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座談会青少年交換計画はこれでいいのか… 

第52回世界大会始末記. 
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古都に巧寄せる交通戦争 
な都葵ライオンズクラブ 

京祁のククシーは荒っぽい。7 n16ni,ガバナー協蔬会に訪れたと 

きの実感である。あるいは日本3大なり，が剧なの宵山の日じあたっ 

たからかもしれない。 

写真は八お神社前に建てられた交述盤理塔，今年2巧，が都葵じが 

8周年記念が業として設邸したもの。河巧町御池には京都がCが，そ 

の他同形のものが巧内数力所に雄っている。ホ都のお観をそこなうと 

文化人のが判がある一方，「人命巧誰の立場からやむをえない。デザ 

ィンは十分検討したつもり」という府巧交通企晒課の反論が山されて 

いる。塔上では，巧ぶ，おバス，乘用が，トラックの化に，安全逃お 

を芦をからして挪をさんが呼びかけていた。 
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ある巧换 
わたしのお前はキャサリン.ブラ、ソクストック、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。 
横お市と姉妹提携を結んでいるサンディエゴ市は、々リ 

フォルニア州の南西端、メ寺シコ國境近くじある人口 60方 
の權町です。父は巿巧{こ1帝新しくできた々リフォルニア 
大ザの事務長、わたしは1人娘で、母は市で1ホ古い滕あ 
をもつサンディエゴ.ホスト•ライオンズクラブのホ^巧を、 
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 
くなった巧親が勤めじか,るのは、アメリカではごく普迦の 
ことで、それはより鹽かな生活を楽しむためじ、また巧:じ 
してみれば、いつまでも若い気かで•いるためじ、よいこと 
だと思います。 
わたしのネ且父はイギリス人、スコットランド人のネ且母を 

めとり、迫害を受けて々ナダに移佐、その後、ネ且巧の健康 

©7時に起床、8時朝を、をと巧まのテンプラじごがをか々。 

コーヒーとトーストがなつかしいときもあるが、郷じ入ら 

ば郷じ従え、うまくなったミさばきにパパもご満悦 

©ママと近所の美容院へ。くじでは3時巧もかかるセットが. 

I時巧でできる。能率的で’;育潔、お店の人がことのほか巧 

切なのに戚心した 
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ををの玉B 
のためサンディエゴじ移ったそうです。レストラン締嘗の 
かたわら、大工の仕事をしていました。巧:方のネ且父は農父、 
荒野の開盤に辛酸をなめつくしたと帥いています。60年前に 
大学を出て当地の教師をしていたネ且母は、いまも83才で、健 
お、わが家の近く【こ任.み、隣近所の世話巧として大を活動的 
な每日を過ごしています。こ’当人はまだ若いつもりでいる 
のですが、今日をけ取った手紙(こよると、わたしのホスト. 

ファミリー伊藤'をの長男ミノルカ、*、やはり义換学生として 
向こうを訪ね、ネ且巧のことを「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巧14日羽田到着W来、げ滕家の娘としてお世話になっ 
てまずが、願道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、をのすぐ下とほかに 
川崎市巧に2つのガソリン•スタンドを絳嘗しています力で、 

その‘忙しさぶリときたら、それこそ目がまわ》)そうです。 

こちらじきてから何回か東京へ出たり、箱根、所豆大島に 
も速れて行ってもらいました力ぐ、日本人のよく働くのじは 
びっくりしました。アメリ々では週禾の連休はもちろん、 
ふだんの日でも勤務時間ホは父親を中ぶ、じ家族团らんの時 
間が豊富なのじくらベ、こららでは、みんな目一がじ働い 
ている感じです。もっともサンディエゴは、避幹避寒地とし 
て遊客が多く、怠け者が多いせいかもしれません力f。 
でもパパもママも、そして次男巧の高校をマサルも、大 

を親切で、楽しい毎日を過ごしています。ことばがで便で’、 
惹思がなかなか通じないのが残,をですが、削:！:晚の日本食 
にも慣れ、ハシも自由に使えるようじなりました。8巧4 
日からはホスト•ファミリーの巧代で別のをへ行きますが、 
8巧24日の帰阔の日には、わたしを可愛がってくれた日本 
の'を族との別れが悲しく、泣き上戸のわたしはきっと羽田 
空權のロビーで、人前もなく大声で泣くことでしょう。 

が 3資本を500>*で発足したソニーが、わずか23年で日本を 

代巧する企業に成*。だがオン.ラインで化くサエさん 

の給料が巧100ドA位というのも驚きである。アメリカで 

はホ但:がのお低でも1時阳1.65ドぃ月250>*はかたい 

5時に师宅、母:とネ旦母:からI逊巧ぶりの手化をを 

けとる。父がミノルをメキシコ料巧に连れていつ 

たら、大いに巧に入った由、わが巧の父母:とが藤 

家の父母の巧違がき窗Hじなる 

ソニーの木社エホ見学のためホで束巧へ。品川プリン:: 

ホテルで宣食後、庭をが歩する。すべてが西欧化してし 

巧■のなかじ、4、5百年をのお堂がよく保をされている 



ご近巧の子供さんたちとを踊0のお巧古、炭が節の 

ィと手ぶ0は大望!巧雅で、ガサツなわたしじは、な 

うまく踊れない。でも一を殺を智って、くじへ麻っ 

んなじかえてや0たい。沿ホはママが手強いでつく 
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President 
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人と人とをむすびつける慑も大きな力は 

この思想なのです。ライオンズ圃際協な 

のちからの茲•盤となっているのは，人類 

がひとつじ結ばれるのは，ひとりひとり 

の個人が，他の個人を人I川として巧敬す 

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。 

臘というラオニズムと共迎の則怨-の 

ためにみを挺してたたかったのです。 

メンバーひとりひとりが，圃際協会の 

目的と逍徳綱領の感げを真に体得してこ 

そはじめて，ライオニス•ムは世界に大き 

な影嚮乂1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ければな 

りません。なぜなら，世界各地の個々の 

クラブが，誠,なをもってわれわれのま旨 

を巧動にうつすことを怠ったとしたら，• 

世界地网をごらんください。まるでこ 

まぎれです。群立する圃々——大きいの， 

小さいの，巧本ホ義の，強いの，弱いの， 

どれもこれも一闆の'驚ぶを第一蘇;として 

います。圃際I叫の融和はごくわずかしか 

見られません。ある地域では圃述が協力 

を呼びかけています。二つの武力帅:営， 

自舶ま義諸圃と共座陶は，それぞれ融和 

のひとつの形態を示してはいますが，こ 

れはす健令な形です。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 

の利なを第一の目的にすえているのです。 

それはある場合にはん:余が略であり，経 

巧力であり，また非常に多くの場合，が 

に岡家のが統それ巧体が巧晒の,が媪とな 

つているのです。 

もう一度眺めてみましょう。地図の中 

には，共迦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flとし 

て，その世界家敗を構成する岡々や領域 

がここにはあるのです。ここでは私利私 

欲をこえ，岡峨とげばれるあのげ代挑拱 

をこえた一姐の卵ながつらぬかれている 

のでず。 

反論もありましょう。『その迦り。だ 

がしかし，個人のドI III,なぶで組織された 

おル閒体が，化界础!すりに巧がなむ削を义 

たすことなど，どうしてできようか？ 

政治的化盤もなく，独自の経済ソJもない 

のに——rCそれがどうしたというので 

ず？，忘れないでいただきたい。巧，ホ， 

緑など，地図を彩る断片のひとつひとつ 

には，人I川が生きているのでず。I比界中 

どこでも，人問の本巧にかわりはありま 

せん。化本的には同じ要ボをもち，同じ 

人リリ本来の願型を抱いているのです。人 

間はさまざまな,思想に彫嚮されますが， 

ライオニズムもまたひとつの化;tuでず。 

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た(外のいかなる手 

段による細!合も捉示してはいません。な 

ぜならば，さまざまに彩られたこレ地のそ 

れぞれを令が一色にぬりかえることは， 

すべての根源である自かの破嫂を尊くか 

らでありまず。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 

まもを通して学んだのです。世界油!!不口は 

今日，巧做と協調の精神——ライオニズ 

ムの_-卜•台となっている理な——を迦して 

のみ可能なのであります。 

当然のことながら，独城政体のもとで 

は，ライオンズクラブの結成は歎:じられ 

ていまず。いかなる自か,な志にもとずく 

組織巧脚もこの点では||がまでずが一し 

かし，ライオニズムとは，なによりもさ 

きにひとつの則なであって，物削的な攝 

造図ではないのです。ライオンズクラブ 

の人道主茲にたつ巧®け賊にあらわれた 

梢神は，鉄を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，チュコやハンガ 

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，これらの圃の 

人々はあるひとつの則を——人I川性のが 

ライオニズムはどうして；例会場の外に 

までその-Jjをおよぼすことができるでし 

ょう？100力‘ク貫？ いや200方？ な 

るほど，同ぶはみければ多いほど，世界 

におよぼすライオンズの为はつよくなる 

でしょう。しかし，融不‘nのきずなは，リg 

想への献身のきずなは，何よりもまず， 

現がの23,354クラブのひとつひとつに， 

现'巧のすがたとしてルきていなければな 

りません。 

現代の無かげ——人祁蔡動，学間紛带， 

家庭の加げetc.——は，それらにじ力、に 

かかわる当が者たちにまかせるとして， 

われわれ自みの家をまずきちんとするこ 

とが大明です。それでこそはじめて，ラ 

イオニ夫ムは閣際训の训解と協調を化み 

だすためのんVjな，おそらくはかを的な 

なかだもの役を化たし巧るのです。 

ライオンズのこの力はおのずから1化I川 

の匆Iるところとなってきています。靑少 

年交換iH•邮，岡を巧にする人々が嫂まっ 

て共逝の11概にが問する世界大ななど， 

これらはずべて，が来ライオンズがなに 

をなしの.るかということのたしかなきざ 

しなのです。みなさんの勞力か巧です。 

もしみなさんが，みなさんの町で，言架 

を行動にうつし，離和と理解のために奉 

化されるならば，ライオニズムで化界を 

ひとつにむすぶことも夢ではないのです0 
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青少年交換計画はこれでいいのう 

Y E P精神の確定を 

柳川今年度の祕合地区スローガンは，匿… 蒙 '':' • W 

「青少年に愛と希望を」ですが，新化の 左から福が，ぉ带柳リし矢画，リンダ，小川，リンガム，中巧の各氏 

ブライアン会長も靑少年問趣に非常な関 ない。大変な化事だけに，その,按藉も大 

ムを寄せられています。われわれとして 変深’いと思っています。 

は，これを本年度の大きなテーマとして 中村ぶは私，昨年の6巧に入会したば 

いろんな角おから眺めていきたいと,恐っ かりで，3力月くらいのうちじYE Pの 

ております。今日はYEPについて皆さ を質をやれというんで，大阪の第2囘会 

んにお話し顶きたいと思うんでずが，ま 謙にやられたんです。それで新幹線のな 

ず，一般的にYEPの認識がまだ徹おし かでが地区幹がともども，勉強したわけ 

てないんじゃないか。その点についてL です。ホストの閒題，スポンサーの卜％題， 

小川からひとつお願いします。 そして逃考試験と，やってきました。そ 

か川私も非常に詳しいわけじゃないん してこんどの世界大会ですが，シカゴ本 

ですが，ライオンズのかまった化おのい 部とこちらで100方くらいの-で算で，Y 

くか外にあって，しかももっとも盤犬な 巨Pのエグジビットをやれというんで， 

仕事じゃないかと思、うんです。こんどの 準備してたところへ，ハイヤーという向 柳川巧ってきたぶ感として，がが巧ど 

が:界大会でも，灾際，fぶ式的なことW外に こうのボスがきて，Y E Pという看板じ うですか。 

何かの化おをしたのは，YEPじゃなか ゃ誰もわからんからを部"Youth巨X. が部巧く前はをほの方のオリエンテー 

ったかと考えています。私もエバンズな change Program"と巧き•拉せというん ションだけで，YEPとはそういうもの 

巧の後半になって，さかんにYEPのこ ですね。.アメリカ人ですらこれをよくか かと化ってたんですが，巧ってみて，た 

とをいうんで目がさめたんですが，义際 らんというんですから，災义とn本I消の とえばおかのぶからが•極的に山ることが 

に始めてみるとこんな巫大な化がはない パンフレット3刀*枚:，を部陋したわけで 一齊大明だと値じました。そうしないと 

とさえ思うんです。ただ，夕換というこ す。それから，今年は世界大会でE1は ただのわななで終わっもゃう。ほんとう 

とばが，そのままの慈味でまだ行なわれ 少、しごぶ厳しようと，派巡学生を5名に の家吹の1凹になるには，やはりがiもっ 

ていませんが，家庭に入って向こうの人 しぼったんですが，20名の応孫者から逃 て'こ、がけて巧かなくちゃいけないんです 

と生活を共にすることに非常に巫紫な,な ぶとき，まず第一にライオンズのことを ね。だからいま'-ちえてみて，もうかし早 

養があるわけで，こういう交流が将来非 何も知らない。YEPジュニアとして化 けにホスト•ファミリーを決めて顶いて， 

常に灾るんじゃないか。世界ず和もこう がしたおでさえ，YEPとはさてなんで が刖•に-下•紙やすなの夕換が何回かできる 

いうところから策外，生まれてくるんじ しょうとこういうぶががほとんどで，か といいと思います。それから，オリエン 

ゃないかと，その点でライオンズの本巧 ろうじてとったのが5名という始末です。テーションの同数も增やしてほしい。 

的な仕事じゃないかと考えてます。ただ 大変きついことばになりますが，巧帷•沒 柳川橘が巧，ライオンズクラブについ 

今输こうした青少年をやるんですから 識をもってドラ短、子ドラ娘をただ交換す て巧はどう‘投いますか。 

世話をされる方が大変ですね。よく「公 るんじゃ，ますます蜡'洛じゃないか。Y 福おこの加•の化界大会のときにも一が 

務のを暇をさく」というんですが，公務 巨Pのがi:神を，がにことばだけでなく巧 の新削じ化判が山てましたが，本来の社 

さえさかないとこれはできないんですね。.容的にほんとうのものを雕定して顶きた を奉化という耐からはずれている点もい 

今年はL中がが中,こ、で，来年はLリンガ い。ここにみえてる3.人のジュニアは， くらかあると,恩います。父のクラブです 

ム，おそらく一叨の畔削をさかれてもな’ぶ際の経験者として，巧く前と俯ってき と巧2回の巧なをと！）ながら何かやって, 

お足りないというようなことがあるので てからでは，きっとぶ長してると姐、うん 舉化するといってもお金を出すだけみた 

組織の点ではいろいろ考えなければなら です。 いなことが多いようですが，向こうでは 

(1968がぶ臣1地区yep 

を间お:•がなぷヶ閒C) 

ッ YEP 

をな.がが破ヶ閒C) 

im (1969が巧E1地区yep 

を巧お••がな閒化C) 

a C1969年来日がを.Abilene 

Christian Collegeが学•中） 
(1968年が义ク化，が応大学 

化夕中） 
C196がドが义夕化，晦化大夕 

が夕中） 
(1968がが义夕化，唆ぶ乂タザ） 

8 



いろんなおの人が多く，山分で侧いて何 

かをすることボタいようです。口本では 

そういうぶ酌!が少ないと化います。 

柳川矢なさんはどうですか。 

矢島何か礼なが化というと，暗い，自 

かたちの生巧をせい一がしていて，それ 

でさらじ舉化をずるというふうにとられ 

がちですが，私は巧際の舉a•というのは 

そうじゃなく，、ある程度自分の満化のい 

く化ぶをして，それで余为のあるものが 

するのがお化だと化うんです。それから 

^えるとライオンズの舉a•はビッタリだ 

と化いますが，それがわ金だけの奉a•に 

然もることは乂になりますね。 

ぅイオンズ子ホに限らない’ 

柳りIところでLリンガ厶はYE Pのし。ij 

爐について，ご.な!;iは。 

リンカム Y E Pが的まったのは，ライ 

オンズのアクティビティとしてですむ。 

ですから，がめはライオンズのでホとい 

うことでやり出しましたが、本来はぶま 

れない，をが外閲へりけないす供をクラ 

ブの金を化めてやるのが赃ちだと見I、うん 

でず。できれば私は，どこかの火きなク 

ラブがそういうのを]レりあげてほしい。 

そこで初めてが*さがわかると^?、います。 

ももろん皆さん，ジュニアのぶもいいん 

ですが，でもやはり遊びにけくような気 

巧らが多いと化いますよ。ド，Jこうに巧っ 

て何か勉強してくるというな持もの人は 

非常に少ない。私，いままで何年かY E 

Pのが进夕化の試験をやってみて，火を 

火んですが巧さんの^えはが常じルーズ 

だとぶ、いました。わ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 

ことを如らない。わ父さんはどこのクラ 

ブか、圃隙な技は,能か，何もわからない， 

このライオン誌だって巧たことないとい 

うんですからね。試験を'艾ける怖にわ父 

さんと話したかと叫くと，それもしない 

学:生がいましたね。 

中がそれが100；：ti：ジュニアの寅-化じゃ 

ないと私は思いますね。ライオンズであ 

る親の贊化もあります。 

柳川だからライオンズのモ弟が必ずし 

も適化かということですね。.それぞれの 

クラブの地が化なから俊秀な宵少年をピ 

ックアップして，クラブの數用で交換の 

計禍にのせていくのが，本お的なYEP 

計廊じゃないです力、。 

リンガムそれを今年は必ずやりたい。 

新聞少年でもいい，逃んで，うちのクラブ 

でやります。これはやはりを嫂的な問题 

もあ!）ますね。クラブからをが山ないし 

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 

オンズの子巧にIがらなくて一般の俊秀な 

人を逃んで山せばいいんです。私として 

は今がのキャビネットじ、少なくともた 

とえばE1地区から10人出たら，そのう 

も5人は一般の人をや0たい，こういう 

ことにもって巧きたいと化っています。 

ル川 Exchangeということばをおえれ 

ば'、ライオンズのぶ旌が向こうでこちら 

にぶりたい，こもでも向こうにぶりた 

い，これを交換するというのがひとつの 

ベースですね。もうひとつ，ライオンズ 

のが本的なが冲は化た本リ;というぅ、，比 

較的ぶ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りけないが 

ホ常に俊秀なで化を取りあげるのも，火 

きなアクティビティになるんじゃない力、。 

恃了•がにお金を山したり，いろんなとこ 

ろじ出すのと问じような，将來のH本の 

ためにぶ巧な，I到隙的な,な味でもずがの 

ために必巧な，怒義のあるアクティビテ 

ィだと思いますね。 

柳川今年「巧かがに変:と希巧を」とい 

うひとつの柱をなてたわけですが，乂为 

はあるんだが化なにぶまれない，そうい 

った巧がたちを外巧に送ることは，彼ら 

に大きな巧塑をみ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か 

なに生じたひずみを救うというより，で 

防睽夕的な立端で，大がな化がになると 

化いますね。そういう怠かで，YEPiil- 

咖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 

をすずめて巧きたいと考えています。 

ル川もともとライオンズは育人保讚と 

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巫嬰な 

ものがあるわけでず。が巧とか懲察署 

じ広報がをがfj•することより，そうした 

将来にわたるが樂というものが，やはり 

大朗ですね。 

将来を背貧うジュニア 

中巧ここでメアリーさんじ聞いてみた 

いんだが，u木へくる'が用はどうされま 

したか。 

リンダ娘が[が850卜Aのほかにぶ裝代や 

ら小使いで1，000ピルばか!）かかりました 

が，一が分は自分の貯金から山しました。 

私のスポンサーはネ且父が入っているクラ 

ブですが，そこから330ドル山してくれ， 

祖父が100%ばかり化してくれましたが， 

あとの600‘aは私むみのお金です。両親 

はをとでそれを私に仏ってくれるといっ 

てますが，どうですか（笑）。 

中がこれは口本からりく YEP夕化に 

ぜひがんでほしいですね。少なくもが川 

の何かの一かはなかでアルバイトしてで 

もかせいで，それを支す厶いにあててほし 

い。それをひとつのながにしてもいい。 

柳川それと，何のためにむくのかとい 

うW的,な識にもそれは述がりますね。や 

は!）巧く人の乂がまえがそれで述ってく 

るわけですよ。 

リンガムこんどテキサスからきている 

47《，のが化のうち，どのくらいが自かも 

が•用を出しているとぶ、いますか。 

リンダよくわかりませんが，クラブに 

よっては渡航がのを嫌を出していますし， 

をが:||iさないクラブもあるようです。か 

のでの場な，||1リ’规がそれをな相している 

柏にネし巧 

接 
夕にお撕 

苦も今もま仏壇 

巧時代の合掌壇 

実用的な唐木仏壇 

ちが 
ま都おセ条通巧巧ま入 
巧（075)371—3131〜8* 0124 

日曜日営巣•駐車巧完備 
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7月16日，京都におけるガバナー協を会で 
自己紹介するYEP学生 

ようですが,.男の子は自分の金を使って 

いるのが多いでずね。 

柳川君たちの場合はどうだったんだ。 

福おやはり向こうで備く場合と日本で 

は，収入が遮いまずから，彼かたちが出 

せる戴用も多くなる面がありますね。 

中巧多いとか少ないとかの問題じゃな 

く，1割でも結構，その気持ちのもち乃 

なんだな。 

ミ尺部日本の場合，息子はともかくとし 

て娘さんがアルバイトをすることには， 

规の方に非常な偏兒があるんじゃないで 

.すか。それほど晒ってないんだから，み 

っともないからと，そういうもっていき 

方がありまず。 

リンガムそこに非常な考え方の遮いが 

あると思うんです。アメリカでは，もの 

ずごい金持ちでも子供たちを働かせてい 

る。念の問题じゃなく，自分が自分に何 

力、をする、to be independe打tといろこ 

とを大切にしているんですね。 

柳川が部君，そのアルバイトというこ 

とばをもっと広く考えたらどうだろう。 

たの子の問趣として君は出したわ.けだが， 

傑はこういうことをしてもいいと思うん 

だ。たとえばグループでバザーのような 

ものをやる。そこからとった益金を巧金 

に使うということ，必ずしも両親に巧杭 

を今えずに，しかもライオンズの線にそ 

ったひとつのやり方もできると思うんだ。 

そういうエ.たはしてみるということで， 

しかしが本的にはやはりまだ，大変因製 

的な本的譜リ11気が家庭にありますね。 

矢島それはありますね。外で働くより 

も家で皿の1枚も沈いなさい。それがお 

前の旅'な'になるんだといういい方をしま 

す。それと，このYEPがライオンズの 

子巧に限らないというわ話でしたが，を 

銭的なことは別として，やはり子弟にも 

こういうルートは残しておいてもらいた 

い，それだけでも立がなアクティビティ 

だと思うんです。 

ル川いまメアリーさんじ聞いてみたん 

だが，日本では親が子供の侧くのをいや 

がるがどうだというと，アメリクの親は 

むしろ側くことを希望するというんです 

ね。それはresponsibilty,實似盛を子供 

にもたせることになると。 

中村将来の社会人としても，それが役 

に立つわけですね。それと，矢なさんの 

いうもちろんライオンズの子弟にもルー 

卜は残すんだが，私はライオンズの子弟 

でをるものは，忠まれない一般の子供よ 

りケダ違いに優秀なのを送りた'い。これ 

は滕選して，堂々たる立派なライオンズ 

のジュニアを送ってもらいたい。それが 

現実は，年々派巡学生は倍になって，今 

年は200人から羽…を発ちましたが，ま 

ぎわになって自分がどこの地区かわから 

ない，これじゃ關りまずね。俊先的でも 

結憐，だが行くが上は親より優秀なもの 

が行き，そしてが米のライオンズがもっ 

と俊秀になる，こうあってほしいですね。 

これはやはり親の黃化で，子供の責任あ 

る見方，これを徹底してもらいたい。 

柳川ただばく然と親のライオンが子供 

ライオンをみ閒に游とすんじゃなく，や 

{よりひとつのガイダンスとオリエンテー 

ション，親自身が子供にたいして指導す 

ることが必要ですね。 

リンガム展近のレオ-クラブですが， 

これもそういった意味で大変重要な閒题 

ですね。やはり新しいライオンを背てて 

いかなくもゃ，日本でも限界がいずれく 

ると思いますよ。 

柳川レオ-クラブはまだ若いんだが， 

YEPのジュニアはわれわれのすぐ次の 

ゼネレーションですから，これのやはり 

組織づくりというものをやって，何かの 

形でつなぎ合わせる計晒があるといいで 

すね。あなた方の一極の同窓生というか 

そのなかから，自分の父なり祖父なりが 

メンバーであるライオンズにたいしての 

もっときびしい見方を山していってほし 

い。ライオンズクラブが立がなだけに， 

世間的には誤解されやすいし，あなた方 

自み，親父は遊び半分，を会奉仕を唱え 

ているとしかみえないかもしれないが， 

そういうことをこのYEPを通じて考え 

てみて®ければと思います。 

お部これは恥かしい話ですが，ライオ 

ンズのYEP巧;•動がそういう愈味をもっ 

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。いろんな問趣があると想、います 

が，YEP巧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 

柳川破後にメアリーさんのご怠見を聞 

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 

自み，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侧か 

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嬰だし，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，こうしてみ圃リけ 

