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古都に押寄せる交通戦争

京都葵ライオンズクラブ

　京都のタクシーは荒っぽい。7月16日，ガバナー協議会に訪れたと

きの実感である。あるいは日木3大祭1ハ紙園祭の宵山の日にあたっ

たからかもしれない。

　写真は八坂神社前に建てられた交通整理塔1今年2月，京都葵Cが

8周年記念事業として設置したもの。河原町御池には京都東Cが，そ

の他同形のものが市内数ヵ所に建っている。古都の景観をそこなうと

文化人の批判がある一方，「人命保護の立場からやむをえない。デザ

インは十分検討したつもり」という府警交通企画課の反諭が川されて

いる。塔上では，市電，市バス，乗用車1トラックの波に，安全運転

を声をからして婦警さんがll乎びかけていた。
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　わたしの名前はキャサリン・プラックストック、親しい
人からキャシーと呼ばれます。サンディエゴ・ステート・
カレッジの4年生，政治科学を専攻しています。

　横浜市と姉妹提携を結んでいるサンディエゴ市は、カリ

フォルニア州の南西端、メキシコ国境近くにある人口60万

の港町です。父は市内に1番新しくできたカリフォルニア

大学の事務長、わたしは1人娘で、母は市で1番古い歴史
をもつサンディエゴ・ホスト・ラィオンズクラブの事務を、

5年ほどにわたって手がけています。子供に手がかからな

くなった母親が勤めに出るのは、アメリカではごく普通の

ことで、それはより豊かな生活を楽しむために、また母に

してみれば、いつまでも若い気分でいるために、よいこと
だと思います。

　わたしの祖父はイギリス人、ズコットランド人の祖母を

めとり、迫害を受けてカナダに移住、その後、祖母の健康

　　　7時に起床、8時朝食、魚と野菜のテンプラにご飯を少々。

○　　　コーヒーとトーストがなつかしいときもあるが、郷に入ら

　　　ば郷に従え、うまくなった箸さばきにパパもご満悦

　　　ママと近所の美容院へ。くにでは3時間もかかるセットが、

　　　l時間でできる。能率的で清潔、お店の人がことのほか親

　　　切なのに感心した

4



のためサンディエゴに移ったそうです。レストラン経営の
かたわら、大工の仕事をしていました。母方の祖父は農父、

荒野の開墾に辛酸をなめつくしたと聞いています。60年前に

大学を出て当地の教師をしていた祖母は、いまも83才で健

在、わが家の近くに住み、隣近所の世話役として大変活動的

な毎日を過ごしています。ご当人はまだ若いつもりでいる

のですが、今日受け取った手紙によると、わたしのホスト・

ファミリー伊藤家の長男ミノルが、やはり交換学生として

向こうを訪ね、祖母のことを「ものすごく」年取ったおば

あさんだといったとかで、ご気嫌ななめのようです。

　7月14日羽田到着以来、伊藤家の娘としてお世話になっ

てますが、国道246号線ぞいの高台に、庭に300年前の蔵
をもつ大きな家です。伊藤のパパは、家のすぐ下とほかに

川崎市内に2つのガソリン・スタンドを経営していますが、

その忙しさぷりときたら、それこそ目がまわりそうです。

こちらにきてから何回か東京へ出たり、箱根、伊豆大島に

も連れて行ってもらいましたが、日本人のよく働くのには

びっくりしました。アメリカでは週末の連休はもちろん、

ふだんの日でも勤務時間外は父親を中心に家族団らんの時

間が豊富なのにくらべ、こちらでは、みんな目一杯に働い

ている感じです。もっともサンディエゴは、避暑避寒地とし

て遊客が多く、怠け者が多いせいかもしれませんが。

　でもパパもママも、そして次男坊の高校生マサルも、大

変親切で、楽しい毎日を過ごしています。ことばが不便で、

意思がなかなか通じないのが残念ですが、朝昼晩の日本食

にも慣れ、ハシも自由に使えるようになりました。8月4
日からはホスト・ファミリーの交代で別の家へ行きますが、

8月24日の帰国の日には、わたしを可愛がってくれた日本

の家族との別れが悲しく、泣き上戸のわたしはきっと羽田
空港のロビーで、人前もなく大声で泣くことでしょう。

　　　ソニーの本社工場見学のため車で東京へ。品川プリンス・

○　　　ホテルで昼食後、庭を散歩する。すべてが西欧化している

　　　町のなかに、4、5百年昔のお堂がよく保存されている

　　　　　　資本金500㌦で発足したソニーが、わずか23年で日本を

　　　○　　　　　　代表する企集に成長。だがオン・ラインで働く女工さん

　　　　　　の給料が月　100㌦位というのも驚きである。アメリカで

　　　　　　は最低級の労働でも1時間L65㌦、月250㌦はかたい

　　　5時に帰宅、母と祖母から1週間ぷりの手紙を受

①　　　けとる。父がミノルをメキシコ料理に連れていっ

　　　たら、大いに気に入った由、わが家の父母と伊藤

　　　家の父母の相違が話題になる

5
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　　　ご近所の子供さんたちと盆踊りのお稽古、炭坑節のメロデ

　　　ィと手ぷりは大変優雅で、ガサツなわたしには、なかなか

○　　　うまく踊れない。でも一生懸命習って、くにへ帰ったらみ

　　　んなに教えてやりたい。浴衣はママが手縫いでつくってく

　　　れたもの
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　　ライオニズムは世界のかけはし
◆◆◆◆◆◆◆◆◎◆◆◆◆◆◆◆・◆・◆◆◆◆◆◆◆◆◆・◆◆◆・㊥◆

世界地図をごらんください。まるでこ

まぎれです。群立する国々一大きいの，

小さいの，資本主義の，強いの，弱いの，

どれもこれも一国の繁栄を第一義として

います。国際間の融和はごくわずかしか

見られません。ある地域では国連が協力’

を1呼びかけています。二つの武力陣営，

自由主義諸国と共産圏は，それぞれ融和

のひとつの形態を示してはいますが，こ

れは不健全な形です。地図を形成する色

とりどりの断片はそれぞれに，みずから

の利益を第一の目的にすえているのです6

それはある場合には安全保障であり，経

済力であり，また非常に多くの場合，単

に国家の存続それ自体が当面の課題とな

っているのです。

　もう一度眺めてみましょう。地図のrl・1

には，共通の目的にむすばれた145の断

片があります。ライオニズムの一員とし

て，その世界家族を構成する国々や領域

がここにはあるのです。ここでは私利私

欲をこえ，国威と1呼ばれるあの時代錯誤

をこえた一連の理念がつらぬかれている

のです。

　反論もありましょう。『その通り。だ

がしかし、個人の自山意志で蒲1織された

奉ll：団体が，世界融和に爪要な役割を果

たすことなど，どうしてできようか？

政治的基盤もなく，独自の経済力もない

のに一」：それがどうしたというので

す？　忘れないでいただきたい611「，赤，

緑など，地図を彩る断片のひとつひとつ

には，人聞が生きているのです。世界中

どこでも，人間の本質にかわりは・ありま

せん。基本的には同じ要求をもち，同じ

人間本来の願望を抱いているのです。人

問はさまざまな思想に影響されますが，

ライオニズムもまたひとつの思想です。

by　W．　R．　BRYAN

President

Lions　Internationa1

人と人とをむすびつける最も大きな力は

この思想なのです。ライオンズ国際協会

のちからの基盤となっているのは，人類

がひとつに結ばれるのは，ひとりひとり

の個人が，他の個人を人間として尊敬す

ることによってのみ可能であるという信

念です。恐怖や，侵略主義，自殺にもひ

としい軍事同盟などによっては，世界融

和はなし得ません。

国際協会の活動目標は，友愛の旗じる

しのもとに行なわれる以外のいかなる手

段による融合も提示してはいません。な

ぜならば，さまざまに彩られた土地のそ

れぞれを全部一色にぬりかえることは，

すべての根源である自由の破壊を導くか

らであります。シーザーや，ナポレオン

や，ヒトラーの時代は，ありがたいこと

に終りました。人類はその悲劇的なあや

まちを通して学んだのです。世界融和は

今日，尊敬と協調の精神一ライオニズ

ムの土台となっている理念一を通して

のみ可能なのであります。

　当然のことながら，独裁政体のもとで

は，ライオンズクラプの結成は禁じられ

ています。いかなる自巾意志にもとずく

組織活動もこの点では同様ですが一し

かし，ライオニズムとは，なによりもさ

きにひとつの理念であって，物理的な構

造図ではないのです。ライオンズクラブ

の人道主義にたつ活動日標にあらわれた

精神は，鉄条網やコンクリートの防壁や，

鉄のカーテン，竹のカーテンのかなたに

もとどくことができます。ライオンズク

ラブのこうした性格は，チェコやハンガ

リーでは知られていませんでした。しか

し，それにもかかわらず，これらの国の

人々はあるひとつの理念一人間性の尊

厳というラオニズムと共通の理想一の

ために身を挺してたたかったのです。

　メンバーひとりひとりが，国際協会の

目的と道徳綱領の意味を真に体得してこ

そはじめて，ライオニズムは世界に大き

な影響力をもつことができるのです。ま

ず，個々のクラブからはじめなげればな

りません。なぜなら，世界各地の個々の

クラブが，誠意をもってわれわれの主旨

を行動にうつすことを怠ったとしたら，’

ライオニズムはどうして∫例会場の外に

までその力をおよぼすことができるでし

ょう？　100万会員？　いや200万？　な，

るほど，同志は多ければ多いほど，世界

におよぼすライオンズの力はつよくなる

でしょう。しかし，融和のきずなは，理

想への献身のきずなは，何よりもまず，

現存の23，354クラブのひとつひとつに，

現実のすがたとして生きていなければな

りません。

　現代の無秩序一人種暴動，学園紛争，

家庭の崩壊etc．一は，それらにじかに

かかわる当事者たちにまかせるとして，

われわれ自身の家をまずきちんとするこ

とが大切です。それでこそはじめて，ラ

イオニズムは国際間の理解と協調を生み

だすための有力な，おそらくは決定的な

なかだちの役を果たし得るのです。

　ライオンズのこの力はおのずから世間

の知るところとなってきています。青少

年交換計画，国を異にする人々が集まっ

て共通の「1標に賛同する世界大会など，

これらはすべて，将来ライオンズがなに

をなし得るかということのたしかなきざ

しなのです。みなさんの努力次第です。

もしみなさんが，みなさんの町で，言葉

を行動にうつし，融和と理解のために奉

仕されるならば，ライオニズムで世界を

ひとつにむすぶことも夢ではないのです。
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青少年交換計画はこれでいいのか
7月21日　東京国際観光ホテルにて

YEP精神の確定を

柳川　今年度の複合地区スローガンは，

「青少年に愛と希望を」ですが，新任の

ブライアン会長も青少年問題に非常な関

心を寄せられています。われわれとして

は，これを本年度の大きなテーマとして

いろんな角度から眺めていきたいと思っ

ております。今日はYEPにっいて皆さ

んにお話し頂きたいと思うんですが，ま

ず，一般的にYEPの認識がまだ徹底し

てないんじやないか。その点についてL

小川からひとつお願いします。

小川私も非常に詳しいわけじゃないん

ですが，ライオンズの決まった仕事のい

く分外にあって1しかももっとも重大な

仕事じゃないかと思うんです。こんどの

世界大会でも，実際，儀式的なこと以外に

何かの仕事をしたのは，YEPじゃなか

ったかと考えています。私もエパンズ会

長の後半になって，さかんにYEPのこ

とをいうんで目がさめたんですが，実際

に始めてみるとこんな重大な仕事はない

とさえ思うんです。ただ，交換というこ

とばが，そのままの意味でまだ行なわれ

ていませんが，家庭に入って向こうの人

と生活を共にすることに非常に重要な意

義があるわけで，こういう交流が将来非

常に実るんじゃないか。世界平和もこう

いうところから案外，生まれてくるんじ

ゃないかと，その点でライオンズの本質

的な仕事じゃないかと考えてます。ただ

今後，こうした青少年をやるんですから

世話をされる方が大変ですね。よく「公

務の余暇をさく」というんですが，公務

さえさかないとこれはできないんですね。，

今年はL中村が中心で，来年はLリンガ

ム，おそらく一切の時間をさかれてもな

お足りないというようなことがあるので

組織の点ではいろいろ考えなければなら

肇

　　　　　　左から福沢、沢部，柳川、矢島、

ない。大変な仕事だけに，その意義も大

変深いと思っています。

中村　実は私，咋年の6月に入会したば

かりで，3カ月くらいのうちにYEPの

委員をやれというんで，大阪の第2回会

議にやられたんです。それで新幹線のな

かで林地区幹事ともども，勉強したわけ

です。ホストの問題，スポンサーの問題，

そして選考試験と，やってきました。そ

してこんどの世界大会ですが，シカゴ本

部とこちらで100万くらいの予算で，Y

EPのエグジビットをやれというんで，

準備してたところへ，ハイヤーという向

こうのボスがきて，YEPという看板じ

ゃ誰もわからんから全部“Youth　Ex’

challge　Program”と：11Fき直せというん

ですね。・アメリカ人ですらこれをよく知

らんというんですから，英文と日本語の

パンフレット3万枚，全部直したわけで

す。それから，今年は世界大会でE1は

少しご遠慮しようと，派遣学生を5名に

しぼったんですが，20名の応募者から選

ぶとき，まず第一にライオンズのことを

何も知らない。YEPジュニアとして応

募した者でさえ，YEPとはさてなんで

しょうとこういう返事がほとんどで，か

ろうじてとったのが5名という始末です。

大変きついことばになりますが，特権意

識をもってドラ息子ドラ娘をただ交換す

るんじゃ，ますます堕落じゃないか。Y

EPの精神を，単にことばだけでなく内

容的にほんとうのものを確定して頂きた

い。ここにみえてるa人のジュニアは，

実際の経験者として，行く前と帰ってき

てからでは，きっと成長してると思うん

です。

リンダ，小川、

鰻　蘂

　　　リンガム，中村の各氏

出席者
小川）甥（1968櫻E1地区YEP

　　　　　　　　　委員長・東京波ケ関C）

　中村宗雄　　〃　YEP
　　　　　　　　　　委員・東京霞ケ関C）

　V．C．　Lingam（1969年度El地区YEP
　　　　　　　　　　委員長・東京関東C）

　Mary　Linda（1969年来日学生’Abilene
　　　　　　　　Christian　CoUege在学中）

沢部

福沢

　矢島

司　会

　柳川

守一・（1968年訪米学生・慶応大学

　　　　　　　　　　　在学中）

義則（1968年訪米学ノ1三・慶応大学

　　　　　　　　　　在学中）
章子（19684働米学ノk・慶応大学卒）

太郎「ライオン誌編り漬任者’

　　　　　　　　　東京渋谷C）

柳川　行ってきた実感として，沢部君ど

うですか。

沢部　行く前は委員の方のオリエンテー

ションだけで，YEPとはそういうもの

かと思ってたんですが，行ってみて，た

とえば自分の方から積極的に出ることが

一番大切だと感じました。そうしないと

ただのお客様で終わっちゃう。ほんとう

の家族の1員になるには，やはり前もっ

て心がけて行かなくちゃいけないんです

ね。だからいま考えてみて，もう少し早

「1にホスト・ファミリーを決めて頂いて，

’1前に乎紙や写真の交換が何回かできる

といいと思います。それから，オリエン

テーションの回数も増やしてほしい。

柳川　福沢君，ライオンズクラブにっい

て君はどう思いますか。

福沢　この前の世界大会のときにも一部

の新聞に批判が出てましたが，本来の社

会奉仕という面からはずれている点もい

くらかあると思います。父のクラブです

と月2回の昼食をとりながら何かやって，

奉仕するといってもお金を出すだけみた

いなことが多いようですが，向こうでは
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いろんな層の人が多く，白分で働いて何

かをすることが多いようです。日本では

そういう活動が少ないと思います。

柳川　矢島さんはどうですか。

矢島　何か社会奉ll：というと，暗い，自

分たちの生活をせV・一杯していて，それ

でさらに奉仕をするというふうにとられ

がちですが，私は実際の奉仕というのは

そうじやなく，、ある程度自分の満足のい

く生活をして，それで余力のあるものが

するのが奉仕だと思うんです。それから

考えるとライオンズの奉仕はビツタリだ

と思いますが，それがお金だけの奉仕に

落ちることは気になりますね。

1つィオンズ酬に隅ない、

柳川　ところでLリン’ガムはYEPの問

題について，ご意見は、

リンカム　YEPが始まったのは，ライ

オンズのアクティビティとしてですね。

ですから、初めはライオンズの子弟とい

うことでやり出しましたが、本来は忠ま

れない、全然外国へ行けない子供をクラ

ブの金を集めてやるのが趣旨だと思うん

です。できれば私は、どこかの大きなク

ラブがそういうのを取りあげてほしい。

そこで初めてイ∫難さがわかると思います。

もちろん皆さん，ジュニアの方もいいん

ですが，でもやはり遊びに行くような気

持ちが多いと思いますよ。向こうに行っ

て何か勉強してくるという気持ちの人は

非常に少ない。私，いままで何年かYE

Pの派遺学生の試験をやってみて，大変

失礼ですが皆さんの考えは非常にルーズ

だと思いました。お父さんが皆なライオ

ンズでありながら，ライオンズクラブの

ことを知らない。お父さんはどこのクラ

ブか、国際会長は誰か，何もわからない，

このライオン誌だって見たことないとい

うんですからね。試験を受ける前にお父

さんと話したかと聞くと，それもしない

学生がいましたね。

中村　それが100㌫ジュニアの責任じゃ

ないと私は思いますね。ライオンズであ

る親の責任もあります。

柳川　だからライオンズの子弟が必ずし

も適格かということですね。それぞれの

クラブの地域祉会から優秀な吉少年をピ

ックアップして，クラブの費用で交換の

計画にのせていくのが，本格的なYEP

計画じゃないですか。

リンガム　それを今年は必ずやりたい。

新聞少年でもいい，選んで，うちのクラブ

でやります。これはやはり金銭的な問題

もありますね。クラブから金が出ないし

地区にもない，それで親に出してもらっ

て，やっている。金があれば，何もライ

オンズの子弟に限らなくて一般の優秀な

人を選んで出せばいいんです。私として

は今年のキャビネットに，少なくともた

とえばE1地区から10人出たら，そのう

ち5人は一般の人をやりたい，こういう

ことにもって行きたいと思っています。

小川　Exchangeということばを考えれ

ば、ライオンズの家庭が向こうでこちら

に送りたい，こちらでも向こうに送りた

い、これを交換するというのがひとつの

ペースですね。もうひとつ，ライオンズ

の根本的な精神は社会奉仕というか，比

較的忠まれない人を助けるというもので

あれば、父兄の金では絶対に行けないが

非常に優秀な子供を取りあげるのも，大

きなアクティビティになるんじゃないか。

｛ミ｝子寮にお金を出したり，いろんなとこ

ろに出すのと同じような，将来の日本の

ために重要な，1到察的な意1床でも平和の

ために必要な，意義のあるアクティビテ

ィだと思いますね。

柳川　今年「青少年に愛と希望を」とい

うひとつの柱を建てたわけですが，実力

はあるんだが’社会に恵まれない，そうい

った青年たちを外国に送ることは，彼ら

に大きな希望を与えることになるんじゃ

ないか。むしろライオンズのアクティビ

ティとしては，できあがってしまった社

会に生じたひずみを救うというより，予

防医学的な立場で，大事な仕事になると

思いますね。そういう意味で，YEP計

画とかボーイスカウト，ガールスカウト，

あるいはレオ・クラブというものの援助

をすすめて行きたいと考えています。

小川　もともとライオンズは盲人保護と

いうものから出たのが，日本では救ライ

事業という，長い目でみて非常に重要な

ものがあるわけです。消防署とか警察署

に広報車を寄付’することより，そうした

将来にわたる事業というものが，やはり

大切ですね。

将来を背負うジュニァ
　　　　　　　　　　　　　　　　　1

中村　ここでメアリーさんに聞いてみた

いんだが，日本へくる費用はどうされま

したか。

リンダ　渡航費850㌦のほかに衣裳代や

ら小使いで1，000㌦ばかりかかりました

が，一部分は自分の貯金から出しました。

私のスポンサーは祖父が入っているクラ

ブですが，そこから3〕0㌦出してくれ，

祖父が100㌧、ばかり足してくれましたが，

あとの600㌦は私白身のお金です。両親

はあとでそれを私に払ってくれるといっ

てますが，どうですか（笑）。

中村　これは日本から行くYEP学生に

ぜひ学んでほしいですね。少なくも費川

の何分の一かは日分でアルバイトしてで

もかせいで，それを支払いにあててほし

い。それをひとつの資格にしてもいい。

柳川　それと，何のために行くのかとい

う日的意識にもそれは連がりますね。や

はり行ぐ人の気がまえがそれで違ってく

るわけですよ。　　　　　　　、

リンガム　こんどテキサスからきている

47名の学生のうち，どのくらいが自分も

費用を出していると思いますか。

リンダ　よくわかりませんが，クラブに

よっては渡航費の全額を出していますし，

全然出さないクラブもあるようです。女

の子の場合，1刊親がそれを負担している

昔も今も京仏壇

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

圓曜日営業・駐車場完備
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だと思うんです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．小川　いまメアリーさんに聞いてみたん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だが，日本では親が子供の働くのをいや

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がるがどうだというと，アメリカの親は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むしろ働くことを希望するというんです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね。それはresponsibilty，責任感を子供
7月16日，一京都におけるガバナー協議会で
　　　　　　　　　自己紹介するYEP学生　　にもたせることになると。

