国巧巧化 

み！^さだ 
国巧が化□郷上が理□ご宴会 

巧なぶを巧上先 
巧沾463.2310 (化あ)〜4 

ミミど^8/夕 
み- 

国巧かお瞄が—巧草巧ガード沿い 
.巧がま6.1511〜1512 

み夕だハヮイ 
ハワイホノルルワイキキグランドホテル内 



お山ホ之作家 

私は生来、姑ぐり巧い性巧で、 

クスリむどはあま0信用して 

いない。だが、このアプトセ 

ットだけは、贿脯じしていた 

私力<戒'。した。ちがうのであ 

る。1U来I快禍な巧日を送って 

いるが、ザひがんでためされ 

るがよろし々、ろう。 

セットで20代の逞しさを実証して〈ださ 

し、。最近ヨーロッパで開発された新製造 

まじよって富単位口ーヤルゼリーと"お 

物の精"花粉から誕生した、まった < 新 

しいタイプの天が栄養食品。秘密兵器の 

資格十みです。 

タプト它ッh 
定価Iセット¥5.000官殺/、ガキじ住巧、巧;名 
ホ望個数を旨己入の上H.M.Cライオンズイ采へぉ 

申込み下さい。商品は代を引換じてお送いたし 
ます。（商品が送料は当社負担）きR便振をご利用 
の方は下ミ己振替を号へぉ振込みください。 

HMC 
製造発売元 

株式会社 てィブ■•：!：ム— 
ままが港区芝西义巧明巧巧I Iを地 
TEL (501) 5909(代表）振替を号まま70己58 

巧巧神一郎評論を 

世巧中、どこの固でも、女:性 

は巧性より長命である。"丈夫 

で、寂:持する"巧が、角巧な、 

のも、こんなところに王里をが 

あるかもしれない。日本では、 

ホ 73ネ、巧^.-68才とか。煤を 

な二とじ5年もの莲がある。 

愛するか房族のためじら、间 

じじしたいものだ。 

毎日が'激しいイクサの連続 

勝利への武器《アプトセット》 
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巧なホ大町4—15冉巧エなが巧 

巧な巧白河ホぶ巧の222 - 68な神巧エを巧巧内 

«猜《化巧 

か巧巧な尘ポ巧巧本町Iru 

2巧結成クラブ 
月日 化 クラブを ♦務属化巧 

KITAIBARAKI 
■么.'义1368化ぶW义4が化夕«お«1なが《惧327_10化ぶ《巧_1：を内 

YAMACA 
2/4 1369山 か ffi本Wル典がWかW 506がhホテル内 

AKASHI(川 TOMARU) 
2,/61370巧むん九巧,#W叫おル-おBい1 — 32 i々巧W明をW内 

TSUCHIURA(KIJO) 
2/9 1371十.油泼W14U•.浦か川II ■り960川巧ぶ.か 

FUKUOKACNISHI) 
2/'111372沾闽巧钻闽ホ天伸2— 14-ががAビル内 

IBARAKI 
2/16 口 73义 W或Wみ化义《抓:戈WW小巧火ぶ巧おW巧の 

KATSUURA - 0NJUKU 
2 /211374 »谢抑化 r.受媒巧;"Tふ•ホわがU海《ホチル内 

YOKOSUKA(CHUO) 
1375 «!rtR中み押な1りW«U 口 Will•课山れ43 I日巧W化ホテルの 

J 0 T 0 
2/23 口7けW 度巧W冉♦紀怖W.WIIJ BりかA内 

TOKYO(BANCHO) 
2/'241377 .W巧#巧化な怖中央区巧八TW1- 4 本/\»洲ビル内 

CHAYAMACHI 
2 /25 1378朵« Bf I約ルW化な邮おWW巧化が出1み)4—4 公W扣の 

2/'巧1379 W 化化本W化冬抓巧かBrド内山化本た巧IN 
TSUMAGOI 

2/27 口か）W 化巧讯蜗巧化兄;!*化W人-す：:.W W化M巧-じを巧 

世界のライオンズ（け69年2月28日） 
邮视ホ 現々-: 

ライオンズ聞またはがけぶ 143 145 

クラブな22,392 22,957 

を 貝 數870,825 884,8诞 

日本のライオンズ（け69年3月31日） 

地区 

クラブみ布図 302日本巧を地区 

WWWWWWW 



世界大会記念に時計塔設置寄贈 

E1地区（ガバナーL柿本保） 

では、第52回世を大会束を開催を 

記念して、地区統ーアクティビテ 

ィ総'さ頁1，000巧円を予をし、かわ 

てD Gほか化区役員(こよるアクテ 

ィビティ研‘巧を員会（を員長L沢 

か=郞）をつくり、ををおよび実 

施案の検討をつづけていた。4月 

6日、E1地区年ホ大会が來京文 

化会館ではなばなしく取り行なわ 

れたが、その前日、日本武道館腺 

じそのひとつとして時計塔（総経 

贊750で円）が完成し、除幕式が 

巧なわれた。この計画【こは日本武 

道館、施工にあたった淸水建設、 

などの協力があり、都[勺をクラブ 

代表250名のほか、を数の参列が 

あり、有意義であった。 



電動式点字お版機の開発 

新しい物を含りることじは、多くのきしみと 

巧力が巧ホするものである。このほど愛媛巧 
松山巿で、音人のための図書出版機が開発さ 
れた。これは巧か力じよるもので従来の出版 
機じくらべ、スピードは数イまとな0、痛巧巧 
は大そう粹戚された。目下この方面のミを目を 
あびている画期的なものである。巧かじよる 
出版機は、すでにアメリカでは閒発され（イ 
ンタ-ポイント）わが国じも数台輸入されて 
いるが巧価なうえ、大型でもあり一般化され 
るまでじはまっていない。今回の新しい出版 
機は現ホ、巧媒巧立ち人福祉センターじ設置 
されている力<、松山L Cの搜さ力じより国産て- 

はネ刀の 点字化版おである。 これは、松山 LC、 L 

河ぶ八郎が、を人相ネ止センターにおける職業訓 
練の讓師として10年じわたる奉仕を続けられ 
た経験から、何々、良いアクティビティをとの 
王里巧が実ったわけて—ある。この出版機開発の 
構がは、まず同CのL山本栄じ紀された。L山 
本は山本製作所の経営者でもある。ム、よく引 

受け早速研巧が始められた。失敗を正ねなが 
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、 
二れは、外国のどのようなものよ0も安価で 
ありそして性能もすぐれている。現ホでは、 
立がじ活理し、をくのを人のためのをなな図 
書が出版され続けている。あなたのクラブの 
近くの音人施設にどうでしょうか。詳細は、 
松山LC、あるいは巧媛巧立音人相祉センタ 
--どうぞ。 



1. 乂夕 

''も 
-、•. 

mm 

||，-1.’•巧スな-.、，ドT-.•，口1が巧で，巧旅M?w‘r 
が^--.' •〜，产••旅なゴ‘翻节 

I一 .か一!-一 -•; - 一j ' I ' 

. '•’ザがけ麵地I 

明';台100年記を《限定版》 

明治大帝メダル 
100年に1度の御巧物 
をなさいませんか/ 

kを宝として，贈答品としてお高 

t美術工芸価値は満点 

t大蔵省造幣局の純度巧証検定済です 
t J C B加盟店.=ま堂の製作です 

2)2月け日パリのをを上* g化（蜗曰巧 

曲より）をの化上り必至と,ちわれます 

2)巧り化かお早くわ申し込み下さい 

参申込み方法ハガキ义はgtsでお申し込み下さい。 
♦ぷかか巧します。 

♦申込みホ=ま豐巧•治再年KホメダルM巧か 
東巧が大田区束矢口 3 — 8 — 23 
0(03)-(734)〜3984 • 5074干144 

♦わ支仏方巧代金引巧、*«、《巧访W 
化巧巧込み• »rt: •巧化のを满田 
支は）のいずれか御拍巧下さい。 

♦万一御気じちさめ時はごぶお下さい。 

JCBJpSI/S 

«子か算おがわてつだいするひまわりお口 

>日本おで巧ちじ楽しめる. 

>まず旅行黄用はみ助あと仏い 
>センスある旅の舟りもの. 

>全国どこへでも巧利でおトクな 
<普巧| 

.ひまわり海外旅行 

..リストローン 

.ソーリスト旅行券 

.周遊券 
巧一.ことぶき巧进券> 

全国180ヶ巧のひまわり窓口が 
みなさまをお待ちしております 

担謀B化"スH 

本社束度:お千代田区神田め永町9-2 T巨L2扣一7川 

国内も海外も旅のことな 

カタログW呈 

意巧ある記を品として 
ナレビダレント 

ご巧奨しますA木をが 



コーヒーとI、っしよ(ここれがナ出る/iJCすから 
ほかのサービスもこ想像ください- 
二れは、パン.アメリカン•ファー 

スト- クラスのサービスの一例。 

アメリカて-も南米て-もヨーロッパで 

も、ほとんど世巧のどこでも同じて寸。 

あ外旅行はパン•アメリカンでお出 

かけください。お問い合わ甘、ご予約 

(まパン.アメリカンの航空代理店また 

は、直接、東ま（216)671 I国際ビル、 

大阪（ 20 2) 00 6 I大阪グランドホテル、 

名古屋（571 )6006大を古屋ビル、福 

岡（43) I I I Iニューハカタホテルの、 

パン.アメリカンのる事お巧へどうぞ。 化巧てeも巧おわる化空を化 

旅のすばらしさを乗せて巧ぶパンアメリカン 



'屋义島パインランド〉は、国立公園-屋义島の新しい産業として大きなま目を集め 
ています。•冲縄を含め一巧としては本邦最大、しかも、屋义島のパイン图の約8割 
を占めた当社の栽ち実績に、続々信巧が寄せられています。 

パインランドメンバーじご参加下さい 
◎II I18WMで330m2(100げ）のバイン岡（说木1000本'ぶ帕）がI:化れ-あなたごむ乌•のものIこなりま 

'卜。 0)3ザW降がド取なが円パ)•されま十。 ◎収なW々はな阁ド..中な巧I巧、礼化ぶの：. 

巧でがおに巧'ぶされま十:;—GUIX巧後のバインはが冊巧に巧なLたおを円れ)•でも，巧物巧む)■でも 
メンバーのごホ望姐りで十。©riけけむち-のバインは•般ボ巧にW•うけられる未巧パインとは-巧 

なリ、は典巧で,|じも?される'f;を|リん|,村Iです。◎化巧•株啡は’I'lり'.が'け化を巧-，てfcりします- 

=口む上こ加人の方は現地に無おこ-巧待いた 

します 

本れ：まを都港区巧青山5 — 9 - 15共同ビル巧青山 

屋 
ご昌«ィ。ラ。ド 

屋a圍園普閲発 拽が 爸化 

，げしくは巧ボホのごが巧がぶじ〇がをつ 
け、'、ヴキじ貼って"け卜/がわなりドさい. 

(化所•に户,-ザを•瞄巧-1ながで1リ|おのり 

-li。ドホ- 

骄便No.107電話営藥部407-1838が夜間720-1492当巧には巧巧店はございません。 

1'、/ ノし.’卜ろ-•む 
2 .if- •，.‘.,s^lil|；WUI、/‘|.、 

3ぶ.ぶ—.,1かりけ’閒い 
4りII人化;とみL/)んおt ? 



む 

雜も;: 
:;VW 謂^^為" 

沸さ讀轉が: 

なが小中な校は，みをスキーはjKiがと 

して，この賜を絶なfの巧場と逃び，また 

シーズン開始前からを閱ホ:クの介が所と 

して，シーズン.トップ-トレイニンク- 

の場と して，親しまれている，化I帖オリ 

ンビックには，紳巧昭後ル」•.げの絶好の 

城-として，内外おスキーヤーをおめるで 

あろぅ。 

を山にはリフト，シャンツェ•ヒュッ 

テは中すに及ばず，数々の施,なはん:帥し 

ている.，中でもkTドにのべる、I：iクラブが 

今日まで巧なった，だ(々のアクティビテ 

ィは，转に救1!隻をお体とし，令ゲレンデ 

のいかなる場巧でおか.したが,议ぞムなも瓶 

畔リI]化踊できるよう施放され，スキーヤ 

—のがぶを一打;•し，まさに今じ1交迪戦マト 

と並び称される，スキー-戦帝にいどんで 

おる。巧山は平日3,000〜4,000，休n 

20,000〜30,000 のスキーヤーが小特tは 

もちろん，化I帖ぶ邻から*まる。 

<アクティビティの数々> 

みに^グラブが今りまで船中的に行な 

った乂狗山を山にほどこした数マのアグ 

ティビティをがかしたい。 

19目3年 Hみスキーパト□-ル職に除i—iの 

制帖’が贈100個 

1964年円ぶスキーパトロール隙にSかが 

巧脱100坎-Wパト□-ル職に化な述絡パ]卜 

ランシ_バ_巧贈一ぶ.を巧に，坂スバリ帖 

止ボスクー化!か-34,000化 

19目目年 1]ホスキーパトロールI;をに敕り！リ！ 

スノーボートぶ脱3む• [II]パト□—ルIぶにか 

が化ぶ川出乂化ぶ副木ぶ贈3セット 

1966年ijf故偏ぶとその救.なり:についての 

端似幻;り舶が川一叫むお.|]みスキーパトロ 

—ルI;がが隙ハウスとしてブレハブjむ‘.1怖/、 

ウスぶ贈1ド； 

1967年山颗一中贴一111娩を結ぶ救雕过が 

川が棘‘1じな施战一式が脫.当クラブメンバー 

のパトロ ールが力?が1;|ぶが川の，マーク乂 

邮羽綿fiぶけ‘が附5ぶ 

1968年 tlホパト□-ル隙に，牧な州おが 

な一王にあびS巧が300枚‘が脱-小.辟中火ラィ 

オンズハウスを化故し，日亦スキーパトロー 

ル除に歡彼所として巧贈。蛟おな備完狮 

1966年〜1968年姑年1巧〜3おのおmiが. 