の学生が詔しあえるというのもYEP活 

敬)のひとつの大きな意義だと化います。 

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，爽際にきてみてどうですか，破、像上 

の日本との述いは。 

リンダ大変雛かしい質閒ですが，私は 

夾は出発の準備に大寃わで，目本とはこ 

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 

モ•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。それからやはり礼傭正しく 

親明なのは，人に間いていたとおりです。 

來をは，まあどこの都をでも似たりよっ 

たりですが，とくに-もい物と新しい物が 

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 

会をライオンズに每えて]!いて，外圃の 

人々の生活を知り，お互いの蔥見をかわ 

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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僧で何か願いごとがある場合はグルマを飾 

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なじつけ，や 

がて貝腐が期限到来の節は，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 

を持って•くる。巧〇人の会貢巡得は今年は貝 

島1人だと，墙上からほめたたえてくれ滿場 

囉％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M：、に燃え 

て，がが西をしているI巧についISO人を突破 

しただけのことである。 

こんななをもらうなど變にも思わず， 

ましてや闡際瑚率，第3副を長とそんな 

お脊，こ、をこい願う,じ、はみじんもなく，た 

だ黙々として自分が子供のころから贫乏 

で，祁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倍同情んがわき，自分の化事を放って 

でも会質増強に奉仕の一端に役立てたい 

一,じ、です。世問流に考えれば，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，モデレーダーにしろ親蕃大使に 

しろ，会長，前会摸，迦がの経験ある人 

の中から撤も俊秀な人にのみに与*えられ 

る称号にかかわらず，私は闊際理事の経 

歴もない九州の田舍者に，そんな賞がみ 

えられるなんて•梦: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 

乘て給わずの殻を，今さらのように思い 

浮かべ，死ぬまで今の规则巧をかばんに 

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をが目にがかび， 

私を與気づけてくれます。 

私がかくなったのも決して私のガでは 

なく，私を脊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，頭を地につけでおネしを申し上げたい 

気持ちでいっぱ•いでず。ただ皆さんのか 

わりに，私に下さっただけのことで皆さ 

んのわかげでず。（元ガパナー•福岡西C) 

10年の夢の開花 

進藤竹次郎 

延々4時間に及ぶ夕彩なパレード，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•フラツグ•セレモニー, 

さらに午後5時世界のライオンズ2巧人 

が満堂を埋むる武道能の壇，.いこ，天皇， 

皇巧両陛下のご臨幸を仰いだ瞬間，日本 

ライオンズが10年I川がに拙いて来た柬を 

大会が見事に花を開いたのであった。 

來を大会は，私のこれまで参加した乂 

国内での大会はももろん，米州W外で初 

めて開かれたニースでの大会などよりも 

はるかに火規模であり，盛会であったよ 

うに思う。ここに至るまでにタカされた 

安旧圃際迦がや，迫水揃力委員長を頂点 

とする大寐幹事をはじめ，柬お地区のラ 

イオンズ各位の涙ぐましいご努力に対し 

ては，' 金く，こ、からの感謝を捧げなければ 

ならないと思、う。閒会式の当夜，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 

ったとして黃められるのではないかと懸 

至誠天に通ず 

貝岛義之 

この栄ある束を大会でかのような3つ 

の咖期的な賞を受けたことに対し，私は 

衷ムから日本ライオンズの皆さん，こと 

に私を背ててくれた地元橘岡6グラブ， 

および九州のLCの方々に，頭をさげて 

感謝の葱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，下重な化顿状が来 

た。日本のガパナー協謙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，.圃際理事を講師として染団討議と 

實疑応答が巧なわれるそわ謙長の役目で，世 

界中から8人のモデレークーが遮ばれた。日 

本から初めてす妈松が、鞋な会などメーンテ 

ーブルに座らされ紹介される光栄に}谷した。 

〔2〕国際親善大使 

今までライオンズじ巧した巧織により，圃 

際親菩大使の额と立派なメダルを首にかけて 

くれ，私の巧縱を替えてくれた。これは世界 

中の国際理が絳験者•で，报も俊秀な人にのみ 

り苗られるものである。 

C3Dモナーク.キー 
これは会質巧〇名をスポンサーした人に与 

えられるなで，入会して1年1日を経過しな 

いと1人前にならぬ规則であり，私の巧〇名 

の会なの中に数人が，まだ1年1曰になって 

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ゃっ 

てくれた。それは，ダルマは東洋における高 

證鹏圆體孫炭舊趟な匡-1 

まびのL貝島ご夫妻 
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いなか紳止」と呼んでいる。これも侮が 火な協ゾ_|を封なのみをりは、このアジア 念していたが，率いに雨も降らずに全く 

ホッとした」としみじみ述‘峽しておられ 

たが，梅雨時の目本の，しかも例年にな 

い特異の恶火候が態であったにかかわら 

ず，束お地ぶにだけは大雨もなく，前後 

1週間にわたる大なけがが成功郎に終わ 

り得たのは，なく犬祐•と，ライオンズ各 

化の梢進の!]易ものであったと思う。 

がを大をは成功祁に終わった。しかし， 
パレードの一がや，闕際な坟遽举後の巧 

道飽巧に渦まいた，いささかわがり騒ぎ 

的な風景，メダルで滿艦飾をしたライオ 

ン帽に，ジャケットを清たを0にもアメ 

リカ的な一部の人々のありぶに対しては， 

ライオンでない一般のぶの问にどう映ず 

るか。興味と懸なをもって見ていたので 

あるが，巧が，週r•リ朝日がこれらのこと 

を大きく取りあげ，「動物な|1巧ライオン 

ズクラブ巧を‘大をの生態学」なる大化山 

の下に，世界ライオンズの巧動を-でめ引- 

幽的に川息;したであろう野化のライオン 

の生態の碰々他に結びつけ，挪愉嘲笑し， 

「よくぞ染まったり3方5千頭」とかく 

われわれをおけ及いじずるにおっては，を 

くの侮巧であろう。I比界の巧十数力闽力、 

ら樂まっだライオンズが，口本にわいて 

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 

的吞辞であろう。われわれは都なであろ 

うがいなかであろうが，決して削Iこし‘ーエ 

リートをもって自らをなく巧し，他を(お 

戍ずるようないわゆる紳」:ではない。わ 

れわれはたくの庶民である。白らの足ら 

い，それによって世界の平和に貨献せん 

ことをな願する世界145圈90ぶ人の庶K 

である。 

そして，人郁，ぶ巧，言語を巧-にする 

灌ななる庶Kであるがゆえに，1がに1 

f隻相女し得た替びを，いろいろな形で率 

I山:に表みiし，そこに相互のムの述じあい 

をボめんとするのが，われわれの1比界大 

会の,な義であると想、う。それを偏がなa 

をもって観をし，野狱の化まりなるかの 

ごとき侮婷的昔辞をぶするのは，ぶたし 

て自ら紳-」:をもって化ずる者の態度であ 

ろうか。あえて週r•り側日巧に問いたい。 
(儿閒路地が-人•がC) 

パレードあれこれ 

随口 お 

ぶ52回ライオンズりよ界大会が束おにお 

いて關他されることがかおされて来， 

でがめてI巧他される世紀の大祭典ともい 

うべき大むがに，献み的な努リJのかいあ 

って，大成か那に終了したことはな吕本 

ライオンズと共にがびに堪えない。 

巧:あ•はこの協人を幻を麥•囉されて，パ 

をfl長ぶび第10回のお合地区大なを貝長 

を経験して来たが，このたびの世界大会 

は规おといい巧がといい，比較にならな 

いくらい大化事であった。 

いざぶ巧計画を立ててみると，その容 

みでないことに驚き，ぶ施而では予想も 

しない数々の雛問趣に術き当たり，いく 

度か投げ出したく，思ったかわからなかっ 

た0 

巧1がバレード.コースの逸'ぶで，シ 

カゴ本部の巧埋する円比谷通りは，袖の 

ラッシュアワーの小:輛幅辕つ巧;内の交逝 

麻挪を来たすおそれあり、また地ド鉄工 

がの計画もあるので他を探すことになり， 

?す視がと懇談した結ぶ幅40mの巧山逝 

0に決ぶしたのである。集合地も解敝地 

なもほぼみ化していたのに，巧ザは年度 

が代わるたびに巧当巧も代わり，そのた 

びに引•顾も振り出しに於らねばならなか 

った。 

第2は，Jii•ぶの巧-状なりての氾濫と，過 

城派学生の騒動が日増に深刻になって来 

ざることをおむ），いささかでもライオ.ニ レードを巧当したのは約1年半前であっ 

ズムによって知性をがき，お化の,じ、を雖 た。過ムに萊3回，お8回地区大会の訓 

シレのムー来をあなたの浴室に… 
、给‘ !I •素晴しい肌ざわり •巧るいカラー 

参いつまでも清潔垂湯アカがつきに 

くし、♦ショックに強い參耐薬品性 

日本住宅公団指定 
大阪ガス認定 

9わ3 

ホーロー励S 

万国tま出展参加 

な 
巧が含村；^萬iUIfll 

EXP070 
2-HO-53 

営巧本部大お巧南区口本が膊3, 0 下巨 L (633)16 01 Uたぶ） 
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たこと。化ってバレードの話をしても， 

すべてデモに閒する规沾•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。（例えば，巧巡は5列， 

パンドは4列，1梯四を200名とし，が团の 

間隔は50m,横雜は3m，少道が道上の樂合 

は一朗まかりならぬ等）。止むなくお水協为 

をUおを煩わし萊野货視総監と会談し 

外閒人には规ぶを宽大取;H•らうようたの 

み了解を巧たのである。 

が3は，外闽人のパレードじ參か[する 

お数が搁かめなかったこと。145力圆ま 

たは領域のうち义際に何ヵ岡が参加する 

のか，また何人ずつ行巡するのか於後の 

日まで本部からが料をもらえなかったこ 

と。（その人数と梯団の数に莊づいて，巧ネ見 

庁では交述规制，巧備の体制を整えねばなら 

ないので）； 

が4は，mm円がウィーク•デーで，が 

生バンド，ボーイ，ガールスカウトをた 

のむにも，ク校が化みでないゆえ，必巧 

な人数を備化するのに脚雛をきわめた。 

第5は，梅雨季であるため，雨の,じ、配 

が大いにあったこと。子'めシカゴ本部と 

效少し、印げ決りという了解をがたので， 

外凹人が中止しても，日本Mだけで強む 

するん桃えをしていたのである。 

おい火気で報は雨のはずが，当HはV. 

朝から化れ上って器くもなく絶がのパレ 

ード目和り（一時小雨あり）で，参加者は 

続々と指定の能合地にがまり，日本侧の 

染合地代々木公闕はに瀬副委员おと協力 

L Cの手際よいさばきで顺調であったが、 

外圃人娘合地である种宵表参道は約 

5,000人がホ道にまで溢れてホの施しよ 

うもなレ_、羊/がミで，一時はどうなることか 

とム配したが，化刻9時30分にパトカー 

を化頭に消防げ宵楽隊，国際役貝のホ3] 

台がすべり出すと，民族衣装•も派乎やか 

なみ阿の梯け1が1，300名の日-米がおバ 

ンド，バトンガールに少;荆を合わせ神宵 

前よ！）V/山通りを巧逃し，外苑銀を並木 

述りまで1. 5打-の距離を延べ8,000人の 

大パレードが展I巧されたのである。 

じ目他!圓日本は於後で，準ミス日本を乘 

せたフロートなど5台と秋田の竿げ，巧 

都の時代なり，四圃の阿波肖りり，Iホ多の 

どんたく等地ぶ色毁かな巧梯州2,100么 

が隊化堂々と級り山すと，も逍の観が 

(常巧かの調がでは無慮6刀•人）は巧口I巧を. 

に，广素邮らしい」厂ワングフル」を述唱 

し，がIで，値嗔嗚!）止まず，交通體郎の 

ff巧も化わずこわい规をほころばし，し 

ばしな惚れるという風黃もあった。 

そのI叫約3IIが川を!)，救譜班を用,致し 

てあったが•少しのが故らしいものもなく， 

きわめてなごやかな中にずぶ通り{こ終了 

したのである。醫視げ，消Iみげ，I划係み 

巧の削解あるご阶んを感謝し，この大ぶ 

巧の眷びを協乂fLC(新宿，原宿，渋谷，靑 

山，赤が，新宿お）と分ち合ったのである。 

を'みるにシカゴ本部から来たパレード 

.マーシャルとは一f本何をするのかと考 

えてみると、自分の名えがかかったよう 

にも思える。到着した数朝ホテルで一度 

擢ず•したっきりで，巧ちが合せに行づた 

がいつもがザであった。当日1時阳]前に 

をう約がが出発時間ぎりき’りじ乂人同伴 

で助われ，先頭がじ栗ってけってしまっ 

た。後に巧された日本侧をHはパレード 

指抑'はシカゴ本部が行なうものと聞いて 

いたので，I巧いた口がふさがらなかった。’ 

思うに，コンベンションとはこんなもの 

なので，先方はぶ族づれで物見遊山に来 

たので，吕本Mがあまりにもおだいこ物を 

考え過ぎたよい例ではなかろうか。 

(パレード部をを曰u-化ぶC) 

I茲、齡々 

日展一流作家製作 
<立像，胸像-レリーフ〉 
•御希連によりか张撇がもなします 
•巧なは一回で巧みます 
•カタログ-伽格表は御中化下さい 

贈答品-言己念品- PR用品•企画製作 
株式会社さくらき 船誦顯ミ謂^525卜5 
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国際親善にひと役 

有本凰平 

「种戸のを合は，エライ評判ですよ」 

他地区のおエラ方から，7月7日に巧 

なわれた地区のホスピタリティ*デーの 

赞辞を問き，「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 

ど力';，会合に参加した外人フイオンズ， 

ライオネスがおえた評判だからである。 

7巧7 口，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，外人客が摇乎に来られた 

り，お残り惜しんで，立去ろうとしない 

で群れをなし，このパーティがぶ功だっ 

たことを証明してはいた。でも，それが 

他地区を迦じて，反嚮して来たものを閒 

くと，感慨はさらにがまった。 

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 

一を始め地区の熱;なじより，他にうじきが 

けて地区の世界大を協为委貫をを作った 

が，その動機も，类は外人ライオンズの 

応接をどうするかじあった。ちょうど1 

年前，1968年の7巧に，种戸のをライオ 

ンズと，樂圃提携しているシアトルの捉 

携委員から，「来年のおな世界大をのあ 

と，少なくとも200人ほどが，神戸へ出 

かけたい」と述絡があったことから始ま 

った。どうするか。宿の乎配もさること 

ながら，ほってわけないではないか。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 

さん种I戸へ出かけたい」といって来た。 

补戸と披初にYEPを作り上げた相乎先 

で，闕係はW6地区の至る所ときわめて 

?聲い。特に，パースタインライオンは， 

化方での推進力となった人である。 

こんな経絳で，とにかく，「一度パーテ 

ィを持って，ご招待しよう」という衆が 

決り，YEPの関係，クラブ提携闕係等 

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，地区を貫会の中でL滿をなが， 

これに全力を举げて巧当していただくこ 

ととなった。こうした基本案が決まった 

のは，1968年の9巧であった。 

その間，いろんな曲折があった。先ず 

会•礙で，当初-了'ぶしていた外人クラブの 

名門，神戸クラブが改樂エがのため7巧 

7日には使川不可能となり，オリエンダ 

ルホテルへ移したこと。衔舍が，他のラ 

イオンズで1968年の10巧ごろにはいちザ 

く満貫となり，閱係方面の入莖受入れ数 

を減少、しなければならなくなったこと。 

しかもその交涉に閒*な長時I川を架した. 

こと0 

プログラムをどうするかも，いろいろ 

な見があった。でも十賜ライオン（元地 

ピYEPを具眞）が，サンフランシスコ 

におけるエバンズ圃際な長参加のライオ 

ンズ.パーティに出席した资料を中,こ、に， 

ライオンズらしい讓I山なのパーティとず 

ることとした。ただカクテル•アワー4よ， 

シヤトルの捉携を貫挨Lトム-マエダの 

な见逝り，II巧リリとすることとした。そ 

うして，これも先方のな見逝り，が巧荐 

からは，一明のが川は取らぬこととした。 

ただし，参加曰本クラブメンバーは外人 

といえども，参加料を支仏うことにした。 

おそらくこんなを合は卜:1本のライオン 

ズでは歧がのことと化う。当口はさずが 

にみんな紫張していた。7巧5日に逃山 

された朗圃際理がソロー（シアトル），を圃 

際理事のパースダイン（カルフォルニア）， 

レシュ〔シアトル)，現地区ガバナーのぺ 

レティ（シアトル），种戸シアトルライオ 

ンズ捉携を眞長マエグ（シアトル）をは 

じめ，ざっと150人ほどの有名ライオン 

曰 
本 
舞 
踊 
を 

満 
喫 

とライオネスがな持ちよく参加した。 

特に，囚本へ扳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，扱初に上陸 

し諷を開始したのもこの种戸であった。 

領4順1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を貫を中 

ムして招巧された。この点口本人侧来賓 

も，贼かがはとにかく，胶馬西宵，が膝 

川西のように，その化はライオンズのメ 

ンバーである照下の各市長が巧巧された。 

主催地の种!戸からは，これもメンバーの 

有‘岡助役が代刚で参加した。 

予ぶ通り1畔問にわたるカクテル•ア 

ワーのあと，いわゆるセレモニーがf3f]か 

れたが，これは，さきのサンフランシス 

コカ•式を中んに，これまでアメリカ侧と 

巧合せた通りの形ぶで巧なわれた。スピ 

—チがはずむ。パースタイン元圃際训が 

は，YEP創設当初の当地の樂絲を贊え， 

特に故金子ライオンに言なずる。レシュ 

お閣際あぉがは捉携の想おがきを巧雌認ず 

る。ソロー现圃際理がは，今後の協力を 

説く。米圃総颁が，かが等々と続いた。 

カクテル•アワーが陵かっただけ，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，贊辞が，本、当にミックスして， 

な持ちよかった。 

このあと雨宵協んメンバー巧んのエン 

ダ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ュのディナーを取 

った。お塚の女•生徙のコーラス，釋，化 

暇のキレイどころの日本舞削1，ライオン 

メンバーの花柳楽膛父子による述獅で。 

をは午後5時に始まり，-で定の9時半 

をすぎても歓談に時を巡ごし，1ツ]ながお 

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」との赞辞が 

がよせられ，立ちやらぬ外人客が，いつ 

までも相誰りあっていた。 

ライオニズムを逝じる，，じ、からの国際 

交流が巧なわれ，义愛がなめられた大き 

な瞬1切であった。 

CW6地区が界大を協;;ほU1：い神戸敝神C) 
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ライオンズ世界大会記念誌、 
お申込じついて 

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じなりました。こ 

れは大会報告書，記録映画とともに=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 

の世代のこの栄光を永く後世に伝えて頂くためじ予約申込を 

受かけることじなりました。 

下記の要領じてわ申込くどさい。 

クラブ名（地区を記入下さい） 

予約部数一既申込部数 部 
合計 部 

新規申込部数 部] 

休 裁一 —A 4版（ライオン誌と同じサイズ）128頁位 

の見込み 

頒 価一 =一部1,000円の予定 

刊 巧-昭ネ日44年11月末の見込み 

申込先一東京都中央区日本橋江戸橋3 了目3番地 

油脂工業会館巧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） J 



お巧といわれるものの名ホを巧るためじ、グランドセイコーは1個ず 

つが格にテストされます0温巧差、をお差など…巧帯するときの実用 

错巧じま点をわき、連統360時巧にもおよびます0そして橫定規がじ 

合格したものだけじグランドセイコーの名力、'がされるのです。 

世巧の時訂-SEIKO力、'わくるおな級腕時許、グランドセイコー 

きびしい試なの中から生れた、機能美の結晶です。 

世界の時計 

自動み•巧水•日づけ•巧日•秒まで合わせられるセコ.ンドセッティング装*イ寸 
ステンレス側...40,000円ゴールドキャップ側…48,000円 



道徳か倫理かでひともんちゃく 

柳JII道徳綱領が今度斩しく改訳されま 

したので，一般のな貫の皆さんにP民し 

ようという尴抒で，今罔は皆さんにお化 

ま！）脚きました。まず政初に，化米もあ 

りました道徳綱颁というものが，どうし 

て改めなければならなかったかという維 

綿について，LS輪からわ訊しFさい0 

云輪改訳iWのぶ徳綱領の巧1巧を,沈み 

ますと，すぐれた奉化の化評を巧るよう 

に絶えず努力し…とあるばっかりに，な 

んのことかさっぱ〇わからないんです。 

たいていの人が，ライオンズにはいって 

まず巧1项を;託むとこれにぶつかる。何 

回説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颁な 

んだろうと，あきらめムードになってし 

まうんです。綱颁の1つ•1つと四つにa 

んで，が神を洗い山すというな識がしょ 

っぱなからしぼんでしまう。そこでな则 

をななでは3ががか!）で綱領改訳を檢が 

してきたわけです。まず第1巧と取っ組 

んでみたんですが，小さな町のライオン 

ズのほとんどを占•めているのが中小を樂 

の私のようなおやじなんですが，化事と 

あまり緣もないあの会，この会に分をこ 

えてむやみに顔を出して忙しがるを。つ 

まるところは虚倏と力、，虚名によろめく 

中小企業のおやじのをではないか。私の 

知るKりでは，iii•近1，2年で中小都市 

の退を者が多いんですが，左がいこなった 

り，削おした人もかなりいるんです。そ 

の点からも道徳綱領巧1巧を见賊さなく 

てはいけないと化っていたとき，昨年な 

都のガバす一協議なで，W2のが膝ガバ 

ナーから，おぶライオンズの巧孤/が形ぶ 

的，ミエ騒的風潮に流されているように思 

われるから，ライオンズの化本卵なを巧 

した逍徳綱領のようなものを，常時な巧 

の目のつくところに掲巧したいとレ•、う巧 

策がありまして，大贊ぶしたわけです。 

柳川私もホい綱領を読んでみたんです 

が，非常に邵-解しにくい表現を使ってま 

すね。そこでもっとだれが,说んでもわか 

りやすいものにしようというわけですね。 

逍牠綱诚を捣巧用にするということはか 

宛:したのですか。 

鳥居今日，座,淡なの前にI川かれたな則 

を貝なで，ブラスチック製の抓にずるこ 

とにかまりました。（別捣参照)，化米の 

綱領は，何か銅いものには助んというよ 

うな，何かな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畦:そうということ 

6月16日- 5時如か•ホテル国際観光じて 

——出席者（写な向かって左より）—— 

化林琢巧（会則を貫.に岛中央C) 

橄橋秀一（"•みI，戸C) 

，な居英造（".甲府C) 

(司会）柳川太郎（編樂な任お 

-身诚渋が） 

補岡暢道（元編集致任者-来ない 

S輪信一C会則を眞展.淚松C) 

がひとつのねらいです。職紫に対する信 

念、，これが巧ま主義の娘本だと思、うんで 

す。Service—が化ということを，職業 

と別途にあるような今までの表現だった 

ですね。飯辟.が飯をなわせる，お策でW 

が萊でを作る，これがかなに対する奉化 

なんです。そこを，今度巧点を照きまし 

た。綱領ですから，いかじして化調ない 

形を巧さなくてはならないかということ 

に，が常にがぶしましたけれど，改おを 

訊んで顶ければななだけはのみ込んで巧 

けるんじゃないかと化います。 

植橋わか!）やすくなりましたね。 

兰輪qu岛大がの薄が教授と広な大がの 

疑下教授の为をかりて，いろいろ囚本,巧 

のことばをご助乂fいただいたんです。 

福岡綱領のお前を倫理じするう、，ぶ徳 

にするかなリリを贝授に一化することにな 

ってましたう';，これはかぶしたんですか。 

兰輪やっぱり联年日本のライオンズの 

耳になじんだ道徳綱領に，わずかな述い 

で洛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 

なことが哉•いてあり，上の方に逍德的な 

ことが書いてありまず。倫理と道徳を無 

理に分けるとすると，われわれの観念か 

ら言って人リリ的なものをまにした倫理と 
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いうことを，これに盛るならば，倫が!綱 らもうひとつは，アメリカ人のものの 

锁のぶがいいように思いますが。それか えぶとお巧iの化方から，が論を化にぶい 

■川III川…I…iimmi川りIII川11111川miiiiiiいmimiiimmii…imiiim"川III…I川Mil川川iiiiimiii川II…111111111山^ 

LIONS Code of Ethics (原义） 

TO SHOW my faith in the worthi¬ 

ness of my vocation by industrious 

application to the end that I may merit 

a reputation for quality of service. 