ようですが，．男の子は自分の金を使って　　中村　将来の社会人としても，それが役

いるのが多いですね。　　　　　　　　　に立つわけですね。それと，矢島さんの

柳川　君たちの場合はどうだったんだ。　　いうもちろんライオンズの子弟にもルー

福沢　やはり向こうで働く場合と日本で　　トは残すんだが，私はライオンズの子弟

は，収入が違いますから，彼女たちが出　　で送るものは，恵まれない一般の子供よ

せる費用も多くなる面がありますね。　　　りケタ違いに優秀なのを送りた㌔・。これ

中村　多いとか少ないとかの問題じゃな　　は厳選して，堂々たる立派なライオンズ

く，1割でも結構，その気持ちのもち方　　のジュニアを送ってもらいたい。それが・

なんだな。　　　　　　　　　　　　　　現実は，年々派遣学生は倍になって，今

沢部　日本の場合，息子はともかくとし　年は200人から羽田を発ちましたが，ま

て娘さんがアルバイトをすることには，　　ぎわになって自分がどこの地区かわから

親の方に非常な偏見があるんじゃないで　ない，これじゃ困りますね。優先的でも

，すか。それほど困ってないんだから，み　　結構，だが行く以上は親より優秀なもの

っともないからと，そういうもっていき　　が行き，そして将来のライオンズがもっ

方があります。　　　　　　　　　　　　と優秀になる，こうあってほしいですね。

リンガム　そこに非常な考え方の違いが　　これはやはり親の責任で，子供の責任あ

あると思うんです。アメリカでは，もの　　る見方，これを徹底してもらいたい。

すごい金持ちでも子供たちを働かせてい　　柳川　ただばく然と親のライオンが子供

る。金の問題じゃなく，自分が自分に何　　ライオンを谷間に落とすんじゃなく，や

かをする，to　be　independentというこ　　はりひとつのガイダンスとオリエンテー

とを大切にしているんですね。　　　　　ション，親自身が子供にたいして指導す

柳川’沢部君，そのアルバイトというこ　　ることが必要ですね。

とばをもっと広く考えたらどうだろう。　　リンガム　最近のレオ・クラブですが，

女の子の問題として君は出したわけだが，　これもそういった意味で大変重要な問題

僕はこういうことをしてもいいと思うん　ですね。やはり新しいライオンを育てて

だ。たとえばグループでバザーのような　　いかなくちゃ，日本でも限界がいずれく

　ものをやる。そこからとった益金を資金　　ると思いますよ。

に使うということ，必ずしも両親に抵抗　　柳川　レオ・クラブはまだ若いんだが，

　を与えずに，しかもライオンズの線にそ　　YEPのジュニアはわれわれのすぐ次の

　ったひとつのやり方もできると思うんだ。　ゼネレーションですから，これのやはり

そういう工犬はしてみるということで，　　組織づくりというものをやって，何かの

　しかし根本的にはやはりまだ，大変因襲　　形でつなぎ合わせる計画があるといいで

的な日本的雰囲気が家庭にありますね。　　すね。あなた方の一種の同窓生というか

矢島　それはありますね。外で働くより　　そのなかから，自分の父なり祖父なりが

　も家で皿の1枚も洗いなさい。それがお　メンバーであるライオンズにたいしての

　前の旅費になるんだといういい方をしま　　もっときびしい見方を出していってほし

　す。それと，このYEPがライオンズの　　い。ライオンズクラブが立派なだけに，

　子弟に限らないというお話でしたが，金　世間的には誤解されやすいし，あなた方

　銭的なことは別として，やはり子弟にも　　自身，親父は遊び半分，社会奉仕を唱え

　こういうルートは残しておいてもらいた　　ているとしかみえないかもしれないが，

　い，それだけでも立派なアクティビティ　そういうことをこのYEPを通じて考え

てみて頂ければと思います。、

沢部　これは恥かしい話ですが，ライオ

ンズのYEP活動がそういう意味をもっ

ているとは今までわかりませんでした。

もっと狭い意味で，ごく単純に考えてい

ました。いろんな問題があると思います

が，YEP活動のもっと本質的な，大き

な意味のものでこれからはやっていきた

い，またライオンズの方もそのように指

導して頂きたいと思います。，

世界みな人間家族

柳川　最後にメアリーさんのご意見を聞

いてみましょう。

リンダ　皆さん，若い人たちがライオン

ズのことをよく知らないと話されていた

ようですが，アメリカでも同じです。私

自身，祖父のクラブについてよく知りま

せんでしたが，やはりライオンズの側か

らもっと自分たちのやっていることを子

供たちに知らせることは必要だし，いい

ことだと思います。日本のYEPジュニ

アは，こういう組織があって接待してく

れるのは初めてですが，こうして各国間

の学生が話しあえるというのもYEP活

動のひとつの大きな意義だと思います。

リンガム　日本にくる前，いろいろ本を

読んだり，話を聞いたりしていたと思う

が，実際にきてみてどうですか，想像上

の日本との違いは。

リンダ　大変難かしい質問ですが，私は

実は出発の準備に大童わで，日本とはこ

ういうものという事前の考えはもてませ

んでした。でも，日本の方はとてもユー

ぞラスで思いやりの深い人が多く，こち

らについてからずっと，楽しい気分で過

ごしました。それからやはり礼儀正しく

親切なのは；人に聞いていたとおりです。

東京は，まあどこの都会でも似たりょっ

たりですが，とくに古い物と新しい物が

混然と一緒になっている点で，びっくり

しました。いずれにしても，こうした機

会をライオンズに与えて頂いて，外国の

人々の生活を知り，お互いの意見をかわ

し，人間同志のきずなを発見できること、

はすばらしい計画だと思います。
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　この栄ある東京大会で次のような3つ

の画期的な賞を受けたことに対し，私は

衷心から日本ライオンズの皆さん，こと

に私を育ててくれた地元福岡6クラブ，

および九州のLCの方々に，頭をさげて

感謝の意を表したいと思います。

〔1〕モデレーター

　今年の3月に，エバンズ国際会長からモデ

レーターになってくれと，丁重な依頼状が来

た。日本のガバナー協議会はこれを承認した。

6月29日から3日間にわたり，ホテルニュー

オータニで世界中から選ばれたガバナーエレ

クト約600名の講習会が開かれ，大体午前中は

会長，副会長，国際理事の世界的に偉い人た

，ちの話があり，午後は8つの分科会に分かれ

て副会長，．国際理事を講師として集団討議と

質疑応答が行なわれるその議長の役目で，世

界中から8人のモデレーターが選ばれた。日

本から初めて不肖私が、昼食会などメーンテ

ーブルに座らきれ紹介される光栄に浴した。

〔2〕国際親善大使

　今までライオンズに尽した功績により、国

際親善大使の額と立派なメダルを首にかけて

くれ，私の功績を賛えてくれた。これは世界

中の国際理事経験者で，最も優秀な人にのみ

贈られるものである。

〔3〕モナーク・キー

　これは会員150名をスポンサーした人に与

えられる賞で，入会して1年1日を経過しな

いと1人前にならぬ規則であり，私の150名

の会員の中に数人が，まだ1年1日になって

いないので，今度は残念ながら正式のもので

なくモナーク・キーと同型のものを首にか

け，　しかもとてもおもしろい演出方法をやっ

てくれた。それは，ダルマは東洋における高

　僧で何か願いごとがある場合はダルマを飾

　り，目的達成まで片目にする風習の故事にな

　らい，片目の大きなダルマを副賞につけ，や

　がて貝島が期限到来の節は，今1つの目玉を

　次の会長が入れ，ほんもののモナーク・キー

　を持っでくる。150人の会員獲得は今年は貝

　島1人だと，壇上からほめたたえてくれ満場

　爆笑，とても盛りあがった。

　　私は微力ながら，ライオンズの真の使命は

’ただかわいそうな人たちのために，分相応の

　奉仕をすることだ，それには会員をレベル・

　ダウンせずに拡充することだとの一心に燃え

　て，東奔西走している間につい150人を突破

　しただけのことである。

　こんな賞をもらうなど夢にも思わず，

ましてや国際理事，第3副会長とそんな

名誉心をこい願う心はみじんもなく，た

だ黙々として自分が子供のころから貧乏

で㍉両親など耐えがたきを涙をのんで親

戚間でしのんできたそのまぶたの思い出

をもとに，かわいそうな人に対しては人

10倍同情心がわき，自分の仕事を放って

でも会員増強に奉仕の一端に役立てたい

一心です。世間流に考えれば，馬鹿に見

えるでしょうか。こんな馬鹿が世の中に

1人ぐらいおってもいいでしょう。

　ただ，モデレーターにしろ親善大使に

’しろ，会長，前会長，理事の経験ある人

の中から最も優秀な人にのみに与えられ

る称号にかかわらず，私は国際理事の経

歴もない九州の田舎者に，そんな賞が与

えられるなんて夢にも考えなかったこと

で，やはり日本流に昔から言われた至誠

天に通ず，いいことをしていれば神は見

棄て給わずの諺を，今さらのように思い

喜
び
の
L
貝
豊

美

妻

浮かべ，死ぬまで今の規則書をかばんに

入れて，こつこつとあたかもセールスマ

ンのように会員の獲得に，雨の日も雪の

日もまわり続けるでしょう。くたびれた

ときは天災で両親を失って困っているか

わいそうな子供たちの姿が目に浮かび，

私を勇気づけてくれます。

　私がかくなったのも決して私のガでは

なく，私を育ててくれた福岡地元6クラ

・ブ，ならびに九州のライオンズの人たち

に，頭を地につけてお礼を申し上げたい

気持ちでいつぽいです。ただ皆さんのか

わりに，私に下さっただけのことで皆さ

んのおかげです。　（元ガバナー・福岡西C）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑱べ・‘山“n‘・°”・・…°”・ポ肩゜”・…’n輪・・”輪…’“°・…’°・°’…°°輪皇

10年の夢の開花

進藤竹次郎

拶・“．・■ll・・．■．・．1．…　‘・．．．・‘“．・．‘．・・‘．・‘．・．．．．“．．・・s・‘．．・・．．・．・．・．・．．江

　延々4時間に及ぶ多彩なパレード，そ

して常陸宮ご夫妻をお迎えした武道館で

のスペシャル・フラッグ・セレモニー，

さらに午後5時世界のライオンズ2万人

が満堂を埋むる武道館の壇上に，天皇，

皇后両陛下のこ臨幸を仰いだ瞬間，日本

ライオンズが10年間夢に描いて来た東京

大会が見事に花を開いたのであった。　’

　東京大会は，私のこれまで参加した米

国内での大会はもちろん，米州以外で初

めて開かれたニースでの大会などよりも

はるかに大規模であり，盛会であったよ

うに思う。ここに至るまでに尽力された

安田国際理事や．迫水協力委員長を頂点

とする大森幹事をはじめ，東京地区のラ

イオンズ各位の涙ぐましいご努力に対し

　　ト
ては，全く心からの感謝を捧げなければ

ならないと思う。開会式の当夜，両陛下

のお見送りをすまされて，ホッとされた

のであろう，迫水委員長が「もしも今日

雨でも降ったら，自分の精進が足りなか

ったとして責められるのではないかと懸
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念していたが，幸いに雨も降らずに全く

ホッとした」としみじみ述懐しておられ

たが，梅雨1時の日本の，しかも例年にな

い特異の悪天候状態であったにかかわら

ず，東京地方にだけは大雨もなく，前後

1週間にわたる大会行事が成功裡に終わ

り得ためは，全く天祐と，ライオンズ各

位の精進の賜ものであったと思う。

　東京大会は成功裡に終わった。しかし，

パレードの一部や，国際会長選挙後の武

道館内に渦まいた，いささかお祭り騒ぎ

的な風景，メダルで満艦飾をしたライオ

ン帽に，ジャケットを着た余りにもアメ

リカ的な一部の人々のあり方に対しては，

ライオンでない一般の方の目にどう映ず

るか。興味と懸念をもって見ていたので

あるが，果然，週刊朝日がこれらのこと

を大きく取りあげ，「動物奇諏ライオン

ズクラブ東京大会の生態学」なる大見出

の下に，世界ライオンズの行動を予め計

画的に用意したであろう野’Eのライオン

の生態の種々相に結びつけ，椰楡嘲笑し，

「よくぞ集まったり3万5千頭」と全く

われわれを獣扱いにするに至っては，全

くの侮辱であろう。世界の百十数力国か

ら集まっだライオンズが，日本において

野獣視されたと知ったならば、いかなる

感じを抱くであろう。われわれ日本のラ

イオンズは，これらのことをいかに受け

止めるべきであろうか。

　週刊朝日はまた，われわれを「世界の

いなか紳士」．と1呼んでいる。これも侮辱

的言辞であろう。われわれは都会であろ

うがいなかであろうが，決して紳：L一工

’リートをもって自らを高く持し，他を侮

蔑するようないわゆる紳士ではない。わ

れわれは全くの庶民である。白らの足ら

ざることを知り，いささかでもライオニ

ズムによって知性を磨き，奉仕の心を養

い，それによって世界の平和に貢献せん

ことを念願する世界145国90万人の庶民

である。

　そして，人種，宗教，言語を異にする

善良なる庶民であるがゆえに，1年に1

度相会し得た喜びを，いろいろな形で率

直に表現し，そこに相互の心の通じあい

を求めんとするのが，われわれの世界大

会の意義であると思う。それを偏狭な目

をもって観察し，野獣の集まりなるかの

ごとき侮辱的言辞を弄するのは，果たし

て自ら紳士をもって任ずる者の態度であ

ろうか。あえて週rll朝日氏に問いたい。

　　　　　　　　　（元国際理ll工・人阪C）

三”‘”‘“’叩’”“’”■’”‘m’’’’”“’‘’’’’’’”“‘’川”“’”““’’”…

パレードあれこれ

樋口 呆
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　第52回ライオンズ世界大会が東京にお

いて開催されることが決定されて以来，

大会協力委員会の各委員は、このアジア

で初めて開催される世紀の大祭典ともい

うべき大行事に，献身的な努力のかいあ

って，大成功裡に終了したことは全日本

ライオンズと共に汗びに堪えない。

　筆者はこの協力委員を委嘱されて，パ

レードを担当したのは約1年半前であっ

た。過去に第3回，第8回地区大会の副

委員長及び第10回の複合地区大会委員長

を経験して来たが，このたびの世界大会

は規模といい内容といい、比較にならな

いくらい大仕事であった。

　いざ実行計画を立ててみると，その容

易でないことに驚き，実施面では予想も

しない数々の難問題に衝き当たり，いく

度か投げ出したく思ったかわからなかっ

た。

　第1がパレード・コースの選定で，シ

カゴ本部の希望する日比谷通りは，朝の・

ラッシュアワーのll輌輻蔭で都内の交通

麻痺を来たすおそれあり、また地ド鉄工

事の計画もあるので他を探すことになり，

警視庁と懇談した結果幅40mの青山通

りに決定したのである。集合地も解散地

・艮もほぼ決定していたのに，官庁は年度

が代わるたびに担当官も代わり，そのた

びに計画も振り・出しに戻らねばならなか

った。

　第2は，最近の異状なll元の氾濫と，過

激派学生の騒動が日増に深刻になって来

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　●ショックに強い　●耐薬品性

昊欝燥渠●

■

■

桔式会杜圭金呑：［「i口
営業本部大阪市南区n本橋筋3／10

万国博出展参加

EXPO70
2－H《壬53

TEL（633）1601（代表）
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たこと。従ってパレードの話をしても，

すべてデモに関する規定に拘束されて，

パレードというものを認識してもらえな

かったことである5（例えば，行進は5列，

パンドは4列，1梯団を200名とし，梯団の

間隔は50m，・横幕は3m，歩道車道上の集合

は一切まかりならぬ等）。止むなく迫水協力

委員長を煩わし，秦野警視総監と会談し，

外国人には規定を寛大取計らうようたの

み了解を得たのである。

　第3は，外国人のパレードに参加する

実数が掴かめなかったこと。145力国ま

たは領域のうち実際に何力国が参加する

のか，また何人ずつ行進するのか最後の

日まで本部から資料をもらえなかったこ

と。（その人数と梯団の数に基づいて，警視

庁では交通規制，警備の体制を整えねばなら

ないので）；

　第4は，開催日がウイーク・デーで，学

生パンド，ボーイ，ガールスカウトをた

のむにも，学校が休みでないゆえ、必要

な人数を確保するのに困難をきわめた。

　第5は，梅雨季であるため，雨の心配

が大いにあったこと。予めシカゴ本部と

交渉し、雨天決行という了解を得たので，

外国人がll吐しても，日本側だけで強行

する心構えをしていたのである。

　幸い天気予報は雨のはずが，当日は「！1

朝から晴れ上って暑くもなく絶好のパレ

ード日和り（一時小雨あり）で，参加者は

続々と指定の集合地に集まり，日本側の

集合地代々木公園は広瀬副委員長と協力

LCの手際よいさばきで順調であったが，

外国人集合地であ・る神宮表参道は約

5，000人が車道にまで潅れて手の施しよ

うもない有様で，一時はどうなることか

と心配したが，定刻g時30分にパトカー

を先頭に消防庁音楽隊，国際役員の車3］

台がすべり出すと，民族衣装も派手やか

な各国の梯団が1，300名の日・米学生バ

ンド，バトンガールに歩調を合わせ神宮

前よりil∫山通りを行進し，外苑銀杏並木

通りまで1．5粁の距離を延べ8，000人の

大パレードが展開されたのである。

　け暦催国日本は最後で，準ミス日本を乗

せたフロートなど5台と秋田の竿灯，京

都の時代祭り，四国の阿波踊り，博多の

どんたく等地方色豊かな15梯団2，100名

が隊伍堂々と繰り出すと，沿道の観衆

（警視庁の調査では無慮6万人）は異口同音．

に，「素ll！1「らしい」「ワンダフル」を連唱

し，拍乎，感嘆鳴り止まず，交通整理の

警官も思わずこわい顔をほころばし，し

ばし見惚れるという風景もあった。

　その間約3時間余り，救護班を用意し

てあったが少しの事故らしいものもなく，

きわめてなごやかな中に予定通りに終了

したのである。警視庁，消防庁，関係各

署の理解あるご協力を感謝し、この大成

功の喜びを協力LC（新宿原宿，渋谷，青

山、赤坂，新宿東）と分ち合ったのである。

　省みるにシカゴ本部から来たパレード

・マーシャルとは一体何をするのかと考

えてみると、自分の考えが甘かったよう

にも思える。到着した翌朝ホテルで一度

握手したっきりで，再三打合せに行つた

がいつも留守であった。当日1時間前に

会う約束が出発時間ぎりぎりに夫人同伴

で現われ，先頭巾に乗って行ってしまっ

た。後に残された日本側委員はバレード

指揮はシカゴ本部が行なうものと聞いて

いたので，開いた口がふさがらなかった二

思うに，コンベンションとはこんなもの

なので，先方は家族つれで物見遊山に来

たので，日本側があまりにも正直に物を

考え過ぎたよい例ではなかろう．か。

　　　　　　　（パレード部会委員長　東京C）

制

服

姿

の

筆

者

　　　　　　〈立像・胸像・レリーフ〉

　　　　　　●御希望により出｝長撮影も致します

　　　　　　●写真は一回で済みます
　　　　　　●カタログ・価格表は御申出下さい

絶”

…

贈答品・記念品・PR用品・企画製作
株式会社古くらき　凍’｝繍禦縣r票。欝一5251～5 薫

￥、” ?@　守 w冶㎜邪　　漆無
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　「神戸の会合は，エライ評判ですよ」