医師1名をなむ，クラブメンバーをみによる 

パトロール救,なが化。 

たI上の迦〇大は救趨ハウス•パトロー 

ル隊巧機ハウスから，小は救,ご、お嫂ん 1,， 

獅チ巧し 

真の奉仕 

網巧巧义 

<スキーのメツカ> 

巧小悔巿は，本,tとをずにする夕くのラ 

イオンは，すでに,ホれたことと思、うが， 

しかしその大t.はが川，避おを同めの,1ム' 

閒であり，だに這市の'巧色をか巧に裝わ 

す，シベリャ巧波のおしよせる，秘這'义 

々をなす，みを削!り•者-は少なぃものと思, 

われる。当巧は地おめには三方を山にIW 

まれ，一面はn本おに而し，その巧いけの 

山は，ネを絶がのスキースロープとなり， 

かつて今日の交通戦中•をが来しなぃ，わ 

れわれのかなかった明は，街中も幼児に 

化れのス□—プを巧化し，巧阻!の山よ0 

一気に門前までが•巧を楽しむことができ 

たほど，スキーャーにとっては，まさに获 

埋める件にあった。化って昭和のかJC1， 

わボ瞄スキー巧您の明から今EIまで，才 

リンビックを始め，かずかずの内外の乂 

なに么ジャンパー，么スキーャーをが山 

し，文牛-逝りメッヵ小が，化)’Y;のサンモ 

リッツと巧-ばれるに化'じなぃ，スキーと 

は則ってもWれなぃなの地である。 

巧に当市お阳が，みたかも'.1'|がをむく 

ボごときをを枯たえるだが川Iは，脚内は 

もらろん!お外まで3のみを5JI。むてぃる， 

ヶガ乂巧出じるがするパトロ—ル巧 
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三巧巧のはてまで，また各種速格通信施 

設，救息用具まで，こと救忌に関する一 

切の施設を当クラプアクティビティじよ 

り完備された。また特筆すべきは，当ク 

ラブメンバーじは，数夕くのを年の名ス 

キーヤーポ化瞄してわり，これら会貝は， 

かって鍛えた腕にもの言わせ，L夕田ド 

ククーの引率のもと，毎日，日赤スキー 

パ ト □-ル隊支援のために， 質をな化曰 

の日をが化じささげて，ライオンマーク 

のAったお色の邮巧織を菊ての班がたる 

滑行あ息.登をは圃設灭狗山スキー場の化 

であ.り，またあ物と'なった。 

<真の奉仕> 

某月あ日-乍前9時，当クブラ労力本化 
スキ—パト□—ル隊は，L夕田ちじ集合, 

巧からの猛吹雪，大量の降覃は，今日1 

日多くの事故が牲をを予測されるような 

をくの;恶を件であった。しかしかつて灭 

狗.手稲.毛おの各山々で锻えられた小 

裕ッ子，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雜の道を重 

いスキーを肩じエッチラ.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幾ハウスに窗いた。 

やはり年には勝てぬらしい。 

かじは遠々長蛇の列を化り，リフト順 

香を待つ人，連く旧コース.ダイアモン 

ドコース• ロングコースと，一面巧化す 

る人.人.人の群ボ，約30,000と数えら 

れた。今さらのごとく，スキー熱のI圧盛 

な現実に目を見はる。山頂は睁い雪をか 

ぶり，巧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， 

一同におを'する間もなく，事故発生，一 

瞬/、ウスはピーンヒ柴張する。ドククー 

Lはさすボ馴れたもの，荷物を置くのも 

もどかしく，手は救息雑に，負傷者が運 

ばれる。ホ耳頸動脈が巧を転倒時何か鋭 

利なものでェグったらしい。が惨に傷口 

ポあいて，ST;血ボ流れ化る。すぐ応急処 

瞪，当番外科医へ述格，パトカーの述絡， 

やることはつぎからつぎと発生する。こ 

の閒，クラブアクティビティの各碰施設 

は適格に偉力を発柿’する。 

わ手たい等といっていられない。各L 

はいつの間じか，クラブ用の邮巧城を着 

て，救息用ちがを首に，荷物運搬の大役 

を……。山巧.中腹ととびがいた。をく 

周凹の生々しいぷ团気じいつのまにかひ 

きずられ，お巧感も忘れ，まさにお巧が 

中とはこのことか……。 

ふと気がつくと，時計はいつの巧にか 

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。 

をが食事もとらず，時間も忘れ，玉の汗 

をかき，わがでを救うボごとく，救助， 

事,攻化巧に当たる。これらパトロールの 

隊員はもちろんみな化会人であり，ある 

いは教職に，あるいは会社員であり，あ 

るいは巧をヒして質重な寸暇をさいての 

お慨举化なのだ。本化とはかくあるもの 

かと自ら頭が下がる。 

はたして平素われわれライオンズボ唱 

える奉仕とは何であったか。率化にをは 

ない，おボをてではない。はたして，今 

日までのアクティビティを通じての本仕 

は，をりにもおにこだわり，眞ムを欠い 

た率化でなかったか。■(ム作って魂ボ入っ 

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，骨巧6人，な挫2 

人，タト傷4人，その夕くが中高校生で， 

ホ代をになう若人であり，ぜひとも救薄 

のホをさしのべるべき巧を者であった。 

シ_ズン中隊員が救う事故者-の数は游巧 

的数ザである。これらライオンに非ずし 

て，その数倍否，比較W上の本化の相神 

じ做し，また:か:々と化会の一隅に俾大な 

率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じ敬服し，いか 

じ評価するか，いかじ絶賛するか，をて 

読者各ライオンの胸3寸に待つ。これこ 

そ真の舉化であると思う。（小持中央C) 

雪の日に 

中な凹郎 

3月12日，東を‘じ記録的な大雪ポ降っ 

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 

雪だるまボ作られていたが.どれもこれ 

美術彫亥U像 

日展一流作家製作 
〈立像.胸像.レリーフ〉 
■御-ぶ-遵じよリお张撫京多も敌します 
•写疑は一回で済みまず 
•カタログ-価格表は御中化下さい 

贈答品•記念品.PR用品•企画製作 
束ま排新化区夕惟2 —82巧342 —5251 —5 

おおが化C 乂淹むご-L 巧式会社さ；くらき 
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も，申し合わせたようじ，だるまの顔は 

のっべらぼうで，何の造作もない。考え 

てクると，いまどきのま庭には，昔懐し 

い巧团や木巧というものがなくなってい 

るから，雪はふんだんじあっても，他の 

道貝-立てが揃わない。それにしても，顔 

の造り;のない雪だるまというものの—— 

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わ 

化けとでも言うべきか——何と味気ない 

ことか。1つだけ，ホや-がのプラスチッ 
クのテ—プで目かがかってあったが，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莽囲気は，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鲜やか 

じ，ザ純索•朴なお团と木がの，ちょっと 

した並べ方の工夫によって，その顔から 

酿し化されるユーモアと巧るさがないと 

本物とは昔えないようだ。 

ここまで世の中ボ変わってくると，面 

壁9年の速.暗义師のことなど，お互いの 

な頭からもすっかりがfえ去って，ただ， 

商‘巧巧などは，この思わぬ大專•に，商‘巧 

上ったりになるの'をわそれ，または化ち 

巧では，わが家の雪を化埋しかね，幼を 

曰の思い出をちょっぴりかき立て，でお 

のご機嫌とりにもと，大きなたかこ化上げ 

てはみたものの，肝,こ、の晒が,な晌の莱材 

もなく，ものぐさも乎だって，ただの這'の 

かすこまりにして，化り化した恰时•である。 

やがて，スモッグやゴ解けの化によごさ 

れ，ホのはげしい化ホにわびえているを 

はうらぶれて憐れであり，雪の目の,巧は: 

もがれてしまっているのは巧をである。 

望-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，卜.イフェン 

の山荘での雪合戦を思い化す。世界中か 

らおまっている概化旅行をの憩う山荘の， 

テラスのすぐ下にひろがる里のスロープ 

で，ふとしたはずみから，ひとり旅の私 

とスイスの夕势の子供たちの空合戦が始 

まった。で供たちの古の投げ方がどうも 

下でくそで，私にはなかなかみ中しない。 

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なボする。 

日本や米国には野巧が普及して，だれで 

も，ボールを投げる則純はひと逝りでき 

ている。しかも私は，み年巧巧時代の投 

手の経歴ボある，私の投げる雪のかたま 

りボ，キャッキャッヒ逃げまわる子化た 

ちにピシッ，ピシッと命中すると，テラ 

スにあふれる観化をからそのたびに拍手 

ポ起こる。 

巧ボおめでたくできている私は，つい 

うれしくなって，年ボいもなく大お斗し 

た国際的（？）な雪含戦のひと賴動の後， 

トイレにかけ込んだらどうも勝をがもボ 

う。うかつにもレデイ用に入り，か固の 

おばちゃんじ，しかられ追い出される乂 

失態をやらかした。その時はまだライオ 

ンズのメンパ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 

旅を統けて，孤た，が，の3力国語が入り 

まじるスイスでのトイレの巧示の，巧性 

とかけ-のイニシアルが，私の頭にこんが 

らボり，明るい雪の広場から，急にかわ 

ったテラスの地下の巧暗さに，よく表示 

を貝■きわめもしなかった罰はてきめん， 

雷な戦の日本の英雄も，とたんにペチャ 

ンコじなった滑稽さをがしく思い化す。 

とにかく，をの大すの不恵がちは，都 

会生!'古'を混SLにわとしいれ，Jまざまな 

ハプニング劇をがじ出しなボらも，'み巧 

じ明るいユーモアをもまき故らし，がの 

盤明けのげ山Iををでるか大な自巧のが村 

は，絶ゆというほかはない， 

(ホポパナー.化な本のC) 

ビオフラに愛の手を 

巧坂哲-上 

飢餓とはな酷なまでの痛みか，收專じみち 

=才ール生を12月号より= 

本誌3巧-弓- のミスプーラ 

イオンで，巧を•巧橘CのL 
奥山巧ずの*職工から化 

民へのおみ、を紹介したが 

々度はブロ- 力-からスク 

-ヒし年商' 2〇憶のを化用 

アウトウユア，スポ-ツ 

ウェアのトッ プ企業として， 

業巧に大きな化化をとめている株式•会化トッ 

ブの社だ-ということでL湯本雅巧](おを隅田 

川C)が同誌に紹介された。化脚記をなすい 

紹介します。 

『場本さんは巧卫屏巧な市の雑はがに化まれ 

た。大正4年のことである。そして巧を:のが 

な店'に小おが公した後ヮイシャッを化に蝴め, 

巧傑けIっぱられたのであった，.巧除から柿 

ってみると，束がはお像W上に混乱していた， 

間がばかりボ幅をきかし物资すあははなは 

だしい。蜘め化など見つかるはずはなかった。 

あきらめてな谷へ‘席ってはみたものの父にを 

ベさせてもらうわけにはいかない。すぐに测 

かなければならない。 

近くで友人がお物义岛:巧の小なおをやって 

いたので，そこにゆき，雑助眼や鉛でを借り 

て，それを®ぶを少き巧って行'商をはじめた， 

なれると友人じけホを返すという繰がしのii去 

円だった。当iかま,品物さえあればホれる畔K 

であったから，それほどなる巧巧はなかった 

が，なにしろぶくて細かな,孔物だから利なも 

タカボかれている。げり1てくると，いろいろ 

な物を巧って-歩いた。そのうえ，ホい相乎が 

なぶであることから，.亢•った代金をホでもら 

うことを考えついた。そしてその义を束ぶへ 

運んでホったのである。こうなると、かつざ 

屋、であり，プローカーであり，巧商人であ 

る。モちたりホ第に物を巧ったり買ったりし 

て3年ほどボ，あっという閒に過デてしまつ 

た……。化が化巧したときは，本当に一文,邮 

しでした。しかも借をもせずに々囚までやっ 

てこられたのですから，いうことはありませ 

ん。 

現-化のトップを支えているものは，わ巧.段 

化をはじめ，すべて私や—おをの社国たちボ， 

自分のからだを化って，足で策いてきたもの 

です。資をもなく，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'巧巧 

ちををれずにやっていきたいですな。』 
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1 蕉 ずし 

1 間岡Cず田巧で 

= <材料> 

= 火鞭20化 1——皮をむいた滞の両端を除き中‘じ、が 

= をげみ1加化に8〜10がにし，さらじ-’I':円おじ 

= して巧に巧ををはゴむためじ切目を入れるな 

I が——おさ40011を巾3畑阳;じして视切に刻む 

: 人参1み(約ISO fi )——細く紹明リじ刻む巧 

= な1本(約2.5お）1本、i':——3化にわろしかの 

= 方をル5〜7cmにそえ叫りじする（巧をのかわ 

E りじ塩がじてもよい） 

i <作り方> 

1®上記の她:を祁塩にしてぶ物のように亟 
=し石をして3日問柿にが込み，3 H後に取 

Iり化しざるにあけ，水'ぶを切る。 
=②米1.4お（1升）を普通のご飯に炊き 
\上げ，それにせいろ2化分の白削をよくほ 
\ぐしてご飯の熱い内にず-早くかき混ぜて飯 
I概じ入れ，韦:がのようなものになみ炬播 
=(温度40"^ C位）で5畔閒位柔かくなるま 