TO SEEK success and to demand all 

fair remuneration or profit as my just 

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 inendship 

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 means. 

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. 

道徳綱销（改訳义） 

，た職おにがする巧巧の努力が正しくな採され 

るように‘こ、がけ，自己の職業の巧:さを確信す 

ること。 

☆が樂を成功させて，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 

たリ，人に疑われる巧ないをして直巧,!:、を(巧 

つけてまでも利なやぶ巧をボめないこと。 

なか•業をぶ巧するにあたって，他人のが業を 

从誓しないようじよ、がけ，顧をや取引化に誠 

巧であリ，自己にも,を、巧であること。 

☆世人にがする自己の立場や行ないに疑いが 

化じたときは，世人の立場に立って解決にあ 

たること。 

な輿の友•巧は側5•の上に榮かれるものでなく 

心とムのふれなL、によるものであることを自 

巧:し乎段としてではなく目的としてぶinを 

もつこと。 

☆脚ぶおよび地域化をに対する公民のぶがを 

忘れず，かわらがん出,诫を言蜘にあらわし，す 

すんでII训；]と义力とな力をささげること。 

おす率な人には||がちを，鄉い人には助んを， 

巧しい人には私Iけを惜しまないこと。 

な化がはI撇おに，な巧は1世しみなく，化設を 

ちとして破がをさけること。 

巧’巧-わ • 竹巧!. •れのための 

ぶ樹が勢夕 
院長し八木俊一 

がぶ都-下-化旧区永!リリけ2—10—2 ヒルトンホテル憐リ 

TBRビ7レ巧八木クリニック 
T 巨し•け81) 3 912-3856-3857 

てあるんつず。础がした蹲なに，聊お1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 

利!と道徳の衆ががわれわれの槪をとぶに 

巧L：列クれてぃるということで，背さんの 

議論が山てきたんじゃないかと思います 

が，きょうは倫训綱領に化すというわ話 

が山るのかなと化って米たんですがね。 

化林么なのた閱火公でも，かなりこの 

I川尴が議論されました。メルビン•ジョ 

ンズのぶ想から巧うと，义践的な，巧i义 

的な面でみ人が地域化たで守るべきけぶ 

の化準ではなくして、もっとその典じひ 

そむ昭地的な，本巧的な，人化が夕的な 

面を巧ぶしているのではないか。こうい 

う,なかでは，倫训綱がiとがすべきだとい 

う,な见が強かったわけです。私もこれに 

巧ぶした1人なんですが，まあ結局、化 

来の慨行ということで，10数年挑しんで 

夕たぶ徳，綱な1に落もつぃたわけです。 

植橋私，この邮S輪をH膜からこのI川 

姐について‘1じ話を'夏•けたのですが，Lが； 

岡の音われたように，Ethics (fな到0的な 

ところもありますけど，どっもかという 

と义践追徳的な师の方が多い。それをど 

うしてじode of Ethicsという呼び方 

にしたかというと，外圃でMoral(ぶ 

徳）というとキリストS的なおづけがな 

ければ，巧えられない。その点、II本人 

は無ぶおですからぶ被ということばを使 

っても，ぶ教的なおづけが必がじゃない 

という,な味で，ぶ徳ということばを使っ 

てもいいんじゃないかと巧えたのです。 

兰輪仏もしお！:!も巧の,な!；いこ少し巧成なん 

ですが，なかなかれ•ながくキリストとう、, 

补というにおいをことばからぶ版してい 

るところがある•とぶ、いますね。私もおお 

るてに立：たされたんで，Ethicsをもう 

かし淵べてみた！^，ギリシぅ•，巧源は 

Ethosでこれはぶなじが性とか巧慨から 

きているんで，夕||"|]的なものの化目を-正 

すというのではないということがわかっ 

たので，私もがめは倫刊!というのにえら 

く挑おしましたが，祁源をだんだん淵べ 

ていくうちに，そんなにがんばらんでも 

よさそうな乂になったんです。 

:!ヒ林がもうぶ徳綱領で逝ってきてい 

るでしよう。これを倫即に化してなんだ 
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と，尺w化をメートルなに化したような 

一時混乱があるんじゃないか。それほど 

にしてまで化す必ががあるかどうかとい 

うことですね。 

從橋ただ格:D恥;;くということで，芽VT 

Ethics的になってきたんでずよ。たとえ 

ば，もかのが樂をぶかさせるのに人をた 

たきつぶす必叟:はないというような，わ 

りあい巧体的なことをが文では巧いてあ 

るわけです。それが妨ぶしないようにと 

非常にがIみ的な君い方になってしまって， 

翻訳の過巧でEthicsに近づいているよ 

うな感じはあ!）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。 

兰輪いっそうのことライオンズの逍と 

やったらいいだろうというご;な巧もあ!） 

ました。 

原文の日本語的翻訳に苦心 

福岡妍しい綱領も職浆というザがおが 

に山てますね。そこでVocationの訳し 

方ですが，これはやは0X聯とすべきで 

はないかなという気がしまず。乂職とい 

うことばを訳すと，第1が巧にquality 

of service という，その Services'll: 

会舉化でないということ力;，はっきりと 

がてくる。これを聯榮と於かから訳しな 

もんだから，混化がくるじゃないかと化 

います。 

鳥居職萊というと向分がいまやってい 

ることであり，灭聯というといまの職萊 

から離れたような感じがするんじゃない 

ですか。いまも分がやっている化、J!:にな 

如を夕してやりなクいという感なが、灭 

職ということばでは出ないんじゃないで 

しょう力、0 

福岡もようど職樂と乂職との111111りがあ 

ると-r.合がいいんですけど。 

柳川年がの人は，乂聯ということばに 

抵おを感じないんじゃないですか。 

化林やっぱり職萊•が乂職になるまでに 

は，だいぶひまがかかるんじゃないでず 

か。頭から灭職とて•、うともう決められて 

しまったみたいにな'"るんですね。それが 

が米灭職になるというのならけっこうで 

すけどね。 

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，文がの报後 

を >こと> で結んでいらっしゃるでしょ 

う。私の感党•からいうと，"こと、がな 

い方がいいと思いますがね。ことがない 

方がみぶじ値じられますね。 

鳥居.それもし％地じな!）ました。綱納と 

いうからじは，ある和度の形をとろうと 

いう說論がありましてね。 

植橋 > こと.の鲜巧は5分5分ではな 

かったですかね。 

化林なんとぅ、"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。 

福岡ついでに何いたいんですが，於後 

の To be careful with my criticism. 

このcarefulの翻訳が嫌fおになってい 

ますが，これは議論になりましたか。 

Z輪これはむしろむい物をしたよう!'こ 

巧さんがんだんですがね。 

福岡そうです力、。謙虚というぞは 

carefulでしょう力、。吕本ぶとしてが:評 

はがぶにということばがあるけれども、 

嫌おは態がじゃ.ないでしょうか。 

鳥居识文から離れていると化いまずが， 

U本前として，閣文が巧のぶじ化てMい 

本部の慨巧からいうと，嫌雕ではないと 

，恐うんです。ただ謙虚ということば自作 

をお!）上げると，いまの倫迦的なない巧 

度•になりますが，批評というがけながある 

と……。私の疑間はそれだったんです。 

:E輪これは，われわれを员のだれから 

も山なかったことばを，広/な大学のK下 

化生が出してくれましてね。兜の首をと 

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巧の.笛I味がのみ込 

めたということは，おおげさに言えば閒 

眼したような気持ちでず。ぶ1巧がわか 

ると，’ぶ2,'ぶ3,'ぶ4……もが1巧の 

天職ををうするためのいろいろなんがけ 

のようじ•交けとめられまず。 

その中には，やはりいま曰本で一番か 

けているお互いの誠ぶこそが，世の中の 

秋序を守るという力、，人I川のがさを支え 

ているんだというようながi:神がなまれて 

いるような気がするんです。 

柳J1I私說んでみて，巧4巧がむずかし 

かったなあと感じたんですが。世人にが 

する自己の立場や行ないに疑いが化じた 

ときは，世人の立瑞に立って解決にあた 

るというのは，打体的{こむずかしいなあ 

と感じましたね。 

福岡それは'ぶ3项目までが天職からつ 

ながってくるががら，それから5〜8巧 

回までが倫理的なこと。4巧口がもょう 

どその中I川を埋め合わせたんじゃない力、。 

職業的なか野と，人間性の分野とをそこ 

で橋波したクローズだと，私は統んでい 

たんですが。そうすると，何か起裝者の 

ム持もが私にわかったような気がします。 

お橋私は綱颁の中で，この项が一番が 

きなんです。労側組合とやってカッカし 

たときに，これを，思、い出すんで寸けど， 

やっば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 

柳JI1兮废みがillについて改がをされた たのです。 てね。しょっちゅうこれを思、い出すよう 

とき，いまのわ沉のようにいろいろとI川 福岡わとげということばについてくる口 じしているんでず。 

題点があっただろうと化うんです。特に 

巧:!巧を日本説に細がするのはむずかしか 綱領の精冲じ反しない行動を 
っただろうと胜I、います。 

福隅火変むずかしかったと化いますよ。 

化が巧5项がの「，こ、と,!:、のふれあいに 

よる」というところなど，どう袭助した 

らよいか，巧,こ、しましたね。 

植橋贼iWす胳の火典のようになわれた 

教封が/前が，现化ほとんど2束3文にな 

っているように，211比紀的なセンスから 

いけば，逍徳綱領も「何，いうてるんや」 

ということになると恐、うんです。やはり 

私は，たとえば第3巧のが樂を遂行する 

にあたっては，f山人のが業をが密しない 

ように,こ、がける，これは今から50'車あま 
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☆道徳綱領の日本語訳が，このほど圃際協会 
の許可を受け，3年ぶり完成をみた。これを 

機会に上記す真のようなプラスチック製の 

「道徳綱領」術を作成，ホ望者に実'巧(900円） 

領がすることになった。申み帯は各クラブ宛 

にすでに送られていますから，クラブー巧に 

してお申し込み下さい。.編染部 

り前のフロンティア時代のアメリカのこ 

とであって，いまの時化では甘いんじゃ 

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。 

鳥居道徳綱領の精利!は，50年の歷史を 

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，巧際問趣ものの進おが合わ 

なくなっていくこともあると思います。 

だから道徳綱额は化礎的なもので，嬰は 

このがf别Iで據われたf削々のインテリジュ 

ンスということになるんじゃないです力、。 

北林この道徳綱颁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 

を破底にして，実行するようにんがけて 

おられる。ところう';，道徳綱領をずって 

いるライオンズが，ほんとうに良識があ 

るかというと，いろいろな閒趙がありま 

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 

んでず。 

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 

に楷巧だといってやられることが多いで 

すね。 

兰輪1劈巧やしきたりばかりを重んじて 

そこでチンとゴングをI瞧らずとか，そう 

せんならんとかまな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，これでで能でないわけです。6巧号 

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う';, 

ああいうものを道徳綱領の副統本にした 

らいかがですか。 

兰輪この綱颁には50がの解きがかかっ 

ているんだという化巧の知を;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。 

鳥居逍徳綱領はひとつの箇榮をな:巫す 

るのではなく，これを統み返し説み返し 

して，•人格を雜い舉かを據って，その研 

ぎ潑まされたセンスで新しい畔代に即し 

ていくことが必巧ではないでしょう力、。 

化林一部の人たもがライオンを考える 

のじゃなくて，7巧のライオンズがを部 

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，社会の共嗚を得 

るようになることが大事ですね。 

福岡6巧-弓‘のライオン誌68巧に，が京: 

自曲ケ丘CのL浜野が投搞されています 

が，私これを読んでとてもうれしく感じ 

ました。L浜郵が江柬地区に行かれたと 

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。ありがとうごダ 

います」と言ったそうです。初めはめん 

くらった力';，子供たちが肖かのライオン 

ズバッジを見て，日ごろのアクティビテ 

ィに対するおネしを言ったのだとわかり， 

無上の畜びを感じたという謡ですが，こ 

れがライオンズの迦がのをではないでし 

ょうか。 

巧 STEAKS & ROAST BEEF 
ニューヨークタイムズし紹介された 
世界的に有名なロンのステーキです 

STEAK GRILL 

及CM 

営祭時間 
5.P.M〜2.A.M 

大阪化新地楽巧一39 

TEL (362)66 64-6 

がな I —1 巧田巧;Q 

Cuta ] 

L：}ヒ巧化木通 ’ッI 
I巧ド幸W 

怖 fiiw] r 
1 口-綱I L 

]□ 
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も杳4终公 

巧富速時代に応える < 文字〉と〈目〉 その一つが、小切手•手形類の下欄に印字さ 

文明のあけぼの……古代オリエントで文字が れた黒い磁気文字。N C RのM ICR巧刷機で 

生まれてから5000年。iU来、幾多の変遷の中 巧たれ、センチュリーと直結のM ICR読取機 

で、情報伝達の中核として、人間の目を通し が毎み1200枚の超高速で読取り、み類します。 

読み藝きされてきた文字。この文字も、現代 年200億枚にのぼるアメリカ、4億枚も間近の 

では人間の目だけでな〈、機械にも読み書き わが国をはじめ、全世界の金融機関で小切手• 

され、葛速時代の要求じ応えています。 手形の洪水を迅速、経済的に処理しています。 

夕一入門を；をさしあげます。本れ広告課へどうぞ< 

ジhス 



ZENGAN 
COLOR 
SHEET 
GLASS 

FOR 
SUNGLASSES 

サングラス用レンズ 

《をネ反眼鏡生地》 

[グリーン 
を別 ]スモーク 

しブラクン 
(み1.2.3号色） 

■日本でかめて側化したた板111'!.ミを 

化地 
■だJ一の!則ぶに拉荆も巧一 

■なお化敍たを逆が 

とぞ巧の怖がぶ•のが•巧する眼锐 

生地 

お巧ボの節は 

セイケン 

巧とご用なください 

全眼産業株式会社 

同数に近い。見ているとバスや列 

がで場に米た逝勤者など化ず一 

服するのが多い。煙巧はUに、マ 

ッチ棒は怜てるのががの数が參い 

原因のもぅ一つである。 

駅おさんのホ巧でに場の巧所驳 

所に一如の利いた吸殻入れを設輝し 
たら、かしは少なくなるだろぅと 

が年度のクラブ役貫をに申达みた 

いものと化っている。 

(乂巧C •一兀地ピガパナー) 

得手と不得手 

た科闊芳 

人の気持もはさまざまで、大が 

きなおずとさほどでもない裝でが 

いっしよに山たら、まずがきなほ 
うをなべる人と、がなものはあと 

からゆつくりたのしんで、という 

人とがある。私はセリフをわぼえ 

やずいところから、頭に入れてし 

まって、おれそうなところは、W 

後までほってわく。不がV：一-なとこ 

ろを化にかたづけたらと化うが、1 
. _ 

が得平なことを乂にしていると、 

がでのところまでべースが化っ 
てしまい、それはかえってが化ずI 

るので、がでなところをサーッとI 
かたづけてしまう。どんなことでi 

も、がでからかたづけてしまうよI 
うにしている。 ^ 

人はそれぞれM性をもっている！ 

けど、私はとても、化まれつきのI 

不器Wである。私は舞Mのぶに化I 
まれ、俳修というぶに人ってそのt 

中にだけがったので、ほかのこと 

はなにも経験がなかった。ラィォI 

ンズクラブに入クして、はじめ^ 

て、巧がによって化きがいを感じ1 

た。そして短気だった私を巧いて； 

くれた。义をとな巧のM神である 1 

そして、平和と巧山である。り山1 

をはきもがえることが夕い化の中； 

である今日この明をつくづくと考- 

えさせられた。 また平和というこ. 

とゴ、人Wである。化界の个和、 
人微のザが、みの.个和、もっとも 

火Wなのは、肉分封みのんのザ和 

でありM人の单福である。人叫は 

郝でも蒂いことがしたいし、人に 
恶く化われたくな^し、りJホ率や巧 

ミや病乂になりたく‘ない.糸いうよ 

うに、万人が淵和した化み心地の 

よい、巧がにあ〇たいとm心ってい 

るのです。われらは准化するのご 
とく、それぞれが大きなムで進み 

たいと化っていまず。 

人のんはさることながら、巧は 

花、なは：r秋は礼が、みはぶ、 

问本の四ずの也とりどりの菜しさ 
は、火，りがのそのままのをの中に 

あることは誰でも知っていること 

である。これに人：丄を加えて，けが 

と人叫とを一つに結びつけてゆ 

くことによって、自然を観られる 

し、概る人間とが、一つになって 
火きく広く一体化されてゆくので 

しょう。山や海やが木が大巧がの 
そのままのんで化きているよう 

!に、人類も、人觀としてのそのまま 

Iのんを生きぬいてゆくことが必が 
-なのである。人類のそのままの心 

;というのは、が神と物巧との制和 

1したをこ)一、、人触そのままのム.の 

-视われなのである。いいかえれ 
I .ば、g神巧動をょく，物！：；耐におい 

1て化かしてゆくことこそ、そのま 

まラィオンズの心であると^え寺 

す。「物心一如」というな巧があ 

るが、物巧をがなる物でなくする 

ところにがいが种巧動が小；きてく 
ると教えられたことがある。私は 

:このなえを、心にきざみ、巧か"夺 

-出米ることまたW乎の方を化かし 

1て化きがいを感じながら、夕して 

Iいきたい。そのままのムである。 

_ セリフを化えることは、がでだ 

が、义巧となると思つていること 

が、巧けない。もっとも不得でな 
Iことである。ただそのままの心あ 

jるのみをご判說ートさいますょう 

iに。 

_ (歌舞化俳仪お井ホ^郎• ^5^一がか町じがが) 



今巧の棘J* 
青山墳墓， 

縣場满義 

時代の相違はあるが戦前の大 

お、昭和の学生達は大夕化といえ 

ども制服制幅で、巧ぶで义巧に哼 

く勉夕態度もお剣、すべてのム— 

ドが上々であった。クラスをやか 

巧会では化卢を張り上げて、きま 

ってかの詩吟がでたものだが、今 

はこの澳詩などは皆無であろぅ。 

W子立レぶ山一ーレ郷閱_ 

が若不ぃ成死すレ师 

埋レ件黃唯が墓地 

人間到処おUUW山- 

と ころがぶ年ではお地造ぶで、 

至るところの靑山はそざとられ、 

故郷のW墓はバィパスや新幹線败 

設のため無惨にも挪りあばかれて 

移転の變ぉに遭い、巧して欲しい 

ホ，が逍跡さえもんなき業者のブル 

卜—ザのが網にをせ、化者の；ぶさ 

え遂に父化の余地なきヶースが化 

じている。 

山来、人類が化なする限りSS 

はつきものであり、ぶ；に対する巧 

敬お敬のをは人祁のいかん、がの 

が西をわず同一のよぅである。 

靖W節といえば中園人の「展墓の 

H」で、一年中で极も大切な祭目 

である(陽瞬四巧五、六H頃)。 

H本人と清明節とは何の脚係も\ 

ないが狭い巧±に一億がひしめき 

合って居るので「文化化巧と城墓」 

問趣は®大で、まだ解決されては 

ぃなぃ。 

近が、が窓風攻として至るとこ 

ろにSが堂がふえる一方だが、そ 

れにもまして巧街のどまん^の奇一 

院巧巧の慕地の始末はマンモス•柬 

お都をはじめとしてお耐の切藥な 

11：題であろう。茲地に代わる叢が 

堂くらいで解決がつくのであろう 
ぃ。 

それはそれとして、戦前われわ 

れの同胞が二代、一一一代もかかって 

築き上げたな易映点の一つだった 

巧權には、今はこれら先人のが慕 

が寂しく残っているばかりであ 

る。端巧は妍化のハッピ— •バレ 

—競褐場ぶ門と逍を隔てた共！！：裝 

地のな部である。香權観光にワン 

サカ！：しかけて贵乘なドルを浪 

我？しても、この0本人な地に 

巧雖を乎•阿けたニュIスを問かな 

いのは巧をである。戦前の巧仔に 

はおがな：：：本人街があり、万を越 

す人口だ，たと音われるが、現が 

は出先が礼マンは何人くらい屑る 

であろうか。そして、これらの中 

のおぶがこの日本人雜地のが：Sに 

時ぉり奉化すれば先人の棠もこょ 

なく替ぶことであろう。 

戦後のがい巧姐なと九巧(ニュ 

I •テリトリー)には二お〇万人 

の化巧がひしめき、巧常の袭も火 

きいが、そのW•おもまたむ践があ 

る。元番禮(巧か：：城のある巧)の 
をの藻華な带僻茲地とは対照的 

に、ハ々腺までひしめき合っている 

幾千の卜：被頗(止墳)群もあるが、 

順き込んでもあわれを催さずには 

われない。 (福！：小火C) 

ピ運動 
こぼればなし 

一 がh_束 

がを八巧洲口の械巧は、今赋り 

をなぐ人の流れで回まぐるしい。 

くわえ煙草の人なぞ見かけないと 

思っていると、一人のが年が夕巡 

するよぅな体勢で右乎を吸殻入れ 

じ差し仲べて松てて巧く。ついぞ 

W除Wを見ないのに構巧はごみ一 

つない。さすがに束をと上なずる 

たびに感ずる近年の八乘洲口であ 

る。ところが地方となると前途逛 

f地まだまだの感ががい。もっとも 

数年：‘刖に較べるといくらかが潔に 

なっては来たが。 - 

ある盛ぶの顷Nがクラブの卡巧一 

年に捣かれた巧、式典後の牌くを 

述動場でのががに過ごしたと'令r. i 

私の前にしゃがんで^み恰の.u 
いおいラィオンがポィ，と吸被を投i 

けた。私はわれにもな'くドかけた 

ら、彼は笑謝で離をかきながらぶ 

つて拾いもどした。私はその識惟 

さががましかつた。その问はが；：^ ^ 

祁動に齡るNクラブよりの•立千本1 

-のピンセット闯錄を私がが睽に渡 

す役をおたして、いささか気がた 

かぶっていたらしく、私は後悔し 

ていたら、何と彼がラッキ—力— 

ドの特等を引き当てたので、出て 

I行って摇ホをし彼を祝福したかお 

である。 

私はピ述動を拂唱していらい、 

時折〇家からおいて二十八刀の駅が 

広場に、¥朝巧少計を腰に巧くこ 

-とがある。ここは路面から一、一一 

巧ないのでが禍の、心配もないの 
で、ストップ•ウォッチで化味一 

時間ゴミ拾いをずる。—5めの頃は 

一咕Wでは技場の半分化しか片づ 

けがないほどのゴミだったが、化 

鬥はどぅやら時iiいっぱいでを部 

1を拾いわわせた。 

1 試みじビニIルおを持もWって 

嫂物を化：：；；^して见たら総計一、一 

一一点。 

I の訳マッチ帷—と五〇唤殻 

i —二〇一二紙—脚—九八楊は—二 

ニヘアピン—一一二その他ガ 

ム、ボクン、义物が等—二四とな 

った。 

F砍Mさんの訊では広場は柳一 

固W除する山だから、一な夜の化 

計と為えてょいが、說者はマッチ 

棒が巧常に多いのに気づくだろ 

ぅ。広場がブロックで敷誌めてあ 

〇、その間隙に祕がはまると一寸 

恤いた化ではとれないために何白 

へ刀でも滿るためである。ベンチや 

峭水巧のぶりは吸がと棒がわょそ 
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ら素峭しいアイデアが巧かんでく 

るだろう。. 