　他地区のおエラ方から，7月7日に行

なわれた地区のホスピタリティ・デーの

賛辞を聞き，「ああよかった」と，殊の外

胸をなぜ下す。というのは，そのほとん

どが，会合に参加した外人ライオンズ，

ライオネスが伝えた評判だからである。

　7月7日，会合の終わったあと，「と

てもよいパーティでした」「本当にあり

がとう」等々，外人客が握乎に来られた

り，名残り惜しんで，立去ろうとしない

で群れをなし，このパーティが成功だっ

たことを証明してはいた。でも，それが

他地区を通じて，反響して来たものを聞

くと，感慨はさらに深まった。

　たった1日のパーティだったが，準備

が大へんであった。W6地区は，ガバナ

ーを始め地区の熱意により，他に先きが

けて地区の世界大会協力委員会を作った

が，その動機も，実は外人ライオンズの

応接をどうするかにあった。ちょうど1

年前，1968年の7月に，神戸の全ライオ

ンズと，集団提携しているシアトルの提

携委員から，「来年の東京世界大会のあ

と，少なくとも200人ほどが，神戸へ出

かけたい」と連絡があったことから始ま

った。どうするか。宿の手配もさること

ながら，ほっておけないではないか。そ

こへ，カリフォルニアから，パースタイ

ン元国際理事一行が，「できるだけたく

さん神戸へ出かけたい」といって来た。

神戸と最初にYEPを作り上げた相手先

で，関係はW6地区の至る所ときわめて

深い。特に，パースタイン　ライオンは，

先方での推進力となった人である。

　こんな経緯で，とにかく，「一度パーテ

ィを持って，ご招待しよう」という案が

決り，YEPの関係，クラブ提携関係等

々，関係のある外人ライオンをライオネ

スも含めて参加してもらうことにした。

そうして，地区委員会の中でL滝委員が，

これに全力を挙げて担当していただくこ

ととなった。こうした基本案が決まった

のは，1968年の9月であった。

　その間，いろんな曲折があった。先ず

会場で，当初予定していた外人クラブの

名門，神戸クラブが改築工事のため7月

7Elには使用不可能となり，オリエンタ

ルホテルへ移したこと。宿舎が，他のラ

イォンズで1968年の10月ごろにはいち早

く満員となり，関係方面の入室受入れ数

を減少しなければならなくなったこと。

しかもその交渉に困難な長時間を要した．

こと。

　プログラムをどうするかも，いろいろ

意見があった。でも十場ライオン（元地

区YEP委員長）が，サンフランシスコ

におけるエバンズ国際会長参加のライオ

ンズ・パーティに出席した資料をll．1心に，

ライオンズらしい雰囲気のパーティとす

ることとした。ただカクテル・アワーは，

シヤトルの提携委員長Lトム・マェダの

意見通り，1時間とすることとした。そ

うして，これも先方の意見通り，招待者

からは，一切の費川は取らぬこととした。

ただし，参加日本クラブメンパーは外人

といえども，参加料を支払うことにした。

　おそらくこんな会合は日本のライオン

ズでは最初のことと思う。当日はさすが

にみんな緊張していた。7月5日に選出

一された現国際理事ソロー（シアトル），元国

際理事のパースタイン（カルフォルニア），

レシュ（シアトル），現地区ガバナーのペ

レティ（ジァトル），神戸シアトルライオ

ンズ提携委員長マエダ（シアトル）をは

じめ，ざっと150人ほどの有名ライオン

日

本

舞

踊

を

満

喫

とライオネスが気持ちよく参加した。

　特に，日本へ最初にライオニズムを紹

介したLバレネンゴアが，フィリピンか

ら特別に参加した。本人が，最初に上陸

し，話を開始したのもこの神戸であった。

領’II二団もアメリカはとにかく，その他フ

ィリピン，ベルギー，ポルトガル，ギリ

シャ等地区のライオンズクラブ会員を中

心して招待された。この点日本人側来賓

も，り良矢ll．封はとにかく，辰馬｜田？ヨ，∬卜1爆

川西のように，その他はライオンズのメ

ンバーである県下の各市長が招待された。

主催地の神戸からは，これもメンバーの

有岡助役が代理で参加した。

　予定通り1時間にわたるカクテル・ア

ワーのあと，いわゆるセレモニーが開か

れたが1これは，さきのサンフランシス

コ方式を中心に，これまでアメリカ側と

打合せた通りの形式で行なわれた。スピ

ーチがはずむ。パースタイン元国際理事

は，YEP創設当初の当地の業績を賛え，

特に故金子ライオンに言及する。レシュ

元国際理事は提携の意義深きを再確認す

る。ソロー現国際理事は，今後の協力を

説く。米国総領事，知事等々と続いた。

カクテル・アワーが長かっただけ，調子

もついたし，みんなの気もほぐれ，この

セレモニーも決して堅苦しくはなかった。

笑いと，賛辞が，本当にミックスして，

気持ちよかった。

　このあと雨宮協力メンバー苦心のエン

ターテイメントに入ったが，同時にシッ

ダンスタイルのブッフェのディナーを取

った。宝塚の女生徒のコーラス，琴，花

隈のキレイどころの日本舞踊，ライオン

メンバーの花柳楽瞠父子による連獅子。

　会は午後5時に始まり，予定の9時半

をすぎても歓談に時を過ごし，閉会が宜

せられるや，口々に「グッドパーティ」

とか「ワンダフルパーティ」との賛辞が

がよせられ，立ちやらぬ外人客が，いっ

までも相i涜りあっていた。

　ライオニズムを通じる，心からの国際

交流が行なわれ，友愛が高められた大き

な瞬間であった。

　　　（W6地区lll：界大会協力委n長・神戸阪神C）
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世界大会協力委員会は、東京世界大会の盛儀をあますところ

なく収録して豪華な記念誌を刊行することになりました。こ

れは大会報告書，記録映画とともに三部作をなすもので，協

力委員会の事業として計画されたものであります。われわれ

の世代の二の栄光を永く後世に伝えて頂くために予約申込を

受付けることになりました。

下記の要領にてお申込ください。

クラブ名（地区を記入下さい）

予約部数　　既申込部数

　　　　　　新規申込部数

体

頒　　　価

刊　　行一一昭和44年11月末の見込み

申込先　　東京都中央区日本橋江戸橋3丁目3番地

　　　　油脂工業会館内3階ライオンズ世界大会協力委員会

予約締切　　　9月30日（火）
　　　　　　　　　　　　　　も

　　　　　　　　　　　ll｝合計　部

裁　　A4版（ライオン誌と同じサイズ）128頁位

　　　の見込み

　　　一部1，000円の予定
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道徳か倫理かでひともんちゃく

柳川　道徳綱領が今度新しく改訳されま

したので，一般の会員の皆さんにPRし

ようという趣旨で，今Elは皆さんにお集

まり頂きました。まず最初に，従来もあ

りました道徳綱領というものが，どうし

て改めなければならなかったかという経

緯について，L三輪からお，活し下さい。

三輪　改訳前の道徳綱領の第1項を読み

ますと，すぐれた奉仕の定評を得るよう

に絶えず努力し…とあるばっかりに，な

んのことかさっぱりわからないんです。

たいていの人が，ライオンズにはいって

まず第1項を読むとこれにぶつかる。何

回読んでもなんのことかわからない。な

んのことかわからんようなものが綱領な

んだろうと，あきらめムードになってし

まうんです。綱領の1つ1つと四つに組

んで，精神を洗い出すという意識がしょ

っぱなからしぼんでしまう。そこで会則

委員会では3年がかりで綱領改訳を検討

してきたわけです。まず第1項と取っ組

んでみたんですが，小さなlll∫のライオン

ズのほとんどを占めているのが中小企業

の私のようなおやじなんですが，仕事と

あまり縁もないあの会，この会に分をこ

えてむやみに顔を出して忙しがる姿。つ

まるところは虚像とか，虚名」こよろめく

中小企業のおやじの姿ではないか。私の

知る限りでは，最近1，2年で中小都巾

の退会者が多いんですが，左前になった

り，倒産した人もかなりいるんです。そ

の点からも道徳綱領第1項を見直さなく

てはいけないと思っていたとき，咋年京

都のガパ才一協議会で，W2の佐藤ガパ

ナーから，最近ライオンズの活動がll多式

的，狂騒的風潮に1弄［されているように思

われるから，ライオンズの基本理念を示

した道徳綱領のようなものを、常時会員

の目のつくところに掲示したいという提

案がありまして，大賛成したわけです。

柳川　私も古い綱領を読んでみたんです

が，非常に理解しにくい表現を使ってま

すね。そこでもっとだれが読んでもわか

りやすいものにしようというわけですね。

道徳綱領を掲示川にするということは決

定したのですか。

鳥居　今日，座談会の前に開かれた会則

委員会で，プラスチック製の楯にするこ

とに決まりました。（別掲参照），従来の　’

綱領は，何か弱いものには助力というよ

うな，何か高いところから金を持ってい

るものが，弱いものに物をたれていると

いうようなニュアンスがあったんです。

そうじゃなくて，社会に対してやらせて

もらうんだというような，新しい社会科

学的な観点から検討し直そうということ

　　　　　　　　　　　・二芝＿ノ

6月16日・5時30分・ホテル国際観光にて

　　　出席者（写真向かって左より）一一

　　　北林琢男（会則委員・広島中央C）

　　　槌橋i秀一（　〃　　・神戸C）

　　　鳥居英造（　〃　・甲府C）

（司会）柳川太郎（編集責任者

　　　　　　　　　　　　・東京渋谷C）

　　　福岡陽道（元編集責任者・東京C）

　　　三輪信一（会則委員長・浜松c）

がひとつのねらいです。職業に対する信

念、これが民主主義の根本だと思うんで

す。Service一奉fllということを，職業

と別途にあるような今までの表現だった

ですね。飯屋が飯を食わせる，お菓子屋

が菓子を作る，これが社会に対する奉仕

なんです。そこを，今度屯点を置きまし

た。綱領ですから，いかにして格調高い

形を残さなくてはならないかということ

に，非常に苦労しましたけれど，改訳を

読んで頂ければ真意だけはのみ込んで頂

けるんじゃないかと思います。

槌橋　わかりやすくなりましたね。

三輪　叩南大学の寿岳教授と広島大学の

真下教授の力をかりて，いろいろ日本語

のことばをご助力いただいたんです。・

福岡　綱領の名前を倫理にするか，道徳

にするか会則委員長に一任することにな

ってましたが，これは決定したんですか。

三輪　やっぱり長年日本のライオンズの

耳になじんだ道徳綱領に，わずかな違い

で落ちついたんですがね。

福岡　ああ，そうですか。原文のCode

of　Ethicsを見ますと，下の方に倫理的

なことが書いてあり，上の方に道徳的な

ことが書いてあります。倫理と道徳を無

理に分けるとすると，われわれの観念か

ら言って人間的なものを主にした倫理と
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いうことを，これに盛るならば，倫理綱　　らもうひとつは，アメリカ人のものの考

領の方がいいように思いますが。それか　　え方と表現のfl：方から，結論を先に書い

“1‘1‘lll」」1‘“‘IIll1‘1“‘Iln‘lllll‘川1‘11n‘1‘lllll‘‘11‘ll1‘‘‘，“1‘1■II‘II“■1‘11‘nll，IIlln‘‘，III‘1‘1‘1In‘n‘111「lll‘111nl“ll1‘ll‘‘1“‘■1‘‘lllnl“，

　【IONS　Cod●　of　E†hic5　（原文）

TO　SHOW　my　faith　in　the　worthi－

ness　of　my　vocation　by　industrious

apPlication　to　the　end　that　I　nlay　merit

a　reputation　for　quaUty　of　service．

・TO　SEEK　success　and　to　demand　all

fair　remuneratiOn　Or　prO6t　as　my　lust

due，　but　to　accept　no　profit　or　success　at

the　price　of　my　own　self・respect　lost

because　of　unfair　advantage　taken　or

because　of　questionable　acts　on　my　part．

TO　REMEMBER　that　in　builiding

up　my　business　it　is　not　necessary　to　tear

down　another’s；to　be　loyal　to　my　clients

or　customers　and　true　to　myself．

WHENEVER　a　doubt　arises　as　to　the

right　or　ethics　of　my　position　or　action

towards　my　fellow　man、　to　resolve　such

doubt　against　myself．

TO　HOLD　friendship　as　an　end　not　a

means．　To、hold　that　true　friendship

exists　not　on　account　of　the　service　per・

formed　by　one　to　another，　but　that　true

friendship　demands　nothing　but　accepts

service　in　the　spirit　in　which　it　is　given

ALWAYS　bear　in　mind’my　obligations

as　a　citizen　to　my　nation，　my　state　and

my　community，　and　to　give　them　my

unswerving　loyalty　in　word，　act　and　deed．

To　give　them　freely　of　my　time，　labor，

and　nleans．

TO　AID　my　fellow　men　by　giving　my

sympathy　to　those　in　distress，　my　aid　to

the　weak，　and　my　substance　to　the　needy．

TO　BE　CAREFUL　with　my　cri．

ticism　and　liberal　with　my　praise：to

build　up　and　not　destroy．

　　　　道徳綱領　　（改訳文）

☆職業に対する不断の努力が正しく賞賛され

るように心がけ，　自己の職業の尊さを確信す

ること。

☆’∬業を成功させて，適正な報酬や利益を受

けるのはよいが，自己の立場を不当に利用し

たり，人に疑われる行ないをして自尊心を傷

つけてまでも利益や成功を求めないこと。

☆小：業を遂行するにあたって，他人の事業を

妨害しないように心がけ，顧客や取引先に誠

実であり，自己にも忠実であること。

　　　　　　　　　　　　タド☆世人に対する自己の立場や行ないに疑いが

生じたときは，世人の立場に立って解決にあ

たること。

☆真の友情は損得の上に築かれるものでなく

心と心のふれ合いによるものであることを自

党し，乎段としてではなく目的として．友情を

もつこと。

☆国家および地域社会に対する公民の義務を

忘れず，かわらぬ忠誠を言動にあらわし，す

すんで時間と労力と資力をささげろこと。

☆不：・ドな人には同情を，弱い人には助力を，

貧しい人には私財を惜しまないこと。

☆批評は謙虚に，賞賛は惜しみなく，建設を

旨として破壊をさけること。

川川r川川川川Ill川川ll【1川川‘8‘1“川‘川“川川川‘8川川｜川“川川1‘‘‘川“川‘‘川川11‘n‘‘ll川1川川川‘111川川111川川川‘川““川

一■

’

てあるんです。翻訳した」陽合に，動詞が

あとにきますから，おしまいまで見なけ．

ればわからない。そこへもってきて，倫

・理と道徳の条項がわれわれの観念と逆に

配列されているということで，皆さんの

議論が出てきたんじゃないかと思います

　が，きょうは倫理綱領に直すというお話

　が出るのかなと思って来たんですがね。

北林　広島の全国大会でも，かなりこの

問題が議論されました。メルビン・ジョ

ンズの思想から1了うと，実践的な，・現実

的な面で各人が地域社会で守るべき行為

　の基準ではなくして、もっとその奥にひ

そむ原理的な，本質的な，人生哲学的な

　面を尊重しているのではないか。こうい

　う意味では，倫理綱領と訳すべきだとい

　う意見が強かったわけです。私もこれに

賛成した1人なんですが，まあ結局、従

　来の慣行ということで、10数年親しんで

　きた道徳綱領に落ちついたわけです。

槌橋　私，この前三輪委員長からこの問

　題について電話を受けたのですが，L福

　岡の言われたように，Ethics（倫理）的な

　ところもありますけど，どっちかという

　と実践道徳的な面の方が多い。それをど

　うしてCode　of　Ethicsという呼び方

　にしたかというと，外国でMoral（道

　徳）というとキリスト教的な裏づけがな

　ければ，考えられない。その点，ll本人

　は無宗教ですから道徳ということばを使

　っても，宗教的な’裏づけが必要じゃない

　という意味で，道徳ということばを使っ

てもいいんじゃないかと答えたのです。

三輪　私もL槌橋の意見に少し賛成なん

ですカ｝、なかなか注意深くキリストとか，

神というにおいを．こと1ばから遠慮してい

るところがある．と思いますね。私も矢お

もてに立たざれたんで，Ethicsをもう

少し調べてみたら，ギリシャ語源は

Ethosでこれは完全に習性とか習慣から

きているんで，学問的なものの筋目を正

すというのではないということがわかっ

たので，私も初めは倫埋というのにえら

く執着しましたが，語源をだんだん調べ

ていくうちに，そんなにがんばらんでも

よさそうな気になったんです。

北林　長年もう道徳綱領で通ってきてい

るでしよう。これを倫理に直してなんだ
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と，尺貫法をメートル法に直したような

一時混乱があるんじゃないか。それほど

にしてまで直す必要があるかどうかとい

うことですね。

槌橋　ただ格調高くということで，若干

Ethics的になってきたんですよ。たとえ

ば，自分の事業を成功させるのに人をた

たきつぶす必要はないというような，わ’

りあい具体的なことを原文では書いてあ

るわけです。それが妨害しないようにと

非常に抽象的な言い方になってしまって，

翻訳の過程でEthicsに近づいているよ

うな感じはありますね。もう少しくだけ

たものにしてもいいんじゃないかという

感じがします。

三輪　いっそうのことライオンズの道と

やったらいいだろうというご意見もあり

ました。

原文の日本語的翻訳に苦心

福岡　新しい綱領も職業という宇が最初

に出てますね。そこでVocationの訳し

方ですが，これはやはり天職とすぺきで

はないかなという気がします。天職とい

うことばを訳すと，第1項目にquality

of　serviceという，そのServiceが社

会奉ll：でないということが、はっきりと

出てくる。これを職業と最初から訳した

もんだから，混乱がくるじゃないかと思

います。

鳥居　職業というとド1分がいまやってい

ることであり、天職というといまの職業

から離れたような感じがするんじゃない

ですか。いま自分がやっている仕事に全

力を尽してやりなさいという感覚が、天

職ということばでは出ないんじゃないで

しょうか。

福岡　ちようど職業と天職とのlll問があ

ると工合がいいんですけど．

柳川　年輩の人は，天職ということばに

抵抗を感じないんじゃないですか。

北林　やっぱり職業が天職になるまでに

は，だいぶひまがかかるんじゃないです

か瀬か・天蝋演もうり・められて

しま・たみたいに巧行すね・それヵミ

将来天職になるというのならけっこうで

すけどね。

柳川　今度各項1」について改1沢をされた

とき、いまのお話のようにいろいろと問

題点があっただろうと思うんです。特に

英語を日本語に翻訳するのはむずかしか

っただろうと思います。

福岡　大変むずかしかったと思いますよ。

北林　第5項目の「心と心のふれあいに

よる」というところなど，どう表現した

らよいか，苦心しましたね。

福岡　それから，もうできあがったこと

ですけども，改訳のものも，文章の最後

をミことミで結んでいらっしゃるでしょ

う。私の感覚からいうと，ミこと。がな

い方がいいと思いますがね。ことがない

方が身近に感じられますね。

鳥居．それも問題になりました。綱領と

いうからには，ある程度の形をとろうと

いう議論がありましてね。

槌橋　ミこと。の賛否は5分5分ではな

かったですかね。

北林　なんとかミこと．が取れたら，何

かわからんものから脱皮したような気分

があるんだけど，とうとう取れなかった

です。

福岡　ついでに伺いたいんですが，最後

のTo　be　careful　with　my　criticism．

このcarefu1の翻訳が謙虚になってい

ますが，これは議論になりましたか。

三輪　これはむしろ拾い物をしたように

皆さん喜んだんですがね。

福岡　そうですか。謙虚という字は

carefu1でしょうか。日本語として批評

は慎重にということばがあるけれども、

謙虚は態度じゃ．ないでしょうか。

鳥居　原文から離れていると思いますが，

日本語として，国文学者の方に兄て頂い

たのです。

福岡　批評ということばについてくるE1

本語の慣習からいうと，謙虚ではないと

思うんです。ただ謙虚ということば自体

を取り上げると，いまの倫理的な高い角

度になりますが，批評という前提がある

と……。私の疑問はそれだったんです。

三輪　これは，われわれ委員のだれから

も出なかったことばを，広島大学の真下

先生が出してくれましてね。鬼の首をと

ったようにほれ込んじゃったんですがね。

なんと言っても，第1項の意味がのみ込

めたということは，おおげさに’言えば開

眼したような気持ちです。第1項がわか

ると，第2，第3，第4……も第1項の

天職を全うするためのいろいろな心がけ

のように受けとめられます。

　その中には，やはりいま日本で一番か

けているお互いの誠実こそが，世の中の

秋序を守るというか，人間の尊さを支え

ているんだというような精神が含まれて

いるような気がするんです。

柳川　私読んでみて，第4項がむずかし

かったなあと感じたんですが。世人に対

する自己の立場や行ないに疑いが生じた

ときは，世人の立場に立って解決にあた

るというのは，具体的にむずかしいなあ

と感じましたね。

福岡　それは第3項目までが天職からつ

ながってくる事がら，それから5～8項

目までが倫理的なこと。4項口がちょう

どその中間を埋め合わせたんじゃないか。

職業的な分野と，人間性の分野とをそこ

で橋渡したクローズだと，私は読んでい

たんですが。そうすると，何か起案者の

心持ちが私にわかったような気がします。

槌橋　私は綱領の中で，この項が一・番好

きなんです。労働組合とやってカッカし

たときに，これを思い出すんですけど，

やっぱり彼らには彼らの立場があるんだ

ということを，つい忘れがちになりまし

てね。しょっちゅうこれを思い出すよう

にしているんでず。

綱領の精神に反しない行動を

槌橋　戦前不磨の大典のようにi『「われた

教育勅語が、現在ほとんど2束3文にな

っているように、21世紀的なセンスから・

いけば，道徳綱領も「何，いうてるんや」

ということになると思うんです。やはり

私は，たとえば第3項の事業を遂行する

にあたっては，他人の事業を妨害しない

ように心がける，これは今から50年あま
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☆道徳綱領の日本語訳が，このほど国際協会