Iで蒸し，腕瞬させた後取り出しがたくなる 
Iまでさます。 
i③（1)の半円形の麵にが酱の切身をはさ 

雪み，桶（巧経35加位）の.「芭に下寧に並べそ 

=の上に(2)の維入り御飯を平均に贩き，線切 

=りの屈がと人參を振りまき，さらにげ塩大 

=さじ1.5杯を振り力、ける。 

I この嬰領を各段泣•じ繰返しなボら桐に溃 
=け込み，腺後に薄板を敷きなるベく悼みの 
Iある丈-夫な落し蓋をして斌物石2〜3コ 

(15kg位）を隅き2週間放招する。その 

後，補の遮を外れぬよう注,直:しながらさか 

さじして一晚桶の中の沿汁を切つてから， 

補よりかなずつ取り出していただきます。 

くミ主鹽>®この骗ずしはを側（じ巧〜1 

乃）茄晶0。〜10。化の畔柳に跡ナて下さい。 

感柿は後よリさかさにするため，课いも 

の（涨さ約30cm巧外）盛は柿の内側に十分 

入るようなかし小さめのものにし，さかさ 

にした場合益が底板になるため別れぬよう 

十分辟みのある义夫なものを使用して下さ 

い0 

ムくらぎの’冲すき 

をおC牧野美な子 

<材•料4人か> 

ふくらざ1尾（800ご~1*。位;のもの）ホみそ 

300ご白みそ100ごみりん大さじ5が乂化 

中1/3本わぎ3本お沾2把巧置腐2Tあ 

山汁2々7ブセホ巧や-T'か々 

<作り方> 

のふくらぎは2め;にわろし切みとし，ホ 

白のみそををわせ，みりんまたは酒でゆる 
めその中へみの切身をぶけ2〜3日おく ■ 

(2)大巧は5〜6ミリけさのホ月に切りゆで 

る。 
陆ねぎは4〜5ドの问'切り，巷巧はゆ 

で，焼豆腐はをべやすい火きさじ切ってわ 

<〇 
(4)すきやき鍋に；’も||けI•とみを描'けておい 

た巧おを入れ1淆;立:ってきたら，大巧，焼 

豆廠ねぎ，をを入れ火が.地ったらとホ巧 

ホ子でいただく。 

日本おのぶ波にもまれた化の味はが別。 

みはか怖なけにしてわくと巧巧が出き，焼 
ものに，また巧い時にはそのか唯を利用し 

て沖すき風を鍋巧巧にすると，みの化.奧み 

もみもなくわいしくいただけます。 

た孤化か，巧々とした放よ、か，それとも化内 

にぷれ狂う化まみれの励物か。いまの夕くの 

日本人には，おそらくお感ヒしてつかむこと 

はできまい。したボって，このような晚限の 

記なをつきつけられたとき，ただ巧き，うろ 

たえ，怠かもないわざなりの言輿を巧げかけ， 

やがて化が: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 

記ぶ'アンソニイ.ヘイドン巧はホのように# 

いた『飢えた堪'の大巧にぶつかっても，それ 

が槪悪のものと考えてはならない。人[1Hの言 

訊では，とても，とても，恩きかえられぬ，あ 

しい感悄のなぶりにしめつけられるのである。 

……かれらの皮巧は，たばこのように色あせ， 

ひっつれたできものが付'道•して，ホびたしめ 

っぽい壁巧を思わせた。かき山ものを1'旨でつ 

つくと，ブチュンと’別れて，ぷ色いガラス液 

のようじみ皮のハダをあめた』——描'写:は長 

々と親くのだが，観ををの思.考はすでにが止 

し，むなしく回岐するのである。飽をの义明 

化をの住民にとって，化を確巧に破滅させる 

化蛾は，巧論の向こう侧にあるのである。 

アマゾン奥地の，とある部落，インディオ 

はおがで閒ぶいなく化ぬ。一な'じをいさらば 

え，边Lえてa夜なくを情な眠りをむさぼる。 

そのをは，人間とはなじか，を問いかけた。 

かれらは人間であるのか。さよう，迹いはあ 

るまい。だが，もう一を閒こう。死の彩しか 

巧幻わぬ化きものを，人閒とげべるのか。わ 

れら人間’莱族ヒいう巧い、言葉は，この部落 

でもビオフラの町でも，うつろにしか巧かな 

い。 

さて，ナイジュリア内戦によるビオフラの 

化えは，いまなわ;'‘東: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 

たナイジュリアは300の部族の絶え問ない巧 

なじ明け肆れた。夕数を占めるハウサ，ョル 

パ族と，進ホ的ながらかな派のイボ族。抗ネ 

のあげく，イボ族はさる42年5月，ビオフラ 

巧和国を分離化立させる。问年7巧，ナイジ 

ュリア述巧‘ボはビオフラを攻擊，海の出ロポ 

—トハーコートは陥落し，完全に包巧された。 

かくて戦火のなかに，8百•万のイボ族雕民は 

ひしめきをい，を描補給のモだても失った。 

トカゲ，へピ，シロアリまでも哈いつくし， 

人々は幽鬼のようじやせおとろえて，さまよ 

う。でどもたちはもっとも:化惨で，1日5干 

人から8干人ボ巧んだとだえられた。巧物機 

な巧じよる国際ホ十巧のを描を愉も，焼け石 

に水であった。『2なから4がまでの幼児の 

40なは餓死した』。1巧3日，ジュネーブ合 

l,i]巧助本部の発をである。和平なホは暗舰じ 

巧り上げ，速巧半'はビオフラを幣を再開した。 

いつ巧てるとも巧れぬ憎しみとす信のゥズの 

なかで，餓死に直面した60力•人の子供たち,• 

そのあきらめや悲しみ，なりをこめた巧おの 

前に，われわれは答えるすべをもたない。'が 

れな思大の摇粗者たちは，きょうも，わそら 

くあすも，カエルのようじふくらんだわ腹を 

かかえて，オレたちも人間か，とr巧えかける。 

たじろぐわれわれに向かって，を命の译厳ヒ 

は一体なじかと，級リ返して強烈じ剛、かけ 

るのである。 （ 2巧le円•け誌う'丘巧|け） 

☆ ☆ ☆ 

化はこのおがを,泌んだあと，一畴，脳 

股が一度にサッと;巧固したか，あるいは 

ぶじ破ささして，一切の思考•と视力を矢っ 

たかのようなのなにとらわれた。 
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ベトナムの戦化のが巧は巧削あるいは 

テレビ，ラジオを通してたびたび，見， 

閒きしたことであり，戦ホのおそろしさ 

は，逆い人類の閒帝の歴化から，昭和の 

今日まで，数みく級りおされ，体験とし 

て、、るのだが,終戦後これらを化で統け 

られている現況は，何かぶいIII:界の片隅 

の化义ごととしかとられなかったのを， 

このおVによって同の前につきつけられ 

たような，街動を诚じた。そしてこの小 

さな歴史が，決してぶくはないわれわれ 

の目の前であり，隣りの町，隣りの固で 

なされているが惨ながおに，われわれは 

目をつぶってよいのだろうか。「ビオフ 

ラので化たち」に，ライオンズは今すぐ 

巧気をふるいたたして;段进のホをさしの 

ベなければならない。 

「世界は一つである」と雄がつくった哥 

がであるかはしらない，だボわれわれラ 

イオンズは，「化界が一つである」こと 

じ改めて認端の阪を内けて，隣人をのな 

仙み発怖しようではないか。それから2 

B後の就ホ紙上で，じネになる1中ザを 

がみのようなぶ功であ助をi巧えた。 

☆ ☆ ☆ 

「戦古tに飢えたビオフラのでどもたち」を訪 

んで，ァフリカ大陸にいまなお牌をのために， 

800万という人たちが站日飢餓(こ巧しみ，-悲 

しみの中に生きているのをかった。国隙ホ十 

ぞはここに巧物機数機分のをおをを愉したと 

いう。といっても800力•人の中にはいれば， 

ほんの一部の人がホンの一！巧飢えをしのぐぐ 

らいのものだ。 

世界はこれを殺って見ていてよいものだろ 

うぅ、。政府は巧民に「ホが余っているから义 

をあまりつくるな」といっている力そのく 

らいならビオフラの困っている人たちじ送る 

べきだと思う。 

同じ化巧上に化んでいる人間なのに，なぜ 

助けあうことボできないのだろう。倪±ふし 

ぎでならない。政治のやり方ボ迸っている力、 

らだろう力>。人種宗ながぶうからだろうか。 

もし，こんな理由で助けないのだったらそれ 

はぜったい問ぶっている。800でという人が 

化と死の创邮こ立っているのだ。政治や人随， 

.ま巧の述いなどといっている場をではない。 

早くビオフラの-了-どもたちを助けてあげよう。 

みんなが協みしあい.山;けあうことじよって， 

はじめて化巧が平不'IIになるのだ。」 

と，この12すになる少年の肺烈な叫び 

は小さい力しかもたない，せいいっぱい 

の大人への悲おであり，挑戦でもあるの 

だ。ビオフラの飢餓で死んでゆく子化た 

ちをわれわれライオンズのホで，もしか 

うことができたら，その至上の率让はぶ- 

ずや化界のお乂平:かじ結'びつ くことが朋 

巧できるのではあるまいか。 （化邮C) 

健康管理の頁を 

化tf (わIf —■ 

他がほどけいものはない。ををかこも， 

名-なにもかえボたい，それでいてだれに 

も中等に与えられている大賦のなである。 

そして諸柿の恶夕化にも，よく耐えう 

る为を備えているボ，しかしこれとても 

自ら陋界はある。これをずり茵ててゆく 

ことこそ大明であり，かくすることこそ 

大切であり，かくすることこそち巧を化 

ち人生ををうするゆえんである。 

ところで近代に至り健が' を寸•る医をは 

進ホし，経あ力も普及したのにかかわら 

ず，他方にわいて，都市の過密や交逝の 

問猫や産裳の発展にともなう，な速度化， 

細分:皆門化，人間疎外化等による粘‘神の 

ストレスとか反生理的な公苗ボ原因して 

'な•の人が余り巧まなかった，いわゆる义 

化のわとし子といわれるがなおやノイロ 

ーゼのような一述の病気が夕くなった。 

歩行者の安全運転 

昭丰1143ザ中に化が都のでおきた人み义姐が 

かは78,711かにわよんでいるがその26.がぶ 

にあたる20, 784かはホ'巧を巧が両の—が-めで 

あり，化ぶだけじついてみるとホ巧ち'の化t 

をは373人で全死を（716人）の52.1%と過半 

数をとめているが化である。 

ホ巧ホが関係した死t—'化枚ではその82. 9% 

が，また'扫腊.がかでは72. 3斯'は-ホ'行を侧にも 

とびだしや，ホの直前杉；断など，なんらかの 

過失があったヒ認められているボ，このよう 

なちt巧から考えて，ホを述おするときはその 

動かに十分な化,ををわうとともにみのように 

安を述ホとを,じ、がけることが必巧である。 

<-お的をち事項> 

(1)ホ巧あの侧ガを述る場合■は，かず1メー 

トルな上の間隔をとること。 

位）見地しの恶い校断ホ道，または巧:くに人 

がいる柳扫睐逆:のが巧を述るときは，ホけ苗 

ボお断をしなくてもが速すること。 

口）みが降巧あボ通巧しているときは，おず 

な巧か，1咕が止をして道を威ること。 

(4)雨や雪などの日は，見迎しが恶いうえに 

ホ巧者は足もとに巧をとられがじがする注愚 

が不足しがちであるから，前方に巧する注底 

を.をらないとともに速巧を落とし，場合によ 

ってはホ巧をじ窗音器などじより注窓を与.え 

ること。 

阳だけド中のパスや來り降りのためがホして 

いるがの側方を通る場合は，巧降をがあの陰 

力、らなにとびだすことがあるので，間隔を十 

分とり，が速して進行すること。 

脚反巧方向の交迪がおんでホが-技く止まっ 

ている場合は，その間からいきなりお出?をが 

とびだすことがあるので，速度を落-とし，中 

巧がに巧りすデないように十分注意してをむ- 

する こと。 (忍現げ父;の耶巧化） 
tggasiiでigissag：逸?^%化嘴 

あなたの企業が発展されるよう 

完全な宛名の管理には 

グ贈呈 

な式ホホみ？么ホ化がが化な区千化火川が2 3-6 
をれ化々もj巧か伯 干120 TEL 881-OlOltft) 

i*田，*-，— 11 — / 典が抓す•化阳Iえ村1山解み西[2 —4 
种巧ンヨ—ルム テ101TF.L 254-0 8 2 1 
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有漢^ 
効方喘 
飞✓口,tgSv 