①W少ザに愛とホ错を/といぅ全 
勵スローガンにちなむと、私たち 

の例な場は今年度ょりセ億を投じ 

たが暇房ぶ備の鶴見会抓に決ま 

り、その脾ぐ隣りは終®後そのま 

まのような、ポロポロの觀見小学 

がの木造校舍が窓越しに見える。 

子供たちの給食を例会にて一度試 
なをしながら、それを桃めていた 

① をり派乎なことをやらず、地味 

に細歧く地域社会に奉化すること 

である。また、幽の回の屈かぬ施 

設などへ愛のずをさしのべ、巧に 

み体略蒂あなどの施設で世話する 

職抖など乘労の削じが給の方に火 

いじぶ援すべきと思う。 

② 大変結峭であるが、問趙は本が 

かし大きく思う。B六版位にして 

もらえば說みやすく持ち逃びも便 

うか。 

②広告も結桃ですが「私の健陳化」 
等の欄も散けてはいかがですか。 

利です。 

①私のアィデアが採川され、五巧 

の述化に、ピーナスラィンを姐れ 

するがに、懐訊とぶ路地！：入りの 

マッチを祀が、ぶ来のホのがが防 

止に役立つたとむなしています。 

巧小ノ年が成のアクティビティは雛 

しいと化いますが、要はがみがに 

光とホ结を与えることだと思いま 

③家族が楽しみに待つようなぺ. 

ジが、ほしいと思います。 

① アクテイビテイじついてのわた 

しのアイデア 

② ライオン誌じ巧する意見 

00 

①「何をどぅする」と云ぅことと 

は別に、ライオンズスピリットを 

真に珊解し、そして炎巧すること 

であると思う。そして、あ愁雜な 

るアクテイビテイとは金を出すこ 

とだけでなく、メンバーが出向い 

て体を動かす労力奉仕ではなかろ 

説明書進呈 
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写真と文中を吉隆 
(日本写真ず協会会お） SPA IN雖 

着を部みはライオンズ国、 
()巧は地区番号、 
ホを部みはスペイン。__ 

スペインはヨーロッパじみって、ヨーロ 

ッパとは異ななものがある。イベリアキな 

の5分の4の国±。口ーマ時代やムーア人 

の支がじよって巧された特異な文化がある。 

おいた不毛の化、照りつけるお隙はアフ 

り々的な印をを与える。 

ソプシーのフラメンコはが熱的で、關牛 

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おけの理恕 

主義やコロンブスの夢も育った園である。 

地方じよって特有なものがみる力f、なん 

と言ってもセビリアを中ムとするアンダル 

シア地巧が持つ魅力にはとりこになってし 

まう。それは太陽の力でみり、人びとのが 

觀であろう。それに随所に見られるアル々 

サール（城梁）は、イスラム文化の興じを 

感じさせ、建築もすばらしい。アンダルシ 

アを旅することじスペインがあるといわれ 

たはど、この±化からは数多くの小説や歌 

がが生まれている。 

写貴はコルドハ•じあるメスネータの回教 

寺院の巧部。スペインのライオンズは1964 

年11巧にマドリードLCが證生、現在24C 

じ882名を擁し活耀している。 



"在日印巧大巧おのメッセ-ジ" 

ガンシー生誕百年をSむをして、世巧平巧協会がマハトマ•ガン 
シーの記をメダルを発行し、この印をの指導者の偉大ながえと業 
巧を讚えることは、まことにをを巧いことであ0ます。 
このメダルは、日印両国を強く結ぶ巧神的きずなの永続的なま 

なとなるであ0ましよう。 
First Secretary!Infermalion)Embassy or India Tokvo 

(巧を大イま館一等書記官） 

品 宵 直径 重さ 頒布価な 

純がメダル 50ミリ 80夕 7,900円 

純をメダル 50ミリ 140夕 290,000円 

純プラチナメダル 50ミリ 130夕 840,000円 

純ブラ-純をセット 上記セット 1,100,000円 

純を-純銀セット 上記セット 297,000円 

申込書 

①アポロ II セット 

(Dガンジー セット 

•お支仏方法 

イ代金交換郵便 

ハ郵便振替(ま京833じ） 

二を:t、=赛、化;を道巧殖銀行蒲 

田支店=ま堂口座振込 
上記の通り申し込みます 

ご住所 

お名前 T E L 

ご所属団体 

株式会社 

こをを 
東京都大田区東矢口 3下目8番23号 

干 144 T E し（03)734-3984 . 5074 

ガンジー生誕100年一記念メダル 

APOLL011 
THE PERILOUS ADVENTURE OF APOLLO11’ 

人類は月に立った•グ 

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 I I号を記念して発巧 

された画期的なメダルです。裏は、1836年 

じ考えられた宇宙船の想像図です。 

•大お省造幣局検定保証- 

価な表 

品 巧 直径 まさ 領布価格 

純銀 メ ダル 50 S U 70ブ 6,900円 

純を メ ダル 50さ 1 20夕 240,000円 

純プラチナメダル! 50ミリ1 10ブ 800,000円 

純プラ、純金セット 上紀セット し000,000円 

純を-純銀セット 上き己セット 246,000円 

®わ申込方法 
下の申込み書、又は電話でわ申込み 
下さい早速納品致します。 
®わ申込み先 
=ま堂記念、メダル頒布係 
©貴金属 
(特にを)不足のためお早めにお申し 
込下さい 
.カタログ無料進呈 

デザイン-日展審査員長を川昂先生 発行元-財団法人世界平和協会f 

面画壁强 



6月み 

福島県二本松じでは田植及び養蚕作業の漢繁期間に開設されるま節保育所をお問給 

本など約400册画用紙菓子を持寄った 費用32,000円 
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画 

爛 
心ん 

議鑛頌教 
巧みのル中学が巧*ホが夕にした 
娘給辆堯をおな^え矜潑 

硬:食角け，o6d巧 

▲写真 

難mm絲み論與 
をみみお:公う萬と去み摩みがでy 

如襄占!ヒお中区 
4もがdn器れ4か，M0円をホに存 

▲写真2 

J 
信用•歴史•な術のミイ痛 
バッジはアキバ… 

*な級バッジ 

* メダル 

求トロフィー 

求カップ 

*循 

*胸像 

*る*種記を品 

X 

7*Aiifa 
が京都下代阳区九け化1〜3 -1(ホ102) 

TE L(262)0101(代）(261 ) 2 6 5 1 



旧友との出合い 
汲みか4^ふるさとを語る 

忙中閑一服の清涼剤なり 
ふ^^^とで巧会を約す 

家族AJ^どもで 

# 
国S6SS光□郷±料理□ご宴会 

$9夕だ 
大巧がぶぶ巧上た 

13.罐代！ 

掌 一^ 
合 ♦ 
をき^!^や 

巧ぶかお暗が—巧が條ポード沿い 
1?おま6.1511/1512 

麗堇雪 
ふるさと掉中•一 お巧が《を• Sち 

み < 夕なハヴイ 
ハワイホノルルワイキキグランドホテル内 

ホノルルへわ化かけの節はハワイWじわかぶ 
りFさい。U本內化か.，Tのわをなじは巧圳か 

迎サ—ビスをさせていただきます。ごが介が 
ををしあげてわりま寸ので、巧なふるさと巧 

すが人までご述姑ください。 



写真4 

写真B 
畏時ホ大がじでは視力巧をを 

のためのチヤリティシヨウを拥き 
その*$益金221, 24〇円をち嘛巧立 
畜学巧と視力»きを協会大村支部 

へ巧ちIt また巧力换害を35をと身 

が陳齊お30名をチヤリティショウ 

に巧巧した 

写真4 
宮がホ矢本じでは 6月け日 

牡お巧網地**•度地区において 
巧科小児科76名 «科64名の無料 

お巧ホ仕を行なった医師は巧 

科か死科2をお科1名看な拥 

6名しけを力、•をカロ 
資用176, 830円 

写真5 
栃木巧足利東Cでは C N1周 

キを紀をしてホ巧7力所の保育所 
じ巧し=輪車を奋巧した 

黃用111, 337円 

聲;，.'rザ 

ぶ 
J 

▲写真6 
30 



クーラーじよる 

を巧病予防【こも… 

PHIしCO-FORD CORPORATION • PHILADELPHIA U. S. A. 

タイ*=トロ3^ 5000 
マイナスイオン発生器體難*舞減がB’ぉがち 
ごを文，カタログ請求は先巧号の著し込みのハザキをご师H下さい。 

大気汚染を甘くみていませんか.グ 

P成焉た悪影響 
ショッキングな報告 

ぶ 

siiililiil 

Vぶ嫁載謀P 

る 
..。ぶ\苗—Uと噫^、if這 

綠発売元：株式会社二::yクッ商ま 
輸入部第一課 

來をが斩宿区巧第（々ワ七ビル）TEL (356)0241〔大代表） 

:马真7/\ 
;苗;分1Cは昨年よりの継統♦典 

の1づであるホ两か学巧にかする 

雨力、•身財(呈を6较にかfして行なっ 

た试時にラ>rホ^ス[の巧をとか 

特に次期スローガンの"靑か年に 

まとホ望を’じついての括しも巧 

なった 

写真8 
た感が化Cは交ai事故防止巧 

巧に城力しようと地を巧の小中 

学巧ぺ交巧巧全指導教材を寄貝曾 
資用81, 000円 

▲写真7 

▲写真8 

仕事部屋じ…… ^こ】 

空気の巧れじついて、私の家族はみな 

お感で神経質だ。 

ちかごろは癌がはやる。珠に肺癌叫叫 

えたようだ。是は煙草の害というよりも 

巧れた空気の害であろぅ。私の家系じも 

肺癌があつた。いささか気じなる。だか 

ら、《陰ィオン)とは何だかよく解らな 

いが、仕事部屋にアイオニトロンを黃い 

てみることじした。(石川達一二…作ま) 

巧巧がうまい/ _ 

寝室とtt事場じ一台づつ二台使つて 

ます。ドアを閉けた瞬間、空気がちがう一 

いわば高原のさわやかさとじわいですね。 

部屋じ入るのが楽しいですょ。ま気が片 

手をちじなつて陰ィオンが足りなくなる 

のを補つてくれるんだから、都会生活者 

じは給讨必要です。(巧水昆…巧面ま) 
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ホ化巧に佈びるな巧策#/# 

4つのお部屋を暖房. 

4つの蛇口からお湯がタップリ. 

この快適な碁しが約65万で実現します 

4ま暖房+4力巧給湯で'約65万円 

—才ートヒーター•糸合湯システ厶—— 

わ部屋の温風(温水)暖房機と、それにわ 

湯をわくる自動給湯機との組合せです。 

給湯機の多量のわ湯が、暖房機を通つ 

てわ部屋を強力に暖めるとともに、わ 

風呂•台所などでお湯が使えます。 

〔ェ♦貧]お17万円一給巧すがぶ約20で円巧 

4力所へ給湯して約22万円 

-給湯システ厶一^ 

わ台所•わ風呂•洗面室•ず事室などで 

ふんだんにわ湯が使えます。 

每日使う設備だけに便利さはこの上な 

し…新しい住まいじかかせません。 

〔巧備がお黄〕お13万円 

da W心、'ぶMi ••、'マA —、ィ-••'一け一ん化ず> 

%まで口ーンじ組么みます。 松下雷量 

>ァフターサービスは、わ買上げの販売をで- 

あとは最長 24 

ンをこ利用くださし 

地が•家厘じより巧なります 

〔エ♦黄；！お9万円 

♦ぉ阳をせは、左の看板のわ巧、 
又は、つぎの松ド電器•往ち設備 

d 機器お藥所へわ遵話を…… 
r .- 

11*著*!!なち》信汾ま薄nな_ 



ミスターライオン 

6月24日、静岡を訪問し、例会場中み屋の 
I室でこの取がをさせて頂いたが、その直前 

例会と静岡県巧33クラブ合同のアクティビテ 

ィ「ライオンズの森」寄贈ホに参列した。例 

会もさることながら、巿化東部の草蘿神化の 

先きじある県有地の一ちじできた「森」まで 

のバス往復I時間が、また楽しかった。まる 
で小学生の遠足のよう、声离じしゃべりあう 

会員のなかで増田会長と丸尾幹事が道中の案 

内をする。右手の会れは病気長义者のL某の 

もの、先だってお見舞いじいったら皆さんに 
よろしくとのことでした。左手のあの会社の 

たくなったL某、ご巧族の近況はこうですと 
まことにお切下寧、会員のあいだから一々お 
手が起こる。 

L增田長夕郎、1909年4月生まれ、慶大経 
済学部を卒樂してジャパン.タイムズ印刷部 

じ勤務、1937年日中戦争ぼっ発と同時に召集 

されて中支へ、蘇州の戦いで金骗お章を得、 
41年じいったん除隊となって静岡巿巧じ印刷 

業マスダま誠堂を削業、現在同社な長。終戦間 

際に現地連合司令部に再奋集されたが、兵な 
解除のときの階級は步兵曹長。2期連続して 

つとめられたクラブ会長の任期ホ近く、熱心に 

クラブ愛を説く表惟には、往時の武おかくか 
くたるを曹長の巧象はまったくなかった。（G) 

楽しく話しをえる厶ードを 
ライオンズじお入りになったが機は？ 
棘岡クラブはいまから12年前の4りじ結成でずが、私は 

その7巧、巧中馬常務L村」-.にすすめられて;入りました。 
おがのたガバ十一しS輪か前があって、か代幹事のL鈴 
木、し野がらが中んでメンノぐ一が樂められました力当時、 
J Cと商工を謙所の閱係新がやはり多かったですわ。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t、っ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。出席を巧おはじめ、み柿を員長、テ 
—ル.ツィスターなどをやって、1昨年の1967巧7巧、皆 
さんじわされてを技を引き‘至•け、2ザ問っとめました。か 
代会良は当時のホおのL山トリ、結りちの翌年度までやって、っ 

ぎは前のI带岡が知がし巧藤、この人は衆議院にいま出てい 
ます力《、そむまで8期にわたってを長でした。が庁所れ地 
のクラブだかたお的な人物をということでした力;‘、央際 
のクラブ述'祥はI昨がや削を八’たがしてやっていたわけで 
す。そこで，、そのあと皆さんのご推举をえて、^^間の、い 
わゆる野人のはじめてのをおじ私が逃ばれたわけです。こ 
イしまでの1••台のうえじ立って、フンワカ-ムードというか、 
膊I词クラブ独特の•茶閱気ができてきたんじゃないか、とい 
うのがっぎのを長にバトンを渡す私のいまのム境です。 

ライオンズな: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がも固まると 
いう意見もありますが、この点はどうわ考えですか？ 

私もそう思いますわ。会長は1年でいいと思いますが、 
幹-まもはやはり2年でしょう。私、会長になったとき、西も 
東もわかi•'っなくてム細かったし、ちょうど10周年というこ 
ともあってL野が{こ3ザ.目の幹事をお願いし、肋け.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野がの意見でもあるのです 
力、*、幹がはクラブのまとめ役として非常に重要なポストで 
す力、'、1年目は何もわからないうちに過ぎもゃう。2年目 
じ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年円で’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.;盤挙会ではL内山新会長とL丸尾 

幹事の留任をノが碁一致でみめました。 
選挙会は形ホどおりやっているわけですか？ 
これはを刖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•す力、•、うちの場合これはほとんど-一方通行じ 
なってます。お互い、いえばみんな都合があリますから、 
そィしを一々間いていたんじゃまとまりません。これはよき 
惯巧とで’^^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/レです。ライオンズじはももろ 
ん会刖という遊法がある/レですが、遊:法が先きで、それを 
ずるがためじ話しなったりする/レじゃなく、みんなが和気 
あいあい、ムから話しなっているなかで何かか’決まってい 
くのが木筋じゃないか。规刖じしばられなくとも奉仕の精 
神はそういう誦しないのなかから,||•，てくるんで、よくアク 



全国有名デパート•貴金属店じて予約発売中 

純 を が (，(产••にが） 

神 が が (1化〜.:•:!(ぉ）1 

純ブラチ十K (ぃ〜-r.r.K), 

か (1()()■»• ;->3りg) 

媒 を が (り产.*にい 
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が 化 が (ぃ雌） 

<yx 1•.ながが也ヶース徊み人> 
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が 化 が ("ド•-おK) 

区り 

<n1..も的か化ケース 

♦カタログ進呈致します。 

かす巧が。ネが未驚をふす採式をか 
東京都を東区元漢草1一12 — 2 

TEU842)6161代表 

APOLLO II 

巧着陸記念メダル 
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巧着陸記念メダル 

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、宇宙飛巧±並びに米国大統領その 
他NASA関係諸氏に贈呈されました。 

監 修 
文化お章巧赏 
芸術院会貝 

化が西望先生 

原型製作 

吉田觀示先生 

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 

スした運嘗の例を聞くんですが、それは本普じゃないと思 

いますね。じゃあ静岡クラブは会則选反をしているかとい 

うと、もゃんとその精神はをかしてます。奉仕の觀念が、 

和気あいあいのうもじ自然(こじじみ出てくる、そういうも 

のをモットーじしていきたいと思います。 

ある特定の人が長くやることじついて、その人じる巧がか 
々、りすぎ、本業にもが響しないかというおそれはありませ 
んか。 

ももろん本樂は乂事ですが、うちのクラブの幹率の場合 

は、ある程度仕事は化せることので‘きるお裕がないとつと 

ま^ないですわ。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、ライオンズの幹拳をやるあいだ 

仕事はできないと、も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'避話の苦情が多いんで2本に 

增やしました。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嘗をするんじゃなく、もがのそう 

した讓画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力;'。 

わ仕事の方はいかがですか？ 
いま従業員170名、グラビアU外のほとんど何でもやっ 

てますが、が刷需要の絶が量は増えてます力 <、機械台数も 

それだけ増加し、業者間の銳单がはげしいですわ。社是は 

「至誠」ということで、これを社名にしています力ぐ、ライ 

オンズと同じ何でもお互いじ話し合って和をもっていこう 

というのが私の乃針です。 

今後、ライオンズとしてどんなことをなさりたいですか？ 
うものクラブの場合、若い人t年苗りも、いろんな年代 

の人が集まってます力;’、その年代の差というものが感じら 

れませんわ。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。新しく入をされた方も、ほんの2、3々巧でその 

雾凹気に親しんじゃう。どもらかというと、わイしわれ年踞 

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、クラブのなかじマージャン、ザルiKお茶の会、觀 

劇のをなど、毎月やってますし、ついこの前は乂をのエク 

スカーシヨンで丸尾幹事と2人で、角ビン1本を'おけて気 

をあげました。今後もこうした自由な•蔡凹気をもりあげ、 

飾I巧クラブ独特のムードをつくり、宵てていきたいもので 

す。 

ライオンズの森i奋贈ホへのバス中じて 

拉“ 一 

ベ；與 



El地区調布Cは 8月I日調布 

巿内及び北多摩郡おな町の巧育園妃 

老人クラブ身体障害者等1，000人を集 

めて夏休み社会福ネ止のつどいを実施 

したこれは結成iU来毎年斤なって 

いるものであり日頃家庭環境じめぐ 

まれない保育園庶ゃ長年社会の発展に 

貢献した老人身がの不自由な障害者 

の福ネ止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I部では4〜5才の園児を対象と 

した安西愛子さんじよる歌の会調布 

青少年吹奏楽団の出演などもりだ〈さ 

んの催しに調布巿公民館は子供たち 

の歓声でわれんばかりであった。第2 

部は身体障善考老人ホームの人々を 

タオ象に素人のど自慢大会落語など 

で楽しんだ。催しの最後にはボーイ 

スカウト日ホ奉仕団教育委員会 

お江町あび調布市消'防著謂布巿警察 

署に378,000円が贈られた。 

- J* 心. 

皮 



1969年7月31日 

巧曰 

6/1 

6/1 

6/7 

6/8 

6/8 

例を場所 

I!巧を俯{累3 Wjs; 

ぶ々Wお化セシクー巧！. 3W化： 

1..] お巧2 , 4 (が19 : 

诉旧化な公祐{系J wj! 