の許可を受け，3年ぶり完成をみた。これを

機会に上記写真のようなプラスチック製の

「道徳綱領」楯を作成，希望者に実費（900円）

領布することになった。申込書は各クラブ宛

にすでに送られていますから，クラブー括に

してお申し込み下さい。………………編集部

り前のフロンティア時代のアメリカのこ

とであって，いまのll寺代では甘いんじゃ

ないでしょうか。

北林　50年前の広いアメリカにおいての

Ethicsであって，いまの日本に無条件

に受け入れられるかというのは，多少の

制約が感じられますね。

鳥居　道徳綱領の精神は，50年の歴史を

経てできあがったものですから，その精

神を現代にどう翻訳するかということが

われわれの任務じゃないでしょうか。50

年もたてば，実際問題ものの進歩が合わ

なくなっていくこともあると思います。

だから道徳綱領は基礎的なもので，要は

この精神で養われた個々のインテリジェ

ンスということになるんじゃないですか。

北林　この道徳綱領によってわれわれ多

くの教えを受けておるし，皆さんがこれ

を根底にして，実行するように心がけて

おられる。ところが，道徳綱領を守って

いるライオンズが，ほんとうに良識があ

るかというと，いろいろな問題がありま

すね。道徳綱領もさることながら，もっ

とわれわれは常識の持主でなきゃいかん

じゃないか，考えればわかることを考え

ていないのが，私の一番感じるところな

んです。

福岡　1つのクラブでやったことを，た

いへんもの珍しく，それを紹介する場合

に慣行だといってやられることが多いで

すね。

三輪　慣行やしきたりばかりを重んじて

そこでチンとゴングを鳴らすとか，そう

せんならんとか吉良上野介さんのように

殿中のしきたりに詳しいのが幅をきかす

というのは，もう末世的症状ですよ。あ

のクラブ，このクラブ黄色，紫，赤……

それぞれに咲きほこるところに，リバテ

ィのよさがあるんで，民主主義の多様性

というものがなくなり，のっぺらぼうに

なってしまいますよ。

鳥居　道徳綱領もこれだけの文章ですか

ら，これで万能でないわけです。6月号

のライオン誌9頁にシンクレア・ルイス

の「Babbitt」の記事がありましたが，

ああいうものを道徳綱領の副読本にした

らいかがですか。

三輪　この綱領には50年の磨きがかかっ

ているんだという生活の知恵的な面と，

いま21世紀的な胎動がライオンの流底に

あるんだということを，両方にふんまえ

ておかないとまずいですね。

福岡　必携に出ている「ライオンと呼ば

るる人」というのが、この綱領の結論だ

と私は思います。

鳥居　道徳綱領はひとつの箇条を尊重す

るのではなく，これを読み返し読み返し

して㌧人格を養い英知を養って，その研

ぎ澄まされたセンスで新しい時代に即し

ていくことが必要ではないでしょうか。

北林　一部の人たちがライオンを考える

のじゃなくて，7万のライオンズが全部

ライオンを考えるというふうになってい

ただきたい。ライオンズだけがやったと

いう考えはまちがいで，社会の共鳴を得

るようになることが大事ですね。

福岡　6月号のライオン誌68頁に，東京

自由ケ丘CのL浜野が投稿されています

が，私これを読んでとてもうれしく感じ

ました。L浜野が江東地区に行かれたと

き，いきな，り小学校2，3年の子供が，

往来でピョコンと頭を下げて，「いつも

お世話になっています。ありがとうござ’

います」と言ったそうです。初めはめん

くらったが，子供たちが自分のライオン

ズバッジを見て，日ごろのアクティビテ

ィに対するお礼を言ったのだとわかり，

無上の喜びを感じたという話ですが，こ

れがライオンズの理想の姿ではないでし

ょうか。

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
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　（各1．2。3号色）

■日本で初めて開発した色板眼鏡

生地

■均一の厚味に色調も均一

■有害光線完全遮断

■t光学界の権威者の推奨する眼鏡

生地

お買求の節は　　　．

　　セイケン
　印とご用命ください

全眼産業株式会社
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写真と文　中谷吉隆
　　　　　（日本写真家協会会貝）

　　　ギリス9

一、∫ノρン4／〃＿

　スペインはヨーロッパにあって、ヨーロ

ッパとは異質なものがある。イベリア半島

の5分の4の国土。ローマ時代やムーア人

の支配によって残された特異な文化がある。

　乾いた不毛の地、照りつける太陽はアフ

リカ的な印象を与える。

　ジプシーのフラメンコは情熱的で、闘牛

は残酷だが、いかにもラテン系の血をわか

す。ドン・キホーテのような底抜けの理想

主義やコロンブスの夢も育った国である。

　地方によって特有なものがあるが、なん

と言ってもセビリアを中心とするアンダル

シア地方が持つ魅力にはとりこになってし

まう．それは太陽の力であり、人ぴとの情

熱であろう。それに随所に見られるアルカ

サール（城塞）は、イスラム文化の興亡を

感じさせ、建築もすばらしい。アンダルシ

アを旅することにスペインがあるといわれ

たほど、この土地からは数多くの小説や歌

劇が生まれている。

　写真はコルドバにあるメスキータの回教

寺院の内部。スペインのライオンズは1964

年11月にマドリードLCが誕生、現在24C

に882名を擁し活躍している。



㊦お申込方法

下の申込み書、又は電話でお申込み
下さい早速納品致します。

◎お申込み先

三宝堂記念メダル頒布係
⑧貴金属

（特に金）不足のためお早めにお申し

込下さい

　　　　　　　・カタログ無料進呈

1アポロll

2ガンシー

セット

セット

●お支払方法
　イ代金交換郵便
　ロ現金書留

　ハ郵便振替（東京83312）

　二富士、三菱、北海道拓殖銀行涌
　　田支店三宝堂口座振込
　上記の通り申し込みます
こ住所

こ所属団体

株式会社

一

東京都大田区東矢口3丁目8番23号

〒144TEL（03）734　3984・5074

“THE　PERILOUS　ADVENTURE　OF　APOLLO　11”

人類は月に立った．〃

幾多の困難を克服して、人類初の月到着

を成し遂げたアポロ川号を記念して発行

された画期的なメダルです。裏は、1836年

に考えられた宇宙船の想像図です。

大蔵省造幣局検定保証

　　　価格表

　　　　　　質

純銀メダル1
純　　金　　メ　　ダ　ル

純プラチナメダル
純プラ、純金セット

純金・純銀セット

領布価格

　　6．900円

　240．000円

800，000円

1．000、000円

　246，000円

じコ　ねびロびコ

■
《　‘u‘オ

■■1
　コロ

■■

．x　6頃

ガンジー生誕100年 記念メダル
“在日印度大使館のメッセージ”
　ガンシー生誕百年を記念して、世界平和協会がマハトマ・ガン
シーの記念メタルを発行し、この印度の指導者の偉大な教えと業

績を讃える二とは、まことに意義深い二とてあります
　このメタルは、日印両国を強く結ふ精神的きずなの永続的な象

徴となるでありましょう
　　　　Flrs｜Sい札retary（hlformaいon）Erllbassyし〕f　l1｜flla　Tokyo

　　　　　　　　　　　　　　　（印度大使館一等癬記官）

品　　　　　質 直径　　重さ 頒布価格

純銀メタル 50ミリ　　80g 7，900円

純金メタル 50ミリ　1409 290，000円

純フラチナメタル 50ミリ　130g 840，000円

純フラ・純金セット 上記セソト 1，100，000円

純　金・純銀セツト 上記セット 297，000円
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辮雛灘欝魏撃難
1酬灘雛ξ慧鷲嫉灘，
　　　　　費」「ll　16，0001≒1三

▲写真1

▲写真2

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

＊カップ

＊楯

＊胸　像

＊各種記念品

備

難71キハ、徽竈
束京都T代田区九段北1～3～1（番102）

TEL（262）0101（代）（261）2651



∬

▲写真3

　　　　　　　　　　　舗’〆遥’、

を霊懸薯篇警』鰐難繋㌧

唄なぐ碕碑ヒわ剖．柳名の診ぶ

頑を行輪肉飾坤如繭．

遥「
遇：繍
誤脊』 ﾎ

・ぷミ1／〈’告

匡

ふ
き

芸

璽

約
す

　　　　　　　友

　　　汲

服
の
清

況
剤
な
り

か
セ

オ

さ

ξ

蓼

　　　　　嚢

ぎ季亀ぺ

＝『・



30

写真4
　宮城県矢本Cでは　6月15日
牡鹿町綱地島長渡地区において
内科小児科76名　歯科64名の無料
診療奉仕を行なった　医師は　内

科小児科2名　歯科1名　看護婦
6名　L10名が参加
　　　　　　　費用176，830円

写真5

　栃木県足利東Cでは　CN1周
年を記念して市内7カ所の保育所
に対し　三輪車を寄贈した

　　　　　　　費用111，337円

写真6
　長崎県大村Cでは　視力障害者
のためのチャリティショウを開き
その綿益金221，240円を長崎県立

盲学校と視力障害者協会大村支部
へ寄贈　また視力障害者35名と身
体障寄者30名をチャリティショウ

に招待した

▲写真4

c－一〔＝ぷ

▲写真5

　　蘇
烈亀．

【

▲写真6



写真7
　高知Cは　昨年よりの継続事業

㌫蒜±二鷲謡警霧三
た　向時にライオンズの内容とか
特に次期スローガンあ“青少年に

愛と希望を”についての話しも行

なった

写真8
　広島城北Cは　交遠事故防止対
策に協力しようと　当区内の小中

学校ぺ交通安全指導教材を寄贈
費用81，000円

9
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PHILCO・FORD　CORPORATION・PHILADELPHIA　U，　S．　A．

7■イオ＝■■■：φ5000
マイナスイオン発生器盤鑑療嬰鵠昌3B｝第269号

ご注文，カタログ請求は先月号の差し込みのハガキをご利用下さい。

大気汚染を甘くみていませんか．〃

成人病を悪影響

鍾

　　　　　篭

ジン Dく1
　　　鰻警

ぽ、ヒ喧黙蕊禄烈

　総発売元：株式会社ニコニコン商事
　　　　　　　　　　　輸入部第一課
東京都新宿区角筈（カワセピル）↑EL（356）0241〔大代表〕
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率世界に伸びる枝術のゴ謁ガぼ

4つのお部屋を暖房……

4つの蛇ロからお湯がタップリ……

この快適な暮しが約65万で実現します

4ヵ所へ給湯して約22万円

　　　　　　　　給湯システム

お台所・お風呂・洗面室・家事室などで

ふんだんにお湯が使えます。

毎日使う設備だけに便利さはこの上な

し…新しい住まいにかかせません。

〔設備機器費〕約13万円

自動給湯機・シスターン・シャワー水栓など

〔工事費〕約9万円

地域・家屋により異なり．ます

璽

4室暖房十4カ所給湯で約65万円

　オートヒーター・給湯システム

お部屋の温風（温水）暖房機と、それにお

湯をおくる自動給湯機との組合せです。

給湯機の多量のお湯が、暖房機を通っ

てお部屋を強力に暖めるとともに、お

風呂・台所などでお湯が使えます。

給湯機の熱源にはガス・灯油があります。

さらに、加湿器（￥9，900）局所用・壁掛

用暖房機など各種そろっています。

〔般備機器費〕約43万3千円

自動給湯機・温風暖房機・温水暖房機・循項ポンプ

〔工事費〕約22万円一家屋・地域により異なります

3室暖房十1室冷暖房で約62万円

　　　　　ベストエアーシステム

オートヒーターシステムの中の1室だ

けに冷暖房両用機「ベストエアー」を設

備するシステム。配管も比較的カン

タンで、いまお住まいの家に最適です。

〔設備機器費〕約45万6千円

自動給湯機・ベストエアー・温風暖房機・温水暖房機

〔工事費〕約17万円一給湯すねま約20万円増

’
侶
住

般
備
機
謡
専
門
店

札　幌（24）

青　森（4）

仙　台（25）

大　宮（65）

東京（453）311↑
千　素（41）

立川（24）

横　　浜（641）1262

新　潟（46）

金　沢（61）

静　岡（45）

名古屋（951）6211

松　本（3）

京都（231）8851

大　阪（909）1201

神　戸（39）

広　島（48）

松　江（21）

高　松（51）

福　岡（43）

　倉（53）

熊　本（66）

鹿児島（23）

ほかに東京厨房

東京［453）3111

　又●
　はお
　　’間

機？合
器ぎせ
営のは
業松　’

所下左
へ電の
お器看
電　・板

話住の
を宅お
：設店
i備　・

　9271
　5407
　8111
　1521

　5411
　6701

　1211
　2151

’鰺゜

毫纏
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1修

総額の15％までご用意項

けばok…あとは最長24

回の分割払い。さらに工

事費も、設備機器費の50
％まで。＿ンに組込嵯す。松下雷害

◎

●自動給湯機（オートホッ村

　　　　OW－25ハA
●温風暖房機BV－60A，

●温風暖房機BV－25A3
0温風暖房機BV－・40A2

●温水暖房機　AA－2600

矛…必矛厄也］7■ト『翫渇
●アフターサービスは、お買上げの販売店〔・・
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　6月24日、静岡を訪問し、例会場中島屋の

1室でこの取材をさせて頂いたが、その直前

例会と静岡県内33クラブ合同のアクティビテ

ィ「ライオンズの森」寄贈式に参列した。例

会もさることながら、市北東部の草薙神社の

先きにある県有地の一角にできた「森」まで

のバス往復1時間が、また楽しかった。まる

で小学生の遠足のよう、声高にしゃべりあう

会員のなかで増田会長と丸尾幹事が道中の案

内をする。右手の会社は病気長欠者のL某の

もの、先だってお見舞いにいったら皆さんに

よろしくとの二とでした。左手のあの会社の

亡くなったL某、ご遺族の近況は二うですと

まことに懇切丁寧、会員のあいだから一々拍

手が起二る。

　L増田長次郎、1909年4月生まれ、慶大経

済学部を卒業してジャパン・タイムズ印刷部

に勤務、1937年日中戦争ぼっ発と同時に召集

されて中支へ、蘇州の戦いで金鶏勲章を得、

41年にいったん除隊となって静岡市内に印刷

業マスダ至誠堂を創業、現在同社社長。終戦間

際に現地連合司令部に再召集されたが、兵役

解除のときの階級は歩兵曹長。2期連続して

っとめられたクラブ会長の任期末近く、熱心に

クラブ愛を説く表情には、往時の武勲かくか

くたる鬼曹長の印象はまったくなかった。（G）

ライオンズにお入りになった動機は？

　静岡クラブはいまから12年前の4月に結成ですが、私は

その7月、田中屋常務L村上にすすめられて入りました。

浜桧の元ガバナーL三輪から話があって、初代幹事のL鈴

木、L野沢らが中心でメンバーが集められましたが、当時、

JCと商工会議所の関係者がやはり多かったですね。私は

チャーター・メンバーでもなく、ただ人にすすめられて入

ったんですが、しばらくするとこのライオンズが面白くて

しようがなくなった。出席委貝長はじめ、各種委員長、テ

ール・ツィスターなどをやって、1昨年の1967月7月、皆

さんにおされて会長を引き受け、2年間つとめました。初

代会長は当時の市長のL山川、結成の翌年度までやって、つ

ぎは前の静岡県知喉L斉藤、この人は衆議院にいま出てい

ますが、それまで8期にわたって会長でした。県庁所在地

のクラブだから代表的な人物をということでしたが、実際

のクラブ運営は幹事や副会長がII‘1二労してやっていたわけで

す。そこで、そのあと皆さんのこ推挙をえて、民間の、い

わゆる野人のはじめての会長に私が選ばれたわけです。こ

れまでの土台のうえに立って、フンワカ・ムードというか、

静岡クラブ独特の雰囲気ができてきたんじゃないか、とい

うのがつぎの会長にバトンを渡す私のいまの心境です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　“ラィォンズ役員は1年交代というのが原則になっています

が、一方、ある程度継続した方がクラブの方針も固まると

いう意見もありますが、この点はどうお考えですか？

　私もそう思いますね。会長は1年でいいと思いますが、．

幹事はやはり2年でしょう。私、会長になったとき、西も

東もわからなくて心細かったし、ちょうど10周年というこ

ともあってL野沢に3年目の幹事をお願いし、助けてもら

いました。この1年は、それまでの副幹事L丸尾とコンビ

を組みました。そしてこれはL野沢の意見でもあるのです

が、幹事はクラブのまとめ役として非常に重要なポストで

すが、1年目は何もわからないうちに過ぎちゃう。2年目

にやっと軌道にのるわけです。まあその人の気性にもよる

が、3年目ではどうしてもマンネリ化するんじゃないか、

ということで、ことしの選挙会ではL内山新会長とL丸尾

幹事の留任を万場一致で決めました。

選挙会は形式どおりやっているわけですか？

　これは会則どおりに行なっています。指名会をやって選

こうするんですが、うちの場合これはほとんど一一方通行に

なってます。お互い、いえばみんな都合がありますから、

それを・々聞いていたんじゃまとまりません。これはよき

慣行とでもいいますか、それが原因でもめたことは1度も

ありません。私はこう思うんです。ライオンズにはもちろ

ん会則という憲法があるんですが、憲法が先きで、それを

守るがために話し合ったりするんじゃなく、みんなが和気

あいあい、心から話し合っているなかで何かが決まってい

くのが本筋じゃないか。規則にしばられなくとも奉仕の精

神はそういう話し合いのなかから出てくるんで、よくアク



ティビティをやるためのクラブだというんで、何かギスギ

スした運営の例を聞くんですが、それは本当じゃないと思

いますね。じゃあ静岡クラブは会則違反をしているかとい

うと、ちゃんとその精神は生かしてます。奉仕の観念が、

和気あいあいのうちに自然ににじみ出てくる、そういうも

のをモットーにしていきたいと思います。

ある特定の人が長くやることについて、その人に負担がか

かりすぎ、本業にも影響しないかというおそれはありませ

んか。

　もちろん本業は大事ですが、うちのクラブの幹事の場合

は、ある程度仕事は任せることのできる余裕がないとつと

まらないですね。それだからみんながついてくるともいえ

ます。L丸尾も重役会で、ライオンズの幹事をやるあいだ

仕事はできないと、ちゃんと了解をとってやっていますよ。

クラブ事務所は狭いところですが、いつも何人かきてサロ

ンのようですし、会員からの電話の苦情が多いんで2本に

増やしました。くどいようですが、私はただ例会に集まっ

て食事をしながら会の運営をするんじゃなく、自然のそう

した雰囲気の雑談のなかから生まれるのが、ほんとうの奉

仕だと思うんです。これはひとつにはクラブの年輪という

ものもありましょうが。

お仕事の方はいかがですか？

　いま従業員170名、グラビア以外のほとんど何でもやっ

てますが、印刷需要の絶対量は増えてますが、機械台数も

それだけ増加し、業者間の競争がはげしいですね。社是は

「至誠」ということで、これを社名にしていますが、ライ

オンズと同じ何でもお互いに話し合って和をもっていこう

というのが私の方針です。

今後、ライオンズとしてどんなことをなさりたいですか？

　うちのクラブの場合、若い人も年寄りも、いろんな年代

の人が集まってますが、その年代の差というものが感じら

れませんね。よくクラブのなかでグループができる例を聞

くんですが、うちでは年寄りだけ集まるということはあり

ません。新しく入会された方も、ほんの2、3カ月でその

雰囲気に親しんじゃう。どちらかというと、われわれ年輩

の者の気が若いということですか。私も何でも好きなんで

すが、クラブのなかにマージャン、ザル碁、お茶の会、観

劇の会など、毎月やってますし、ついこの前は大会のエク

スカーションで丸尾幹事と2人で、角ビン1本を空けて気

をあげました。今後もこうした自由な雰囲気をもりあげ、

静岡クラブ独特のムードをつくり、育てていきたいもので
す。

「ライオンズの森」寄贈式へのバス中にて
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月着陸記念メダル
このメダルは米国大使館のご好意により

製作された我国唯一の月着陸記念メダル

です。偉大な輝かしい壮挙をたたえ、世

界でもまれにみる直径100％の大メダル

が、三宇宙飛行士並びに米国大統領その

他NASA関係諸氏に贈呈されました。

　　　〃

、大
蔵
省
造
幣
局
検
定
〃

監　　修
文化勲章授賞

芸術院会員

北村西望先生

原型製作
日展審査員

吉田叡示先生

全国有名デパート・貴金属店にて予約発売中

純フラチナ製ll｛｝㌔・5二μ｝

純　　金　製↓“声■・i5ド｝　℃・ト、55（）．oou

純　　銀　製日04，㌔・二．1〔㎏い

純フラチイ『製fIO㌔’5591

　　　　　　　セ　
，　ト　、　｝5‘）」川XI

純　銀　　製日（ハ0㌔・5：’O区）

純　　金　製日（｝㌔・15ρ
　　　　　　　セ’卜、154）．（，o1）
純銀製tlol）㌔・530幻

純銀製｛loo㌔・5：“㎏＼　、5（，．（）1均

〈以1二高級佃ルケース桐袖人〉

純　銀　製160㌔・llO哨　　、い｝．o（｝o

純　　銀　　製「“声烏・359㌧　　、　1．‘｝｛）o

〈以1．X礼化張ケースへ〉

●　カタログ進呈致します。

創鯛都蒔松本徽章ヱ素株式会社

東京都台東区元浅草1－12－2
　　　　　　　　　　　TEL（842）6161代表



老いも　若きも ワッハツハ

　El地区調布Cは　8月1日　調布
市内及び北多摩郡狛江町の保育園児

老人クラブ身体障害者等1，000人を集

めて　夏休み社会福祉のつどいを実施

した　これは　結成以来毎年行なって

いるものであり　日頃家庭環境にめぐ

まれない保育園児や長年社会の発展に

貢献した老人　身体の不自由な障害者

の福祉向上と地域社会との交流をはか

るために実施されたものである。今回

の催しは　午前と午後の2部にわけら

れ　1部では4～5才の園児を対象と

した安西愛子さんによる歌の会　調布

青少年吹奏楽団の出演などもりだくさ

んの催しに調布市公民館は　子供たち

の歓声でわれんばかりであった。第2

部は　身体障害者老人ホームの人々を

対象に　素人のど自慢大会　落語など

で楽しんだ。催しの最後には　ポーイ

スカウト　日赤奉仕団　教育委員会

狛江町及び調布市消防署　調布市警察

署に378，000円が贈られた。



302日本複合地区 ライオンズクラブ分布図

1969年7月31日

月日

6／1

6／1

6／7

6／8

6／8

6／1↓）

6／13

6／14

6／16

6／17

・6／18

6／20

6／20

　　　　　　　　　　　　　　　　6月結成クラブ

1ねクラブ名・事務周伎所
　　YANAI（CHUO｝
1408　柳井巾央　山口県柳比市銀犬街　銀叱会館内

　　OIWAKE
l409　追　　分　北海道勇払郡迫分町2区　北海道銀行内

　　EDoSAKI
1410江戸崎※城県稲敷郡汀戸崎町商エ会内
　　NUMATA－TONE1411　　」召田拳∫根　　固1馬叫忌言r｛H｜1肪東原泉斤田1　　鴉召和Lオこ｜勺