す療に 
/力ぐは 

菜局の二階は、B月るい 

針をちち室です 

よってわれわれわれは-かえられた偶)が 

を巧持するために，これら巧みの問題に 

も対処しなければならない。すなわちわ 

のわのの巧体め条け''，化びに生な'巧巧に 

政も適応した旌が法を遗び，それを強い 

意志の力でずり育ててゆくことボ乂切で 

ある。そのためには化ホ多くの化がによ 

ってが験されたミち怖の生巧態度こそボ大 

いに參考になるヒ思.う。 

なから旌速で長かを化ち，化をに火き 

なお献をしてきた人々は，みなそれぞれ 

のを化に適した健化法と不化ホ脚の侣な 

をもって化巧をわし進めている。 

ライオンズにわいても化此ボ特に奖'励 

されている巧'喪な愚Iホの1つは健がであ 

るということである。またライオンズが； 

抖Iとしてながということが巧一に巧われ 

ている豫かの1つは，がf神本眩夕の上 

から，ムみの飽I山:を化つためにある。 

かねて編巧则|リをi;恰で検,H'のすえ， 

次号よりライオンなに健がの貞を鼓け， 

わ化の赃Iお' でライオンズ巧勘にが逝して 

わられるザ長メンバーじよって守られて 

いる健が法と，あわせてそれに巧し，段 

を的なみけ、らの;を断を，巧7ラブ内の眩 

帥会員によって発袭していただくこヒヒ 

した。フュローライオンの健此ク唐巧上の 

参考に巧指かといたしたい。 
(《山剧ヒC •編化抑"ほ日） 

先賢の名に思う 

中村朋太郎 

山ホ日本人じは，わもしろい癖がある。 

そのことのなし,、度しは別として，がみな 

もののあかを貨似たボることである。 

私の地方で，たとえて-云うならば，巧 

こI:山じあやかって，固立公阁t大山> を 

化ぶ苗-上，I巧じ園立公间化山，をお 

見语•止と五うがごとく，また利が川の 

阪巧太邱をもじって，中圈地方を流れる 

>江川、を中圃乂郎というボごとし，かか 

る例は全国にまことに多い。これらは観 

化なおのず段とちえば，まんざら恶いな 

似方だと決めつけることもあるまいボ， 

巧者の云-いたいのは，かお人のお前をソ 

ックリ旧贼している例である。 

吼治の巧熙が腺帖义の名ボ，昭か助代 

の小が化の中に述らなったり，わが郷止 

のおんだ大巧治《を概化次郎の名ボ，新 

削のわ役巧人が巧.励の中にを付かったり， 

クラプ迎営のなかで睛もぶ嬰かつ义の 

なことは例会述営であろう。お意疆で魅 

力があり，なごやかで楽しい例会であれ 

ば，当が叫が率は向上し，引いては，ク 

ラプ巧動が话'党化することは論をまつま 

い。化がしなければ損をするというよう 

な例をはもてないものだろうか。しみじ 

みと考えるのであるが，そのためじは役 

貝を，計晒を貫を等の諸にじよるよりW 

上の箱(かと化削め準脚引'画を期巧したい 

ものである。 

'相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がであろうし，と 

にかく，いろいろの巧が;なアイデアボい 

かされた例会をもちたいものである。 

にな触城7ラブでは「化の例を」と朽; 

し，凹-そそれぞれの化をL中がボいけて 

「バラの例を」とか「ひまわり例会」と 

してエ义をこらしている。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を第2巧（E)じ「政党ぶ派の 

問趣を除いて，一般に関ムのあるすベて 

まだまだ，とお巧，枯の俊雄等々拾い上 

げれば限りボない。 

こうした化巧化巧のおじ，あやかる乂 

持ちもわからぬではなく，一概に恶いと 

は申し上げないボ，巧は先人の名をはず 

かしめぬ人物に大成してほしいこヒであ 

る。もっとも装能界での梨あはホくから 

の惯巧で，これをとやかく申し上げる所 

巧はさらじない。それは，そのが名たり 

や，ち能の巧巧をきわめてからのことで 

あるからである。 

ひるボえって，われわれライオンズク 

ラブのメンパーは「何々ライオンJとIホ构; 

するのを惯わしとするが，Iだに剣始おメ 

ルビン•ジ3ンズの,こ、を,こ、として，その 

巧みに化ずるところなきかを，反省する 

ことこそ肝-巧ではなかろうか？（火IIIC) 

お崎 蜂 

の1!!]趣を十分にかつ自かに別'論できる巧 

を設ける」。また，を則巧11ホ例会のB巧 

には「例をにわいては歌唱ファインの做 

収，会貫の社会上，職業上の諸問趙のが 

諸を巧なって，会員相互の親I性を一植が 

めるようじつとめる」と日月帷じを则に巧 

している。その点自由,Iホ,泌の時閒をもっ 

ているクラプボ非常じ少、ないように思わ 

れるが，今後一考を柴すると思う。 

たとえば「乂夕紛帝じついて」「交逊 

みをについて」「ぶ人が巧について」等， 

時の牌趙をとらえてライオンズメンバー 

ヒして宫じの怠見をまとめてわくために, 

討,溢の場をもつことも必巧ではなかろう 

か。ライオンズの巧いの由—主初に，わんわ 

もはか性を商めといっている。巧测とし 

た会具諸巧;とともに過ごす1時刚ボ，意 

なの商揚と感じるような例会をが出して 

いただけたらと抱 1うものである。そして， 

ホの例会ボ巧ちどわしくなるような例会 

のもち方ボできれば，化化率は自然と向 

上すると思うのであるっ （広むががC) 

\始の提杂J 
—I，广一 I ぶ 

例会を大切にしよう 

日本橋高島屋ウラ昭和通り 
1^^夕のイスクラ薬局 

二Iセ-)九セ六五 
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棋合地怪スローガンJ 

東京の新名巧 

本'を义所と,7えば現fr:では世界のお巧 

として通用する，そのがおな盤城に化巧 

の化頓である交逊ぶ全の巧'!)をこめた巧 

が設巧されたっその化点をがしく説明す 

るならば国お蜗枯駅を下,||:しても折'する。 

ホに巧治神な，がが公蝴，ホにオリンビ 

ック水化兢は踢，NHKの殿‘をを見なボ 

ら公間をが断する中义ハイウェイを6巧 

環I状線に向かって進行すると，この公閱 

の出口，中火分離がのグリーンベルトの 

巧端に，このぶA巧が巧閒の巧おミに調和 

してそびえている。この交逊の要:掛に迹 

てられたのである。 

『急停まされてもよい距離，よい速度』 

の极，巧ボ鮮やかに巧かび，がのにと芝;化 

じ映えて道行くドライバーの化固を，い 

n 田速雄 

巧降.祐ぶが代々木猜を署長な下係おをは 

じめ，ゾーンの会長幹単，脚係メンバー 

み数参列の上， が,あ巧!にザ巧された。こ 

のがれの目にを列して涙のニジムような 

をびと感激を党•えた者-は私1人ではなか 

ったはずである。事の大小をI!りわず:が絮 

のがを'ぶ化は力と巧‘じ、が大であればある 

ほど，汹’足磁は大である。われわれ設I■巧 

を貝の‘レぶは甚しかった。迹設の立策が 

なされてな来，•ぶ戍まで10力巧の月円を 

喪したことだけでも推測されるであろう， 

設巧地点ボ場所ボらだけに巧弱な見巧0 

のするものであってはならぬと、当かの,iI- 

邮ボ変巧され，了'なも807ム100方-，150 

万円とホ巧に増滿され，そのつどr没引•変 

更とお诫ボ繰りおえされた。圾終哉;n'図 

を部束クラブでは抑ぶ6わ].もお,をとし 

て，を術阳円迪り河呼:町抑;'山地りかどに 

义地悠地巧をな設中のところ，がり化泡を日 
の3巧1引:Iに•をぶをみた，M円，にがを眞; 

はじめを貝一阿山押;して，夕迪‘後巧!怪•'(結 

;巧1加力'円）巧て:式をを行し市民の化の化 

'巧!に大いに巧なてることとなり，I巧時刻塔'! 

前より义通据却.の巧一声を放った， 

やがうえにもひきつける。ユルミ勝ちな 

ドライパーの胸に‘女を述||じの化窟力が唤 

起されることであろう。 

よく見るとこのが,巧の(1PI面にライオン 

ズマークボくっき〇とげかんでおえ，哉 

立をとして化々木'巧‘お’巧，渋巧，世田巧, 

原沿，代巧惊，城南'L Cのネ1ボ併'if己され 

ている。 

このぶを巧はスローガン（こをえて迹て 

られたもので巧5 R,巧1Zのメンバー 

が逝のアクテ ィビティの1つである。 

本が2巧4 I-:|立がのり::き1:1，交通'ぶを 

もでをて施工あも決ぶ，いざを:じの広t階 

になって，义规巧なものはその地点ボ巧 

ホI岛'速道路との立化夕父巧けfであるとの 

翊山で化を—恥宜脚ふ巧が;r•の反対する 

ところとなった。昨ザ11巧のことで引'刚 

はフリダシにWるが义となりを员一问ガ 

ックリして投げだしたくなったものであ 

る。 

当かは化旧橘L Cのザ4出おおとして化 

觉したのでわるが,引-画が大きくなるに 

化い，設鼠場所が翊が的なi出点であるた 

めゾーンのか同がぶにすることボ型まし 

いとのが論に速し，その述お調整に巧ぶ 

され巧化の化加したががのよ、中を思い， 

それに今「Iまで献み的に努力された代々 

木:’巧係おのホ巧を巧して，巧び巧なをむ 

りWしたのである，阿' 化苑をがり強く閒 

始しやっとこのぶぶをおたのである， 

たとえか側の即社!は巧现されなかった 

にせよ，この夕逊ぶを巧哉,巧により，女 

を述おボ巧巧され义述の災附がかしでも 

減少するならば，われわれ鼓固を図の松 

の％みはがいられるものと秘かに満化し 

てレ、る。 （出'なけ田阮C) 

51 



叙動、受章、賀寿等の 
かがやくお姿を 

格調高い記念品 
芸術の香り豊かな 

迫真の肖像で 
下i己各百巧店美iが部においてごミま义をみつております 

级 
么 井 けし 幌） 大 化 (ま京八重;州口） 

音 島 屋 (東を日本楠） 大 九 (大おム、斎稱） 

高 島 屋 (横 剧 か 物 (基 巧） 

松 屋 (まま -銀座） 玉 屋 (小 を） 

松 巧 屋 (まを •銀座） 玉 匡 (箱 岡） 

松 坂 屋 (ち- も厦） トキ ハ (大 み) 

レリーフ（浮胀肖像) 

胸像*立像 

(美術銅像) 

(細(をに閱する'一切の脚相諫じおじます）•’ 

立体写真像株式会社 
まま都品川区南大井4一 じ 一4 

電話ま京761-2758 - 1640 

ホ 
ク 巧 

る国お許 

な岡勇夫発明 

(カタログ送呈) 

化の 
羣グ 

©アクティビティじついてのわた 

しのアイデア 

②ライオン誌じ巧する意見 

進一二雄 

の「化をからホめられて、寄付行 

為的にこれじ応ずるといぅよぅな 

消極的なことでなく、秘梅的にわ 

れわれから目で耳で足で採しだし 

てその舉化の具体化をはかり、突 

巧にうつすこと」これが私のアク 
テイビティに対するアイデアであ 

®み職域の能率と逍德的水準向上 

についての記がを、•取領よく欄が 

にもつと堪がじ揭職して祸きた 

巧IL.を 
八木治郎 

0あまり臣视的なことじとらわれ 

ず、地域む会に密黯したものこそ 

大いに取りあげるべきだと思いま 

す。ラィオンズクラブがそんなこ 

となどまでと考えず、ささやかな 

目立たぬ带化をと思っています。 

②ライオン誌のサイズを、せめて 

B6ぐらいじしてほしいと思いま 

す。保瞥にも便利なので 

膝棉六郎 

®単ークラブの場な、アクティビ 

ティで軒を十二力巧に分剖して、 

巧巧小さいながらも必ず何かスロ 

1ガンに合わせて地域社会に舉化 

することじ、萬務づけることも一 

つので法。なお巧力难仕も御巧必 

ず何か巧ない、効おをあげること 
も考施の必；^.ありと思考す。 

風-地区からテーマを山して、各ク 

ラプじ原稿祕山を茲務づける方法 

な橋巧 

瓜近年わが閣では老齢お、及び身 

体降苗者の人口は增大するばかり 

である。これに対するが策が立ち 

遲れ閒媽化している。これらの気 

の骗なぶ々のために、各地怪ごと 
に坂もず近なホ法で愛のホをさし 

のべたらいかがなものでしょ、っ 
i 0 

③ラィオンズ精神普ぶじ役化つ立 

派なラィオン誌だとないます。編 

化おの苦货を感謝しまず。 
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Biiliia 

1台で2種類のち前がつくれます 
々タカナとアルファベット 

ダイモ1わあれば、どんな物にもスマートにぶが； 

できます。义•ド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.また•ド.託去;•がカラー 

テープに浮きぼり父7:でつくれます。 

テープの色は10色。〈ホ.が.黄.黒•お•オレンジ. 