1-.，ド旅旅巧2、4 (かけ： 

liやしぺ，を怖巧し 

ニューU時ホず化巧し 

に が 聞巧し 

ホテ》1.ニューオ々ヤマ巧1, 

化タラブを 事務用化巧 
YANAKCHUO) 

1408仰が中た山口が柳け•巧が火が巧Iおを怖内 
OIWAKE 

1409沮 み化がぶ巧仏がぶみW 2 K化おぶが的 
ED0SAKI 

1410江戸W巧蝴巧がかが化戸巧BH巧T•をの 
NUMATA-TpNE 

1411ぶ巧利がが巧化讲山ん‘化巧刷81 W扣1:木 
TAISHO 

1412 k 正巧みW任を邮火比町巧々が0竹の巧を:W 
MATSUMOTO(CHUO) 

6/10 1413が本中みIを巧おが本ん•本け; 2 — 4— 1 
NAGASAKI ( MINAM1) 

6/口141,1おが巧巧妈乂谢田ri3—18水ぶ•ピ化内 
YOKOHAMA(ASAHn 

6/141‘1にがが化巧を川化がおホが卜.はKかなわ63 
OKAYAMA (‘SOZAN) 

6/16 1416闽山か山础山か巧火去ががが!山たりI!をホの 
AIZUMI 

6/17 1417た 化がなWお巧邮お化町巧がずお卜.附が化巧にをが内 
SHIBATA(SHOJO) 

6/181418巧宛川ft城 巧沿かか巧ぶ||け:が巧1-1-6 I巧:I:を巧巧の 
MATSUDA 

6//201419巧 田巧な川がお巧I•.版が山町な巧2061を柄I•.商.にを内 
OTA, AKITA 

6 /20 1420 乂旧か曲か旧か仙化郡太山田川，おぶ—:H-HimoS巧備•训かが内化 
MAMUROGAWA 

6//201•じ1巧朵川Iりが化な.卜-抓れぶ川田r巧が}础とりな内 
KANEYAMA 

6/20 1422ホ 山山がかれJ•.がを山が大夕を山393 
KAWASAKUNAKAHARA) 

6/21 1423川巧中化がを川が川巧ぶ小け！一が3小わを怖内 
HIDAKA, HOKKAIDO 

6 /22 1424 Uな化がぶ化が;かが化抓Uな巧卞HなHなBfホをたが内 
SHIBAKAWA 

6 /22 1425を HIか闲がな上•巧;さ:川が两山1511火内申がだ 
SAKAWA 

6 /22 1426化 川巧かかな岡が化111が|ド17撕ホWの惭勺 
NAGOYA(KINJ 0) 

6/24 1427おん•招を巧.おかがおお始市中けK西柳町2 r口わみW佈ホテ化の1"] 
OYANO 

6 /20 1428た欠-巧巧本Wおが抓人欠か町た'ドなぶ•ド巧出な!n防な巧 |.〇 
YOKOHAMA(HONMOKU) 

6/28 1429 «あ本わ卸をIII化巧巧ホ中区がかが町2-8-3たが々ビル内 
TAKAMO民1 

6/241む0巧 が能卞が阿巧郁なおが1231巧前が本が内 Iお巧巧ぶ巧]！IIな巧し3从)18: 
YACHIYO. CHIBA 

6/291431心T•化下巧 T-巧化,V千代ホんT•化ち巧い2-5八！■•代なW吹‘化協片1AふHむ:りがrtt 巧2. 4111)19： 

ホ祐 

国 
巧美大A 

宙巧な #巧子A 

巧区 クラブな を • 巧 
化朔よ 化知 前側來 巧が 

E 1 110 111 6.755 6, 729 
E 2 116 117 6.736 6,793 
巨3 118 118 5.648 5.627 
E4 57 57 2,480 2.501 
巨5 76 76 3,773 3.782 
E 6 87 87 4,725 4.715 
E7 145 146 7.045 7,061 
巨8 58 59 2.625 2,668 
E 1 100 100 6.509 6,512 
W2 118 118 6.383 6. 366 
W3 
W4 

81 81 4.775 4.759 
110 110 5.295 5,278 

W5 61 61 3,435 3.429 
W6 81 81 4.472 4.460 
W7 113 114 4,758 4,755 

1.431 1.436 75,41-1 75,435 



日頃なじ気なく吸つている空気。そのを気 

の中でも酸素は人間が生きていくぅえじ無く 

てはならないものですが、都会の汚染された 

空気中の酸素は澄みきつた髙巧じ位べて約、 

4〜8%も少い。巧れきつた空気/酸素の少 

い空気/これが、どんな結栗をもたらすか‘： 

栄養物は分解されず、体内じは痕労物質が溜 

リ 細胞の働きがストツプしてしまいます。 

だから酸素不足は老化現をの源じもなるわけ 

です。都会の現代病と呼ばれる疾病の大部分 

はこの巧れた空気の檢素不足に原因があると 

いわれています。その様なわけでお素と健康 

について真剣じ考えなければなりません。 

都会じ新鮮な空気——つまり、活きた酸素を 

サンメィかお屆けいた一> ます。. 

•このよぅな方々じわすすめします。 

お脈硬化•高血圧•も腹病•喘息•気管支炎 

巧労回復•二日酔•乗物弊•勉強労衡時の腺 

気ざまし•能率増進•老化現象など 

♦ごま文、カタログ請求は差し込みのハガキ 

をご利用下さい。 
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京橋局を認 
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差出を効期問 

昭和45年6巧 
30日まで 

切手を貼らず 
【こお出しくだ 

さい。 
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(受取人) 

東京都中央区 六军二の二 

(東京銀座ビル) 

株式会社III明商事 
酸素発生器係行 



卿， 

申ぶ書 

(〇巧をつけてください） 

(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) —^度説明じ来て欲しい。 

《商品ご注文は、振替柬京18973力ご便利です。 



MIKIMOTO 

この度のライオンズ第52回 

世界大会が’史上最大の盛会 
裡じ終了致しましたことは 

皆様とともじ誠に御同麽じ 
堪えませんム、からのお喜 

びを申し上げます 

今回本大会に協賛して鲜 

社より発売致しました記念 

の金メダルじつきましては 

メンバー各位より ム、から 

なるあたたかい御支援をい 

ただき誠じありがとうござ 

いました 

なじ海外よりのメンバーカ、 

らはネ刀めての日本じがけ 

る世界大会の意義深い記念 

としてかなからめ御賞讚を 

賜わりましたことを私ども 

の何よりのよろこびとして 

わります 
こ二じ重ねて厚く御礼申し 

上げますとともじこの機会 

を通じまして今後ともなわ 
一層の御愛顧をお願い申し 

上げます 

世界のま石巧 

颐御木本真珠巧 
本店=東京-銀座4下目TEL.535 —46U 

大阪支店堂島-お大ビル TEL.363-0247 

名古屋支巧=栄中日ビルーTEL.261-1808 

京都支巧=河原巧•御池上ルーTEし241-2970 

帝国ホテル巧 TEL.591 -5001 

ホテルオークラ巧-T巨し.584 —4664 

横み店シルクセンター TEL.641 0836 

巧戸巧-神戸国際会館 TEL.22 - 0062 

京都国膀ホテル店 TEL.222- 11 11巧248 

★大会用としてまじ海かメンバーの為にとりわけてありました記をメダルがまどを干あ 
りますのでわ貫上げもれの方がございましたら何み下記【二よりわ申込み下さい 
御木本真珠店を巧（除.百貨巧）でわ取扱い致してわります遠隔地よりの御申込は御送金賜 

わり夕第直ちに発送申し上げます 18をがメダル（ケースイ寸）1個Y10,000 送料Yけ0 

銀巧振込み（下記銀巧の御木本真巧巧ライオンス'記念、メダルロ座） 
• S菱銀巧本店•第一銀巧銀座支巧♦宮±銀巧お杳屋橋支店•東海銀巧ま京支店 

•住友銀行銀座支巧•大阪銀巧堂苗支巧•=井錠巧銀座支巧•=が銀巧銀座支巧 



もしあなたが 
明日ここでジ王ットを 
操縦するとしたら 

はめでいるでしよう 
太平洋上空12, 000 Wの操縦席で、 ちばんよく見つめるのは、世 

界的じ有名な時計です。それは大きくて堅牢な時計です。 

たとえばオイスター-ケースの古典的な型はスエーデン製のステ 

ンレス.スチール、またはをのブロックを账りめいてつくられた 

ものです。堅牢な耐圧性のケースの内側じは、自動卷きの公認 

云誘塗 
ぶ.'沪 

ご茜ym 
. ィ。抑こ...'を:^ 
' - .，-|'-‘.:.ゴ.たが';- 

動ち!馨 

1111II jilPlP 
一; 

パン.アメリカン航空のパイロットたちは、この長い日数をかけ 

ロレックスをひとつつくるじは、 

クロノ メーターがはいっています。手つ’くりの部分力、'多いので、 

•わ問い合わせは東京中央郵便局私香箱721号ロレックス時計部へ。 
ROLEX 

oj Geneva 

1年公上もかかります。 

てつくられたよさを、よく知っています。パン-アメりカン航空 

が、パイロット用に選んだロレックスは、GM下マスターです〇 

ロレツクスを 



長 武雄 

西罔本で唯一の巧ももこ、みI靖審化の施設 

といわれる，滋贺暇下にある第2びわこ 

学願の子供たもが，5巧27罔段浜の强公 

熙Iに訓練をかねてピクニックに来るとい 

うニュースがたえられたのは，その4日 

前だった。私は2巧3巫の巧痛化たちを 

大勞どうして述んで来るだろうか，これ 

は施設としては大変な肾険であると思っ 

た。岡崎圆長が常にお巧の勞如と訓練に 

よって，重症児のかを復起を类视したい 

とをじている気持もがうなづける。 

私は新剛記がを持って塑日クラブ事務 

所に出向いた。ところが幹がの机の上に 

はすでに同じ記事が超かれていた。これ 

手品の妙をじ大喜び 

熱心なメンバーがいることは大変うれし 

いことである。会長幹事をはじめが化委• 

封の人たちが樂まり，当日准化させてい 

ただこうということに感見が一致した。 

びわこが岡に速絡をとると關化125名 

父儿98名，施哉の職員，看;獲饰さんたも 

63おで、総势283名の方が来られ《こと 

がわかった。わが長淚7ラブではジュー 

ス300本と町の乎,活師を呼んで，な带の 

II村巧に大いに笑ってもらおうと放ぶ鼓備 

まで用总:することにした。 

当1:イで定迎り11時に大型バス3台，マ 

イクロバス2台，な事や敷物，手が，おな 

ど秘んだW物車が到證した。びわこが見 

える公閒の巧に敷物が敷かれ，閒化たち 

がそれぞれ3組のグループに分けられた。 

中にはもう乎押，ドに乘せられてごな嫌な 

子供もいる。アルマ 

イトのな器に次々に 

にぎりめしだの削な 

物だのが盛られ，み 

るみるうちに300人 

かのな事が用為され， 

まもなくな事が始ま 

った。そのにざやか 

なこと，忙しいこと， 

保の:さんたちがコマ 

ネズミのように走り 

まわってお世詰•ずる。 

施設でみると傷々し 

いがこうして染团に 

なると，いかにも楽しそうでそれほど悲 

慌観がない。オモチャ箱をひっくり返し 

たようなムードの中に，さずがのライオ 

ンたちもどうしていいかとまどっている。 

町の乎V,も師もこれでは手品ができませ 

んと言っていたが，巧楽のボリュームを 

あげて手品を始めると，賊味深く見る子 

供，不思謙そうに兒ているす供，大きな 

ゼスチャーで皆ぶ-T•供，無閒，こ、な子供， 

にぎりめしを取り合いする子供……。本 

当に丫•化たもは神がである。な事がすむ 

ころ，メンバーがジュースを1本1本手 

渡してまわった。な事が終わった。その 

ころから小雨が降り始め、帰りの時!]巧を 

30か級!）上げてバスに乘り込んだ。看護 

飾さんや保がクんたもが自分の食事もそ 

こそこに，小さな化でともずると自分よ 

り大きなす化たちをなだめすかして乗せ 

るが-で•は，いかに訓練されたといえよほ 

ど愛がなり时性愛がなければできるわざ 

ではない。 

15ホ化ので供はまだ帰らないといった 

ゼスチャーで，看證細さんの樂の毛とい 

わず耳といわず引张ったり，足でけった 

りしていた。一ぶ職員の方は手が难や食 

縣や败物を秘む。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レ、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圆に 

おけるエチヶットと対照的である。見て 

いるI川にきれいに清がが終わった。 

私は巧然と彼か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穗んだり，空 

きびんの整理をしたり，舆剣に奉化して 

いる。看證佩さんや保母さんたちの統制 

のとれた巧風)とライオンズのメンバーの 

自発的舉化の,こ、が共にとけあって，今日 

ほどすばらしいと思った労力舉化は今ま 

でになかった。化会復贿は不可能とまで 

いわれているこれら巫症崎密兜のために， 

巧齊を犧れ:にして奉仕'する天使たちにすム 

はんから感謝したい。 

われわれライオンズは，もっと测り下 

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おりにも急なため 
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じ，理與をにも例をにも叶らなかったが, 

会掠幹事をはじめ膊生委貝の時宜を巧 

た計画に拍をを送りたい。（お巧Cなお） 

ここにライオンあり 

加々灾孝 

「あッ財巧がないッ」•广傑もだッ」，2人 

の少年は一瞬息を吞み，まっさおになっ 

た。せっかく仲のない义だち同ぶで海を 

見て，思い則りみいでと楽しい嬰:を描い 

て二見ケ浦までやって来たのに，これで 

は巧府まで帰ることもできない。化刻ま 

での楽しさはどこへやら，2人の少年は, 

化度もそこそこに駅まで嬰:中で辿りつい 

た。幸い，あちこちのポケットや宛:柳入 

れの中から染めた小銭と，現金に換えて 

貫った郵便切乎のお陰で，かがたちは中 

央線止峽市駅までの切なをなうことがで 

きた。名せ屋での乘換のとき，2人は幾宵 

派出所に立寄って事情を誦し，甲府まで 

师る汽車巧の巧みを願った。しかし，「毯 

察は，保護をずる0?であって，お金を巧 

す所ではない」と断わられ，止むなく中 

央線の列がに乘込んだ。こ1こ岐から化をど 

うしよう？ 2人の若若•の胸中は，不'父 

にわののいていたであろう。みいだ後の 

空腹據と疲労感も，ひしひしと迫ってい 

たであろう。止岐市駅で，もう一度，巧 

1|ぇ貸を贷して巧えないかと顿んだが，や 

はり，この2人のか年を信用して，おを 

を貸してくれる人はいなかった。上岐か 

らお那まで約27kmを少き統けた2人は, 

8巧初とは云え，もうとっぷり嘗れた逍 

端に，を)lyと搬労のためにうづくまらざ 

るを巧なかった。自脚ホがあったら盗ん 

ででも乘って行きたい。わ店になべもの 

があるならば盗んででもなベたい，飲み 

たいと，幾度か恶の誘惑を感じたことだ 

ろう。たまたま印雌口で，私用のためじ么 

ホ厘に出かけた帰り迫，速転していた自 

家用がを呼びとめられたL松岡か火—— 

S共呢機化お——は，嫂れがてた2人の 

少年のをを認めた。 

- 2人の若者は，な校2年のな卜柬，及び 

同級化で今は蜘めている绍巧だと么乘っ 

て二見ケ沛W来の一部始終を誦し，「お 

じさんどこまででもよいから，ホへ乘せ 

て巧って下さいませんか」と颗んだ。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、がたちを自分の 

王I至に乘せ中津川駅に行くと，印め!日でし 

かも夜も9時を過ぎたとなると，店をI川 

けている飲な店もなかった。し松岡は駅 

で時刻表を調べ，千門ずつ2人じみえ， 

汽が©は甲府まで750円だからパンでも 

巧って巧きなさいと駅の桃内に絲き入れ 

て，くれぐれも気をつけて佩るように何 

度もなを押して別れを沾•げた。 

それから間もなく，伊が，壁巧両巧の 

名Mの封がが，松岡宛に巧いた。その中 

に2500円の现おと，，こ、からのネし状とが入’ 

っていた。それには，「もし，わじさん 

{こをえなかったら，償たもは，恶いこと 

をしていたかも'州れません。匙;いことを 

しないで，無がに中府まで蜗れたことは， 

をくおじさんのわ陰です。本当に有離う 

ございました」と，，こ、からの感謝が滲み 

出ていた。 

しかし，このL松岡の行ぶは，10巧の 

半ばを過ぎるまで誰にもかられなかった。 

彼自み，何も訳らなかったからである。 

「私もず供を巧つ父规です。もしあの若 

者たちが自分ので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。が•日新問 

化発行の「柬海巧年」という本をし松岡 

が少年たちに脱るため，たまたまライオ 

ンズクラブのが務巧を訪れたとき、がが 

巧質が偶がにも削き出して，なおの私に 

報告してくれたゆえに，この蕾巧は明る 

みに出たのである。 

中討ち川クラブのメンバーは，L松岡 

の茜巧を贊え，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 

く巧ないながら，しかもそれ般りでなく， 

米畏く，2か年との文迎を迦して，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，みをもって災践した1 

人として，その行みを賛えられるべきで 

あろう。ここにも，1人のなのライオン 

がいるのだ。 （中が川C .削なお） 

(!)リモコン操作に依るテレビレントダン検査 

mm 
芝木ビル診療所 
ホ习习駅南口前TEL 

(90 1)66-7 
(902)6 6 T 

(§)予約申込受か中 

安-藤豊輔 

芝木武雄 
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マニラの日本庭園完成 

けぶが が 

去る6りliレ1マニラのリサール公•お1の 

巧に祈に染造された口本庭岡のフィリピ 

ン政府に贈里するぶ典がマルコス大統領 

火—ぉ、ロペスなリ火統颁たお，巧大統削ガ 

ルシア氏はじめ夕なのおがのリリがドに， 

盛火じれなわれた。11木刪からは，亢皆 

阳が侣か巧が佐膝な1:1!の巧嫂として出)が 

し，それに义川駐比大化，り本隨蝴の贈 

りをである时閒な人フィリピン協なを代 

-裝して私が出版した。 

リサール公№1は闆ぶた!お1であ！），而も 

50へククール（15乃げ）で，その规仪:と 

ぶしさにわいて川；界的公閒の一つである。 

その一巧に，化ザが候i聯合女によって中 

M煙!朝が巧脚され、||/技;に憩のを捉邮 

しているこの公蝴内にり本旌間が欲し 

いと^うことは，邮人•統な‘1マ々パがール 

氏時代からの-が塑であったが，郁々の训 

山で、今IIまでぶ現をみなかった。 

一昨华10J]，化胳総理がフィリピンを 

公ぶ訪训した際，マルコス夫人より化お 

総理に懇埋があり，佐膝総理も,こ、よく引 

受•けて炯岡した。»圃後フィリピン略な 

な永贼證巧（がなクラブ％なお）とto膝 

総巧!の諷し合ぃによって，フィリピン協 

ながなをの調速と速設を引受けることに 

なった。 

そこで私は昨年1巧，が門ぶおjVし郎， 

が嫌一印i巧を述れて助地がおの上ぶiH•に 

とりかかった。捉郎された敝地は7,70：) 

'ドぶ米である。昨が6月エがにをで，途 

中雨季のため3力巧了-••啦を中断したが， 

で'ぶ姐り本/中5リ竣:!：した。総経が6下- 

刃T]。化を中よ、にした鄉廊ぶ旌閒で， 

口本よ！）む巧ろう6化（内1蘇よが邱束C 

のLジ細が一郎の制かこよる）の••まかごく 

わずかなな材を除ぃてはたが助!化のM抖 

によって梁をした-設な者の一番が！:、し 

たことは份お'巧の!I水の瞄物が熱がの 

ため使用できず，たがフ < リビンの邮物 

を使って1]本な础の泌を川すこと！こあ’） 

た。なわ水お的なI H>:延閒の巧;およ、が 

助アジアではがめてのをてである。松膝 

総則は，この庭Iも1のぶぶを祝して，鬥本 

蝴巧〇〇惦をが的された。 

7がで会反•と私が一巧巧ぶしたのは6千 

刀■円ののをの調速であった。協をのメン 

バーは，フィリピンと取引のあるi巧ネ上メ 

一力一で，も'^ろんこれらのな化から夕 

大のご搜助をいただいた。特にライオン 

ズの閱係は，E1とW5より，ご搜助を 

いただいたことをここに深く感謝します。 

ことじW 5は，昨年大潍の地K大会にお 

いてガバナー，化ガバナー令口が，発起 

人となり，紫な蝴線を披出され，マニラ 

のり本健蝴述設に地!えとして援助するこ 

とを満游一なで巧決された。予ぶ額300 

7/円であったが，ぶ際巧-まったのは350 

ぶのに達した。感謝のほかありません。 

I!巧|:bたの殺riは（6リじ口）フィリピン 

姐ぶ；111なrイで问間のが口であ!），当问の 

I!水!潮钟への人場-箱はなんと6刀•人を数 

えた。熱がのことであり，巧I川はほとん 

ど閒故で，ぶしくなる夕ぷからおにかけ 

て人が川るので，化って，公I训も化を中 

よ、とした峭1リ1なWfiがしてある。 

ライオニズムをU本にtiなえつけてくれ 

たフィリヒンにがして，いクさか.S返し 

ができたような.域がある. 

(ぶヴパナー•がぶC) 

子供の日家族例会 

則‘田 明 

絲の怔Uこ轴!のぼりのわよぐ5巧5り， 

当クラブの「で化の11ぶ炊な」が，祈装 

なったお祉么能を会城に，を巧と子供を 

中心としたぶ腹150名のリリがを巧て，に 

完成したマニラの日本庭国 

(给、';明 

mm 

第64号 政府ぶがU略鋭光化が 第33号 

<=千巧の庭面> 姉妹旅お 
•おみ•じが< til化の；狂，もものかなをおけのが!じ 
ぶか水’’ドが!こ抓帅みの火な。こ-:.平げ.のが化に 
•レ、ろがるri.か化の曲_狸。芝’.'I:.をなってか田りI 

の巧術をひ？、むた邮水のじとりじ！i阿やの 
化もち:しく、だぶしくみBをく、木の巧し巧う 
かぶも；巧側K.つよう^みなん;.Uる乂ぶ巧/ 

■ TEL巧海0557( 81)3623-5 

加賀 

<を巧の南画ないなきち巧> 

白山々ぶか;巧*:'シ.Vお化りI‘,;ぃて巧い•でた 
垃巧に、スイス,もをKソた.1じがムー！••.おI化 
衍がを:でずスパニッシュた巧投、内ではモ 
ルーり巧でをがリ化化クむなぃ巧间の化ん的 
おみ/す-人巧这、巧;な曲ド,、巧水!おお、クぶみ 
ド,、卞さぺ^逆、だ;.Iぶ巧.'iわ义b C1：V.W. - / 
■ ’コ:戸巧化I半のがしぃti h•ころ 
■ T E しを巧07的（303181- 2 

<わ申込みは> 

日本交ぶ公社み借ぶ所又は東京TEL03(561)3831’8240•を古屋TE L()；52(971)0806 
大阪TE L06(251) 5684/ .日本巧光巧ま会社た，が井ぶ:乂 
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ぎやかに巧なわれた。 

普段は化がの忙しさにかまけて，なか 

なか子供と接ずるI巧間の少ないオヤジな 

貝も，この日ばかりは子供たちに手を引 

かれ，相好をくずしてS々五々な場に到 

燕。な場は，正邮に触のぼりに花曾祁左 

ずじはかぶとが飾られて，お節句をがう 

ムードも満点。それにも増して，ず供た 

ちはその場のぶI叫気を楽しくするたくま 

ざる腑いぶで，おi内はV くもか乂あいあ 

い。ごちそうがりのI'かに並んでいては例- 

会七レモニーもそこそこに，楽しいなな 

とが:iなる。 

-广供のながのめんどうをあれこれとみ 

るをWもあ!），普段かられていない「才 

ヤジ」としての一酣も見えて，ほほえま 

しいかぎ0。 

I比盛なな欲が，たちまちごちそうを平 

逸み 
A図 

かが 

図書室 
'心，.ム:.み. 