　　TAlSHイ〕
1・12 {AT、晋。舗辮欝大正晒f々細竹卵内

1釧3松本中央正2野県松本市本日三2－4－1
　　NAGASAKI｛MINAMI）
1414　長崎南　昆崎県大∫爪町：3－18　水席1ピル1勺

　　YOKOHAMA（ASAHP
1415　　横　浜　旭　　 神奈ハ1込t横浜lh保1こ谷【｛常盤て｝63

　　0κAYAMA（SOZAN）
1416　岡山操山　岡山市西大寺町48　岡山信用余庫内

　　AIZUMI
1417　藍　　住　博島県恢野那藍住町奥野字矢｝二前　藍住商1：会館内

　　SHIBATA（SHOJO）
1418　新発川菖城　　　新淘県新発田市大栄町1－1－6　商工会議所内

　　MATSUDA14】9　松　　田　神奈川県足柄L郡松田町惣領2061　尼柄1：商工会内

　　OTA，AKITA
　　　　　　　秋1日県｛llI」ヒ郡太lll田∫81，里’「：：二．1◆H田∫1051420　太田秋田

　　MAMUROGAWA

l422金　山山形職上雛鵬r大’簡山393
　　KAWASAKRNAKAHARA）1423　　111崎rt1原　　神奈jl｜県川1崎i｝i’」、8多1　－403　　’1、手多会館びヨ

　　HIDAKA，Hf）KKAIDO
1424　日高北海道　北海遭沙流郡U高町字H商　日高町産柴会館内

　　SHIBAKAWA
U25　芝　　川　静岡県窟上郡芝｝11町西山15n　大内幸雄ハ∫

　　SAKAWA1426　佐　　川　高知県商岡郡佐［1順r甲1786　主婿の店内

　　NAGOYA（KINJ　O｝
1427　名、‘r屋金城　愛知県名古屋市中村区西柳町2丁目

　　OYANO

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文海堂ピ几内

1430　高　　森　熊本県阿蘇郡高森町i231　㊤前屋本店内

　　YACHIYO．CHIBA
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専用液100〔ヒc6本入1，800円・厚生省認可番号43　B第188号

（○印をつけてください）

（1）すぐ商品を送って欲しい。

（2）カタログのみ送って欲しい。

（3）一度説明に来て欲しい。

※商品ご注文は、振替東京18973がご便利です。



この度のライオンズ第52回

世界大会が史上最大の盛会

裡に終了致しましたことは
皆様とともに誠に御同慶に

堪えません　心からのお喜

びを申し上げます

今回　本大会に協賛して弊

社より発売致しました記念

の金メダルにつきましては

メンバー各位より　心から

なるあたたかい御支援をい

ただき誠にありがとうござ

いました

殊に海外よりのメンバーか

らは　初めての日本に於け

る世界大会の意義深い記念

として少なからぬ御賞讃を

賜わりましたことを私ども

の何よりのよろこびとして
おります

ここに重ねて厚く御礼申し

上げますとともにこの機会
を通じまして　今後ともなお

一層の御愛顧をお願い申し

上げます

世界の宝石店

⑱御木本真珠店
本店．東京一銀座4丁目TEL535－4611

大阪支店　堂島　新大ビル　TEL363－0247
名古屋支店　栄一中日ビルー－TEL．261－1808
京都支店　河原町御池上ルー－TEL．241－2970

帝国ホテル店　　　　　　一TEL591－5001

ホテルオークラ店＿．＿　＿TEL584－4664
横浜店ニシルクセンター　－TEL6410836
神戸店一神戸国際会館　　　　TEL22－0062
京都国際ホテル店一　一TEL222－1111内248

★大会用として主に海外メンバーの為にとりわけてありました記念メダルが　まだ若干あ
りますので　お買上げもれの方がございましたら何李下記によりお申込み下さい
御木本真珠店各店（除・百貨店）でお取扱い致しております遠隔地よりの御申込は御送金賜
わり次第直ちに発送申し上げます　18金製メダル（ケース付）1個Y10，000送料￥150

　銀行振込み（下記銀行の御木本真珠店ライオンズ記念メダルロ座）

●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●大阪銀行堂島支店■三井銀行銀座支店●三和銀行銀座支店
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豊公園で楽しい1日

　西日本で唯一の重症心身障害児の施設

といわれる，滋賀県下にある第2びわこ

学園の子供たちが，5月27日長浜の豊公

閑に訓練をかねてピクニックに来るとい

うニュースが伝えられたのは，その4日

前だった。私は2重3重の屯症児たちを

大勢どうして運んで来るだろうか，これ

は施設としては大変な冒険であると思つ

た。岡崎園長が常に最善の努力と訓練に

よって，重症児の社会復起を実現したい

と念じている気持ちがうなづける。

　私は新聞記事を持って翌日クラブ事務

所に出向いた。ところが幹事の机の上に

はすでに同じ記事が置かれていた。これ

　　　　　　　　　　は熱心なL白ひげが置いていかれたそう

　　　　　　　　　　で，L白ひげは何らかの奉仕をしたらい

　　　　　　　　　　かがでしょうと言って帰られたとのこと。

　　　　　　　　　　熱心なメンバーがいることは大変うれし

長　　武　雄　　　いことである。会長幹事をはじめ厚生委’

　　　　　　　　　　員の人たちが集まり、当日奉仕させてい

　　　　　　　　　　ただこうということに意見が一致しな。

　　　　　　　　　　　びわこ学園に連絡をとると園児125名

　　　　　　　　　　父兄98名，施設の職員，看護婦さんたち

　　　　　　　　　　63名で，総勢283名の方が来られること

　　　　　　　　　　がわかった。わが長浜クラブではジュー

　　　　　　　　　　ス300本と町の手品師を呼んで，食事の

　　　　　　　　　　時間に大いに笑ってもらおうと放送設備

　　　　　　　　　　まで用意することにした。

　　　　　　　　　　　当日予定通り11時に大型パス3台㍉マ

　　　　　　　　　　イクロパス2台，食事や敷物，手押屯な

　　　　　　　　　　ど積んだ貨物車が到着した。びわこが見

　　　　　　　　　　える公園の丘に敷物が敷かれ，園児たち

　　　　　　　　　　がそれぞれ3組のグループに分けられた。

　　　　　　　　　　中にはもう手押車に乗せられてこ気嫌な

手品の妙技に大喜び　　　　　　　　　子供もいる。アルマ

イトの食器に次々に

にぎりめしだの副食

物だのが盛られ，み

るみるうちに300人

分の食i∬が川意され，

まもなく食事が始ま

った。そのにぎやか

なこと，忙しいこと，

保母さんたちがコマ

ネズミのように走り

まわってお世話する。

施設でみると傷々し

いがこうして集団に

なると，いかにも楽しそうでそれほど悲

愴観がない。オモチャ箱をひっくり返し

たようなムードの中に，さすがのライオ

ンたちもどうしていいかとまどっている。

　町の手品師もこれでは手品ができませ

んと言っていたが，音楽のボリュームを

あげて手品を始めると，興味深く見る子

供，不思議そうに見ている子供，大きな

ゼスチャーで喜ぶ子供，無関心な子供，

にぎりめしを取り合いする子供……。本

当に子供たちは神様である。食事がすむ

ころ，メンバーがジュースを1本1本手

渡してまわった。食事が終わった。その

ころから小雨が降り始め，帰りの時間を

30分繰り上げてバスに乗り込んだ。看護

婦さんや保母さんたちが自分の食事もそ

こそこに，小さな体でともすると自分よ

り大きな子供たちをなだめすかして乗せ

る様子ぽ，いかに訓練されたといえよほ

ど愛情なり母性愛がなければできるわざ

ではない。

　15才位の子供はまだ帰らないといった

ゼスチャーで、看護婦さんの髪の毛とい

わず耳といわず引張ったり，足でけった

りしていた。一方職員の方は手押車や食

器や敷物を積む。3名の保母さんがおし

めを始末していた。終わると一面に散ら

ばっている紙くずを，ひとつひとつ早い

速度でつかみ取っていく。それは機械の

ような早さで，ひとつの紙くずたりとも

見逃さない。五体健全な人たちの公園に

おけるエチケットと対照的である。見て

いる間にきれいに清掃が終わった。

　私は苦然と彼女らの行動を見つめた。

メンバーたちは小雨の中をリヤカーを引

き残りのジュースをバスに積んだり，空

きびんの整理をしたり，真剣に奉仕して

いる。看護婦さんや保母さんたちの統制

のとれた行動とライオンズのメンバーの

自発的奉仕の心が共にとけあって，今日

ほどすばらしいと思った労力奉仕は今ま

でになかった。社会復帰は不可能とまで

いわれているこれら重症障害児のために，

青春を犠牲にして奉仕する天使たちに私

は心から感謝したい。

　われわれライオンズは，もっと堀り下

げたアクティビティをすべきである。今

回のアクティビティは余りにも急なため
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に，理事会にも例会にも計らなかったが，

会長，幹事をはじめ厚生委員の時宜を得

た計画に拍手を送りたい。（長浜C会10

ここにライオンあり

加々美　孝

「あッ財布がないッ」「僕もだッ」，2人

の少年は一瞬息を呑み，まっさおになっ

た。せっかく仲の良い友だち同志で海を

見て，思い切り泳いでと楽しい夢を描い

て二見ケ浦までやって来たのに，これで

は甲府まで帰ることもできない。先刻ま

での楽しさはどこへやら，2人の少年は，

仕度もそこそこに駅まで夢中で辿りつい

た。幸い，あちこちのポケットや定期入

れの中から集めた小銭と，現金に換えて

貰った郵便切手のお陰で，少年たちは中

央線土岐市駅までの切符を買うことがで

きた。名古屋での乗換のとき，2人は警官

派出所に立寄って事情を話し，叩府まで

帰る汽車賃の貸与を願った。しかし，「警

察は，保護をする所であって，お金を貸

す所ではない」と断わられ，止むなく中

央線の列車に乗込んだ。土岐から先をど

うしよう？　2人の若者の胸中は，不安

におののいていたであろう。泳いだ後の

空腹感と疲労感も，ひしひしと迫ってい

たであろう。土岐市駅で，もう一度，汽

車賃を貸して貰えないかと頼んだが，や

はり，この2人の少年を信用して，お金

を貸してくれる人はいなかった。土岐か

ら恵那まで約27kmを歩き続けた2人は，

8月初とは云え，もうとっぷり暮れた道

端に，空腹と疲労のためにうつくまらざ

るを得なかった。自動車があったら盗ん

ででも乗って行きたい。お店に食べもの

があるならば盗んででも食べたい，飲み

たいと，幾度か悪の誘惑を感じたことだ

ろう。たまたま日曜日で、私用のために名

古屋に出かけた帰り道，運転していた自

家用車を呼びとめられたL松岡好夫一

三共電機社長一は，疲れ果てた2人の

少年の姿を認めた。

　2人の若者は，高校2年の伊東，及び

同級生で今は勤めている望月だと名乗っ

て二見ケ浦以来の一部始終を話し，「お

じさんどこまででもよいから，車へ乗せ

て行って下さいませんか」と頼んだ。L松

岡は，私は，すぐそこの中津川までしか

行かないのだからと，少年たちを自分の

車に乗せ中津川駅に行くと，日曜日でし

かも夜も9時を過ぎたとなると，店を開

けている飲食店もなかった。L松岡は駅

で時刻表を調べ，千円ずつ2人に与え，

汽車賃は甲府まで750円だからパンでも

買って行きなさいと駅の構内に導き入れ

て，くれぐれも気をつけて帰るように何

度も念を押して別れを告げた。

　それから間もなく，伊東，望月両君の

名前の封書が，．松岡宛に届いた。その中

に2500円の現金と，心からの礼状とが入’

っていた。それには，「もし，おじさん

に会えなかったら，僕たちは，悪いこと

をしていたかも知れません。悪いことを

しないで，無τ拘こ甲府まで帰れたことは，

全くおじさんのお陰です。本当に有難う

ございました」と，心からの感謝が滲み

｛nていた。

　しかし，このL松岡の行為は，10月の

半ばを過ぎるまで誰にも知られなかった。

彼自身，何も語らなかったからである。

「私も子供を持つ父親です。もしあの若

者たちが自分の子供であったとすれば，

当然のことをしたまでのこと」というの

がL松岡の気持ちであった。毎日新聞

社発行の「東海百年」という本をL松岡

が少年たちに贈るため，たまたまライオ

ンズクラプの事務局を訪れたとき，事務

局員が偶然にも聞き出して，会長の私に

報告してくれたゆえに，この善行は明る

みに出たのである。

　中津川クラブのメンバーは，L松岡

の善行を賛え，会長名をもって，これを

表彰したが、何でもないことをなにげな

く行ないながら，しかもそれ限りでなく，

末長く，2少年との文通を通して，よき

指導をしているL松岡こそ，「若人を強

く正しく導こう」というわが地区の今年

のスローガンを，身をもって実践した1

人どして，その行為を賛えられるべきで

あろう。ここにも、1人の真のライオン

がいるのだ。　　　　　（中津川C・前会長）

◎リモコン操作に依るテレビレントゲン検査

芝木ビル診療所ご申込織
赤羽駅南口前　TELl88封9ξZ；　　　　　L．芝木武雄
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マニラの日本庭園完成

塩原 有

　去る6月11Llマニラのリサール公司の

内に新に築造されたEl本庭園のフィリピ

ン政府に贈呈する式典がマルコス大統領

夫妻，ロペス副大統領尺妻，元大統領ガ

ルシア氏はじめ多数の来責の出IIIδドに，

盛大に行なわれた。日本側からは，元首

相岸信介氏が佐藤首mの特使として出席

し，それに安川駐比大使，H本庭園の贈

り主である財団法人フィリピン協会を代

表して私が出席した。

　リサール公園は国立公園であり、而積

50ヘクタール（15万坪）で，その規模と

美しさにおいて世界的公園の一つである。

その一角に，光年華僑聯合会によって中

国庭園が寄贈され、市民に憩の場を提供

している　この公園内に日本庭園が欲し

いと云うことは、前大統領マカバガール

氏時代からの要望であったが，種々の理

山で、今日まで実現をみなかった。

　一ll乍年10月，佐藤総理がフィリピンを

公式訪問した際，マルコス夫人より直接

総理に懇望があり，佐藤総理も心よく引

受けて帰国した。帰国後フィリピン協会

長永野護氏（東京クラブ元会長）と佐藤

総理の話し合いによって，フィリピン協

会が資金の調達と建設を引受けることに

なった。

　そこで私は咋年1月，1y門家金r九郎，

原謙一両氏を連れて現地視察の上設計に

とりかかった。提供された敷地は7，70〕

’ド方米である。咋年6月工事に着手，途

中雨季のため3ヵ月工事を中断したが，

予定通り本年5月竣工した。総経費6千

万円。池を中心にした廻廊式庭園で，

日本より石燈ろう6基（内1基よ京都束C

のL沢田東一・郎ノ）寄贈による）のほかごく

わずかな資材を除いては全部現他のけ料

によって築造した．設計者の一番；ξ心し

たことは松，桜等のn本の植物が熱帯の

ため使川できず，全部フィリピンの植物

を使って日本庭園の趣を出すことにあっ

た。なお本格灼な1・Lイこ庭園の築造は，東

南アジアでは初めての企てである。佐康

総理は，この庭園の完成を祝して，日本

完成したマニラの日本庭園

鯉500匹を寄贈された。

　永野会長と私が一番苦労したのは6千

万円の資金の調達であった。協会のメン

バーは，フィリピンと取引のある商社メ

ーカーで，もちろんこれらの会社から多

大のご援助をいただいた。特にライオン

ズの関係は，E1とW5より，ご援助を

いただいたことをここに深く感謝します，

ことにW5は、咋年大津の地区大会にお

いてガパナー，元ガパナー全員が，発起

人となり，緊急動議を提出され，マニラ

のrl本庭園建設に地区として援助するこ

とを満場一致で可決された。予定額300

万円であったが，実際集まったのは350

万円に達した。感謝のほかありません。

　贈IIと式の翌nは（6月12日）フィリピン

独立記念日で同国の祭日であり，当日の

ll本庭園への入場者はなんと6万人を数

えた。熱帯のことであり，昼聞はほとん

ど閑散で、涼しくなる夕方から夜にかけ

て人が川るので，従って，公園も夜を中

心とした照明1夕1葡がしてある。

　ライオニズムをll本に植えつけてくれ

たフrリヒンに対して、いささか恩返し

ができたような感がある。

　　　　　　　　　（元ガパナー・東京C）

子供の日家族例会

町田 明

　　　　緑の風に鯉のぼりのおよぐ5月5rl，

　　　当クラブの「子供の11家族会」が，新装

．雛な。た細，会館を会場1こ，会員と子供を

　　　中心とした家族150名の出席を得て，に

　　　　　　　　　　　ぐ

　　　　第64号

〈三千坪の庭園〉姉妹旅館

政府登録国際観光旅館

東南に碧く相摸の海、緑の初島を指呼の開に
態か水平線に抑神火の大島。三千坪の敷地に
ひろがるr｜然林の風趣。芝生を経って和田川
の清流をひき人れた曲水のほとりには四季の
花も芳しく、夏涼しく冬暖く、木の喬も漂う
トII洋室。清‘列i．．’、ような．抵∫艮あ．；．れる大浴∫揚．ノ

■TEL熱海0557（81）3623－5

加賀
　第33号

　　　　ト

〈金沢の南国愁いなき宮殿〉

白山力系から緩やか㌘起｛｝、を揃いて延びでた

丘陵に、スfス風を採った北欧ムー一ド、南欧
情緒を漂すスパニ・ンシご」な宮殿、白㌻楼示子

ルー自然美を誇り俗化骸れない我周ク代ノく的
温泉！千人風呂、噴1花風呂、香水1亜〔呂、夕㍑W

呂、すきや風呂．設｛㍗1は名実ともに㌦rリλ一！

■江戸村北1：F万朗㌧い見と’ころ

■TE」金沢0762（31）3181－2

　　　　　　　　　　　　くお申込みは〉
日本交通公社各営業所又は東京TELO3（561）3831・8240・名古屋TELG52（971）0806

大阪TELO6（251）5684／　　，日本観光株式会社L，　桜井清次

璽’

　　　　　　、’　　才　∵
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ぎやかに行なわれた。

　普段は仕事の忙しさにかまけて，なか

なか子供と接する時間の少ないオヤジ会

員も，この日ばかりは子供たちに手を引

かれ，相好をくずして三々五々会場に到

着。会場は，正面に鯉のぼり↓こ花昌蒲左

手にはかぶとが飾られて，お節句を祝う

ムードも満点。それにも増して，子供た

ちはその場の雰囲気を楽しくするたくま

ざる演出家で，場内は早くも和気あいあ

い。ごちそうがLlの前に並んでいては例・

会セレモニーもそこそこに，楽しい会食

と相なる。

　子供の食事のめんどうをあれこれとみ

る会員もあり，普段知られていない「オ

ヤジ」としての一面も見えて，ほほえま

しいかぎり。

　旺盛な食欲が，たちまちごちそうを平

…1‘一・．嵯1・1⇒・ll口’11－・・．■ll‘臼・1－1ロ・・一’・－ll，一1・－1・、’1・’1’1、・」”1’1、1・1”“～r1’川、‘ll〆‘1’」“・’1‘’、・・…”」・・1㎡11「ロ1・1■rllロllと

‘

｛

8
1，

1
藪

i

1
∫

i

層皇

互

i

皇

‘

i

！

輌

i

1
⊆

詩集　自　然

L畑山崇一（りol沮臼トIC）著

△文林ll｝院発行

△A5判・74頁・500円

L畑山崇一は，近年きわめて親しい友人の

見たこと，聞いたこと，言いたいことを，そ∫

のまま自然に表現している。そしてやはり普》

通の散文ではない。　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　j

私は・言寺の値打は，やは曙‖現的に・．それi

を読む人が作者の心を，よく汲みとることがi

できることにあると思う。L畑山の詩は，た」

しかに作者がいいたいこと，何をうたいたいi

かが，読者によく判り，共感をし，目を覚ま1

され，また反対感晴をも。て批判することが｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
できるようである。．そこがL畑山の詩の値打三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
だといってもよいかと思う。風物をうたった【

詩には，そのねらい，眼力は私は唇発されるi

ところが少なくない。抽象的に時勢に対する、

感想をうたったものの中には，率直にいって旦

もっと深刻な分析や総合を必要とする感じたξ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
ものも多少ある。しかし，どれも素直な言葉三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
使いで，すらすらとあけすけに表現しているf

ことには好感がもてる．　　　　　　　　　i

　私も，ものごとを文字で表現することにつi

いては，少なからず心を川うる方であるが、旦

叢

謬

∫1人として交際しているが，たしかに趣味の

1広い，そして，器川な人である。この前は，

1詩集r歴流」を発表して，私もなかなかたいやはりL畑山は、詩を作る天賦の才能がある’