グレー•茶•金-透w> 
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ホウ!おもしろし哩ですねと 
レ水れる時計でホ 
わtしろい巧？といってがをてらった巧ではありません。化と 

巧のそむぞ—れのAさをとり人れました。アートスクエアと呼ば 

れてレ、ます。アキがきません。テザインだけでなく、クオリティの 

なさは、わ門ウわけfムならではのものです。毎日、を,こ、して时 

間を見てください。信ホ貝されることは、そう怖単にホ，ホるも 

のではありません。お手持ちの時計とくらベてみませんか？ 

自動をき、カレンダー、メッシュブレスレットつき、25石、SS側¥41,如〇 

®ウスルヴムマキシム 
^魯觀?農fg譜肢資糧iii!端 



慰如のクラブ請；aだよリん、— 
ん^ •各 

盲人のをつり大会 

(アメリカ） 

アメリカ，バージニア州，Yorktown 

のYorkライオンズは，育人の巧,つり 

化巧を後搜した。12人の盲人は，哥:巧の 

つり帥の巧導のもと，小かに巧って.をつ 

り旅行を巧しんだ。 

クラブからも6名ボつきそい，York¬ 

town 波ih賜までの交通機閱のおが;やそ 

の他いろいろなわ化',ぶをすすんでかって 

でた。一巧は昼をを済ませ，'1''後1時に 

波止場を出発した。重り用な.一ぶはすべて， 

ライオンズクラブにて用;萬ゴれた， 

当日は波ボ少、しおれていたけれど，絶 

がの釣日和で，大いにもりを楽しみ，な 

んヒ105 Pぶものか.をのって，無-が6時に 

W道した。 

オリンピック選手に感謝 

(カナダ） 

カナダ，Manitoba Wawanesa の 

この宣おのわかげで，GhatKoparの 

7つの小学校から2,800人の子供たちボ， 

またその(化1, 500人の丫-化たちボワクチ 

ンをお極し，4,410人分の'楽を使パし 

问クラプのだかもが|1'.を打会では，小リ 

マヒワクチン.キンベーンの乂ぶ巧に 

ぶなを巧'て，々度は献化キャンベーンに 

巧り出した。このキャンべーンもPRの 

かいあって，200人というみくの人から 

献血の申し出があったボ，谱成:,凑断の結 

义，160人ボ献血した。 

.披ぶ，化儿の大ツから144人みの献化 

があり，な,ホ304人かの血娘を娘めるこ 

とができた，これは，ir刊体の染めたな 

としては，閒内で摇大のものである， 

写真は，ル児マヒワクナン接種運動に協 

力するGhatkoparクラブの夫人たち。 

Keith Elderライオンは，メキシコオ 

リンビックに郷止を代をして，ががの部 

門じ化場した。Wawanesaの郷:Jこの人 

たちは，彼がメダルをひとつもとれなく 

とも，郷_1こからオリンビック遗モを化し 

たことを，大変茜りに思っていた。彼の 

牠脚をたたえる歓迎のをボ閒かれ，彼に 

はあ前をほり込んだ.川け;，义人にはバラ 

の化ボ贈られた。 

二大キャンぺ—ン 

(インド） 

インド，Ghatkoparライオンズは， 

市民の厚を福祉向上のため，二火キャン 

ペーンを巧なった。 

まず最初に手がけた带業は，小児マヒ 

生ワクチンの無料接稱で，ちらしやポス 

ターを配ったり，トラックからスピーカ 

—で呼びかけたりして，大いにP民をし 

た。 

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化ぶKyogleのライオンズは， 

地域化会への准化がぶのひとつとして， 

乂ボかりな乂雖巧を处設した，iの乂が 

賜は特別なな派の制限なく，化-ぶの人た 

iii近は，どこでも乂か乂がが巧及され 

てきているが，地方ではまだ」.-.邦の化域 

ボタく Kyogle化方も例外ではなかっ 

た。そこでKyogleライオンズは，乂葬 

踢'をな設して，-hがの闲約を化0のぞく 

ことにみめたのである， 

7ラブではKyogle地方にある3つの 

みをにそれぞれ化帥をが遇して，この火 

が游のが培;にあたってもらうことにした。 

もはだれでも自け:I!こ不リ用できる、 なわこのが榮の'な'用は，1，500ドル。 

そ《>!■け. 500 _送科¥ 3抑 

人命救助じレスバッグをノ 
奪I 
ホイさ 
号巧運動を、スポ—、ソ、マラソン、水ミ水場、プ 
gj -ルに.工場、满院、消防署、醫お署に 
B,度.広範西な納入実徽がある代表的な手動 
No'to式人工,お生器です。「まま1.35kg娩帯に巧利J 

I二四 
Iセ〇 

製造元谢わ山悟®あ店文を区が恥-け-9 Tel8U-853l(ft) 

綺壳臘ろ山元13器®!備夕郎本巧2-34-9 Tel814-0285妨 

55 



秋取き巧宿 

口ーヤルフジコーのを具は 

明'冶^来洋を具のた統じ 

生きるすぐれた職人の平 

から化れるのです. 

く普お種目> 

言巧ミ具全般（クラシック•モダン） 

货乂小物を巧巧乂壁が•カーテン化 

岳巧巧-まジュータン室ホ裝鈴おエをお 

ご!巧ホ•ドされば卖しいカタログを 

ム送りをします 

n-w口岂]- 
口—ヤルフジコー 〇 501-4341 

(诛)智女工巧巧(社長ム.馬場梅吉） 
T105 
がをが谁民巧裕3-3-9巧急、交通をビルー巧 

はまた地をがめてはいるが、妻籠のあはーホ 

ロマンティックで美しい。山中を貫き流れる 

木巧川はこの宿場に立がらず、围道十九を線 

中央本線もまたここを取かない。時代に取り 

のこされた遠い江戸時化ボここに確かに总づ 

いていた。大自然を巧として、古い家並がそ 

の懐深く抱かれて節かに寢入っている。そん 

な言樂ボー番あてはまる巧のたたずまいであ 

つた。 

.巧崎版巧は「-视を」ヒ趣して 

まだあげかめし前鬟の 

か橋のもとに見えしとき 

おにSしもる巧蹄の 

巧あるをと思ひけり 

ヒ詠んだ、か化「わゆふが」はこの地の脇本 

陣奥谷のかをへなデ、この地にその化おを削 

じた。が郛のようなが装の閱がが端でぷを飲 

みながら、この就の一節を山心った。かたわら 

に：なかれた柿が一つ、ハッとするような巧し 

さであった。夕巧の々にも消え义てそうな化 

を添現として。そしてがボ入った。 

をんていて巧長の屋根の石の々 

「風雪をしのぐための石を巧せた板屋根ボと 

ころどころ見られるJ。「夜明け前」の一をに 

あるように、' 石屋がはまさに木巧路のを掛で 

ある。この巧屋がにをうこと。化の固的の一 

つでもあった。化巧ホの.右®じ陋を下して、 

妻籠のか煙の中にこの月刚のち屋根の'石を見 

た。万の石の中にただ一つ寅ホな石ボあつ 

た。その石に、巧當を化え抜いた歌がなる顔 

の木巧人の魂と力を私ははっきりと見た。も 

うすでに夜長のを節。耳に巧っていた秋風は 

いつか鋭いネの風となっていた。 

藤がホをへ5ぁを腺も畔3で 

明けて蒼巧を得た。視野の限りを丸い巧あ 

ボあっていた。旧中仙道はここから馬籠昨を 

うねうねと登る。嶺にすがり一筋の街道は、 

あきらめもせずに悼をめざしている。私を追 

ってどこからともなくネ百舌烏の芦が近ずい 

て义ていた。 

えぇつ見ぇV一9青ム半蔵も巧のホも 

.巧銀叫から馬駆宿へ圾は一気に下ってい 

た。赎巧の生をはこの地にあって「膝が記を 

を」としてをくの.風騒の人を巧く。私は生家 

の跡の冠木門にげんで靑山半腺(岛崎藤村の 

父)のが劇の生涯を思った。顔は浮かび、貌は 

忽ちにして胸戸を巧え去った。私のホーホに 

合わせて柿の朱が耶き、また巧えた。おしびと 

やるせなさボ膝頭の力をうばった「旅あ」と 

はこんなものかも巧れぬ。义黒屋をを巧宅の 

ホびたが屋の石がに腰をぉろして、私は雲を 

見ていた。その真白な雲のはるかな行方を。 

為なC) 



ZENGAN 
COLOR 
SHEET 
GLASS 

FOR 
SUNGLASSES 

サングラス用レンズ 

<を巧眼鏡生地/ 

(ク-りーン 

色別 ]スモーク 

Iブラウン 

(各1.2.3号色） 

■ H木て-わJ A ‘こI;り化した拉が服巧 

化地 
■巧一の巧かじ拉I閑!JだJ一 

■がぶ化排ぶを遮が 

■化サ巧の悄Iが巧の她おする眼もな 

か地 

お貝ポの節は 

セイケン 

がとご用命ください 

全眼唐業株式会社 

「木巧路はすべて山の中である。あるところ 

は皿づたいにゆく度の道であり、あるところ 

は数十凹の巧さじ臨む木せ川の-片であり、あ 
るところは山の巧をめぐるみの入口である。 

一筋の巧迫はこの深いが林化带を巧いてい 
た」。な崎腺がの「夜明け前」はこの荘巧な 

け：：出しにょって始まっている。中仙ぶ六十九 
ホ華かなりしころは、化から巧川、を化か、 

聪が、.社の越、福.は、上松、巧が、野化、三 

巧巧、巧嫌、馬滞と十一の.估踢が南へおること 
一一十一化、中仙ぶと呼ばれるこの街ぶをみく 

の旅人は点せする楠場を化ボかりとして、山 

夕くみ巧い雛路を选く巧は江戸へ、凹はお祁 
へとな义したのであった。私は今木がみをホ 

む。あを招いたものは「夜明け前」の大ロマ 

ンかもかれないし、芭がのおも誘われた道化 

菅野謙一二 

(俳号膝村夕W义) 

神の巧ぶドかもかれぬ。それにしても巧をお 

ったであろう巧流しの「なかのりさん」のを 
ももう見ぇなかった。朽.里流水、刻は刻をち 

らしめる。木せの巧しい風物がはすでに過去 
のものでしかなかった。「夜明け前」はこの 

木せ十一.枯を舞台に、ホとして巧漲、冀雜の 

両.植を中んに木せ福なまで、維が脚仅の巧ぶ 

义を巧山半瞒とちう悲劇の人物を巧て化かれ 

ている日本文み舶巧の火河小説である。 

巧子いて瘦せ後に膝負けられず 
キが見ぇて枯巧のかのあすなろう 

塩化から南へなおかのおを化けてなが邮にか 
かると、搜せ糾つた旧中仙迫が巧しい'姐柱の 

中にのたうち！！るようにして、邮をめざして 

いた。 

その迫は巧くすっかり荒巧し逝う人一人だ 

じなかった。み媒の卢が宵をのどこかから袖 

れ、あすなろぅの一脚が私を手招いていた。 

^の巧から巧渡すヒ、固道十九を線ははるか 

南にはし〇、中か本線のだがの煙は化へなび 

き、その間をW中仙迫ボ视野のおにいよいよ 

削まっていた。まさに三一代のをと歴化がそこ 

にあった。 

を木の間溜巧とさだま9枪ぶ 

^のぷ屋でがををボめた。見渡す限りのネ 

木化木の刚は巧がなる墙巧一をに彩られてい 

た。その巧に木甘御がが見え、木せ駒ヶ巧が 

私の目を楽しませてくれる。枯木をがに私は 

ひたすらに旧迫をホいた。义、木とがだけの世 

界、それはまたホてもなき孤独爐ヒの斗いで 

もあった。 

木曾鶏の恋の座をままんまるし 

化もとから规ボー羽、けたたましく馳け巧 

けて巧った。猫が群れているそのただ中へ。 

人をしさの中の私にはそこを恋の座と見た。 

なしきことである。 

奠貌なる柿との刻を自在狗 

妻能の‘恼じ入る。十一梅それぞれにそのぶ 
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@臨時ガバナー協謀を 