詩集 

L加山お一^(な巧おC)茗 

A义がが院がれ 
A A 5判. 74巧. 500円 

し加山ぶ一は，化年きわめて规しい友人の 

1人として交際しているが、たしかに她I味の 

II'IIIK^II.一…、川一川、||'1り、.|,川、.. 一 111、.い <"1 —1り—1" —1|亡 

見たこと，問いたこと，言いたいことを，そI 

のまま自然にお現している。そしてやはり普？ 

述の敗文ではない。 \ 

私は，詩の俯打は，やはり觀期的に，それミ- 

を 読む人が作者の, こ、 を， よく汲みとることが-; 

できることにあると思う。L灿山の•訝は，た/ 

しかに作者-がいいたいこと，何をうたいたいI 

かが，說者によく判り，共感をし，目をなま* 

され，また反対感情をもってfit判することが重 

できるようである。.そこがL加山の詩の値が/ 

だといってもよいかと思う。.風物をうたったミ- 

詩じは，そのねらい，贩力は私は替発される1 

ところが少なくない。袖み的にげ勞に対するi 

感想をうたったものの中には，率直にいってI 

もっと深刻な分扩rや総合を必嬰とする感じた-I 

ものも多少ある。しかし，どれも-糸直な言樂/ 

使いで，すらすらとあけすけにお现している/ 

ことにはなむぶがもてる。 i 

私も，ものごとを义ザでお現すろことにつi 

}にぃ，そして，器川な人である。このがいよ，ぃては，かなからず,じ、を川うる方であるが，a 

、ミI巧が「賦流」を発ぶして，私もなかなかたぃやはりし加山は，詩を作る灭1峽の才能がある/ 

fしたものだと娘'巳、したものだ。 と化う。L灿山のよぃところは，ぶ現が来凹:5 

{ 岩•術には，ぃろぃろ約おごとがあるのが普なところであろう。 ) 

fill!で，ri•をでも，たとえば徘句のを能のように これからも下ず.にブロかぶれして，深刻ぶ\ 

iその他ぃろぃろな約次’ごとがあるのだと，なうらなぃでほしぃと思う。ともかく周のこらな》 

iが，L.加山の訝を見てぃると，どこにも約がぃ，が涼的で読徽则;]を粗iしたなどは決して/ 

いこしばられた値じがなく，たしかに自然その思わなぃ。にく巧がにわすすめするゆえんで■ 

/ものである。自然の,恐ったこと，値じたことある。 （おガパす一ぶぶC迫水久常）i 

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。>劇刚たんぽぽ》の 

がずる歌哨指海やオペレッタには，ず供 

はもとより，会なも旧ごろの大人の化晒 

をすてて，す供に;弦って大いに楽しんだ。 

やがて故な。おみやげの触のぼりと， 

ちまきの入ったふくろをさげた子供と乎 

をつないで脯るオヤジ会眞のほてった颊 

に，岩概公腳の新綠をわたる夜風がここ 

ちよくなでていった。（を视Cl计晒をなお:） 

税金に対する奉仕 

火石啓一 

私もライオンズクラブに入をしてザく 

も6年を経て，やっと何かライオンズに 

愛煎なり，そのム惦えとか云:うものを/盛 

じ始めたような乂がする。 

それとをうのもライオンズの巧レ^の—I畫 

.裝，その述!）巧に乂巧できれば，クラブ 

の1Uでなくとも地域礼たに率り:できる 

人であ >0，巧敬する人であると思う。し 

かしひとUにをうのは易いが，人はそれ 

ぞれ觀所、お所があり，この巧いの言藥 

にぶずきたいと化っている。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 

今がチヤンスです// 
いつも皆がにな級オリジナル'兵•具をわとど 
けしている 口ーヤルフソコーではこのが 
店削;な巧のなデラックス ディスカウント 
七ールを開催がしま十巧内に陳列してある 
巧陳品のほかにも 才ーダーでわホりがしま 
すのでどうぞわ知僻にも、こしください 

9月5曰〜9巧10曰 

(社を.が偏し巧巧梅吉） 
(梅)在±エ巧店を具部巧501 —4341(代表） 
〒105東京都港区新橋3-3-9阪急交通村ビル1階 
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アクティビティだけではなぃ。それで化 

ず私のアクティビティの初少にもなろう 

かと考え，私の税則止とをう職業を通じ 

それを忠ぶに守って巧き，その中での舉 

化をする考えである。 

さて，どうするかとI川われるとはなは 

だ苦しぃのであるが，なか，個人を逝じ 

ぃかなる人も税金から逃れることはでき 

なぃ。ぃや，逃れるとをうことは私にと 

っては少、々抵化を/盛ずるものである。節 

税または合法的税愈の申;I;•であれば結構 

とぶうからである力;，誰しも少しでも稅 

金の!睹ぃことは巧ましぃことである。 

ただ今，サラリーマンの減税'巧と盛ん 

に叫-ばれてぃる。この方々の，:i•架の中に, 

ぃかにも営®おやな化等が必嬰経がでな 

ぃものを維'巧としてぃるような，ぃわゆ 

る架を経巧ばか!）して税金を誤魔化して 

ぃるような云•ぃ方をされてぃるが，これ 

はもっての外であると化う。もしこれを 

正しく云うならば，サラーマンも給与•お: 

除等と云うものを膊ムして，巧色申おす 

れば良ぃのではなかろうか// 

マッカーサーから山•锁政策の一端とし 

て取り入れられた多くの政'ぶの中で，一 

番山主的であり民主的であるのは，この 

申:-I;•納税制度だけではなぃかと思、ってぃ 

るくらぃであろ。この,な化におぃて，民 

ホ々茲制皮;のIいに教巧制度につぃても全 

がが恶ぃと云•うのではなぃが，昨今の大 

夕紛乎を引きおこすようなな巧政3^そ 

のf山幾參の政策のihこあまり感ムするも 

のはなぃようにぶ、う。民主々雜は勝で•主 

おではなぃ。ぶぶやぶ徳のおがは1:1分を 

火助にしてぃなぃようにぶ、われる。地が 

ネI:ぶの1ilであることを忘れてはぃなぃ 

かとさえ巧えられる人が多ぃ。こんな夕 

えを1!:: くとぶのル•めようがなぃのである 

が、私は小さなネI:たが化からがめたぃ。 

それには化ず税おに対ずる舉り:からがめ 

たぃと夕えてぃる。私が卒光し，そして 

故の例-シ•化に私の考え方をできるだけだ 

え，これを1少でも2みでもが/逆ずること 

がアクティビティであるとじじてぃる。 

私のアクティビティの.巧えを巧がにむ!： 

t-'Jしてぃただき，少しでも税への现解を 

がめて職くならおぃに化う次おである。 

(熊本中义C .が介地ピ監化を[い 

NEWS REEL 

「服なぶたちに,こ、のやずらぎを与•え 

る一助;こ」とお畔リおAがクラブは， 

W!h•のお野刷巧所の中おにプaンズ 
懷を处立した。I]が胁li卿がお欠けIな 
化乂氏制作による「ある刑獄巧のた 

めのか了•は;」と組するこの傑は，な 
さ約1く;[G巧ンで，乂綺さんは「おを 

ぶを子を化い出して，1円も印.くが 

生してほしい」という願いをこめて 

1年がかりで作りあげたという。去 

る5巧1UIにがなわれた除幕式に 
は，収を•お約800名と，来•ば，クラ 
ブ.メンバ—をあわせし000夕，ぶい 

參列おがあった。「人化は短かし， 

されどぶ術;よおし」のげ：1ぶのことば 

で，式:はとどこむりなくすんだ。 

名古招か山クラブは昨年4巧，全を固に「愛:の竹な貯お箱」とお付けたか简を1本宛配 

がし，じ巧のクリスマス家族なに持ちよることを中し合わせ，お曰少额の貯金を始めた。 

じ巧20口に閒かれた家族会には約义述り全fiが竹巧を持ち诗••り，I巧/が上でか简を削って娘 

;n•を行なった姑•巧，38〇,642円という多糊の金が拠Iけれたクラブでは，この巧巫なな 

をのが効な風1诚を祁々が討の結巧，これを化:をにCN 3周年記.をが業として，交述を全 

巧（施工が5巧/円）を池設することにした。あぶを全塔は，お近特にあ近ij做のタレ、，東 

名巧速ぶ路么古段インダーチュンジの入口にうJ1設され，ドライパーのスビード述反による 

が故防止に一巧:蹲うことになった。 （おおおお山C .大贿進化） 

45 



r電子計算機がおてつだいする ひまわり窓口 

巧讓〇ホス#- 
〈登ミま第2日号> 

秋はしみじみと旅情を楽しむ季節です。臘わたる高原、を川のせせらぎ、静かな 

山の湯…、情緒深い日本の秋をお訪わください。またヨーロッパの、東南アジア 

のんびりとお'一人で、時にはわきあいあいとご家族づ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 

の、アメリカの、世界各園の秋をお訪ねじなるのもすばらしいこ とです。時には 

楽しい旅へ ご案内いたします。 



厚生省-を巿福ネ止事務所指を 
各種ステッキ製造発売元 

±屋産業な式会社 
営業所東京都を卖区松ヶを2 T目10番夕号 

電話まま（03) 843—0681(代表）〜3 
本社東京都を東区漢韋橋3下目29番10号 

電話東ま(03) 861 -462K代表)〜5 
工場越ヶを•宇都宮 '、'•門:.を〜 

むに自が料理とをうほどの物もをリません水を加えてつかみ!まぐして火にかけ,な立てた 

が，子化たちがなベさ'’かリですので，ボリュ後，かいにとり，水乂を紋って鍋にAれ，卯 

ームのある物をと之:うがになります。 1コと抄'がけ:さじ2 :が、もしょうゆ火さじ2 

材桃よ肉削，か撒’，リが，がみの物なら何がを加えて火ドかけてまぜ合せ，味の莱少々 

でも。—ドごしらえはリ!巧化^外の材料を祀別に加えて調味します。豆惕がかたまっているnを 

、 ^ II哪昭わいて水乂を明って小睐を巧き，さがの目に切った豆麟を入れ，ぶ立たせないが 

/、一べキユ— クと水;先いして上拖を取リより，ぶにあげがにななしながらあつくして，味の索を加えて 

かH]下:Oic刖しがむ'‘巾でよく水乂をi.リます。豆腐は鍋に入れて器にもリ，吸い口に木のホをぶえ供します。 

ソノノバ1い ン1< I 3^ /一^よリト》 I 、 Iイい 一 

れにぃろぃろの巧化野宋ゃI.いホのなぃぶどう 

酒，また祁规によっ：巧なった巧ず料ぶをな 

わせたマリナードに•します。ソースを3祀 

類仏川,なし野义と化にがきながらがみのソー 

スでぃただきます。 

〔ソース15人分j '/*チャッブ火さじ5が 

楷山2がサラツ•川I1がレモン汁小さじ1 

ネドむリがらし少、ノ'• 

〔ソース2 ^脾;1!1大さじ5がみりん1が 

砂が3がぶみそ小さじ1がごま';山1が 

白ごま1が=Aホとうがらし1木だねぎ 

1本にんにくか乂,=すっ：Aにまぜる 

Lソース3〕マヨネーズ大さじ5がときが 

らし小さじ半が玉ねぎみじん切パセリ 

ピクルスみ小さじ1杯 

•よ）ぶん•一し•王化UししがJソム、レ'^/^ •ツ》 ツい 

1コを加えてまぜます。 

人參と木耳とは繊切リにしてゆで：後，视 

と砂概としょうゆで鄕味に-ドぶしV诘は熱 

おを通して後，水乂を叨った人を木4と斯こ， 

な物にまぜなわせてこれを蝴のけの方から詰 

つがぶ々 

白慢抖盤 

酒の肴 

なかC紫)谈おぶ 
L小朗のけんちんむし=材料5人分〕小綱16 

Jン化5尼な僻1了げ帖化のぶ木耳5 

しょうゆ卯2コ 巧化おか/'塩 

〔作り方';小觸の鱗を取り無Iと鹏を‘とリ水化 

いしてもちを巧してみのぶ巧からI川いて中哨•を 

取り除き，股の辨皮を取り塩をうすくふって 

め込み，かの化をしぃたぶ器に入れ，，おは藻 

器にたてかけるがにしてわき隨けなが立てて 

大恨の小片で艾えます。頭も触もやや外侧に 

引きたてて，もたげてわき火根の枕をさせ 

て，20分おむします。もリつけは，わ皿に細 

を左に]おを乎がいこわき，加がしょうゆをかけ 

て，上から尘をのなリけを，‘!，5滿わとして 

すすめます。加がしょうゆは，大体しょうゆ 

大さじけド，水ISOcc，みリん大さじ1巧 

ホ，削節lOg化を鍋に入む，一.もともクせて， 

こして川ぃますC 

〔かつをの措り身;’十=材料5人か〕。削。. 

かつを120 g 木の义少ノ/ みミ120 g 化の 

おか々 

C作りち」かつをの巧をほぐしてがけ、くたた 

きそれをががに入れてすリつぶします。 

みそをカッフ4が、I'この水つのばして中火に 

かけ，一ぶ立ちさせてから巧リ巧とよくまぜ 

なわせて，これを鍋にもどして中火にかけ， 

フキノトウの味嗜煮 

生掷C巧淵^Iとみぶ 

を郎の料巧!にけ，少しむそむきの她がある 

が，わがぶの卽が料理の1つじ，「フキノトウ 

のが咐，な」がある。3几か句，固く閒ざされ 

た上の中からひそかに化穂を巧ち上げる加‘え 

巧たのあのフキノトウは，力強い生命力と， 

，がの巧りを一化可•くな脱にのせてくれる。 

フキノトウを納く明りきざみ，味1哲とおに 

.なるだけのが祕i巧がな巧邱であるが，フキノ 

トウのほろ苦さ！:，削和したか增のか，そして 

なの巧りが元も云われず,かことけなうのであ 

る。このささやかな判■理によって，問近に間 

える巧の化巧を，，能よりも早く，诛く巧く口树 

みしめるのである。この料巧!は，72ネじなる 

私の巧が，义なにあきた父への，«心こもっ 

たモぶリ中:けおとして，白^考え化せられたも 

ので，Wが冷のがれをきくが巧!として，今な 

わ，乎まめにつくってくださる。 

まことにおげ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をがと，のな心 

は，何にも巧し：巧いものであると考えるの 

である。わがずにも，わが孫にも，このわが 

ぶので風は受•け辦がれるであろう。 
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(尼崎刖)田中商志 
流されず進まず间.•村浅き漱に 

(綾歌郡)お岡赤外 

化败柿を接け終りたる粗ぶらしく 

(岐單)下榮智が心す 
純線菊の财じ木椅で二人の躺 

(滲根金化)商木正睡 

木洩れ0の走りがみき磁涼し 
(ぉ圃錦)が井一お 

ながの縣しろじろとHの出前 
(金が)本岡歌ず 

丹塗なるな.宵にして木がくるる 
(金が)な木美雪 

市振の錠がの家を粘梗屢と 
(鞭江)平野貞一 

秋がや巧子素人の报影を 
透岡)虫明 潔 

遙かなる教会化り桑のはて 
(柏！^米山)a巧炮附子 

空なくなく巧の輪田草とる 
(化九州帆柱)神森翁が 

一一一枚のの每早乙女二人づつ 
(児辟)大说视モ 

綠つむニノ凌城抓の白妙に 
(児席)大滿さかを 

機械化の田植さみしや歌もなく 
(巧轉)大滿久香 

朝脚にヨットの师のほぐれゆく 

(倉敷)貝原靖子 

臧'冶いに舟のみもありつばくらめ 
巧体の羅漢に微の唇；灯 

(興グリーン)栅巧萍音子 

ーノ門入れば頰なづ若楓 
(久留米)井上 お 

嘘塗のほつほつ見ゆる筑後かな 
(ん留米)南 熊太 

燕飛び始球のボールわが投げし 

(秋踩}合が な 

一新居四み始まる大田植 
(な都が)松本準一二 

八瀬の里山近ぅして栗の花 

(葵浜}横W忠二郎 

水城の跡は公一!化當滿 
涼しさや淵の向ふに草潍のな 

(南か多)巧田白花 

老絲や釣り橋摇れて袖来たる 
(宮轉)津W栄実子 

年老いて和服に戻る梅雨の冷 
(名ホ屋葵)稲吉梢が 

ホ戦場梅雨に濡れざるものはなく 

ベな ，こ.r 

著 

(高梁)戶田梭亭 

禪棘しこころ通ひて相黙す 

(窩げ)青山十四郎 

一点に田の蹤りゐる泉かな 
巧合の搞見えずなりけり廬昏るる 

(柬が芝)川上ぶか 

セタの色紙巧くとてずを料ふ 

がき満もてすぐ蕊おとし栗の花 
(大和髙田)岡本忠火 

'队白く見ゆるはすべて栗の化 

(四日市大分)元垂廉直 

どの色も估き花當蒲殊に白 

(名せ屋瑞穂-中种一一一川子 

乘用率はるかに屬いて阳草取 

(大阪化)戸谷巧嬰 

梅雨冷えの陵への小径人のなし 
(大阪大正)竹下夕嘉子 

乂山伙道のみやまいたどりが總けれ 
(小山)淚田蛙城 

雨の日は紫濃しよ化當蒲 
(岡谷：> か山利江子 

乎提のみみ較な旅や栗の花 
(岡崎)中根裴美女 

{估巧の四国は巧りのくらがりに 
(吹田)中島きみ子 

をあけて娜田見下す雨.安居 

◊◊選後じ◊◊ 

朝風にヨットの邮のほぐれゆく 

大鴻乂香 

朝おりのどんょりとした夏の朝の海は、な 
つかしい香があった記怡が私にもある。やが 

てそょりと風が吹きはじめる頃、かたまって 
たむろしていたヨットが、眠りから党めたよ 

うじ人々の動きの中に、巧動をはじめた。朝 
涼になってきた頃の、班の海のをがげよく搞 

かれた。 

応募規定 

、用紙ハガキ 
、投句数ハガキ-枚二一句总内 

、締め切り毎月十日 
、応募者は所属クラブ名を巧記 

、投稿は楷書のこと 
、送り先東京都中央区日本橋江戸橋 

Iニノ三油脂工業会館内 
ラィオン誌編集部 



山中湖畔高級别お地 

嫌もを 
第1期好評売切れ第2期いよいよ発売開始 

辛-曲 

なわな取プル7A 

資料 
請ホ券 
丄一9 

お問合せは 
開発部巧252…1918又は現地管S事務 
所へ尚、現地視察ご希望の方は、当社負 
坦じてご招待致します。 

ライオンズのあなたに 

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

な富±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ださい。 

■立地条件旭ヶ丘の対岸、閑静な讚美ヶ丘は湖畔から 

わずか200 W。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6 -完全舗装道路-モダンな鉄筋管理事務 

巧.駐車場.電気.水道-Pガス.U字測 

溝-幹線道路完全舗装-電話直通。 

■気 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、温度は輕井が 

より6 %もがい快適な別荘地です。 

■価 格 Iが当り2, 100円〜6,500円総額115万円〜 

479万円 

m± 地：383.88の2〜|,064.64のを60区画、建ぺい率 

無指定（7割） 

■所在地山梨県南都曾郡山中湖が「讚美ヶ丘J 

■交 通東名•中央道路東京より車で70み国鉄 

中央線で2時間15み 

東京都知事（1)第9539号 

日新興産株式会社 
本 社東京都千代田区神田鍛;台町2 - 3 TEL (252) — 1911(代） 
管ミま事務所山梨県南都留郡山中湖村長池讚美ヶ丘TEL (05556 — 2 —0715) 



，， 
と5aし動、 

rヤルスペシィ 

jし 

巧巧一小さい時が 

1.150.0邮円 
ルドラッペ 

24.000円 

世界の時計技術を常じリードしつ 
づけているジャガー•ルクルト社 
乂姑のを化をエネルキ•一源としたを乂で伽く；な時が、'アトモス"が： 

界で姑も小さく銷細て'上品な細人用晚時が、パリ、ルドラッペ姐り 
のお朗にたっている時《1十が世がでおかバこ閒発したアラームイホきり胁 
を晚時計、'メモボックス"など……も•;度はもらろん、デザイン、機 
能性に特にすぐれています。一世紀じLLじわたるソャザー•ルクル 
卜れのれ術がつくり1-.げた、ザ:がに比がのない時,けのぶ術ん’,です。 

aeger-leCoultr 

日本デスコ株式会れ 

U. S. Aではル.クルトがブランドです. 

ま京-東京都中央区銀座I 了目13番I号=冕ビル2F 

大阪•大阪巿南区媛を中の町27番地媛をビル 



サス州，West Universityクラブは， 

この紙の山を旋品回収し800"ル（28方8 -下 

門）の収益をあげた。 

テレビも活用しだい 

(アメリカ） 

われわれは巧日，新削，ラジオ，掲示 

板，映函，テレビによって，いながらに 

して各圃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 

シコ州のが巧地に化むNavajo族の上人 

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，止人たちにとってテレビ 

が重要な役'削りを巧たすことを知り， 

Chinle-Shiprockテレビ局へ105ドルを 

赠った。 

テレビ局では，ライオンズの寄金で， 

はるか遠くにある保巧地へテレビ電波を 

中継するため，.無料で中継所を設經した。 

今まで使っていた1ワットのトランスが 

ホくなってしまったので，10ワットの強 

力なトランスが使用された。この中継所 

のおかげで，遊くまで電波が晒けられ， 

テレビを見ることができるようになった。 

この6年I川，保を/地でもテレビが見ら 

れるようになり，教がの而でも非常に劾 

巧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 

語を学ぶのに火変役化っている。 

チリも積もれば…… 

(アメリカ） 

化ごろテキサス州，Houstonで，地冗； 

のラジオ放;差局主催によるダンス•コン 

テストが[调かれ，思、いもよらぬ大勢の参 

加者•に，放送局では 

うれしい悲I膽をあげ 

た0ダンス•コンテ 

ストはな校生を対み 

に目目かれたもので， 

入場者には学校名を 

記入するハガキ大の 

パンフレットが手波 

された。熱化的な举 

生たちが狎しよせ， 

放送巧は足の踏み場 

もないほど。おまけにホ渡したパンフレ 

ットやなんかで，写真のような87トンもの 

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 

オンズクラブは，2年刚にわたり看證の 

勉強をしているRoy Wohlebさんを 

応授している。Wohlebさんは，近く 

65年の歴史を持つScott & White記 

な病院の看證夕校に述うことになって 

いるう';，巧性では初めてのことであ 

る。 

どうしてRoyさんが，看護の化事に 

興味を持ったかというと，1年閒べトナ 

ムを旅行していたとき，ある病院の研究 

巧で，輪血のための血液型判定の化事を 

手伝った。その化事は，彼の人化を大い 

に左右•してしまった。>ベトナムではど 

こにいても眩学が必嬰であるということ 

を，いつも感じていました。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,こ、をしたのです>。 

現地で結婚して2児の父親となった 

民(げさんは，病院での化事を無事蜘め， 

テキサス州，Templeの化家へ帰ってき 

すこ。リ帘ってから彼は，Scott底White 

病Iなの看譜学校へ入学するな格を得るた 

め，短期火学へ通っているが，来年のな 

には資格を取れるだろうと期待してい 

る。 

Sunsetライオンズは金銭而の援助を 

した。また彼が奨学金を得られるようを 

力した。ところで，大勢の姉人たちの中 

に巧性1人というのは，どんなものだろ 

うというす安に対し，*欠化徒たちは親 

切に教えてくれるから，楽しみにしてい 

ますよ.と彼は說っている。 

纷雕纖因 STANDARD ち辜装造飾套藝貼 

米国巿場の80%を独占する/ 
100年の歴史をfまる世界最大のメ ーカーアメリカンスタンダードな製 

《日ぶ巧-給湯ホ用 > 《日ぶ冷巧巧用ファンコイルユニット> ■■細 
A■巧ボ-rラリモ■トエ尹 
一が:巧庭用から営巧用まで76お巧揃っております 

& 

A— 3ボイラ 

_くわしくはカタログをごなホ下ごい（本なを犯入） 

(S)巧重殼造靴を8碱 
本村；〒100かなな;T-化m区-火乎巧2-8 «がか（270)6551(乂化） 

化化な巧所〒〇60ネし化お化1ホ西4の2 
ぶを屈な巧巧干450あと®巧中W区広が巧"3の98 

大が巧•文所〒554 乂阪ホ此化区な庙巧4 0 6 
広な化巧所テ730化な巧乂や町2の11の15巧 
が岡•な义所〒810抑岡巧天神2の14 

•幸け)！ (23) 3076 (代） 
«名ホ远け81) 7506 (代） 
• 乂腐（461)8001(大化） 
«広な(47) 2258 (代） 
巧な岡け6) 5431(代） 
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我力《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 化… 

也からお薦めします。 

CLUB 

ダイナースクラブのカードは日本でただ一つの 

T&E 
Card 

ダイナースクラブのクレジットカードは、アメリカでは 
T&E力ードと巧ばれています。TravelとEntertainmentじ 

便利だからです。航空券-ホテル.レストラン-クラブ- 

專門店-ガソリンスタンド等、日本圃巧はも^ろん世界 
の一流加盟店でサインひとつですベて0 K。巧巧ある巧 
動をする皆様（Men on the Move)の力ードです。 

お申込は下段の申込書でどうぞ 

年を費お一人1，000円(家巧を員は無料） 

日ホ可ず手■又マす7" 
東京都新宿区新宿が東口前富古お斤ビル 
吊術なお、巧が‘119=fl60-9i (03) 356 -1181(化 

日本ダイナースクラブ個人会員入会申込書（ライオンズ 
おは下おの姐り巧•おを,killをし、り木ダイナースクラブ個人なM助約をおなの」^人公を中込まず。 

クラフ）9月号 

(マリヴナ） 
①氏 お_ 

■'(フリヴ十） 
③現化が 

④本觀化_ 

⑥ _年 

⑦ が懼 の氏お__ 

⑧ 自 を 

®惜を义はれを 

⑩勤務先の所な地_ 

(0)勃お先 
W又は職業_ 

③おなが可_ 

ぶ提がを_ 

化ぶ中な_ 

@纖隙. 