｛したものだと1恥したものだ，　　　と思う。Lt舳のよいとこ引よ昧現繰［品
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
i芸術には・いろいろ線ごとがあるの館なところであろう・　　　　　｝
：辿で，詩でも，たとえば俳句の季語のように

iその他いろいろな約火ごとがあるのだと思う

1が，L畑山の詩を見ていると，どこにも約束

1にしばられた感じがなく，たしかに自然その

∫ものである。自然の思ったこと，感じたこと

　これからも下手にプロかぶれして，深刻ぶi

らないでほしいと思う。ともかく肩のこらなi

い，清涼的で読後時間を損したなどは決して’

思わない、、広く皆様におすすめするゆえんで，

ある。　　　　　（元ガバナー東京C迫水久常）1
．1・，1，’‘■．、1‘1’1，1、，，・’II．、lll’日1、‘r1’，，‘、ll．’111、‘，，〆川、¶II’・‘「、1，，，・°1「lll，・「1「・11－‘・°一．“■」ll－lll■1‘°’‘1‘●1・・．ll，●”・－1’1■．・・一閃

げつくしたところで，お待ちかねのアト

ラクションが始まる。ミ劇団たんぽぽミの

演ずる歌唱指導やオペレッタには，子供

はもとより，会員も日ごろの大人の仮而

をすてて，子供に返って大いに楽しんだ。

　やがて散会。おみやげの鯉のぼりと，

ちまきの入ったふくろをさげた子供と手

をつないで帰るオヤジ会員のほてった頬

に，岩槻公園の新緑をわたる夜風がここ

ちよくなでていった。　（岩槻c計画委員長）

税金に対する奉仕

大石　啓一・

　私もライオンズクラブに入会して早く

も6年を経て，やっと何かライオンズに

愛着なり，その心構えとか云うものを感

じ始めたような気がする。

　それと云うのもライオンズの肖：いの言

葉，その通り真に実行できれば，クラブ

の1員でなくとも地域社会に奉fl：できる

人であり，Il呈敬する人であると思う。し

かしひと口に云うのは易いが，人はそれ

ぞれ短所、長所があり，この誓いの言葉

に近ずきたいと思っている。しかし，ど

うしたらこれにそうように，また目的に

向かっていけるかと考える。ただ金銭の

ξ
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　　今がチャンスです〃
いつも皆様に　高級オリジナル家具をおとど
けしている　ローヤルフジコーでは　この度
店舗改装の為　デラックス　ディスカウント
セールを開催致します　店内に陳列してある
在庫品のほかにも　オーダーでお承り致しま
すので　どうぞ　お気軽におこしください

　　　　　9月5日～9月10日

　　　

跳〃一棚1
●　■

二口：7一

　　　　（社長・新橋L，馬場梅吉）

（株）冨士工務店　家具部　●501－4341（代表）

〒105東京都港区新橋3－3－9阪急交通牡ビル1階
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アクティビティだけではない。それで先

ず私のアクティビティの初歩にもなろう

かと考え、私の税理士と云う職業を通じ

それを忠実に守って行き，その中での奉

仕をする考えである。

　さて，どうするかと問われるとはなは

だ苦しいのであるが，会社，個人を通じ

いかなる人も税金から逃れることはでき

ない。いや，逃れると云うことは私にと

っては少々抵抗を感ずるものである、、節

税または合法的税金の申告であれば結構

と思うからであるが，誰しも少しでも税

金の1隆いことは望ましいことである。

　ただ今，サラリーマンの減税等と盛ん

に1叫・ばれている。この方々のll「葉の中に，

いかにも営業者や会社等が必要経費でな

いものを経費としているような，いわゆ

る架空経費ばかりして税金を誤魔化して

いるような云い方をされているが，これ

はもっての外であると思う。もしこれを

正しく云うならば，サラーマンも給与控

除等と云うものを廃止して，青色申告す

れば良いのではなかろうか！！

　マツカーサーから占領政策の一端とし

て取り入れられた多くの政策の中で，一

番白主的であり民ゴ三的であるのは，この

申告納税制度だけではないかと思ってい

るくらいである。この意味において，民

主々義制度の中に教育制度についても全

部が悪いと云うのではないが，咋今の大

学紛争を引き起こすような教育政策、そ

の他幾多の政策の中にあまり感心するも

のはないように思う。民主マ義は勝予主

義ではない。道義や道徳の退廃は白分を

大切にしていないように思われる，，地域

社会の1員であることを忘れてはいない

かとさえ考えられる人が多い。こんな考

えを書くと筆の止めようがないのである

が、私は小さな社会奉fllから初めたい。

それには先ず税金に対する奉仕から初め

たいと考えている。私が卒先し、そして

私の関与先に私の考え方をできるだけ伝

え，これを1歩でも2歩でも前進すること

がアクティビテfであると㍑じている三

　私のアクテfビティの考えを汗様に批

刊していただき、少しでも税への理解を

深めて載くなら・旨いに思う次第である。

　　　　　　（熊本中央C・複合地区監在委n）

NEWS　R蹴

愛　の　竹　筒貯金

　名古屋東lllクラブは昨年4月，全会員に「愛の竹筒貯金箱」と名付けた竹筒を1本宛配

布し，12月のクリスマス家族会に持ちよることを申し合わせ，毎日少額の貯金を始めた。

12月20nに開かれた家族会には約束通り全員が竹筒を持ち寄り、1司席上で竹筒を割って集

計を行なった糸lli果，380，642円という多額の金が拠出された　クラブでは，この貴重な資

金の有効な活川法を種々検討の結果，これを基金にCN3周年記念’ll業として，交通安全

塔（施工費52万円）を建設することにした。交通安全塔は，最近特に交通「Ill故の多い，東

名高速道路名’占屋インターチェンジの入rlに建設され、ドライバーのスピード違反による

事故防止に一役買うことになった。　　　　　　　　　　　　（名占屋東山C・大西進発）

母と子像除幕式

　　　　　　　窟　“灘轍i諜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虎火氏制作による「ある刑務所のた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めの母r像」と題するこの像は，高

　　　　　　　　　　　　　　　．　　）　、　　さ約1㍍G5ンで1欠ψ汀さんは「母を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍉　＿　　妻を子を思い出して，1nも早く更

！
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秋はしみじみと旅情を楽しむ季節です。風わたる高原、谷川のせせらぎ、静かな

山の湯…、情緒深い日本の秋をお訪ねください。またヨーロッパの、東南アジア

の、アメリカの、世界各国の秋をお訪ねになるのもすばらしいことです・時には

・のんびりとお一人で、時にはわきあいあいとご家族つれでおでかけください。

　　コースのご相談、乗りもの・お泊りの予約などめんどうなことはツーリストに

おまかせください。ツーリストはあらゆる旅のコンサルタント。思い出にのこる

楽しい旅へご案内いたします。

ワ

4
4

ら

●ぺ

●▼喝

㌔電子計算機がおてつだいするひまわり窓・

ノ近畠臼日疽」7rリス【」』
　　　　　　　　　　　　　　　　　〈登録第20号〉



ハーベキュー

　　　　　　　吹田千里C　白山忠llヒ子

　特に自慢料理と云うほどの物もありません

が，子供たちが食べざかりですので，ポリュ

ームのある物をと云う事になります。

　材料は肉類，魚類，野菜，好みの物なら何

でも。下ごしらえは野菜以外の材料を種別に

サラダ汕，レモン汁または酢，トマト汁，こ

れにいろいろの香味野菜や1」’味のないぶどう

酒，また種類によって異なった否†｝料等を合

わせたマリナードに没します。ソースを3匝

類位川意し野菜と共↓こ焼きながら好みのソー

スでいただきます。

〔ソース1　5人分ljケチャッフ大さじ5杯

醤油2杯　サラヅ汕1杯　レモン汁・」・さじ1

杯　ねりがらし少々

〔ソース2〕　惜汕大さじ5杯　みりん1杯

砂糖3杯　赤みそ小さじ1杯　　“ま油1杯

白ごま1杯＝A　赤とうがらし1本　冴ねぎ

1本　にんにく少〃＝すってAにまぜる

〔ソース3〕　マヨネーズ大さじ5杯　ときが

らし小さじ半杯　玉ねぎみじん切　パセリ

ピクルス各小さじ1杯

酒　の　肴

遥

室

菜

　　　　　　　　　　高知C　紫藤貞美

〔小鯛のけんちんむし＝材料5人分〕小鯛16

チン位5尾豆腐1丁砂糖味の素木耳5
しょうゆ　卵2コ　酒　生妥少々　塩

〔作り方⊃小鯛の鱗を取り鯉と臓をとり水洗

いして鰭を残して魚の裏背から開いて中骨を

取り除き，腹の薄皮を取り塩をうすくふって

1時1日］程おいて水気を切って小骨を孜き，さ

っと水洗いして上塩を取り去り，旅にあげ市

巾でよく水ぷを去ります。豆腐は鋼に入れて

水を加えてつかみほぐして火にかけ点立てた

後，布巾にとり，水気を絞って鍋に入れ，卵

1：コと五少粍1｝プミさじ2｛不半，　しょうゆプこさじ2

杯を加えて火にかけてまぜ合せ，味の素少々

加えて調味します。豆腐がかたま．っている時

は，裏ごしを通して固りをなくしてから，卵

1コを加えてまぜます。

　人参と木耳とは繊切りにしてゆでて後，酒

と砂糖としょうゆで薄味に下煮し、吉豆は熱

湯を通して後，水気を切った人参本耳と共に，

豆腐にまぜ合わせてこれを鯛の背の方から詰

「檎『

ゐが象．

白慢料理

　　　　ザ畠誤ヴ’z、∵・・

め込み，竹の皮をしいた蒸器に入れ、尾は：蒸

器にたてかける様にしておき鰭は全部立てて

大根の小片で支えます。頭も鯉もやや外側に

引きたてて，もたげておき大根の枕をさせ

て，20分程むします。もりつけは，お．m1に額

を左に腹を手前におき，加滅しょうゆをかけ

て，上から生姜の絞り汁を，4，5滴おとして

すすめます。加減しょうゆは，大体しょうゆ

大さじ1杯，水180cc，みりん大さじ1杯

半，削節10g位を鍋に入れ，一煮立ちさせて，

こして川います，

〔かつをの摺り身汁＝材料5人分〕　∫元腐万丁

かつを1209　木の芽少々　みそ1209　1」・の

素少々

〔作り方」　かつをの身をほぐして細かくたた

きそれを摺鉢に入れてすりつぶします。

　みそをカッフ4杯半の水でのばして中火に

かけ，一煮立ちさせてから摺り身とよくまぜ

合わせて，これを鍋にもどして中火にかけ，

狂の目に切った豆腐を入れ，煮立たせない様

に注意しながらあつくして，味の素を加えて

器にもり，吸い口に木の芽を添え供します。

フキノトウの味噌煮

　　　　　　　　　　∠」三8｛！｝C　　　l目多ミ1器11三与志ミ

　5節の料理には，少しおそむきの趣がある

が、わが家の自慢料理の1っに、「フキノトウ

の味llθ煮」がある。3月初旬，固く閉ざされ

た土の中からひそかに花穂を持ち上げる荊え

黄色のあのフキノトウは，力強い生命力と，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
春の香りを一足早く酬にのせてくれる・1

　フキノトウを細く切りきざみ，味喰と共に1
．陥だけの酬1騨な糊1であるが、。キ，i

・ウのほろ苫・・調和圃・卵・・て1

苗の香りがえも云われず舌にとけ合うのであ1

る．このささやかな料理によって，問近に聞

える育の足音を，、准よりも早く，深く深く噛

みしめるのである。この料理は，72才になるi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
；三㌫蕊1：ご；㌶浪；㍍⊇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ので、毎年在の訪れをきく料理として、今な1

お，手まめにつくってくださる。　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　まことに素朴な料理ではあるがこの料理の

中に秘められたひたむきな愛情と，その真心

は，何にも増して惇いものであると考えるの1
である．わが子にも，わが孫にも，このわがi

家の芙風は受け継がれるであろう。

謹薩

鳶
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☆紳士セーター
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ト

株式会社トツプ 本社東京都台東区浅草橋4－17－7TEL東京（861）2311（大代表）
大阪店　大阪市南区安堂寺橋通1－17－6　TEL大阪（262）1821（大代表）
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山中湖畔高級別荘地

調

＝：
1　rll

，1」t

範娠

　　　’＼
・．＿・一＼ｮ’

ヤ粥某2場

’M高「●れし1祇

こト

選ばれた別荘地の条件とは？
■景　　観　別荘地内のどこからでも山中湖を経て雄大

　　　　　　な富士山を一望に眺められる湖畔随一の眺

　　　　　　望です。是非現地をご検地くたさい。

■立地条件　旭ヶ丘の対岸、閑静な讃美ヶ丘は湖畔から

　　　　　　わずか200m。夏涼しく冬暖かい南傾斜で一

　　　　　　年中お使いになれる一等地です。

■設備・管理6m完全舗装道路・モダンな鉄筋管理事務

　　　　　　所・駐車場・電気・水道・Pガス・U字測

■気

■価

■土

■所在地
■交　　通

お問合せは
開発部　岱252　1918又は現地管理事務
所へ尚、現地視察ご希望の方は、当社負
担にてご招待致します。

本　　　社

管理事務所

　　溝・幹線道路完全舗装・電話直通。

侯　山中湖は日本で3番目の標高ですから、真

　　夏でも20度を越すことなく、湿度は軽井沢

　　より6％も低い快適な別荘地です，、

格　ln子当り2，100円　6，500円　総額ll5万円～

　　479万円

地383．88m2～1，064．64m2全60区画、建ぺい率

　　無指定（7割）

　　山梨県南都留郡山中湖村「讃美ヶ丘1

　　東名・中央道路　東京より車で70分　国鉄

　　中央線で2時間15分

資　料
請求券

L－9

東京都知事（1）第9539号

東京都千代田区神田鍛冶町2　3　TEL　（252）　rgll（代）

山梨県南都留郡山中湖村長池讃美ヶ丘　TEL（05556　2　0715）



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一源とした空気で働く置時p卜”ア1・モス’川：

界で最も小さく繊細でblllな婦人川腕時lll’、ハIl、ルトラ／ざ通り

の街頭にたっている時計灯世界で最初に開発したアラ・一．ム付き自動

巻腕時計　メモポノクス　など……精度はもちろん、テサイン、機
能性に特にすぐれています，，　・世紀以Lにわたるンヤカ・　ルクル
ト　社：グ月k郁∫力三’2く　り　1川ナた：、　川7界に」．ヒ，：自ク）ノゴし・ll与1、トソ）」’ミ何・1‘冒‘て　｝・

り・卜

世界一・トさい時。｝

　1，150．000円

竃

日本デスコ株式会社

　　　　　U．S．　Aではル．クルトがブランドです，

東京・東京都中央区銀座1丁目｜3番1号三晃ヒル2F

大阪・大阪市南区鰻谷中の町27番地鰻谷ヒル

ルトラノペ
24，000ド］

身1‘、

■

砂
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　テレビも活用しだい

　　　　　　　　　　　　（アメリカ）

　われわれは毎日，新聞，ラジオ，掲示

板，映画，テレビによって，いながらに

して各国のいろいろなニュースを知るこ，

とができる。アリゾナ州及びニューメキ

シコ州の保留地に住むNavajo族の土人

たちにとっては，外界との交流はテレビ

でしかない。アリゾナ州Chinleのライ

オンズは，土人たちにとってテレビ

が重要な役割りを果たすことを知り，

Chinle－Shiprockテレビ局へ105㌦を

贈った。

　テレビ局では，ライオンズの寄金で，

はるか遠くにある保留地ヘテレビ電波を

中継するため，，無料で中継所を設置した。

今まで使っていた1ワットのトランスが

古くなってしまつたので，10ワットの強

力なトランスが使川された。この中継所

のおかげで，遠くまで電波が届けられ，

テレビを見ることができるようになった。

　この6年間，保留地でもテレビが兄ら

れるようになり，教育の而でも非常に効

果があがるようになってきた。そして中

流階級のアメリカの文化が紹介され，英

語を学ぶのに大変役立っている。

チリも積もれば……

　　　　　　　　　　（アメリカ）

　先ごろテキサス州，Houstonで，地元

のラジオ放送局主催によるダンス・コン

テストが開かれ，思いもよらぬ大勢の参

加者に，放送局では

うれしい悲鳴をあげ

た。ダンス・コンテ

ストは高校生を対象

に開かれたもので，

入場者には学校名を∂

記入するハガキ大の

パンフレットが手渡

された。熱狂的な学

生たちが押しよせ，

放送局は足の踏み場

もないほど。おまけに手渡したパンフレ

ットやなんかで，写真のような87㌧もの

紙の山ができてしまった。そこで，テキ

　男性看護婦の誕生

　　　　　　　　　　　　（アメリカ）

　テキサス州，TempleのSunsetライ

オンズクラプは，2年間にわたり看護の

勉強をしているRoy　Wohlebさんを，

応援している。Wolllebさんは，近く

65年の歴史を持つScott＆White記

念病院の看護学校に通うことになって

いるが，男性では初めてのことであ

る。

　どうしてRoyさんが，看護の仕事に

興味を持ったかというと，1年間ベトナ

ムを旅行していたとき，ある病院の研究

所で，輸1血のための血液型判定の仕事を

手伝った。その仕事は，彼の人生を大い

に左右してしまった。ミペト’ナムではど

こにいても医学が必要であるということ

サス州，West　Universityクラブは，

この紙の山を廃品回収し800㌦（28万8十

円）の収益をあげた。

を，いっも感じていました。私にとって

ベトナムは，非常に大事なものになって

しまったのです。そして．看護人になる

決心をしたのですミ。

　現地で結婚して2児の父親となった

Royさんは，病院での仕事を無事勤め，

テキサス州，Templeの生家へ帰ってき

た。帰ってから彼は，Scott＆White

病院の看護学校へ入学する資格を得るた

め，短期大学へ通っているが，来年の夏

には資格を取れるだろうと期待してい

る。

　Sunsetライオンズは金銭面の援助を

した。また彼が奨学金を得られるよう尽

力した。ところで，大勢の婦人たちの中

に男性1人というのは，どんなものだろ

うという不安に対し，“女生徒たちは親

切に教えてくれるから，楽しみにしてい

ますよ。と彼は語っている。

歌問黙D国」品5命b・・汽車製楚寄旅…1ミ§耐
’

　　　　　　　　　　　　　　　米国市場の80％を独

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＝ット》

A－3ボイラリモートエア

ぷ工

一般家庭用から営業用まで76機種揃っております

Φi㌘違護精鑓爺t
本社　〒100東京都千代田区大乎町2－8舎※京（270）6551（大代）

札幌営某所　〒060札幌市北1条西4の2　●札幌（23）3076　（代）
名古屋営業所　〒450名古屋市中村区広井町3の98魯名古屋（581）7506（代）
大阪営業所〒554大阪市此花区島屋．町406　魯大阪（461）8001（大代）
広島営業所〒730広島市大乎町2の11の15号膏広島（47）2258（代）
禍岡営業所〒810柵岡市天神2の14⑰福岡（76）5431（代）
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我が国のエリート…

ライオンズクラブ会員の皆様に相応しい
エリートのためのクレジットカードを
心からお薦めします。　　　．．

口‘NER6

61■UB

ダイナースクラブのカードは日本でただ一つの……

ダイナーズクラブのクレジットカードは、アメリカでは

T＆Eカードと呼ばれています。TravelとEn缶rtainmentに

便利だからです。航空券・ホテル・レストラン・クラブ・

専門店・ガソリンスタンド等、日本国内はもちろん世界

の一流加盟店でサインひとつですべてOK。責任ある行
動をする皆様（Men　on　the　Move）のカードです。

｛“ぽ購““・一属・｝～・・、・｝｝、・、・“s餌・s・…s・’“一一｝～“’h（キ　リ

　日本ダイナースクラブ個人会員入会

お申込は下段の申込書でどうぞ

年会費お一人1，000円（家族会員は無料）

　　　　　　　　　東京都新宿区新宿駅東口前富士銀行ピル
　　　　　　　　　新宿局私書箱119〒160－91（03）356－1181㈹

ト　リ　線、・、一・㍉・・∨、・べ・～・・へ・…へ・・…へ一・へ・、・…一…～・・h・s・…∨｝h・“…～ぷ

申込書（ライオンズ クラブ）9月号

私は下記の通り真実を記載し、日本ダイナースクラプ個人会員規約を承認の一ヒ人会を巾込ます。

（7リガナ）

①氏　名

　じフリガナハ

②現住所

④本籍地

⑤　　　　年

③電話番号

月　　　日生 ⑥年令 」’