本年度2度目の協がf•ガバナー協蔬会が去る 

3巧27曰に中央が務局において開催された。 

まな審嫌が巧はかの通りである。 

〔1)閱際唾が立候祁名-推瞧のを絲について1970 

〜72年度及び1972〜74年度降に分けて檢言ホ 

され，広捣全图大会へ巧案されることじなっ 

た。 

城被合地医会卵第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利明したので，地区ガ 

バナーとキャビネットとの閱保を目月帷じする 

ためじその改正あを全閣大会へ提出すること 

じなった。 

(3)摸い間を則を貫会にけ託されて検討う;巧な 

われていた道德綱鞭の改訳鼠終案が同を员会 

から巧おされ承詔を得たが，「道徳綱領」を 

「倫理網領」とするか否かじついて更に会則 

委員会に一任して検討することじなった。改 

訳案が国隙協会の承線を得れば中央事務局で 

巧示用のものを作成し頒布することじなる。 

©会計必巧第5版じついて 

クラブ会計の娶考巧として利用されている 

会計必携について，i•る3巧29H中央が務問 

じS輪会則を貝段ほか3名のライオンにわ泌 

まりいただきさらに檢討が加えられた，かな 

りのなぶ簡巧が指摘されたので各地区;で開が;: 

される幹事を計スクールじ間に合うよう巧5 

版として印刷されることじなった。 

◎各地区Y E Pま貝运連格を諸 

第4回述絡会謙がムる3月17 H1じ東がの祕 

川荘において開他された。 

各地区のが逍学化及びを入れ学をについて 

前回に引き統き更に詳細な調鞭が巧なわれた， 

©エバンズ国お会良夫妻来日 

去る3巧げ日エバンズ圃隙なお夫お及び 

PR DivisionのHett部長が日木を訪れ前H 

来日したブライアン第1畐IJ会長•とともじ各地 

を訪問した。一巧は22曰まで滞化のずをであ 

つたが，スウューデンのStjernstrom闽際巧 

ホの急死じより，その葬儀に壑列するため， 

名-も一厘訪問等のでををとりやめ.なきょ3；] 20 

口に離日した。 

3月結成クラブ紹介 
3巧7日 矢 がSp.能本マグナ (Pov.1381) 

9fH 山化Sp.瓶山 (Pov.1382) 

16扫 脏 化Sp.水戸 (Pov.1383) 

16日 巧 がSp.抑れ‘ (Pov.1384) 

17 n がが进む西Sp•がを毁岛 (Pov.1385) 

】8円 ザ 化Sp.熊本第一 (POV.138G) 

201:1 阿 稱sp.熊ネ:キャッスル（Pov.1387) 

22 n 巧 航Sp•火1川 (Pov.1388) 

23 n 巧おうとうSp.:がが CPov.1389) 

23円 おが;巧|||央Sp•な格巧 (Pov.1390) 

25 n 脏 本Sp.菊池 (Pov.1391) 

26 FJ か山义留Sp.巧1HT•か (Pov.1392) 

27円 美あおがSp.效巧 (Pov.1393) 

28円 ザ 府曲Sp.iyi府 (Pov.1394) 

30 n 化 す-Sp.をヶ由な (Pov.1395) 

30日 がが崎|||央SP.がが的 (Pov.1396) 

30円 村. 岡Sp.八魄 (Pov.1397) 

30 R をがな山Sp.女げ化-ド (Pov.1398) 

31日 刈 和巧Sp.火1山 (Pov.1399) 

CN予定クラブ 
4巧20円 ち 河 

グ ぉ か- 

小 が 於小がが民:を做 
26日火岐な南 

27曰火が波於人•船がが映刺蝴 
。 那 H 

" 巧.ぶ 
29日お巧中央於みお小毕に化むがf 

29 Hお 化化が氏ク航 

若さと健康をつくる. 
今話題の家庭用《超音波バス 

コスモの‘•エバヤング，， 
泡が発生する超音巧の不思議な力 
〇浸透温熱効果ク 
〇乳化洗浄効果ク 
〇マッサーシ効果ク 
(1)血行を促進し細胞が強化されますので、化 
ての機能が若おります。 

(2厮陳代謝が盛んじなり皮膚が若あります。 
若さをもう一度呼び房すのが■~~- 

コスモの"エバヤング"です。 
©仕事が忙し過ぎて、運動不足じなりがちな 
方々に是非おすすめ致します。 

《日本插-=越五階電器売場でまお販売中> 

<特徴> 

取扱いが巧単グ 

どんな浴槽にも工事なしですぐ御使用になれ 
ます——巧射器は小巧で軽く場所を取リませ 
んから、のびのびと温みな分がホえます。 
巧果が倍増.グ 

噴射器は自由に移動できますので特にをすじ 
•屑などじあてるのじ乂を便利。近くからの 
巧射でホ常に能率がよく、はじめてマッサー' 

ジ効巧が期待できます。 
ま全の確巧夕 

独巧のスイツナを使用しておりますので、本 
体じあやまって水がかかってもををなようじ 
エホしてあります。 

通産省型巧を認す91-2145 

唐を省認可A巧41Bを58を 

"B巧43 B巧227を 

お問さ甘1 

カタログ話ボ(は コスモ電子株式会社 
柬京都渋谷区ぶ比お1の18の3 

電話4 4 4 —2 7 21が表 
巧巧呑ちけ0 
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世巧大会協力委員会だ 

国族会良，第1副会長歓迎ティ•パーティ 

柬な大会で国際会長に就任される-で定のブ 

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巧15日 

来日された。またエバンズを長は本年度2回 

目の公式訪問のため，本部P民部長へット巧 

とともに3巧16曰来日，協力を貿会では正副 

师‘会長のため，3月17曰（巧），-隹京の現元 

地区ガパナーおよび協力交:目約30名が列席し 

歓迎のティ•パーティを迎巧酣において閒催 

した。 

みお，巧おをクラブの協力 

外人用ホテルのす足は，ついに搞诉からさ 

らじ延びて茅ヶ崎，楽山，箱恨，熟おへもお 

をの攒得じせまられ，とくに辣海では66〇窜 

という夕数をで約し，タト人の用に供すること 

とした。そこで突巧委員をでは，とりあえず 

蜗お-および熟海の各クラブにも外人のお-遇述 

絡について協力をお願いすることとなり，斯 

たじ熱海部会，横狼部会を設け，お巧委目を 

を嗯した。 

ま京がぉよび国お親光振興をから特別委貝 

3巧から，来’を部総務局涉外観ホ部外が課 

胶石川都夫氏，圃際觀化が興会コンべンショ 

ン.ビュー□一室長大迫辰雄巧を当協力を国 

会巧巧委員会の特別委貫に化賴し，必巧に応 

じて委員衾に出席，いろいろとアドパイスを 

頂くこととなった。 

盛んどつた記者会見と新巧報道 

おる2月26日（水)，帝圃ホテルにおける 

世が大会PRのための記者を見は，一流新閒 

ラジオ，テレビの各記者が出が，迫水委貫反， 

巧田国際理が，上田PR部な顧間から詳細の 

扔巧-夸庶 

なお，これより化きの2巧24 • 25 • 26の3 

日間にわたり，迫水委員長，奥山PR部食チ 

ュアマン、上田PR部会顧問の3巧は，朝日， 

サンケイ，読を’，共同逝信，NHK，H結， 

巧;曰，TBSの各な嚴闻首I临部を訪問，柬を 

大会P反じついて證談れた。 

説明を巧ない，すこぶる盛をであった。翌27 

日には，朝日，曰搔，サンケイ，柬京:ダイム 

ス，スポーツニッボン，がが新聞，ザ•ヨミ 

ウリ，アサヒ•イブニング•ニュース，巧日， 

臾-ぞ毎日，ジャパン•タイムス各紙上に記ホ 

が山た。 
Miiiiiiiii)i*iiiiii>iiiiiiiiiininiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii*tiiiiiiiiiin>i>Kiit)>iiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiitMiiiiMiiitiMiiiiiiiiiiiiiiin111111111111111111111111tiiiiiiiii111111111111111111111111111111111111111111111niimtil 

ライ3tyス括穀 

問 
わがクラブでは，クラブの友げ-バナー 

について論争が起こりました。ある者 

はこれはわがクラブを訪間してきたライオ 

ンズのみにをえられるべきだとし，他の者 

は，旅巧に山るわがダラブな員がそれを持 

寒し，旅先きのクラブに贈るべきだと主張 

します。バナーの使巧]じついて何か規則力く 

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，その含員個人の所有 

じなるのでしょう力、，あるいは巧f厲クラブ 

のものじなるのでしょうか。 

パナーの交換じついて規則はありませ 

んので，この閒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 

じきめているようです。それから後段のご 

巧問じついては，そのバナーの所有は，そ 

の旅巧者の想思じよるべきではないか，と 

いうのがわれわれの巧解です。 

答 

問 
クラブの第1,'ぶ2,第3副会長'が， 

何かの埋由での職の;塞巧ができなくな 

った場合，残りの任畑を代行するをの遇を 

方法を巧えてください。 

ぶ 
これはクラブ標带公則第10をC巧に規 

をされています，すなわち「会長が欠 

貿となった場合，ホ航刮会段がを長とな 

り，そのため巧席となった副会長じは，ホ 

の順位の副会授がこれじかわる，第3副会 

巧，巧:質，理お及びを貝に欠貝が生じた場 

合，巧員会はその役職の残りのを期閒の後 

巧者•を任命する」。 

問 

答; 

われわれのクラブでは，クラブの:貿の 

指名が選挙の当日，巧なわれることに 

なっています。この册:例は標準クラブを則 

(こ迪反しませんか。 

明らかにこれは巧準7ラブを則巧8を 

D巧に逆反します。規をは「選举をは 

'面年4巧に行なう。そのHI巧及び場所は理 

目会が決定し，ががは選举をのかなくとも 

2週間前に燕面でこれをクラブのを会員に 

迪かする。右の迪なは指名会で推薦された 

候補者の巧名，そのの職及びこれらの原補 

者が選挙会において巧票に付' される旨を巧 

記するものとする。投朗は，指名会の当日 

じ指名された候補者-のみに巧し行なわれ 

る」とあります。あなたのクラブで巧なっ 

ている供例は，遇挙手掠きの本来のあり方 

にも反します。なぜなら，指名会から遇を 

会までの2週間をお巧しているため，もし 

その当日，指名委員会の上程した候補をは 

外の候補をが会員から推おされた堵合■，そ 

の候補者じついて選举前に十分に番査する 

ことができないからです。 

赤十字病院前のバス 

停に鉄筋待合所贈る 

小松島ライオンズクラブ(を否柏会長〕 

は、小松島市中田町、小松島ホ十ぞ病院前 

の同市営パスが巧巧じ、鉄筋ブロックの待 

合所を建て、十化日、同市営パスに瞄っ 

た。 

同巧院を訪れるを者や、見舞をら利用を 
がをく、待合所設固の要望も巧かったの 

で、兰十五万円で建てた。広さ十•五'平方 

☆ Wで、ベンチも置いた。ライオンズクラブ 
Jが贈ったバス待合巧は、四十一年暮れの南 

ナ千歳橋が留所じホいで、同市内では二つ 

_ 目。JJK：には小松島湛じも設ける予定。巧 

ャ仕巧脚として、待合所設盈運脚を進めてお 
ジり、々後も赤石地区など利用者がをく、設 

胜要望の強いところから顺ホ、設けていぐ 
が画。 

この待合巧設疆には、ホ岩会長のアイデ 
アが秘められており、巧来は救急畢やパト 

クカーまでプレゼントしようと、大きな夢を 

ス巧っている。巧を巧を间市営バスじ胞る 

ぶが、広告巧だけはライオンズクラブが巧か 

っている"南千歳摘待合所からだけでも年_ 

じ十セ、八万の広吿収入がみるという。そ 
の収入を、ホの設招资をに回しているわ 

け。化じ五つの待合巧ができれば、年じ百 

.々円巧い広告収入があるわけで、そうすれ 
ば救急単やパトカーの巧脑もをではないと 

いう。赤岩を長は「待合巧設超運勘はバス 
企業への援助ではなく、巧るい町づくり奉 

仕だ。広告化乂もそれで市民生活が少しで 
もうるおえばヒ考えてやつていることだ」 

といっていた" 
(一二月二十日け剛曰巧削ょり) 
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^ •ン方ゴだよリ 