⑩をれ資本お_7/P] W化 

⑩を化のホたる取引が巧_ 

⑩巧化のかぶ!.;U•.巧されていますか 

いる（_み巧 巧 

⑩化ぶUな 巧户_名-か 

@化化こおるがが 

み.が. ん が 

峨M__ 
⑩勃続年を又は経醬年な 年⑩巧職お 

私およびを巧会員が責社に支化う代をなどは下記口座より自刺支むいします。 

⑩昨がの年問が巧が_7/円 

@すが!庵を所がしていたらその場所と相巧 

__時価_77円 

⑩巧い巧わがけ1化けをさ；!しますか 
ff げぶ が 切な里_IlMl無 

※こむか！一年閒のクラブとの速絡た（ 0印） 自を をれ 

株式会社日本ダイナースクラブ御中 
申込者ご署お 



Proje け-a-Month 

9月 

青少年のために 

かたときも化みなく，つねに留険をボ 

め，つねに閒いかける——この若者たも 

に必藝なのは，倍賴できる大人の指海と 

援助なのです。このことは，口々紙耐を 

にぎわす巧出しの义ぞを見ても明らかで 

す。 

シカゴのスラム街では，11人もの死あ 

と1，100で％.にのぶる搁萬を出した蔡動 

事件に，まだ年みIもゆな、ぬ少年たもが加 

巧しています。 

世界中の5指にあまる大きな大学で， 

学生たちは紛帝をおこし，がボを通すた 

めじ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 

の間に興が剤をたしなむおがだんだんふ 

えているという現'ぶを前に，おな所は郎 

をかかえてわり，また合衆圃でも有数の 

ある實巧な街では暴を:ドを灣'度が止めて 

みたら，ドライバーと同乘者たも-い 

ずれもティーンエージャ-がを貝I嘘 

眠薬でフラフラだったといったが件もわ 

こっているのです。 

ユニセフの調がによると，世界のが興 

諸国では，小学校を卒業できるで供は全 

化の40%にすぎないということです。 

ライオンズ圃際瞄なの靑少年に対する 

巧献の記録には値銘すべきものがありま 

す。 

たとえば—— 

——义圃各地のボーイスカウト結团スポンサ 

一およびこれに対する援助では，他のを仕団 

体を上廻る成巧をあげています。 

—お学金授与。夕くの地域な会では，貧:し 

い若者たちにとってこれは商等揪育を受けら 

れる唯一の道です。 

——祝力，I找体す自由児のための巧をキャン 

ブ閒設。 

——知嘘:わくれの子供たちが，一曆有•為な生 

巧を送れるように訓練の場を設けています。 

——主だった巧少年育成計晒，閒際规蓄に巧 

每する宵少、年交換計画ゃ，若者たちが指攀力 

と巧任感，化を的述带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。 

——遊具および述動競技用設備の奇リ曾，スポ 

ーツチーム結ぶ，スポンサー等では数知れな 

い巧献をしています， 

パム壌いわく 

「が少年こそ巧動の起爆 

毎月ひとつのアクティビティ計画 

——学術fを等者，社会が仕巧労者等に対する 

を彩， 

莱巧のをまらない子供たちを正しい道に 

引き戻す数多くのが業；現菜に罪を犯した本 

人の口から『この過ちを2おとくり返すな』 

式の補から，健全な家庭生活に患まれない子 

供たちのためのホームじちるまで，巾にいも 

のがあります， 

すべてのだかく1•••むけの與楽例があらゆ 

る脚にす,ぐあてはまるとはかぎりません。 

闽によってそれぞれ刊慨ゃ好みが巧なる 

からです。しかし，ぶ現可能なお樂の穗 

谢は非常に仪範脚にわたっているので， 

どんな7ラブの甫が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が榮の中で, 

巧少年部門はすでにそのあがが分を占め 

ていますが，なかの町をザッと見波した 

だけでも，か代のが民のためにつくす機 

ながまだまだ;王かにあることに気づきま 

す。 

そこで，PAMが少ザ巧間の滿勒にお 

組めるというわけでず。 

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• • • 
京都(075)761 — 0141 (代） 、 

東京（ 03 )571-3274 

名古屋（〇52)571 —1 1 1 1 内線568 

神戸（〇78) 22 — 8161 内線26CL 
★ 

. 

>にダイヤルされるだけなら簡単です。 
完備した工場と俊秀なデザイナーが 
あなたの御希望の品物を作りた' します。 

金銀象嵌.銀製品•真珠-半貴石.セま•象牙 
貝製品.美術工芸品•バッデ•メダル•時計•カメラ 

^株式会社アミタン玉—り^— 
本 社：京都ホ左お区韻野神むお京郁ハンデクラフトセンター 
まま支店：おな都中央区が座西フ、キャ愤ショッピングセンター 
巧戸を：圃際会が一階 を古屋店：名鉄ち巧巧6階 

53 



©第1回ガバナー協議を 

本年おガバナー協識会第1回会議(議長=W 

1お出な，劃謀琴E1化が正俊，E 8近江逸郎）は 

さる7巧16曰を都市にわいて開帷され，予巧 

なび本年度殺合地区に設超される委員会（下 

a Yrt思"了义（化视C) :• - 

※化义の協力を只をは解消し現地の义巧を貫をじ巧 

動のを化を巧す。Lれ视はガパナー協談をとお巧を 

ななとの述絡の化!こ巧たる。 

7•お合地区監難を貝下永正男（仙台中火C) 

巧理に滕原蕊乂編集課長が任ぜられた。 

©YEPを動 

6巧26日にテキサスから約50名の交換学生 

が来日（7巧22日帰国）したのを皮切りに7 

巧13曰にはカリフォルニアから約70名が来日 

記參照）の決定等を.行なった。次回会謙は， を山がぶ（がC) し，目下各地区の各家庭に滞在中である。 

10巧18曰鹿児鳥市の予定。 

◎1969〜70年度お合地区各穂:菱員会. 

1•会則を貝会を凤お橋本左内(攝い 
2. YEPを貫会を回お滿公平(神戸がC) 

※在米のをなお述鈴な議とは別に，巧合地区じ规巧 

されるもので，ガパナー協がをの前1!リ隙閱である。 

义換を巧施するじあたっての化準が巧ずをが即する。 

3•お合地区分割を員会を巧おS輪信一 

(あ松C) 

4•大会を質会を口お中島凹郎（化がE1ネ桥 

C) 

《世界大会，アジア大をへの参加な刚，旅巧萊者•指 

お，參加者への巧知が巧の做腹巧を化当する。 

5•日本ライオンズ巧國隙委員会を国技が 

山お立（大阪逍頓栅C) 

6.のの冬季オリンピック協力を質を名がを日 

8•中央事務局管理を員各地区からの推がを巧っ 

て交:Iがする。 

なわ，1〜5のを貫会については委員長から- 

協謙会議長あて構成員を報告し誠長訓謙長が 

政終決定を行なう。 

⑤第8回東洋•東南アジア大会 

第8回巧が.束南アジア大会はきたる11巧 

20曰から23日まで台化市で閒峭される。参加 

案内及び申込蕾はすでに全クラブに発ぶされ， 

目下9巧20日締切をもって中央事務局で申込 

受付中である。來南アジアにわける慑窩の旅 

巧シーズンでもあり，多数の參加が予想され 

る。 

◎中央事務局機硝の臨時巧匿 

さる6月20日に開®された前年度ガパナー 

協議会臨時会謙において，6力巧間事務局お 

、一方7巧12日，13曰にはカリフォルニアへ 

100么の学生が派逍され，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名が派逍されYE P巧動はいよいよ 

突施の時期に入っている。 

7月結成クラブ 

7巧8日随児岛さつまSp.旌化む南州（Pov1432) 

IS 口 海 部.Sp•が な(Pov 1433) 

19田仙台広瀬 Sp.仙 台（Pov 1434) 

，2〇円南夕摩 sp.府中化が（PovI435) 

26卜]上S川 Sp•.宇都宵(Pov 1436) 

CN予定クラブ 

8巧23H柬泉嫂蹟西於が山お 

さ巧I4円徳之摇於格が小学校体なをな 

^ 24H1が京を町於國か刺踢 

10巧10 H靑森うとう於巧蘇熙嫂榮会館 

ッッ 新発田葺城 

東京會舘から 

華やかなスタート 

とのような盛大な、 

ご披露宴にお招きいただき 

感謝しております。 

聞けば、ご雨親も 

ここ柬京曾舘で 

挙式されたとか.:J 

*御一る樣3,500円より 

東京會錠のご婚礼-ご宴会'場 

乗巧含舍官 

泣が阳ビル度ホ書館 

東ま書a(みの巧） 

★露が関ま京會绽 
巧が閒ビル35階 - TEL 581-9161,ft 

眷ゴールドスタールーム（35階） 

.鑛シルバースタールーム（35階） 

鑛ロイヤルルーム （34階） 

★東京會語(丸の内） 
皇居前.馬場先P3 TEL 271 —2181(代） 

鑛口ーズルーム （4階） 

變ブールドルーム （ 3階） 
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Z<ちげ 

濟巧夫会技力、委;見去み变巧、. 

東京大会の事後処理事務着々進巧 

7月5日の大会終了後協力を貫会事務局は 

直ちに事後処理に闡する諸般の事務整理に着 
手。13曰頃までには本部との閒の経'找分粗 

ホテル予約料の始末等の残務を大方終了し， 

委員会直おの支お経'巧の整理等を巧ない，7 

月末までには一部の継続的ミが業外の経が支 

おいを完了した。 

今後はできるだけ早く会計報告を作成し， 

所をの手統を進行することとなる。 

フロー トの部 

义述ホ故をなくそう（1位:） 

曰ネじわけるライオニズム17年問（2化） 

人類の逝おと調か（3位:） 

バンドの部 

日大毁山高校によるW4のバンド（2位） 

鼓笛隊の部 
を挪山圃隙W5 (1化） 

日本ド^ム&ピューグルコーブスE1(2化） 

が多どんたくドラマ&ビュ—グルコ—ブスW3 

(3做 

パトンガールの部 

日本ドラム&ピューグルコーブスーE1(1化） 

田ネ楽器一E 2 (2化） 

が巧商•エなに一W 6 ( 3.化） 

②ゴールデンペン黄 

地区な E 6 

クラブなな阅ホ城C (E6)泣•山C CE6) 

クラブ巧!巧が么ホ屋中C (E 2 ) 

訂正とわ誇び8巧号7頁，国際会摸の巧おを誤記 

しました。W. R. Bryanとな正しますので，ご了 

ホ下さい。 

新クラブ結成情況一賢表 

1966年7巧 峭加C 1967が7り 巧加C 1968が7 H 巧けりじ 1969が7り 

30 2化区か引- 1,100 115 1.215 108 .1,323 108 1,431 

1966 巧加C1967 1 ザ1加C1968 巧加C1969 1 1966 巧加C1967 巧化に1968 戦に1969 1 

—TT 7H 7 }\ 7；] 7巧 7)] 7}] 7 }\ 

E 1 91 10 101 7 108 2 110 W 1 88 5 93 3 96 4 100 

化 な 83 91 95 97 火 化 71 76 79 82 

巧 化 8 10 13 13 か歌山 17 17 17 18 

E 2104 1 3 107 3 110 6 116 W 2100 6 106 6 112 6 118 

.を 知- 49~ 50 51 54 .を が 24 24 25 25 

お が 23 25 26 28 巧 川 16 16 17 17 

巧 岡 32 32 33 34 な 知 11 15 15 17 

E 3 94 6 100 11 110 7 118 岡 山 31 32 36 

北?’おぶ 94 100 111 118 巧 む 10 11 11 12 

E 4 37 1 3 40 8 48 9 57 .な 化 8 8 10 11 

か 阳 12 12 13 19 W 3 58 12 70 5 75 6 81 

•巧 な 11 12 12 14 か; 岡 42 43 46 47 

岩 乎 14 16 23 24 お 崎 11 19 20 22 

5 57 1 4 61 7 68 1 8 76 化 巧 5 8 9 12 

沖を川 38 42 48 54 W 4 87 12 99 5 104 6 110 

山 巧 19 19 20 22 に な 37 44 45 49 

E 6 70 1 2 72 8 80 1 7 87 な 化 18 19 21 21 

佑; が 10 11 13 14 山 P 32 36 38 40 

岐 か- 22 22 23 25 W 5 61 1 0 61 1 0 61 1 0 61 

石 川 10 10 12 13 巧 郁. 3Q 30 30 30 

兰 巧 14 14 14 14 な な 15 15 15 15 

な 山 14 15 18 21 お 巧 16 16 16 16 

T" 7 1T 99 1 22 121 24 145 W 6 65 1 5 70 1 6 76 1 5 61 

平 m ~u 32 37 44 巧 印:- 65 70 76 81 

が 巧 8 10 12 16 7 90 1 11 101 1 12 113 

ぶ が 7 10 17 25 晚リとな 18 23 24 26 

巧 が 31 38 40 44 熊 本 11 15 15 25 

侦- 木 7 9 15 16 を; 崎 14 14 23 23 

~E 8 IT 1 12 46 1 e 52 1 6 58 大 分 25 29 30 30 

搞 a "io 12 17 18 说 が 9 9 9 9 

宮 が 18 20 20 22 

山 お 6 14 15 18 

謹なミト 564 62 626 72 69B 69 767 w服お十 536 53 589 36 625 39 664 

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 

オータニにわいて，全突行を員の会合を行な 
いソニー揣影の束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，迫水を员 

長から大会中及びそれ)^ツ前からの全を貫のが 
苦に対し謝窓を表し，次いで懇談にはいり3 

畔;解故した。約じ〇おの奕行を貝が集まり頗 

るS推会であった。 

お務委員会 

大会終了後愚初の财務を員会は，7月29曰 
午後5時から委員会事務局において中腐， 

風仁井岡，井上の各を質及び大蘇幹审靴 

原が•務局長，小脇次長染合のうえ，大会関係 

一切の収支が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ぶ、とする 

記録部会は随時，事務局に集合し記緑映晒，大 

会記録グイジェスト版（全会•貫に配巧予定） 

及び大会記念誌（ホ望者に領布）のな函に夕 

だ:をきわめている。 

感謝状の作成 

今回のがな大会に当たり直接これに協力さ 

れた委員及びクラブ，及び物品の供みをうけ 

た部外の会社，また，特に協力されたホテル 

協会，义述公社，バンド連强等の諸機閱じ対 

し，迫水委員長，またはェバンズ國際会摸か 

ら深甚な謝怠を表するため感謝状を赠ること 
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が後化 

理の二が務が夕々あり，が務局は追って指示あ 
るまで從来の灿脂工業会鮑3階でが務を継統 

します。 
ノくレード賞，ゴールデンペン賞 

先月号でわ知らせ.したパレードな，ゴール 
デンペンなの受なクラブ，地区（日本のみ） 

は下記の述りです。 
①パレード寅 
ユニフォームの巧 

E 6地区（ 2位） 

※過去3力年の新クラブ数を，地区別に表示 

してご参增じ供します。昨年度は，E7地区 
の24クラブが筆頭で，茨城熙の8,千架県の 

7は立派です。もとの巨4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。W 7 

地区の12クラプは熊本県の10クラブ增のため 

で贈単にとしての破高でした。いろいろの為 

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 

と願う純粋な欲ホ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， 
引続き今年度もが段のご活躍をお願V、致しま 
す。 （曰ネが務巧お-化内修一） 
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叙動、受章、賀寿等の 
かがやくお姿を ^ 

格調高い記念品 ミ 
芸術の香り豊かな I 
迫真の肖像で ^ 

下記各百貨店美術i部においてごま文を承っております 

@今井けし 惧） 大 丸（東京八重州口） 

局‘島屋（東京日本橋） 大 丸け阪ム'斎懦) 

(銅像に閒する一切の御が1談に化じます）• 

立が写真像株式会社 
東京都品川区南大井4 —12 —4 

電話東京761 — 2758 .1640 

C新国際ほ具〕がな火をにわいて，がにの固隙を長にオハイオ州， 

Doylestown |り身の，しW. Richard Bryanが選ばれた。また， 

第1副会おにオクラホマ州，Tulsa山みのDr. Robert D. McCul¬ 

lough, 2副会長にニューョーク州，Syracuse出身のRobert J. 

Uplinger,巧3副会おにフランス，Annecy山身のGeorge 

Friedrichsのち"Lが遇出された。 

巧3副会おのしFriedrichsは，計5繩を化"Metrix，，を創設， 

おで計堪器の製作会社として今や国際ぷ懦おぶな社と巧携を結んで 

いる。彼はまた，都市銀巧のIf乂締巧の肩ぶを巧ら，フランス止木す支 

師協なの望::質投を削めたをも験もある。Annecyクラブのチャークー 

•メンバーで，巧を反を蜘め，1964〜ががのい！!際理がである。•お於 

は，Ninon火人との問に，3児がある。〜た^^一， 

〔1969〜70年度国際理事]巧年巧の固際刚ijfの贿ぶは'次の述り。 

(()内は出身地，ホ印は新f壬の閣際理’1り 
Charles B. Allison (イギリス，Sussex, Haywards Heath), Harry 

J. Aslan (カリフォルニア州，Kingsbuiぶ），Alden Briggs (オレゴン•州， 

Eugene), Dr. Hector Ricardo Caballero (パラグァイ，Asuncion), 

George E. Daly (ミシガン州，Flint), George E. Davidson (メリ 

ランド州，Baltimore), Vicente Ferrer Segura (メキシコ Ver., 

Orizaba), James D. Foster ^ウィスコンシン州，River Falls), 

Hernando Franco I コロンピア,Bogota), S. Jamieson (才—ス 

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

Joliet), Gilbert Payot (スイス，Neuchatel),Jagdish R. Sondhi 

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

Wango(スウt —デン，Danderyd),女阳悔ぶ（日も岐か），'Leonard 

M. Celia (ペンシルパニア州，Philadelphia), * Robert E. Hucker (フ 

。リダ州，Jacksonville), *Dr. Wayne P. Marshall(ネブラスカ州， 

Kearney), *HaroId A. Norgard C ミネソク州，North St. Paul), 

^William C. Padon〔ケンクッキー州，Louisville), *Charles G. Page 

(ミスり一州，Gravois Mills), *Jao Fernando Sobral(ブラジル， 

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

West (アーカンソー州，Sear び），*R. Gordon Wright (カナダ， 

Sask., Saskatoon)。 

し元国際理事の逝去〕化ごろルイジアナ州，Shreveportのし 

Elmer巳Stewartが，おい剛巧生巧のすえ75才で亡くなった。 

し.StewartはISSO〜日2年巧の岡慾地がを撕めた。彼はDenverの 

化まれで，2よのときに家族とともに化アーカンソー州へ引越し， 

その後现化所のShreveportに化むようになった。ぶ族は，Mabel 

ホ人，1人脱3人の兄ホと2人の巧。 

〔新しいライオンス国の誕生J照近，化南アジアのラオスがライ 

オンズ圃に加Aした。ラオスのライオンズクラブは310化区のガバ 

ナーであるクイのAjavadis Diskulで子の巧力で首部，Vientiane 

じ結リ化された。ラオスは元杉、領インドシナのひとつで，化は中共， 

がは询化ベトナム，巧はカンボジア，班はクイとビルマに幽まれて 

いる。ラオスの加入じよってライオンズ圓は146となったが，アフ 

リカ，ギニアの唯一のクラブであるConakびクラブが消滅したの 

で，145々圃じとどまった。 
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各地区ま勸状況一覚表（I968年7巧〜け69年6/い 

地 区 
ク ラ ブ 数 会 貝 数 ァク テ イビテイ 労力奉仕1 

前年度末 新結成 6巧末 前年度末 新入会！ 退 を 6月末 1件 数 を 额1件数 

1 E 1 108 2 110 6,673 880 j 798 6, 755 2, 396 1 171，413,514 

1 E 2 110 6 116 6,347 1，065 1 676 6,736 2,749 1 116,522,435 

E 3 111 7 118 5,310 923 ’ 585 5, 648 1,676 1 69, 302, 347 358 

1 E 4 100 15 115 4, 567 1,113 i . 575 5,105 1,911 1 69,992,113 86 

E 5 68 8 76 3, 332 9011 ' 460 3, 773 1,074 53,416,471 8 

E 6 80 7 - 87 4,319 7761 371 4,724 2，160 89, 800, 048 60 

丘7 121 24 145 5,907 1,886 746 7,047 1,972 1 95,514,885 

,W1 96 4 ! 100 6,180 i 905 : 576 i 6,509 2,461 1 140, 042, 246 51 

: Ti2 —6 118 6,004 1 969 590 ! 6,383 ，，——… 2,154 56, 294, 657 212 

1 W3 — 75 6 : 81 4, 299 i—1，108 635 1 4,772 II ■1，840 77,904,941 9 

! 'W4 104 6 J 110 柿4 1 913 612 ‘ 5,295 11 2,557 69,491,121 225 

'W5 — 61 1 1 61 3,341 i 349 255 1 3,435 1,572 89, 945, 565 64—! 