　（7りガ＋、
⑦配偶者の氏名

⑧自『 @　宅
⑨借家又は社宅

（旧姓 L

家屋年数＿＿年

借家年数 年

⑩勤務先の所在地

⑪2麟 勤務先
電話番号（　）

⑰勤続年数又は経営年数 年　　⑬役職名

⑭1措内容
　「出来るだけ謙細に）

⑮会祉鰍＿＿＿皿＿叱＿＿＿＿＿
⑰会社の主たる取引銀行

⑱｝‘t社の株式は．ヒ場さ才していますか

　　いる（　　　　　　　　市場i　　第

⑲従業貝数　　　　　　　名・　女子

部／

⑳現在に至る略歴

⑳昨年の年間所i！｝額

名

万円

⑳不動産を所有していたらその場所と種類

　　　　　　　　　　　　　　時価

いない

計　　　名

万円

⑳近い将粒沖1脈lfをざれますか

　fr　　　「一二刀　　　　fl　　　　l頃　行；≒三 方而）無

※これから一年間のクラブとの連絡先（○印） 自宅 会社

私および家族会員が貴社に支払う代金などは下記口座より自動支払いします。

銀　　行　　名 支　　店　　名 預　金　種　類 預　金　口　座　名　義 「1座　番　号

銀行 支店
1．普　通　預　金

Q．当　座　預　金

株式会社日本タソナースクラブ御中

　　　　　　　昭和　　　年　　　月 日 申込者ご署名
印｝



Proiec†・o・Mon†h

9月

青少年のために

パム嬢いわく

「青少年こそ行動の起爆力」

毎月ひとつのアクティビティ計画

　かたときも休みなく，つねに冒険を求

め，つねに問いかける一この若者たち

に必要なのは，信頼できる大人の指導と

援助なのです。このことは，日々紙面を

にぎわす見出しの文字を見ても明らかで

す。

　シカゴのスラム街では，11人もの死者

：認゜芸議㌶灘㌶翻

担しています。

　世界中の5指にあまる大きな大学で，

学生たちは紛争をおこし，要求を通すた

めに大学の管理機構を封鎖しています。

　スエーデンでは，ティーンエージャー

の問に興奮剤をたしなむ者がだんだんふ

えているという現実を前に，お役所は頭

をかかえており，また合衆国でも有数の

ある富裕な街では暴走車を警官が止めて

みたら，ドライバーと同乗者たち一い

ずれもティーンエージャー一が全員睡

眠薬でフラフラだったといった事件もお

こっているのです。

　ユニセフの調査によると，世界の新興

諸国では，小学校を卒業できる子供は全

体の40％にすぎないということです。

　ライオンズ国際協会の青少年に対する

貢献の記録には感銘すべきものがありま

す。

たとえば一

一米国各地のボーイスカウト結団スポンサ

ーおよびこれに対する援助では．他の奉仕団

体を上廻る成果をあげています。

一奨学金授与。多くの地域社会では，貧し

い若者たちにとってこれは高等教育を受けら

れる唯一の道です。

一視九　肢体不自由児のための夏季キャン

プ開設。

　　知恵おくれの子供たちが，一層有為な生

活を送れるように訓練の場を設けています。

　　主だった青少年育成計画。国際親善に寄

与する青少年交換計画や，若者たちが指導力

と責任感，社会的連帯感を体得するのを助成

する新設のレオクラブ等があります。

一遊具および運動競技用設備の寄贈，スポ

ーツチーム結成、スポンサー等では数知れな

いτ了献をしています。

一学術優等老，社会奉仕功労者等に対する

表彰、

一一f行の定まらない子供たちを正しい道に

引き戻す数多くの事業，現実に罪を犯した本

人の口から『この過ちを2度とくり返すな』

式の話から，健全な家庭生活に恵まれない子

供たちのためのホームに至るまで，巾広いも

のがあります．

　すべての1」デ少年むけの事業例があらゆ

る国にす1ぐあてはまるとはかぎりません。

国によってそれぞれ習慣や好みが異なる

からです。しかし，実現可能な事業の種

類は非常に広範囲にわたっているので，

どんなクラブの需要にもこたえることが

できます。

　今日のライオンズクラブの事業の中で，

青少年部門はすでにその亜要部分を占め

ていますが，自分の町をザッと見渡した

だけでも，次代の市民のためにつくす機

’会がまだまだほかにあることに気づきま

す。

　そこで，PAM青少年月聞の活動に取

組めるというわけです。

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…

京　都（075）761－0141（代）

東　京（03）571－3274

名古屋（052）571－UIl内線568

神　戸（078）22－8161内線260

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★

金銀象嵌・銀製品・真珠・半貴石・七宝・象牙

にダイヤルされるだけなら簡単です。

　　　　完備した工場と優秀なデザイナーが

　　　　あなたの御希望の品物を作りだします。

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＝
　本　社：京都市左京区熊野神社勇［京都ハンデクラフトセンター

　東京支店：東京都中央区銀座西　スキヤ橋ショッピングセンター

　神戸店二国際会館一階　　　名古屋店：名鉄百貨店6階
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匿亘夏二璽豆汀で董遼聾塗至互賢璽璽工翌互

◎第1回ガパナー協議会’

　本年度ガバナー協議会第1回会議（議長＝W、

1石田勉，副議長E1亀井正俊，　E　8近江逸郎）は

さる7月16日京都市において開催され，予算

及び本年度複合地区に設置される委員会（下

記参照）の決定等を行なった。次回会議は，

10月18日鹿児島市の予定。

◎1969～70年度複合地区各種委員会

1．会則委員会　委員長　橋本左内（堺C）

2．YEP委員会　委員長滝　公平（神戸束C）

※在来の委員長連絡会議とは別に，複合地区に設置

されるもので，ガパナー協議会の諮問機関である。

交換を実施するにあたっての基準事項等を検討する。．

3．複合地区分割委員会　委員長　三輪信一

　　　　　　　　　　　　　　　　（浜松C）

4．大会委員会　委員艮　中島四郎（東京日本橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　C）

※世界大会，アジァ大会への参加企画，旅行業者指

定，参加者への周知事項の徹底等を担当する。

5．日本ライオンズ万国博委員会　委員長　秋

山良三（大阪道頓堀c）

6．1972冬季オリンピック協力委員会名誉委員

長　竹鶴可文（札幌C）　・’　　一

※在来の協力委貝会は解消し現地の実行委員会に活

動の主体を移す。L竹鶴はガバナニ協議会と実行委

員会との連絡の任に当たる。

7・複合地区監査委員　下永正男（仙台中央C）

桑山茂宏（堺C）

8・中央事務局管理委員各地区からの推薦を待っ

て委嘱する。

なお，1～5の委員会については委員長から‘

協議会議長あて構成員を報告し議長副議長が

最終決定を行なう。

◎第8回東洋・東南アジア大会

　第8回東洋・東南アジア大会はきたる11月

20日から23日まで台北市で開催される。参加

案内及び申込書はすでに全クラブに発送され，

目下9月20日締切をもって中央事務局で申込

受付中である。東南アジアにおける最高の旅

行シーズンでもあり，多数の参加が予想され

る。

◎中央事務局機構の臨時措置

　さる6月20日に開催された前年度ガパナー

協議会臨時会議において，6カ月間事務局長

欠の中央事務局における出納上，人事上の簡

便化を計ることが審議され，中央事務局長代

理に藤平進業務課長，ライオン誌編集責任者

代理に藤原義久編集課長が任ぜられた。

◎YEP活動
　6月26日にテキサスから約50名の交換学生

が来日（7月22日帰国）したのを皮切りに7

月13日にはカリフォルニアから約70名が来日

し，目下各地区の各家庭に滞在中である。

、一福V月12日，13日にはカリフォルニアへ

100名の学生が派遣され，ついで19日にはテ

キサスへ約60名，29日にはドイツ，デンマー

クへ約50名が派遣されYEP活i助はいよいよ

実施の時期に入っている。

7月結成クラブ

7月8日鹿児島さつまSp．鹿児島南州（Pov　1432）

18日海　　部，

19日仙台広瀬

，20日南多摩

26日上三川
CN予定クラブ
8月23日

σ月14日　徳之島

〃　24日

10月10日

〃　　〃

SP・蟹　江（Pov　1433）

SP・仙　台（Pov　1434）

Sp．府中束京　（Pov　1435）

Sp：．宇都宮　（Pov　f436）

東京豊島西於椿山荘

　　　　於椿城小学校体育館

東京番町　於国立劇場

青森うとう　於i‘編県股業会館

新発田菖城

東京曾舘から

華やかなスタート

ヒのような盛大な、’

ご披露宴にお招きいただき

感’謝しております。

聞けば、ご両親も

ここ東京會舘で

挙式されたとか・…・…」

＊御一名様3，500円より

霞が闇ピル東京書a

東京書酋個功内）

　東京會舘のご婚礼・ご宴会場

★霞が関東京會舘

霞が関ピル35階　　’TEL　581－916L代．

聯ゴールドスタールーム（35階）

麟シルバースタールーム（35階）

縷ロイヤルルーム

★東京會舘（丸の内）

皇居前馬場先門

脅ローズルーム

●ゴールドルーム

勇ミ東會舘

（34階）

TEL　271－2181（fて）

（4階）

（3階）
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東京大会の事後処理事務着々進行

　7月5日の大会終了後協力委員会事務局は

直ちに事後処理に関する諸般の事務整理に着

手。13日頃までには本部との間の経費分担，

ホテル予約料の始末等の残務を大方終了し，

委員会直接の支払経費の整理等を行ない，7

月末までには一部の継続的事業以外の経費支

払いを完了した。

　今後はできるだけ早く会計報告を作成し，

所定の手続を進行することとなる。

全実行委員の会合開催

　7月29日（火）午後1時からホテルニュー

オータニにおいて，全実行委員の会合を行な

いソニー撮影の東京大会ビデオコーダーを約

1時間にわたり視聴し，2時から，迫水委員

長から大会中及びそれ以前からの全委員の労

苦に対し謝意を表し，次いで懇談にはいり3

時解散した。約120名の実行委員が集まり頗

る盛会であった。

財務委員会

　大会終了後最初の財務委員会は，7月29日

午後5時から　委員会事務局において中島，

西、仁井岡，井上の各委員及び大森幹事役，

原事務局長，小脇次長集合のうえ、大会関係

一切の収支状態につき詳細検討した。

記録部会の活動はこれから

　大会終了と同時に西郷委員長を中心とする

記録部会は随時，事務局に集合し記録映画，大

会記録ダイジエスト版（全会員に配布予定）．

及び大会記念誌（希望者に頷布）の企画に多

忙をきわめている。

感謝状の作成

　今回の東京大会に当たり直接これに協力さ

れた委員及びクラブ，及び物品の供与をうけ

た部外の会社，』また，特に協力されたホテル

協会，交通公社，バンド連盟等の諸機関に対

し，迫水委員長，またはエバンズ国際会長か

ら深甚な謝意を表するため感謝状を贈ること

となり目下その作成を急いでいる。

委員会事務局

　上述のごとく大会終了後といえども±1‘後処

理の事務が多々あり，事務局は追って指示あ

るまで従来の油脂工業会館3階で事務を継続

します。

パレード賞，ゴールデンペン賞

　先月号でお知らせしたパレード賞，ゴール

デンペン賞の受賞クラブ，地区（日本のみ）

は下記の通りです。

①パレード賞

ユニフォームの部

E6地区（2位）

フロートの部

交通〕lf故をなくそう（1位）

日本におけるラィオニズム17年間（2位）

人類の進歩と調和（3位）

パンドの部

日大豊1⊥1高校によるW4のバンド（2位）

鼓笛隊の部

京都山国隊W5（1位）

日本ドラム＆ビューグルコープスE1（2位）

博多どんたくドラマ＆ビ、一グルコーブスW3

（3位）

バトンガールの部

日本ドラム＆ビューグルコーブスーE1（1位）

日本楽器一E2（2位）

帝京商工高校一W6（3位）

②ゴールデンベン賞

地区賞　　E6

クラブ賞　高岡古城C（E6）富山C（E6）

クラブ功労賞　名古屋中C（E2）

訂正とお詫び．8月号7頁，国際会長の氏名を誤記

しました。W．　R．　Bryanと訂正しますので，ご了

承下さい。

新クラブ結成情況一覧表

1966年7月 増加IC　l967年7月　増加C 1968年7月 増1川C 1969年7月

302地区合計 1，100 115　　　1，215　　　108 、1，323 108 L431

1966 増加Cl967 増加CI968　増IJIIC　l969 1966 増加C1967 増肌ICl968 坤｝加C1969

　　　　7月

d　I　91

　　，7月

P0　　101

　　　7月

V　　108

　　　7月

Q　　110

　　　　　7月

v　l　　88

　　　7月

T　　93

　　　7月

R　　96

　　　7月

S　　100

り［　　ハE　　83　　　　　　　　　　91　　　　　　　　　　95　　　　　　　　　　97

y奇　　三1こ　　　8　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　13　　　　　　　　　　13

ノこ　　1坂　　71　　　　　　　　　76　　　　　　　　　79　　　　　　　　　82

d1：炊1正I　　l7　　　　　　　　　　17　　　　　　　　　　17　　　　　　　　　　18

E　2　　104　　　3　　107　　　3　　110　　　6　　116 W2　100　　6　106　　6　112　　6　118
愛　　矢II　49　　　　　　　　　50　　　　　　　　　51　　　　　　　　　54

mξ　　里f　　23　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　26　　　　　　　　　　28

ﾃ　　岡　　32　　　　　　32　　　　　　33　　　　　　ぷ

’愛　　苑≧　　24　　　　　　　　　　24　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　25

w香　　　▲11　　16　　　　　　　　　　　16　　　　　　　　　　　17　　　　　　　　　　　17

堰u5　　XII　11　　　　　　　　　15　　　　　　　　　15　　　　　　　　　17

m潤　　　Ilj　　31　　　　　　　　　　32　　　　　　　　　　34　　　　　　　　　　36

ｿ　　島　　10　　　　　　11　　　　　　U　　　　　　　12

ｹ　　取　　8　　　　　　　8　　　　　　10　　　　　　11

E　3　　94　　　6　　100　　11　　110　　　7　　118

」ヒ言毎」並　　94　　　　　　　　　100　　　　　　　　　111　　　　　　　　　118

E　4　　37　　　3　　　40　　　8　　　48　　　9　　　57

W3　58　12　70　　5　　75　　6　　81‡大　　　Ill　　12　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　13　　　　　　　　　　19

ﾂ　　森　　11　　　　　　12　　　　　　12　　　　　　14

竅@手　14　　　　　16　　　　23　　　　　24

E，i　　岡　　42　　　　　　　　　　43　　　　　　　　　　46　　　　　　　　　　47

P乏　　口奇　　ll　　　　　　　　　19　　　　　　　　　20　　　　　　　　　22

?ｶ　　　夕t　　　5　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　12E　5　　57　　　4　　　61　　　7　　　68　　　8　　　76

W4　87　12　99　　5　104　　6　110神奈川　38　　　　42　　　　48　　　　54
P11　　梨　　　19　　　　　　　　　　19　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　22

E二　6　　　　70　　　　　2　　　　　72　　　　8　　　　　80　　　　　7　　　　　87

」五　　～為　　37　　　　　　　　　44　　　　　　　　　45　　　　　　　　　49

E～　　‡艮　　18　　　　　　　　　　19　　　　　　　　　　21　　　　　　　　　　21

P11　　口　　　32　　　　　　　　　　36　　　　　　　　　　38　　　　　　　　　　40

W5　6’1　　0　61　　0　　61　　0　　61

福　　引こ　10　　　　　　　11　　　　　　13　　　　　　　14

R皮　　4㌧　　22　　　　　　　　　　22　　　　　　　　　　23　　　　　　　　　　25

ﾎ　　川　　10　　　　　　　10　　　　　　　12　　　　　　　13

O　重　14　　　　14　　　　14　　　　14
?u　　Ul　　l4　　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　18　　　　　　　　　　21

京　都’30　　　　30　　　　30　　　　30
JS　　fミ　　15　　　　　　　　　15　　　　　　　　　15　　　　　　　　　15

猿?@　夕t　　16　　　　　　　　　16　　　　　　　　　16　　　　　　　　　16

E　7　　77　．22　　99　　22　　121　　24　　145 W6　65　　5　70　　6　　76　　5　　81
ハ再　　日｛　　65　　　　　　　　　70　　　　　　　　　76　　　　　　　　　81

W7　77　13　90　11　101　12　113

・千　　　葉　　　24　　　　　　　　　　　32　　　　　　　　　　　37　　　　　　　　　　　44

ﾛf　　1鳥　　　8　　　　　　　　　10　　　　　　　　　12　　　　　　　　　16

f茨　　城　　　7　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　17　　　　　　　　　　25

V　潟　　31　　　　　　38　　　　　　刊　　　　　　44

ﾈ　木　7　　　　　9　　　　　15　　　　　16

鹿児勘　18　　　　23　　　　　24　　　　　26

o眞　　本　　11　　　　　　　　　15　　　　　　　　　15　　　　　　　　　25

Pヨ　　由奇　　14　　　　　　　　　14　　　　　　　　　23　　　　　　　　　23

蛛@分25　　　　29　　　　30　　　　30
p炎　　王求　　　9　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　9

E　8　　34　　12　　45　　　6　　　52　　　6　　　5『

福i　　£▲　　10　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　17　　　　　　　　　　18

{　　　城　　　18　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　22

t」　　｝f多　　　6　　　　　　　　　　14　　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　18

E地区合計564　　62　　626　　72　　698　　69　　767　W地区合計536　　53　　589　　36　　625　　39　　664

※過去3力年の新クラブ数を，地区別に表示

してご参考に供します。昨年度は，E7地区

の24クラブが筆頭で，茨城県の8，千葉県の

7は立派です。もとのE4地区全体としての

15クラブがこれに続きますが，これには現E

8地区分の6クラブが含まれるいます。W7

地区の12クラブは熊本県の10クラブ増のため

で県単位としての最高でした。いろいろの考

え方，また地域的事情はそれぞれありますが，

1つでも多くのブラザー・クラブをもちたい

と願う純粋な欲求とこれに向かっての努力は

理屈を超えたライオンズの本性と考えたく，

引続き今年度も格段のご活躍をお願い致しま

す。　　　　　　　（日本事務所長・竹内修一）
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　　　　　　　φ寡像

（美術銅像）

胸像・立像

レリーフ（浮彫肖像）

各国特許

盛岡勇夫発明

叙勲、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（東京日本橋）

高島屋（横　浜）

松屋陳京・銀座）
松坂屋（東京・銀座）

松坂屋（名古屋）

大

大

丸

玉

玉

　ヘ

カ

タ

ロ

グ

送
呈

）

丸棟京八重洲口）

丸（大阪心斎橋）

物儂
屋（小

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）……
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シカゴだより

ライオンズ国際協会は，1969年6月末現在

力国または地理的領域に，23，391クラブ

906，579名を擁している。〕

〔新国際役員〕東京大会において，新任の国際会長にオハイオ州，

Doyiestown　lll身の，　L　W．　Richard　Bryanが選ばれた。また，

第1副会長にオクラホマ州，Tulsa出身のDr．　Robert　D．　McCul・

lough，第2副会長にニューヨーク州，　Syracuse出身のRobert　J．

Uplinger，第3副会長にフランス，　Annecy　出身の　George

Friedrichsの各Lが選出された。

　第3副会長のLFriedrichsは，計5［器会社‘‘Metrix”を創設，『

電子計量器の製作会社として今や国際電信電活会社と提携を結んで

いる。彼はまた、都市銀行の取締役の肩遵を持ち，フランス土木技

師協会の委員長を勤めた経験もある。Annecyクラブのチヤーター

・メンバーで，元会長を勤め，1964～66年の国際理事である。家族

は，Nillon・夫人との間に，3児がある⊃・、、．＿．。．．　．．．．

〔1969～70年度国際理事〕新．・ド度の国際理’1｝：の構成は次の通り。

（（　）内は出身地，＊印は涌任の国際理／D’

Charles　B．　Allison（イギリス，　Sussex，　Haywards　Heath），　Harry

J．Aslan（カリフォルニア州，Kingsburg），　Alden　Brl99s（オレゴン州，

Eugene），　Dr．　Hector　Ricardo　Cabal▲ero　（バラグァイ，Asuncio11），

George　E　Daly（ミシガン州、　Flint），　George．E．　Davidson（メ「」

ランド州・Baltimore），　Vicentc　Ferrer　Segura　（メキシコ　Ver・，

orizaba），　James　D．　Foster（ウィスコンシン州，　Rlver　Falls），

Hernando　Franco　I　（コロンビア，　Bogota），　S．　Jamieson（オース

トラリア、Queensland、　Brisbane），　Clarion　S．　Johnson（イリノイ州，

Joliet），　Gnbert　Payot（スイス，　Neuchatel），　Jagdish　R．　Sondlli

（ケニア、Mombasa），　Henry　Steinfeld（メイン州，　Portland），　Ake

Wango（スゥェーデン，Danderyd），安田梅吉（日本，岐」D，＊Leonard

M．Cella（ペンシルバニァ州，Philadelphia），＊Robert　E．　Hucker（フ

ロリダ州，Jacksonvnle），＊Dr．　Wayne　P．　Marshal1（ネブラスカ州，

Kearney），°Harold　A．　Norgard（ミネソタ州，　North　St．　Paul），

William　C．　Padon（ヶ〃ッキー州，Louisville），＊Charles　G．　Page

（ミズリー州，Gravois　Mins），汀ao　Fernando　Sobra1（ブラジル，

sao　Paulo），＊Orly　J．　Sorrel　（ワシントン州，　Seattle），＊Herman

West（アーヵ〃一州，　Searcy），牢R　Gordon　Wright（カナダ，

Sask．，　Saskatoon）。

　L元国際理事の逝去〕先ごろルイジアナ州，ShreveportのL．

Elmer　E．　Stewartが，長い闘病生活のすえ75才で亡くなった。

L．Stewartは1950～52年度の国際理’」［を勤めた。彼はDenverの

生まれで、2才のときに家族とともに北アーカンソー州へ引越し，

その後現住所のShrevePortに住むようになった。遺族は，　Mabe1

夫人，1人娘，3人の兄弟と2人の孫。

　〔新しいライオンズ国の誕生〕最近，東南アジアのラオスがライ

オンズ国に加入した。ラオスのライオンズクラブは310地区のガパ

ナーであるタイのAjavadis　Diskul王子の尽力で首都，　Vientiane

に結成された。ラオスは元仏領インドシナのひとつで，北は中共，

東は南北ベトナム，南はカンボジア、四はタイとビルマに囲まれて・

いる。ラオスの加入によってライオンズ国は146となったが，アフ

リカ，ギニアの唯一のクラブであるConakryクラブが消滅したの

で，145力国にとどまった。



各地区活動状況一覧表（1968年7月～1969年6月）

　　　　　　ク　ラ　ブ　数
地区トP舶函爾癩・、1百庶

　　　　会　　員　　数
前年度末1新入会…退　会
　6．673　　1　　　　880　　　　　　798

61347． P1，065　676
5，310｝　923　・585

　4，567　　1　　1，113　　1　　　，575

アク　テイ　ビテイ i労力奉仕
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5　　　　81

12　　　113

108　　　1，431
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、　6，755

i6，736

：　5，648

．　5，105

　　　数

2、396

2，749

1，676

3，332｛　901
4，319　　1　　　　776

460 3，773

1，911

」，074

5，907　　　　　1，886

6，180　　　　　　905　　　　　　576　　i　　6，509

6，004　　1　　　　969　　　　　　590　　1　　6，383

4，299　　；　　1，108

4，9941913
3，341「　349

4連」一．聖．

　　　　　1，016

　371

　746

　635

　612

　255

　362

　656

7，897

4，724

7，047

4，772

5，295

3，435

4，472

4，758

75，412

2，160

1，972

2，461

’2，154

1，840

2，557

1，572

2，194

1，648

28，364

金

　　　171，413，514

　　　116，522，435

　　　69，302，347

　　　69、992ド113

　　　53，416，471

　　　89，800，048

　　　95，514，885

　　　140，042，246

4・398i

・軌796い執5131

…薇司件数

56，294，657

77，904，941

69，491，121

89，945，565

92，111，561

60，720，933
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1，252、472，837［丁，447