〔ライオンズ国隐なをは，19的年2月ホ現在 
145力国または地理的領ほじ，22,957クラブ 
884,898名を巧している。J 

〔壳りじホされた国巧本部〕圃際埋がなで協,誠のお巧，14年閒I比 
界のライオンズから親しまれてさた圃際本部の速物が，200万ドルで 

ホられることじなった。シカゴの下町209 North Michigan Avenue 

にあるこの述物は，大分-占-くなってしまい，修地ゃ改造-ボむずかし 

い状態で扳近，が'策技師に調べてもらったところ，止台はすでに98 

〜110年はたっていることがわかった。このままでも化業員の生命 

の化険はないが，速物の化の道を大きなトラックボ通るたびに，ポ 

クガクと招れるし，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お.巧にはだじきれなくなってしまった。そこで 
国際理がをでは昨年12巧16曰にな物を.ぶることに決めた。 

園際本部は1971年7巧1日までに立ちのかねばならない。新しい 

止地を見つけるために，尊門ををが指定されていていくつか候補化 

があげられているが，招'I'そ決をはおが大をに參力日するけ,巧国によっ 

てみぞされる子-をである。 
〔国院巧ホの死去〕このほど3人の元国際理ががあいついで亡く 
なった。それは比に(Jack) Johnson,いVar Thatcher, Edward 

J. Korbelの3人。 

アイオワ州の化身で，1946>48年に国際地がを勁めたL.’Johnson 

は78歳の授ぶををうし亡くなった。化まいはテキサス州McAllen。 

进族は夫人。ユク州Salt Lake City山をのしThatcherは，巧 

い關巧生活のかいもなく60がで亡くなった。彼はの5日〜57年に国際 
理おを勘めた。逍族は，Geniel夫人とすでに結婚をしている息子 
と娘の3人。 

退職徐フロリダ州Sarasotaに出んでいたしKorbelは，70歲 

でtくなった。彼はニューヨーク州の化身で，1950〜52年に国際巧 
单を勘めた。进族はEvelyn夫人と息子，そして3人の現ほ兄弟。 

〔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资 
巧は男子のみに制限されていたが，国際理がさの決ちによってこれ 

からは女子も入会できるようになった。国際理が会はそれにともな 
い，ホのようにレオクラブの梢成と内規のな正を巧認した。 
"レオクラブじは15歳〜20歳までの健全なる巧ホが入会できる。そ 

してどのクラブも，ライオンズクラブの巧導のもとに委員会を持ち, 

活脚することじなっている。レオクラブは男子のみと男女一緒の2 

極巧の型ができるが，男女が一おの場合は少なくとも半をは男子で 

占めなければならない。男子のみのクラブにするか，男た一を旨のク 

ラブじするかは，スポンサーするライオンズクラブでみ定する。’’ 

〔巧巧を貝の死〕が年間を化げという巧業を成しとげたオハイオ 
州，Cincinnati (Downtown) 7ラブのし Roy C. Harkrader 

が亡くなった。彼はチャークーメンバーで，192〇年9月の最巧の例 

会化來皆出席の記録を持っている。は前，化の皆出席の記録が巧巧 
のため危ぶまれたときがあったが，そのときじはCincinnatiクラ 

ブは例会を病室で開き，記録保持のためパックアププしたのだった。 
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☆沖删救ライお談クはがよく 2巧巧曰に，ガ 

パナー協战をが削巧でI;目かれたので立きょ計 

励したもの。フXニックスの並木をあおろす 

-|な国ムード綱点のフュニックス.ホテルをク 

巧とし夕刻6時から始められた。初めはを 

同のをさんも火か紫張されていたが，畔IIりが 

たつじつれ,巧に熱が入り，やむなく 9畔中に 

お閒きとなった。を貝なの融担ぶりを，本な 

18昂座談な"火随の巧る政ライ巧脚を、か 

らお説みとり下さい。 

☆巧15四年み大公は4巧6日のE1，W7化 

区大会を/支切りに，全園Wの邸巧でつぎつぎ 

と目目他されます。今年おはがホの乂を特お•弓- 

の宛巧をやめ， 6巧，7巧をに2回にわけて 

グラビア頁でお介することになりました。々 

回は編染部からの特別な取材を—了-巧しており 

ませんので，々までにもましてを地区の皆さ 

んのご協カボ必がです。化般，を地区宛わ願 

いしました迪り，大公お了後はただちに写其 

その他大を脚げ;巧けを，編リが带巧わぶり下さ 

るよう里;ねてわ烦いします。 

☆編巧がではに商を岡大会の閒惟にあたり， 

"巧]かるい化なとライオンズ、とおし，，巧が 

をと巧:黃展を企晒しています。を圃乂なじ参 

加のLをはじめ，にな近隣のクラブの-ぶはご 

み很わさそいの上，ぜはわなち‘がり下さい。 

くわしくは19頁のわ妇Iらせをわ,記み下さい。 

""""""読者から 

で安動揺の50年 

かなC M部ぶ立 

なかなか，物が‘ぶれない，どうしたらよい 

か。むずかしいまを'基力•引-を立:てねばならぬが， 

うまく、やれるだろうか。どうも，义•化協調 

が，しっくリゆかぬがよい考えはないだろう 

か。このようなすををわ巧ちの会罔も，わあ 

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-も稀を迎えた’次第である。 

この50年問の仕-がをご参考に述べると。 

①1がの：!ド隙化ぶをおり2けで大正8年4パ《か 

かち资だとなり，20が蜘が。 

を紛いてル1お巧划化公巧が。 
感かじな化お趙を成ぶな•製进販巧20が。 

この50年阿]1日の中断もなく，また，郎康 

じ;がまれて欠®/もなく，動ぶ•の述統で今もな 

お，第一線で侧いていることは，小さいなが 

ら成かしたと自员している。 

この50年間の,こ、境は，①巧曰不•ぶで间分の‘じ、 

がぐらつきの;出おであったが，これを灾庶と巧んで 

村Iし切ってきた。③一耐神が-巧でくよくよする四で 

物がをム祀しすざたかもしれないが，巧もろくろく 

がられないこともあった。しかしこの間，私が 

すおと刺棉じ終始したなら，梢神的にも，肉 

体的にも，まいってしまい，今のお、はなかっ 

たと思う。不ぶ動棉しつつ，一両これを押し 

切って，切リ閒いて巧くことのす巧'Iと，巧力 

があったことにをがいを感じている。 

結巧から見て，不安刺棉が自己鞭健となっ 

たことに甚びを感じて，私は人生勝なじ化き 

る侣なをなくした次第である。 

今私の,こ、蜗は身もよ、も.搜かになって，ず和 

と率化I;を願い，クラブの一員として报年おぶ- 

と して，ネト-な例±のがけ中に敞力を掉げたいと 

を願しつつ神と‘ををみにつけるよう，懸命で 

ある。 

日米親菩じ一役 

松な湖城C荒木八测雕 

口本の巧りワンダフル。报简のパントマイ 

ムだとおだてられ，悦に入り，心をこめて了 

メリカも地でのプレゼント山满，目本の郷上 

芸能アメリカの旅を終え柿国した。内こうの 

ライオン，ライオネスのぶ々も，あたたかく 

Iがんで下さっナこ，化どものささやかながら民 

問人としての親藍交流の一巧，若干-でもがた 

せたこと大を畦徽し，背んでいまず。世界一 

率わせな忡のいいカップルであると，テレピ 

山诚のときに（サンフランシスコ他）ほめら 

れたとき，をくうれしく思いました。 

ライオンズキが中で，結婚20词申お:をに何か 

アメリカでいいことを.が仕しようと思いつい 

た。曰本の郷こヒぶ能のフレゼントの旅。が,泣 

茲に終わり大変うれしいです。むこうで大分 

わお]’-さん(?)ができましたよ。サンフラ 

ンシスコでの私たちの祀•)[がのっている向こ 

うの新閒を送ってきましたので，お屈けし報 

狂-にかえさせていただきます。各地で壤老院 

やクラブ郎即，施設の慰間，踊りと山1打ち， 

レッスンコーチ'再で，大を替んで下さったこ 

と，一生の思い川です。ライオンズクラブの 

が(えのおかげです。 

ま巧節踊りのお弟子さんルース.モス-リップさんと 
ご夫妻 

▼おわかたサラリーマンの化みの 

たねは，巧日のわ控の‘じ、が。A今 

日はどこでなベるか，何じするか、 

とちえじちえたすえ，、やっぱり 

ザルソパでもとるか、じ話がまと 

まるのがォチのようです。当が巧 

局のた性はわホ当持参でよ、がない 

が，巧性は巧にわずらわしいとみ 

えて，お近，ぶな課腺ず課おと叛 

お5现‘よ任-の义なおがわかちを巧っ 

てくるようじなった。た化9人に 

まじってな卓をがむ規2点のご[1巧 

人，火か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 

おなおのわか-当は，デザートつき 

のデラブクス廠で，ぶづけてを丈: 

ホ当に滚埋の目がいっぱい。*い 

や何，これはおおか当だよ、とご 

本人は大分ご,ぶ遜の態。 

▼固巧のな，対なの取材からもど 

った乂巧ぶのみやげなしじよる 

と，対なはおは苗く，をは巧みわ 

たり，健康には申し分のむい)巧だ 

そうだ。さて，彼，乂しぶりにス 

モプグのがを‘じ舞戾ったら，たち 

まち恶化の則邪にやられ2目もお 

こんでしまった。よっぽどがなの 

をはきたないんですね。 

柏にネし巧 

慶 
夕にぶ巧 

まも今もま仏壇 

巧ち代の合掌壇 

実用めな唐木仏喧 

巷林 

京都ホセ条通巧巧ま乂 
巧（075)371-3131〜8* 0124 

日堪日営お•駐ま巧完備 
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ライオンズ経営ホテル•旅館•料亭.レストラン.紹介 

クラブお ホテル 旅 館 
料尊 レストラン メンパーち:么 営策所化化 也 訊 侃i 考 

仙台五城 旅館青雲荘 化藤啓ま 仙をホ'化禅通り錦町巧 
(0222) 

(23) 0115 

巧巧な <，巧か全がを朦巧 
夕迎'おが，巧官庁会お： 
巧:巧街にザで5分な内 

草潍碑馬 お巧屋旅館 酉崎五郎平 お靖県帮お温泉 
(クサツ） 
(027988) 
化2323 

ぶがお内巧761-3804, 3904 
大阪策内巧641-7648 
633-6741 
おホ霞夕巧巧(931)3786-7 

おが羽田 まをエアター 
ミナルホテル が 陸正 巧を•都大田区羽田 

がが国際空港巧 
(742) 

1111 

東を原宿 
日光グランドホテル 
政府登録国隐療光旅館 
け ご ん 

羽が田專：ホ 
栃木県日光賜元温泉 

束京‘都巧区代々木駅前 

漏元局げ出 
028862漏ぶ88-90 

(370)3333(巧） 

巧;由公化協巧グイナース 
J.C.Bなをおがのスイス 

徘0本式巧化 
岐冷がを滿 

がな渋谷 
政府登録国瞭裙光旅館 
ホテル飛竜閣 小がが邦 おが都渋谷区化谷町2 

(巧お） 
(463) 0881 

Hよ义通公化的を 
H本み巧を格を 
かな保た協を 

箱 恨 お巧か巧困 
ホテルか涵围 秋山昌化 神奈川県足巧下郡 

箱巧町二の平-129? 

箱が0460 

2 —2221 

クラフが務巧 
例を踢 
例な（巧2巧4木邮H) 

熱 海 愛明 館 市川黃八郎 神制||県湯河原湿あ 
(04604) 

2511 

.おぶ泌1-1066 
お占.お551-1449 
火お631-8834 

熱 術 緑 水 園 本間照を おおが水口巧15番8ち' 綱巧0557 

(81) 5185 

义阪采内所 

06 (351) 2674 

端河原 富±屋旅館 加幌濟火 神榮川厮•湯河原温泉 
(04604) 

3711〜5 

巧H本式巧楽 
がが策の所（270 5635 
乂が糸内所(271) 6809 

箱化小湘谷 S巧屋旅館 秘本孝一 神奈川瞬衛根町 
小滿谷湿泉 

(0460) 

(2) 2231〜5 

化ぶ内柬所251—5062 
おも•犀朵内所胡1—8441 
乂阪お内所631-8834 

下 巧 下田城山ホテル III川四郎 が岡おが盈下田温泉 
火滿お岸1053 

{■05582) 
(2) 
1953 

ホ内が 
み巧371-7498 
おを狂. 471—125日 
大お说1 一3778 

下 ffl 黒船ホテル 山本一夫 1 削闲瞬かな下田町柿崎7-1 
(05582) 

2—1234 

こだまを 
052581—かが 

ぃろふを 
06631-8831 

诉 松 
政府登録国お親ホホお 
山水館欣竜 新村秋搜 静岡県お松が館山寺 

触山寺温お 
(053405) 

19，119, 219 

ぶおで系勺セ-ンブー-(03)-28Hiiの5 
おも•招-了•むヤンダー 

(052)851-2343 
乂阪で約でンブ ー(06)271-2304 

ザ 府 ホテルトミタ 渡辺當治 ザ府巧朝日1-7—14 

(甲府駅;!ヒロ下が隣） 

(22) 
5933 
4484 

43.2.9オー•ブン '!デラプ 
主力一>ビジネスホテ"，}クス 
一部一巧たホテル im 

芦 原 清風 荘 が帳由雄 細が昭芦原温巧 
巧外村巧 
(0776) 
77—2500 

乂おホ巧所362—243] 
お古•垣がな所241-7898 
がぶがが所402—5225 

芦 原 
政巧登録国隐療ホな館 
八 木 八木弥太郎 

福が碍芦原温泉4 一418 
(0776) 

77—2008 

がお風呂 
プーノレ 
なが城を肺 

S重県 
烏 羽 戸田家別館 寺田光郎 .な羽巧な羽1T目24の26 

(05992) 

5 一 2103 

あなお内巧821-6072 

义阪ボ巧所7U-6012 

白 浜 ホテルニユータナベ 下村吾老' 
和歌山昭 
旧辺ホ—駅前ァオィ述り 

ブナぺ 
( 2) 6048〜6050 

觀系 ） 
すしスブンド ^化な 
も*/がぶ巧.レストラン； 

大 泮 
巧光おお 
湯元 館 か谷和雄 火泮市雄琴町 

(07754) 

(8)1520 

が都巧 
料理•旅館 

飾 鶴 田中忠巧 京都が下;申:区木尾町松原 
丄ル 

(351) 

8541〜3 

あお唔架内所目51-7001 
200が化火にりリおが式おi 

を怖巧川巧 

火販巧诉苛 
ほ巧登録国務篇ホ旅館 
羽衣 荘 小を 盤 大阪府な石市羽衣 

が 
(0722) 
61—2001(け） 

ネ，關と乂なみセンブー 
がホをしC 、例Am 

がなぶなしC严1ムも 

大吸灭で哥 
括ホ旅館 
明倫閣 

田原梅一郎 なお県松日;市国屋町558 
松化 
(0852) 
22—3225(け） 

化-ドの巧ぶ湖じみ•もる夕円は 
まさじ巧岳•じ夕くし雜く闲光 
剛烟。な随巧を抑 

芦短が 
な巧登録国族お光旅館 
ホテル芦屋 

池田雅一郎 
池田恒雅 

芦屋巧松お町16 

芦麗海悼 
芦垣 
0)797) 
23—2891(巧） 

五巧を中なおよりにく六ザ山 
•火が巧巧おなを眺められる 
乂お•巧卢より巧か 

お邱川四 
政府登録国巧演光旅館 
若 水 

小早川 草； 宝塚巧'端本町9一 17を (0797) 

(86) 0151(代） 
取巧如お巧呂 

が巧抑姫巧呂 

洲本おのころ 淡路島観光ホテル 上村 博 巧路岛洲本温お 洲本 
( 2)—2451(巧） 

大阪お巧巧631-8834 
えをお策巧巧閒1-0301 
ホが糸内所252—6288 

另リ 府 ホテル児玉 
巧玉レストハウス 児玉修行 別府温泉新別府 

化州お断道路沿い 
(0977) 

6—2211 

ホで別がより3分 
別府巧より7分 
乂お述お)巧531-5941 
名占•屋582—4761おか‘573—3556 



别茜神社で焼,罵の神•单■カリテなわれ 

る。堀河天皇の宽治7年（1093)、 あろう。騎■手の派手な風イをも面白 

天下太平、五殻成就の巧願のため, が、見物人の風化•もこの時代の 

を他人举じして、斩緑の樹下じホ 

い毛化をがき、一-を一門の人々と り、古代の馬術を伝えていた巧茂 

杜の人々の神举が、宮廷の巧-がと 

OUR COVER THIS MONTH: 

ごenes oi scenes in and around Kyoto depicted on Folding 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 Horik江wa (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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MOWS PHOTOなALL抵RIT 

がSOの旅 

端の巣のをのあ若遗跡（ウシュマルお跡） 

お京C 持田信夫 
メキシコへの旅は、なんといっても、人極風俗、民芸品、そ 

れから無数に敝在する古代进跡群など、お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、誰しむががさせられるの 

である。と0わけ、マヤ文明の聖地ユカタン半島は人を魅了す 

るすぐれた石造逍がが待っているのである。 

そこには処女をいけにえに摔げたが壇や、雨神チャックの幻 

が的な仮面の数々、精確無比な天文暦法、烛得の20法の錄数、 

あるいは解親不能なを形文字が待っているのである。 

マヤ人補は2巧年も昔にベーリング池峽とアリューシャン列 

島を通ってアシアから渡ってホて、この地じを着し、1，000キ 

上も前には、さきにのベたようなな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ュン•イッツア、ウシュマル¬ 

カ バーの逍跡を おめじかけよう。 これらを眺めていると造形文 

化にはを化はあるが進ホはないように,西、われるのである。 

# 

を僧院の化のレリーフ（ウシュマル遗跡j 



尼僧院じある雨神チャックの面（ウシュマル巧跡） 





ライオンズ英会話教室（4) 

前巧につづいて小ばなしをひとつ。 

The Associated Press told us about this mis-adventure 

of a New England 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 syrup for their club's annual pancake breakfast 

The tree turned out to be an elm." 

AP迎仿-化の人が，ニュー.イングランドのあるクラブ—— 

とくにおを化す一じまわるつぎのようなす站なりi来がを前っ 

てくれた。 

「そのクラブの4人のをUボ巧例の湖な会につくるパンケーキ 

のシロップをとるため，な-いあいだ化しあぐねたすえ，やっと 

1本の木をみつけ，じIをあけて脚)艰をと！）山す巧どりとなった- 

と ころが灾は， それはニレの木だったというわけ。.） 

なぜこれがわ巧いなのか，不述な出來がなのか，どうもピン 

とこないようです，日常会,i占でも，何かふつうの訊しなのじが！ 

ずボゲラゲラ笑いだしたり，キョトンとしてみたり，幅靴描が 

の感をまぬがれません，これは化な巧巧の机ぶとか風化お拟の 

ちボいからくるもので，あるおぶ'はやむをえないことでしょう。 

刚趣はそうしたゆきちがいじ;な'メびIけさしたり松したりせず，訊 

しをつづけることです。 

さて小ばなしの内'がは，かくいう巧あの解がもあやふやで‘险 

しげなものであるが，巧前な時おなどひもといた結义，つぎの 

ようじち'えた次巧。maple treeとはモミジ巧のが(物で，円本 

ではかえでと和;している。「カナグではこのが}夜よりゆがを粘 

驭し，maple leafはカナダの国化となり1けだの図策となって 

いる」とある。ところでelmはにれの木でUlmus巧の楠物， 

「死化を収'なするが!.わけは一般にニレの村をWいる巧I似から， 

な勘との址泡!をもつ」とある， 

そこでこれは，クラブ朽例の则をを一が泼巧を媛—がの化-化か 

もかれない=にバ】いるパンケーキ用のI卜いシロッブを-でに入れ 

るため， 4人のメンパーボ巧を巧してあがにわけ入ったものと 

お傑できます。そしてあららこ*,らとゆ排かえでの木をたずね 

ホいたすえ，やっとそれらしき木を1本みつけました。ャレが 

しやと木にスをあけて，樹;按をヒり山そうとしたが，どうもな 

介がわかしい。ハテナと把、ってよくよくるたら，これはす-だな 

ニレの木の脚;近いだったと乂ボつきました，こいつはがからが 

担!が恶いや，というのがどうやI')このわ,巧しのオチのようであ 

I；ます。 



が卿)^若ぶ儀 

最近のYEPま動 

を巧における日本ライオンズのYE P巧脚の仲巧は非常に著 

しいものがある。ここ数年邮の派迟学生数，受•け入れ学生数及 

び全化界ライオンズのY E Pに參加した学生なは別表の通りで 

あるが，日本ライオンズ（派遐+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。 

年 巧 
日本ライ 

派进のぶ態 

オンズ 

巧け入れの义热 
1比界ライオンズ 
(がぶ+巧入れ） 

1962〜63年度 30 25 131 

1963〜64年度 25 9 236 

1964〜65年度 43 49 384 

1965〜66年度 22 13 429 

1966〜67年度 82 40 678 

1967〜68年巧 105 59 710 

1968〜69年度(でを) 264 165 

今年巧の派逍学生は264あ（カリフォルニア156,テキサス 

77,その他31)‘艾け入れ学生は165名（カリフォルニア90， 

テキサス75)をで巧しているが，Dist. 4(カリフォルニア•ネ 

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

ように從を地区が.化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H本のを生をホスト 

したい旨のホ盟があり26么をが化することになっている。今回 

は交換の形はとらないが相乎方のホ笠によりH本侧も学生を交' 

け入れるようになれば交がは本か化し，Y E Pi占聊はさらに活 

発化するとほわれる。 

ヨーロッパへ学生をが化する踢合，日常会なが岡猫になるが， 

化方では英会なだけはできるが生をホ巧している。その他ョー 

□ッパに阪らず，ホストを齒1とのリリに不祥1がをたじたおたの強 

制ぶ遇，す成のホかをお!なした保険の加入等，义換が盛んにな 

ればなるほどをくの問迎が生じてくるであろう， 

これまでわが国ではみ地区YE P爱円なポ自発めじ述な会強 

を閒き，共通が巧について雜诫し，協,綱しをい交換を巧施して 

きた。しかしなポら外固の同一地区あるいは枚'な地区に日本の 

沿数の地区から巧か年ををったり，あるいは日本の设数の地区 

に外国から巧少がをI交け入れたりする巧1>ポ生じてくると，何 

らかのがめの際な化の所がを明らかにしなければならない。そ 

こで先般のガバナー临強会ではこれまでの自主的述が会溢を協 

説会ポが化することじなり，が業計曲につき答中をポめること 

を決定した。さらに，化大する巧みが交換の正しい発展を促す 

ためにYEP紐験-を等の;な見を微し今後の計晒を実施するにあ 

たってのな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じは姉げ閒係，所巧地域の姉化都市 

脚(系等の特殊がががある場なもあるので，その自主性，独自性 

は十分がff£されなければならない。 
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がIIブライ > ドミ業がミ绘な 
本社まま都文を区湯島4T目2の2巧け14)3231大代表テレックス（272)2け9 

営業巧礼巧-仙を-巧谓-横お•静岡•曹山-を古屋-大阪-巧戸‘広島*福岡 

新製品誕生/ 

夕»ヴ 
73iH#ンた—テン 

羽あ\ 
爱つのしらべを. 

松風のそょぎを. 

アコーデオンカ—テンじ 

表現してみました。 

界の^^ッフメ —力—、 

シェアIW %を誇る立川 

ブラインドだけが創りえ 

たアコ—デオンカ—テン 

"和風み 

自信をもつておす > めい 

た—> ます。 

おちついた雰囲気を 

つくり0 

しずかな優雅さをか 

も—^ピす。 

タチカヮのアコ—デ 

オンカーテンク巧風々 

しつとりした日本間 

の伝統。 
ふすまの良さを近代 

的な感覚でデザィン 

した新しい間仕切。 

それがタチカヮのア 

コIデオンカーテン 

/九重"と 

です。 

巧衣. 
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世界最高のクラブを美津療ボ開発 

グランドモナーク 

G：RA乃DWがXAKCK 黑L ¥130,000 
(wood 1.5.4.、IUON 卜q.inv) 

外国製クラブをしのぐ最高品を美ま濃 

巧術降がついに完成しました。15をの 

美ま濃プロスタッフとともじ得た画期 

的新製品です。 

プロ向から一股ゴルファー用まで種類豊富 
ハーフセット フルセット 

グランドモナーク 米米米 Y 130,000 

ゴールドメダルインペリアル ¥ 52，000 Y 90,000 

ゴールドメダル Y 35,800 Y 63,600 

マスターフラッグAし 水ホ米 Y 56,800 

マスターフラッグ Y 28,400 Y 48,800 

センターフラッグ Y 19,000 米-朱米 

ファイナリスト Y 13,800 米米お 

☆ハーフセットCウッド2本アイアン5本き十7木 

なフルセットCウッド4本アイアン8本計12木 

•15名の美ま濃アドバイザリースタッフ 

殊窗豫替を續承敦芒廟感居脅を贷 
石ちが夫 上堅を一 石井巧ホ 姐石憲二 肤おかち 巧ぶ巧巧 金す化巧 ま度巧治 

^^ホ知カンツ、（美4AKK) /P度カンツ、。助ゴルフ、けけ11巧ホン、H'l•カント、パ巧カント、/"^カントリ、 
、リー值楽がノ 、リー巧ま结ノ ノトリークラI U-クラブ/ 、リークラフノ 、ークラブノ 

的!！巧 巧を育を 
(K.PGA) /巧日ホカン 

Iッリ-《ぉ 
)(: 

巧西武化 ちが巧ホ 平巧賠么 化々木マサ子 巧□义す 
きさいち力、（美t美;MKK)(さ,をAKK】（美;tJKK) 
ントソーク 
ラブ ノ 
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