　　　　　　　1

趣楽椅

☆8月号世界大会特集号のご感想はいかがで

しょうか。大会中の行事や話題をくまなく織

り込もうと，大会終了後から発行日までの短

かい日数の中、一それこそ大il〔1愉で編集したか

いあって、いつになくおほめのことばをあち

こちで頂戴し、感激しています。

☆東京大会でめでたく第3副会長に選ばれた

ジョージ・フリードリックスLから，次のよ

うなお礼の手紙が寄せられましたので，ご紹

介致します。

友愛と感謝のことば

フェローライオンズの皆さまへ

第3副会長という新しい職務につくにあた

り，まず私は，1968～69年度に第3副会長候

補者のひとりとして、

貴複合地区内の各地区

および各クラブを訪れ，

親しく私自身をご紹介

する光栄を有しました

際に，皆さま方が私に

示して下さいました親

切な歓迎、おもてなし

に対し，深甚なる感謝の意を表します。

　貴国において私は，貧しい人マに対する援

助および祉会に対する数多くの活動や奉仕の

なかに，真心を見い出した思いです。ライオ

ンズクラブが日本で，他国に類をみない急速

な発展をとげたことは、少しも不可思，褒では

ありません。これらの評判は、第52回1∬：界大

会の開会式に御臨席の天1と陛下のご挨拶の中

にも認められる通りであります。

　皆さま方のすばらしい国を旅行中に，私は

すばらしい風習や，みごとな礼儀正しさに接

しました。若い世代にとって、皆さま方が模

範となることはたいへん望ましいことであり

ます。私は皆さま方から寄せられた信頼に対

しましても，深く感謝申し上げます。と同時

に、私たちのモットーであるWe　Serveの

精神に専心することをお約宋致します。

　　　　　　　ジョージ・フリードリックス

　　　　　　　　　　ライオンズ国際協会

　　　　　　　　　　　　　　第3副会長

編響室
　・　」”ツ

　　〔　畜

oへ鱒
　8月の声を聞くと，海や111はどこも人，人，人で

いっぽい。特に今年は遅い夏の始まりで，しびれ

を切らせた人たちがどっと押し寄せ、大混乱した

ようです。当’1呼3局も各自で夏休み休暇をとって

おもいおもいに盛夏を楽しんでいる。

☆泳げないのに毎年海へ出かける業務課のA君，

海で何してるんだろうという外野席の心配もよそ

に，まっ黒になって帰ってきた。べ僕の日焼けは，

マージャン焼けだよ、海の楽しみ方は，アイデア

しだいのようですネ！

☆黒んぼNo．1は，同じく業務課のS嬢。街を歩

いてて，本場の女性と間違えられたとか・…・・。

情報化時代の《新兵器》がブームを呼んでいますノ

高性能・超小型発信器

FMマイクロトランスミッター

MM・8型
38「）品×25r協×15ワ品30g

（保証付）￥19，800 ．・さ

”た“芸術品”です

普通のFMラジオで簡単に受信できる
超小型で感度のすばらしい「コニー発信器」

をご使用下さい。　〔エリァー500m涛命は半永久的〕

用途は無限です
●経営者、医師、弁護士、教師、ゴルファー、商談

　その他あらゆる時と場所に使用出来ます。

現代電子工学技術の嚢．

　　　製造元　コニー・エレクトロニクス・カンパニー

　　　総発売元コニーサービスセンター
東京都港区南青山2－5－21石勝マンション｛705号室｝TEL（03＞（401）4583・9352

大阪市北区東寺町3末広マンション（90】号室）TEL〈06＞（358）1969・（351）8557

名古屋市千種区観月町2－59（広岡マンション）　　TEL〈052＞（751）6907
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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

クラブ名
ホテル　　旅　　　館
ｿ亭　　レストラン

メンバー氏名 営業所在地 電　　　　話 備　　　　　考

仙台　五城 旅館青雲荘 佐．藤　啓　吉 仙台市光禅通り錦町角
（0222）

i23）0115

環境良く，閑静全館冬暖房
�ﾊ至便、駅官庁会社
ﾉ華街に」紅で5分以内

草津群馬 松村屋旅館 宮崎五郎平 群馬県草津温泉
（クサツ）

i027988）

繧Q323

東京案丙所761－3804，39（M

蜊繹ﾄ内所641－7648　　・
U33－6741
ｼ古屋案内所（931）3786－7

東京羽田 東　京　エアター
~　ナ　ルホテ　ル 東　　陸　正

東京都大田区羽田
結檮総ﾛ空港内

（742）

P111

東京原宿
日光グランドホテル
ｭ府登録国際観光旅館
ｯ　　　ご　　　ん

羽根田孝夫
栃木県日光湯元温泉

結椏s渋谷区代々木駅前

湯元局呼出028862湯元88－90

i370）3333（代）

交i田公社協定　ダイナース
v．C．B協定　東洋のスイス

ン坙{式旅館
g冷慶院備

東京渋谷
政府登録国際観光旅館

zテル飛竜閣
小　原　基　邦 東京都渋谷区北谷町2

（代表）

i463）0881

日本交通公社協定
坙{旅行会協定
結}観光協定

箱　　　根
箱　根　小　涌　園ホテル　小　涌　園

秋　山　昌　弘
神奈川県足柄下郡
?ｪ町二の平1297

箱根・0460

Q－2221

クラフ事務局
瘟?齬
会（第2第4木曜目）

　　　海� 　　明　　館� 川喜八郎� 奈川県湯河原温泉�
04604）2

T11�

　京　281－1066名
ﾃ屋551－1449大
@阪631－8834

　　　海� 　間　照　章� 海市水口町15番8号�
海0557（
W1）5185�

阪案内所0

U（351）2674

河原� 士屋旅館� 　藤　寿　夫� 奈川県湯河原温泉�
04604）3

V11～5�

日本式建築美

燒|溜瀦

根小涌谷� 河屋旅館�
’榎
@本　孝　一�

奈川県箱根町小

O谷温泉�
0460）（

Q）2231～5�

京内案所　251－5062名
ﾃ屋案内所　581－844】大

繹ﾄ内所631－8834

　　　田� 田城山ホテル� 　川　四　郎�
岡県伊豆下田温泉大
Y海岸1053�

05582）｛

ｻ1�
内所東
@京　371－7498名
ﾃ屋471－1255大
@阪　361－3778
だま会

　　　田� 船ホテル� 　本　一　夫� 岡県伊豆下田町柿崎7－1�
05582）2

|1234�
052581－8442い
ｻみ会

6631－88祖

　　　松�
府登録国際観光旅館山

?ﾙ欣竜�
　村　秋　賀�

岡県浜松市館山寺館山寺温泉� 053405）1

X，119，219�

京予約センター（03）281－003名

ﾃ屋予約センター　
@　　　（052）851－234大
纓¥約センター（06）271－230

　　府� テルトミタ� 　辺　富　治� 府市朝日1－7－14（
b府駅北口下車隣）�

釜≧4484�

蕊議・・｝露

外局番� 阪事防所　362－2431
　　　原� 　　風　　荘� 　藤　由　雄� 井県芦原温泉� 0776）77－2500� 古屋・1嚇所　241－7898東

栫Iド務所　402－5225

　　　原�
府登録国際観光旅館八

@　　　　木� 木弥太郎� 井県芦原温泉4－418�
0776）7

V－2008�

天凪呂プール駐

ﾔ場完備

重　県鳥
@　　羽� 田家別館� 　田　光　郎� 羽市鳥羽1丁目24の26�

05992）5

|2103�
京案内所821－6072・

蜊縺ｦ1’↓所711－6012

　　　浜� テルニュータナペ� 　村　吾　老�
歌山県田
ﾓ市駅前アオイ通り�

ナベ（

Q）6048～6050�
織で↓。，ラ。ピ

　　　津�
光旅館湯

@　元　　館�
　谷　和　雄� 津市雄琴町�

　　　．（O7754）（

W）1520�

都南�
　料理・旅館鮒

@　　　　　鶴�
　中　忠　男�

都市下京区木屋町松原上
�

351）8

T41～3�

古屋案内所551－70012
O0畳敷人広間結婚式場完
o葡鴨川畔

阪堺浜寺�

一一政
{登録国際観光旅館羽

@　衣　　荘� 　島　　馨� 阪府高石市羽衣�
（0722）61－2001（代）�

闘と大温泉センター麟

l£。｝例錫

阪天王寺�
光旅館明

@　倫　　閣� 原梅一郎� 根県松江市国屋町558�
江（
O852）22－3225（代）�

下の宍道湖に落ちるタ日はま
ｳに筆舌に尽くし難く貝光明
J。冷暖房完備

屋東�
府登録国際観光旅館ホ

eル芦屋�
田雅一郎池
@田　恒　雅�

屋市松浜町16芦

ｮ海岸�

屋（
O797）23－2891（代）�

階空中温泉より広く六甲山・大阪港淡路島を眺められる大

縺E神戸より15分

庫川西�
府登録国際観光旅館若

@　　　　水� 早川　　章� 塚市湯本町9－17号�
0797）（

W6）0151（代）�

望御殿貝呂展

]　御姫坦呂

本おのころ� 淡路島観光ホテル� 　村　　博� 路島洲本温泉�
本（

Q）－2451（代）�

阪案内所631－8834名
ﾃ屋案内所581－0301東
梭ﾄ内所252－6288

　　府�
　テ　ル　児　玉児
ﾊレストハウス�

　玉　修　行�
府温泉新別府九
B横断道路沿い�

0977）6

|2211�

1［で別府より3分別

{駅より7分大
纈H絡所　531－594ユ名
F婆追82－476疎京573－35亡



われらは奉仕する

やく『ら

櫓時計

日本に時計が伝来したのは桃山時代

後期であるが、その後長崎の宣教師な

どにより製作技術が紹介された。この

櫓時計はすべて日本人の手で作られた

もので、側（とびら）には唐草模様が

彫られ、裏には暦が記されており、初

期のものに較べると装飾的になってい
　　　　　　　　　　　　c■う寸い

る。この時計は重錘式になっており、
に　‘」4　　　て！1　3

　　挺の天符が日本独特の不定時法の表

《今 月 の 表 紙》

日本人のテクノロジー・シリーズ①

江戸時代後期

示を助けている。それは季節によって

異なる昼夜の長さを計算に入れている。

つまり夏と冬とは同じ1時間でもその

時間間隔は違ってくるわけだが、それ

を天符の長短で針の動きを調整し、西

洋の定時法の時計と巧みに折衷したと

ころに、当時の時計工の苦心がうかが

える。

OUR　COVER　THIS　MONTH：
The　Technology　of　the　Japanese　People

NO　1：　MEDIEVAL　TURRET　CLOCK

The　mechanical　clock
brought｛nto　Japan　about　the

half　of　the　Momoyama　Era
1602）followed　soon　after

introduction　of　the

clock－making　by　the

onaries　in　Nagasaki．

itself　first

latter

（1573－

by　the

technique　of

Jesuit　missi－

　　The　tUrret

clock　shown　in　tne　illustration　was

made　entirely　by　native　artisans．

The　cover　panels　are　elaborately

decorated　with　arabesque　and　a
calendar　is　inscribed　on　the　back

side　of　the　panel．　Compared　to　the

first　timepieces　made　loaclly，　the

later　productions　are　more　decor－
　　　　　　　　　　　　　　ロ

atlve　ln　apPearance．

Mechanically、　the　clock　movement

isactivated　by　means　of　weights

which　was　a　conventional　cons㌔
ruction　with　allclocks【nade（垣ring

those　times　　A　　characteristic
　　　　　　　　　　　．

feature　which　is　distinctly　novel

is　the　use　of　two　sets　of　balance

wheels；a　design　feature　which

MADE　IN　JAPAN

isuniquelyJapanese　in　conception．
Beacuse　the　path　of　the　sun，smove－

ment　in　the　sky　varies　with　the

season，　1t　was　found　convement
to　differentiate　the　speed　of　the

movement　of　the　clock　hands　during

the　summer　and　winter　solstices．

This　was　mechanically　accomp－
lished　by　tke　adoption　of　two　inde－

pendent　sets　of　balance　wheels
one　set　for　the　equinox　and　another

for　the　solstice　months．　In　this

manner　the　varying　lengths　of　day－

light　hours　for　the　different　sea二

sons　of　the　year　was　accounted　for．

This　was　a　destinct　departure
from　the“fixed　time　system”used

on　the　clocks　imported　form　Europe

in　which　the　length　of　the　daylight

hours　remains　constant　regardless
of　the　season　of　the　year．　This　is

one　example　of　he　resourcefulness

and　innovative　qual　ity　of　the

tedbnology　native　to　the　Japanese，
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写真と文福沢悌輔（知立C）

　愛知県幡豆郡一色町　諏訪神社の祭礼は　三河一色の大提灯祭と

して有名です。8月26日・27日に行なわれますが　数日前に氏子が

総出でまず柱を建て　当日滑車を使って屋根をあげ　それから呼物

の大提灯をあげるというわけです。夜は80～90kgもあるロウソクを

灯しておそくまで見物人でにぎわいます。

　この祭礼は　むかし海からくる魔物を追払うために漁師たちが始

めたものといわれますが　6対12ヶもの大提灯は全国にも例がなく

遠くから見物人が来られます。

　なお地元には　吉良LCなどがあります。
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嚇砦己影弓悉
　ライオン誌ペスト・エッセイ賞も，今回で5回目を迎えまし

た。これは，1年間の寄稿者のなかから内容，文体，ともに優

秀で，読者の好評を博したもの10篇を選び，その執筆者を表彰

するものであります。

　今回は例年になく候補作品が多く，20数篇のなかから編集経

営専門委員会で慎重審査の結果，下記の10点が選ばれました。

いずれも非常に充実した内容で，再読玩味の値打ちのあるもの

と思われます。ライオン誌をファイル保存されているLは，ぜ

ひ旧巻をひもといてこの機会にお読み直し下さい。なおこの表

彰は，9月のライオン誌月間中のそれぞれのクラブ例会で行な

われるよう，準備しています。

　9月はライオン誌月聞です。毎月何となく受け取り，机上に

積みっぱなしになっている雑誌が多いのではありますまいか。

それではせっかく大勢の人が，ライオニズムの明るい話題を提

供し，声を大にして呼びかけている善意が，まったく無駄にな

ってしまいます。クラブ会長，幹事，そしてPR委員，情報委

員の皆さん，あなた方の隣人Lにライオン誌の価値と利用法を

教えてあげて下さい。そして皆さんがこのライオン誌の編集，

発行にたずさわっていることを自覚して下さい。それでこそ，

よりよい雑誌ができ，クラブ活動がさらに発展していくものと

考えます。

　毎月とりあげられる話題は実に広範，豊富でありますが，な

お全国1，400クラブ75，000名会員のすべてを網らするには足り

ません。編集部では，より多くの材料のなかからより優れた題

材をと願っています。読者各位の近辺雑事，何事によらずライ

オニズムに関与しないものはありません。要は筆をとって気軽

に編集部あて近況を告げる，その熱意を皆さんにもって頂きた

いものです。賞賛であれ叱言であれ，読者からの便りほどわれ

われを励ましてくれるものはありません。

1968－69年度BEST　ESSAY

8月号49頁「山の辺の道」　　　　　天理　C

9月号10頁「私の原爆体験記」　　　広島鯉城C

10月号7頁「盲人教育に尽した人々」京都紫明C

11月号7頁「動乱のチェコ」　　　　岐阜南C

11月号9頁「メキシコ・シティ・ルポ」東京　C

12月号8頁「本当のことはだれも知ない」　東京背山C

1月号9頁「がんばれ君原」

5月号46頁「雪の日に」

5月号57頁「木曾黄落」

6月号68頁「ライオンズ冥利」

特別賞　（会員以外の寄稿分）

　岐阜南C

　東京日本橋C中島四郎

　福島C菅野訂庭三

束京自由ケ丘C浜野虎雄

8月号10頁「盲導犬が私に光を与えた」

10月号37頁「ギターと愛と盲導犬」

10月号40頁「現代世相とライオニズム」

2月号7頁「ここに愛の手を」

中谷澄男

有木重雄

守屋　正

後藤喜八

樋口　呆

力　貞幸

森　建樹

宇佐美英雄氏

大野　秋好氏

黒川　直也氏

大浜　英子氏
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ライオンズ情報

この記事は英文ライオン誌より訳出しました　　編集部

簡1　地区大会や世界大会へ派遣する代議員の費用は，会員の

　　　あいだで集めたものをあてるべきだという記事をどこか

　　　で読んだ記憶があります。したがって，アクティビティ

　　　のためにクラブが一般から集めた金をこれにあててはい

　　　けないと私は解釈しますが，いかがですか。

1答　　そのとおりです。国際理事会でも，一般から募金した資

　　　金は大会費用に用いてはならないという見解です。クラ

　　　ブが受ける寄付は，信託されたもので，一般の利益のた

　　　めに費消さるべき性質のものです。といって，アクティ

　　　ビティ資金獲得のために要した一部の費用もこれから支

　　　出できないということではありません。

1問　　キー賞とはどんなものですか。

1答1　キー賞は・2人以上の新会員を獲得し，そのスポンサー

　　　となったメンバーに与えられます。その目的は，協会の

　　　成長と拡大に貢献したライオンズをたたえることです。

1問1　キー賞にはどんな種類がありますか。

1答1　2人の新会員をスポンサーした場合にメンバー・キー，

　　　さらに4人を追加した場合メンバーシップ・アドバンス

　　　メント・キー，さらに6名がマスター・キー，さらに13名

　　　がシニア・マスター・キー，さらに25名がグランド・マ

　　　スター・キー，さらに25名がキー・オブ・ステート，さら

　　　に25名がキー・オブ・ネーションズ，さらに50名を追加

　　　した場合モナーク・キーさらに50名で合計200名の新

　　　会員をスポンサーした場合インタナショナル・キーが与

　　　えられます。さらにこれ以上に増えたときは，ブラクが

　　　贈られます。

酬

圏

クラブに紹介した新会員が，その条件となる1年と1日

未満のうちに軍役についた場合，キー賞申請の妨げにな

りますか。

なりません。その新会員が期限前に死亡した場合でも，

やはり申請の数に入れてさしつかえありません。

固キー賞の申請はいつしますか。

圏　　その新会員が1年と1日を経過したのち，クラブ幹事が

　　　その申請を行ないます。
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光にも　いろいろな種類があります　かたい光・

強い光・いたい光……そんな光を　やわらかい光

に変えてより良い環境をつくりだします

タチカワのバーチカルブラインドはアルミスラットの

開発で不燃かつ断熱効果が最高です　そのうえ特殊

塗装をほどこした艶消し仕上げがかたくるしい金属

的な感触をとりのぞいた優美な雰囲気をつくります

立川プライ》ド」£業楳式会牡
　取締役社長立川孟美（東京日本橋L）



飛距離の増大が期待できるアルミシヤフトの決定版

マスターフラッグAL・アルミ合金シャフト付

　　　　　　　　　　　AL

FULL　SET　Y56、800 HALF　SET　￥33、OOO

＊姉妹品
スチールシ・・フトマスターフラッグ卸

FULL　SET∀48．800　　HALF SET　V　28．400

VICTORY

世界の四大スポーツ品メーカー

アルミ合金シャフトの使用により、クラブの目方は

5～6匁（18．75g～22．50g）軽くなりました。

このため、スウィングにスピードがつき・飛距離の増大

が期待できます。

シャフト以外の部分はマスターフラッグ（スチール・シャ

フト付）と同じです・

その他の品種　FULL　SETY63．600．130．000
　　　　　　　　HALF　SETY13．800．～52，000

人阪杓li，；四橋刺波㌧ll一神川小順r　l～有品セ．タ＿大阪福島区i罐わ場岐・；叫大ω1場福島区川・ll戊t↓己・川叫
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　　　　　謹機叱聯
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この●板の店・テハートで販売
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