W6 76 5 81 47125一 709 362 4,472 . 2,194 1 92，111，561 79 

1 W7 101 \1 1 Ti3 4,398 1，016 656 i 4,758 ■ 1,648 60, 720, 933 295 
i入 引. 

(お合地ik) 
1，323 108 !1,431 69, 796 13,513 1 7,897 1 75,412 r 28,364 1 1，252,472,837 1 1,447 

☆ 8月号世界大会特染巧のご腹趙はいかがで 

しょうか。大会中の行がや託趣をくまなく織 

り込もうと，大会終丫後から発行日までの短 

かい日数の中，•それこそ大が輪で編梁したか 

いあって，いつになくおほめのことばをあち 

こちで巧微し感激しています。 
☆束を大会でめでたく第3副会長に遮ばれた 
ジョージ•フリードリックスLから，次のよ 

うなわネしの手紙が巧せられましたので，ごが 

介致します。 

友愛と感謝のことば 

フエローライオンズの皆さまへ 

巧3副会長•という新い、職務につくにあた 
り、まず私は，1968〜69年度•に第3副会民•候 

加'者のひとりとして， 

坊お合地区のの各地区 
わよび各7ラブを訪れ， 

親しく私自みをご紹介 

する光栄をがしました 

際に，皆さま方が私に 

/予して下さいました親 

切な歓迎，わもてなし 

に巧し巧化なるぶ謝の底をおします。 

巧固にわいて私は，贫しい人々じがする搜 

助わよび社をに対する数夕くの活•動やが化の 

なかに，贺ムをない山した思いです。ライオ 
ンズクラブが円本で，化閣じ類をみないな速 

な発展をとげたことは，少しも不ル思議では 
ありません，これらのを1':判は，巧52回I比が大 

会の閒会式に御臨怖•の天弦陛下のごおがの小 

にも認めれるぶりであります。 

皆さま方のすばらしい閲を旅行中に，私は 
すばらしい風習や，みごとなネし儀正しさじ接 

しました。おい世代にとって，皆さま方が模 

跪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頓に巧 

しましても，がく感謝申し上げます。と同時 
じ，お、たちのモットーであるWe Serveの 

梢ネ||。こ巧■•，こ、することをわ約*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剧会巧 

8巧の声をI川くと，海や山はどこも人，人，人で 

いっぱい。巧に々がはがい-狂•の始まりで，しびれ 

を切らせた人たちがどっと押し•がせ，火很化した 

ようです。iVjけがもみおでな化み化暇をとって 

おもいおもいに盛なを浆しんでいる。 

☆みげないのじ1がも•おへ11け、けるぶな課のA巧， 

能で何してるんだろうという外野化の,こ、がもよそ 

じ，まっ斯じなってもってきた。N艾:の日焼けは， 

マージャンがけだよ、海の楽しみ方は，アイデア 

しだいのようですネ！ 

☆照んばNo.1は，1巧じくぶな課のS娘。おを'少 

いてて，本賜の女性とりりぶえられたとか.。 

情報化時代の《新兵器》がブームを呼んでいます/ 
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% X 25% X け％ 30g 

(巧証れ）¥19,800 

誓通のF Mラジオで備単に受信できる 
超小型で悠度のすばらしい「コニー発信器」 
をご使)巧下さい。 〔ェリァー5OOm、寿をはキホ义的） 

用途は無限です=— 
♦経営者、医師、弁譲±、教師、ゴルファー、商談 
そのイ也あらゆる時と場所に使用出来ます。 

製造元コニー•エレクトロニクス•カンパニー 

統発売元コニーサービスセンター 
おがが巧区南巧山2-5-21むおマンション（705を室）TEL〈的M401)化83.沿52 
乂於ボ4ヒ区莱寺田13ホにマンション(901号ま》TEし〈06〉(358)1969.(351)8557 
を古尾巧干巧区化月巧2-59(ぶ岡マンシヨン） TEし〈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 
料巧 レストラン 

メンパー -氏名 営業所在地 巧 誌 備 考 

仙台 五城 旅館青 雲荘 佐 藤 啓 
■dご 仙台巧光禅通り錦叫角 

(0222) 

(23) 0115 

巧巧なく，聞かを化冬暖巧 
な;ぶおが，が巧げを社 
巧巧'街に卓で5分がの 

草泮 群馬 ネ公巧屋 旅館 宮 崎五 郎 平 群馬県草潍温泉 
(クサツ） 
(027988) 
け2323 

iliな裘脚—巧761-3804, 3904 
乂吸策巧所641-7648 - 
633-6741 
をホ度发内巧(931)3786-7 

柬な 羽巧 
東京エアター 

ミ ナルホテル 柬 陸 正 
東京都大田区羽田 
東京:国際空權内 

(742) 

1111 

柬を 原宿 
日光グランドホテル 
な府登録国際観光旅館 
け ご ん 

羽 根田 孝 夫 
栃木県日光漏元漏泉 
萊を都渋谷区代々木駅前 

巧巧巧げ山 
028862漏元88-90 

(370)3333(げ） 

交;面公なおをダイナース 
J.C.B協を化がのスイス 

祁曰本式旅化 
啜が巧宛備 

巧京: 渋谷 
政府登録国際観光旅館 

ホテル飛竜閣 
小 原 基 邦 柬京都お谷区化谷町2 

(けが） 
(463) 0881 

曰ネタ迎公れ協を 
曰本巧が会協巧 
が息祝化協を 

箱 根 お根小 ホテル /JN 

浦固 
痛围 秋 山 昌 弘 

神奈川県足巧下郡 
箱根町二の平1297 

巧が. 0460 

2—2221 

クラフがな局 
例会端 
例を（巧2第4木瞄曰） 

熱 海 翠 明 館 -市川喜八郎 神奈川県湯河原温泉 
(04604) 

2511 

化ぶ281—1066 
おが占551-1449 
大做631-8834 

熱 海 緑 水 園 本 間 照 
Jin 

早 熱海市水口町15番8号. 熱海0557 

(81) 5185 

大阪お内所 

06 (351) 2674 

湯 河原 富±屋 旅館 加 藤 寿 夫 神奈川県湯河原媪泉 
(04604) 

3711〜5 

が曰本式化を 
ホぶ策内が乂271) 5635 
大お榮内所（271) 6809 

箱根小涌谷 兰巧屋 旅館 慑 本 孝 一 
神奈川県箱根巧 
小涌谷温泉 

(0460) 

(2) 2231〜5 . 

がな内糸所251—5062 
名古屋お内所5別一8441 
大お来の巧631-8834 

下 田 下田城山ホテル 山 川 四 郎 
静岡県が豆下田媪泉 
大浦海岸1053 

(05582) 

(2) 
1953 

おが巧 
柬な371-7498 
名をお471-1255 
大の361—3778 

下 田 黒船ホ テJレ 山 本 一 夫 静岡県伊豆下田町柿崎7-1 
(05582) 

2—12% 

こだまを 
052581-8442 

いそみを 
06631-8834 

浜 松 
政府登録国際観光旅館 

山水館欣竜 新 が 秋 贊 
静岡爲浜松巧館山寺 
館山寺温泉 

(053405) 

19,119, 219 

化な了•みセンクー(的)281-0035 
お古•廣卞約センダ- 

の52)851-2343 
大阪了•むセンター(06)271-2304 

甲 府 ホテルト 
ミタ 

渡 當 治 
甲府巧朝日1 一-7—14 

(甲府狀化口下が隣） 
(22) 
5933 
4484 

43.2.9オーブン ^ 
主力-)•ピジネスホテル 
一が->规ホホテル 巧廉 

芦 原 清 風 荘 伊 膝 rti 雄 福井•お芦原温な 
市外局あ 
の776) 
77—2500 

乂阪，1(な所说2—2431 
名を障.が巧が241-7898 
かががが所402—5225 

芦 原 
政府登録国際観光旅館 

八 木 八 木弥太 郎 福が県芦原媪泉4 一418 
(0776) 

77—2008 

灭脚呂 

なが巧を脯 

鳥 
重県 

羽 戸田家 別館 寺 田 光 郎 鳥羽-が鳥羽1下目24の26 
(05992) 

5—2103 

がな策内巧821-6072 

•大阪浆内が711-6012 

白 お ホテルニュ- -タナベ 下 が お. お 
和歌山県 
田选巧獻!前アオイ逝り 

タナぺ 

(2) 6048〜6050 

維巧糸‘ 
すしスクンド 
お贿ぶ巧.レストランが 

大 津 
観光旅館 

湯 元 館 针 を 和 雄 大潍巧雄琴叫 
(07754) ’ 

(8)1520 

を 都南 
料理•旅館 

靴 鶴 
田 中 お 巧 

京都市下京区木屬町松原 
上ル 

(351) 

8541〜3 

お古■蜗お内巧551-7001 
200の化乂じリリ結婚式媒 
を邮巧川巧 

大阪が浜寺 
政府登録国際観光旅館 

羽衣 巧 小 轉 繫 大阪府高石巧羽ぶ 
m 
(0722) 
61—2001(代） 

ぶ脚と乂な奴七ンター 
巧狀奇しC \例乂化 
がなぶをLC jが心'％ 

大阪天王寺 
お光旅館 
明 倫 閣 田 原梅一 郎 島根県松江市國屋町558 

松江 
(0852) 

22-3225(け） 

眼下のおぶ湖に落らる夕日は 
まさじでをに巧くし難く巧化 
明細。な啜巧完備 

芦 屋柬 
政府登録国隙観光旅館 

木テル芦屋 
"ilk 

1 山— 

田雅一 
田恆 

郎 
雅 

芦屋市松あ町16 

芦屋無摩 
芦居 
r0797) 
23-2891(げ） 

五階を中温なよりにくスザ山 
•大阪巧が)みむを脈められる 
乂阪‘ •巧1户より15分 

兵犀川西 
政府登録国瞧観光旅館 

若 水 
小 早川 章 ま塚市湯本町9-17号 (0797) 

(86) 0151(け） 
巧す！狗Hを巧呂 

が型抑姫巧呂 

洲本おのころ 淡路島観光ホテル 上 が 博 淡路島洲本温泉 洲本 
(2)-2451(^) 

乂お来内巧631-8834 
おを唐策の巧如1—0301 
化が策内所252-6288 

別 府 ホテル 
巧玉レスト 

児玉 
ハウス 児 玉 修 行 別府温泉新別府 

ブし州横断道路’おい 
(0977) 

6-2211 

かで別府より3分 
別が駅より7分 
乂化述撒が531—煎4】 
お iWi 巧82—4761おな573 — 35成 



稽時計 
江戸時代後期 

日本に時計が伝ホしたのは桃山時代 

後期である力で、その後長崎の宣教師な 

どじより製作は術が紹介された。この 

帷時計はすべて日本人の手で作られた 
もので、側（とびら）じは唐草模様が 

がられ、おじは暦が記されており、ネリ 
期のものに較べると装飾的じなってい 

る。この時計はま錯式【こなっており、 

二挺の天符が日本独特の不を時法の表 

示を助けている。それはす節じよって 

異なる昼夜の長さを計がじ入れている。 
つまり是と冬とは同じ1時間でもその 

時間間瞄は違ってくるわけだが、それ 

を天符の長短でがの動きを調整し、西 

洋のを時法の時計と巧みじがましたと 
ころじ、当時の時計ェの苦ぶ、がうかが 

える。 

OUR COVER THIS MONTH: 
The Technology of the Japanese People 
NO.1:MEDIEVAL TURRET CLOCK MADE IN JAPAN 

The mechanical clock itself first 

brought into Japan about the latter 

half of the Momoyama Era (1573- 

1602) followed soon after by the 

introduction of the technique of 

clock-making by the Jesuit missi¬ 

onaries in Nagasaki. 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¬ 

ative in appearance. 

Mechanically，the clock movement 

is activated by means of weights 

which was a conventional const¬ 

ruction with all clocks made かring 

those times, A characteristic 

feature which is distinctly novel 

is the use of two sets of balance 

wheels ; a design feature which 

is uniquely Japanese in conception. 

Beacuse the path of the sun* s move¬ 

ment in the sky varies with the 

season, it was found convenient 

to differentiate the speed of the 

movement of the clock hands during 

the summer and winter solstices. 

This was mechanically accomp¬ 

lished by the 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¬ 

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 quality of the 

technology native to the Japanese. 

THE 

(m _ 

Official Publication nf I .ions Internal i•"化し Pu り ishod by 

Ai"レ.Hty Ilf the Board of Directors in 12 language . Englしsli, 

Spanish, Japanese. French, Swedish. Italian, German, Finnish, 

Flemish"Fronch, Farsi, PortuKUCse, and Dutch. 

EXECUTIVE OFF に巨 RS 
Presidonl, W.R. BRYAN, Doylestowji. Ohio： Irtuitediate Past Pres idem. 

DAVID A. EVANS. Texas City. Texas; First Vice-President. DR. 
ROBERT D. MCCULLOUGH. Tulsa. Oklahoma： Second Vice- 

Pros idem. ROBERT J. UPLINGER. Syracuse. New York； Third 

VicいPresident. GEORGE FRIEDRICHS, Annecy. France. 

DIRECTORS 
LEONARD M. Celia.円liladelpliia; ROBERT E. MUCKER. 
Jacksunvilレ，Florida： DR. WAYNE P. MARSHALL. Kearney. Ne¬ 

braska :HAROLD A. NORGARD. North St. Paul. Minnesota: 

WILLIAM C. PADON. Louisville. Kentucky: CHARLES G. PAGE. 
Gravois Mills, Missouri； JOAO FERNANDO SOBRAL. Sao Paulo. 

Brazil; ORLY J. SORREし Seattle. Washington; HERMAN WEST. 
Searcy, Arkatisas; R. GORDON WRIGHT. Satikatouii. Sask. Canada： 
UMEKICHI YASUDA, Gifu City. Japan； DR. HECTOR RICARDO 
CABALLERO. Asuncion. Paraguay; VINCENTEFERRER SEGURA. 
Orizaba, Ver.. Mexic； HERNANDO FRANCO 1.. Bogota. 

Cund. Colombia; HENRY STEINFELD. Kaltnouth. Maim*; JAMES 
D. FOSTER?. Rivcrfalls, Wisconsin; HARRY J. ASLAN. King- 

shui'K. California; ALDEN BRIGGS, Eugene, Oregon; CLARION 
S. JOHNSON. Joliet.りUル.is; GEORGE に DALY. Flint. 

Michigan： GEORGE E. DAVIDSON. RandalIstowii. Maryland： 
JAGDISH R. SONDHI, Mぃmhasも Kenya； E. J. S. JAMIESON. 
Brisbane, Que饥sland* Australia, AkE WANGO： 
Dander油 Sweden； GILBERT PAYOT. Neuchatel, Switzerland； 
CHARLES B. ALLI SON, Briかton. Sussex, England. 

HEADQUARTERS OFFICE： 209 North Michigan Ave., Chicago. 

CENTRAL OFの〔に MULTIPLE DISTRICT 302, JAPAN； 
Yijshi Kiigy ぃ Kaikan, 3—3 Nihon basin'ビ dobashし CKuo-ku, Toky.* 

Tel. (270 7061-4 
Code .Address； I.IONSR 巨 NRAKl!.し IONS CENTRAL 

EDITOR-IN CHIEF ..f The Japanese I .ION: TARO VANAGAWA 

196Vf|—70*Tia； 
ウイオンズ田麻めを302日本な台■化区;公* 

302 -ビ1地K 

302 —巨2化K 

事W用 

:なはービ3化K 

事巧《 

302 — E 4化 K 

♦ W用 

:ツだ—E 5化K 

事冉属 

:ゎ)2 —ビ6化K 

♦な雨 

:«の—E 7化K 

♦株而 

302 —Em 地 K 

事務《 

：102 — W 1地 K 

事務《 

302 — W 2地 K 

奉巧《 

3U2 — W 3地K 

事巧《 

302 — W 4 JtflK 

事務« 

:ル2 — W 5 J也Iイ 

事 

ヴパ"1>并正な-かか小* =出！-なか;反ffWIt 
化がが,化Kぶた1«1 6 V.化3 ぶバー 7ホテル302け 

〒10ご化がい口）431—3373 

ザバ十一今并成一.がが;> mm.-なむ中*刖ホ 

&かW -•パr A加4 J II1がU •バリ；ビル3WV 

デ491化Iぶ（|巧か;）パ2)が71け3)1(534 

々•パ十一林ぶ巳.わ•ド栗田巧义M .なIり*« K 

化ホぶホ0：山’阳4ホ9 r 11 I巧にな況所2册 

^ 08(1 甫iW 101552>1 3 ) 1610 

ヴ'け小HP吾M •がが《A正一-ながか1な义《 

化rtifilf kW帥wけI巧にわ从>1 片內 

〒030 巧•巧（1)1722)(3) 3640 

々•バナー田中な* - W:が橘パ正;•台-な,けかJ舟《化 

かくりりW供あIレ•仲々川KlftWgrS —15 

〒221 «.«■ 1045バ31い1611IS*«44 

々パ十一山田治 > .が，ドお*义巧.みかやが利nr 

イI•川Wかり{iliW山田f 9ホ13サがT-なittli巧内 

デがツ、•化が10702】（2い26rt0 1631 1151 

サパナー巧本■!* .か.がAWW .なか大阳M古 
タミWJW水！ル'化が2 — 3 — 2 |||かビルV> 

〒310 ぶ Iは(0202 )(24) 8171内か4が 
々パナー巧.がが！*戸が一.た;1卜《木直;» 

み-WAV帕わiti lW光;時r S r-化川もかビ'L 4斯 

〒980 化が a化22パ23) 4400 - 550U 

々パナー石田 M -が•ド米書化抑-たイト拓田ーホ 

人匹ん-化K-中•とれ3 ~ 5 が人• Kホナ化内 

T 530がが(0*i)U4l 11431 

ヴパ个一の间か平•かがitち•化互邮.ながをザ»=« 

.巧Jftilf I•.化化％ Iルか卜.か館W 

〒680也化1りが7)じ3) 3333 

ヴバ+—がな巧-がが♦八*口 -みむ《方■吉 

Wl勾が-火伸2 — 9 —18 似闲レ’】かビル9讯 
干810化がi {092}177) 0971 
ヴバナ—化巧左亩.ががザWミセ！！.たか化本巧一 

な化か iR 山ん •が124 — 2 府i.'r.な況所内 

デ697 電化（08552)( 2 > 37S8 

ヴバナー府を顯ホM•がが近な庄•をむ度ぶ正ホ 

な化ん-来山K供1«巧の:下识WなW內 
デ605 «が；（075)化61) 2r>10 

302 — W 6地K ヴパ十一用并度jS •わ4(木がけ《 •みIり•化;可令二 

事«而 巧wwicAMfWWJホwりぶ々Iホナル309y•(化 
冉诉18'け）で665 «，け化9口）（が）1151 

:W — W 7化 K 

事相《 

ヴバ^■一さ川お一•がが石巧二M •なか天W栄S的 

化化冉かがW 4ホ10けな川ビル内 

で只92 巧;が f()<>a2>(23j 3372 

Wで;-JdiK中かホ巧ん）«が！!じ中UiK U -卜W 3 — 3 

油化.:n« な航7斯で103 Htが f03)1271) 7061 ~ 4 

けI巧AなH本が巧1巧巧巧パ巧巧一Wか邮T•'化IHK水HI町2—口一8 

ホチルニュージrパン巧化482けデ100 m化（03)15Kい153い5511I化） 
フ< スウルェーソ*ント 巧け St 

i«q巧巧♦巧田携S •たけ1W巧竹々M . Kけ《ミ.正a .た化 

Kヴパ十一««咸义M . W II#己.巧興• W »巧.HAW之• AW 

有’ ±井 « • W方な田！.的直 « .巧*!五朗.な库 n -下田wai • 

乂历义た-口田fijw .巧池8#ホ.今泉；爾.川AWM .山*= W •じ弁 

巧な巧-中が•巧水久常. 4* 直泊.石橋uai.化々木巧城-山巧 
♦|J = M .言川か»化.玉田乂 M .が上*.巧化ちW .化w = * •本多 

»» -巧*•二. Wガ•小山»ホ故.仪山>=.ホ化化！* -弁上 

东•日》ホ《 .田ぶ巧崖.小面tf之.な；II平ホ.中*四ajj • =Mft— • 

片山の=•小林ホ;•台.薦《巧遣• n *治.小巧M=.広;M'*ミ.平田 

卓二.中■正義.小林政ホ.化川敏ホ.巧中•巧♦ホホ-山口 吾 
巧»<=•竹«巧义.小け》巧•《引巧一.巧««..刖议》 

久《 .小かな-田題審平;•台.白♦—ホ.巧wt♦ホ.孝な.佈东 

•上の》をW .神A巧21.巧WM巧站.；g水八巧.の# =的.化田仏は 

♦•本左巧.化麻Ml .扣田亀古.；《が.ま木》Hi].闲本王な.中山;•台» 

クイオ；け:々供川太M WW&W化Kヴバ十一>并正な•今 

并Jil— •林正己-小吾M •田中な度-山田;•わ« .巧本•ぶユ& 

M •石田か-化巧巧平.が巧巧-化が左吉.麻谷■度々M . n并《遣 

•ち•川巧一.WRHAな化巧が巧巧一• WWけ.牌巧門たM 上田■ = 

.化田 W •角川'•巧««—.中*のが,.巧 

ライすン化W化扣 «ぶ《1川り欠K n丰巧化户议3-3 地化て《を«« 7 

讯〒103 

71 



MOWS が面OTOなi%JLL取Ry 

古里の祭 写真と义福沢'陳輔（旬ぶC) 

愛知県健豆郡一を町誠訪神社の祭礼は=河一をの大提灯祭と 

して有名です。8月26日. 27日に斤なわれますが数日前に氏子が 

総出でまずをを建て当日滑車を使って屋根をあげそれから呼物 

の大提なをあげるというわけです。夜は80〜90k9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。 

この祭礼はむかしおからくる巧物を追仏うためじ漁師たちが始 

めたものといわれますが 6対12ケ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L Cなどがあります。 
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ft防/pMが巧^ 
ライオン誌べスト•エッセイ賞も，今回で5回目を迎えまし 

た。これは，1年閒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篇を逃び，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 

営尊門委員会でがffl審査の結采，下記の10点が逃ばれました。 

いずれも非常に充実した内容で，巧読玩味の値げちのあるもの 

と思われます。ライオン誌をファイル保巧されているLは，ぜ 

ひ旧巻をひもといてこの機をにお読み直し下さい。なわこの表 

彰は，9巧のライオン誌巧間中のそれぞれのクラプ例会で行な 

われるよう，準備しています。 

9巧はライオン誌月間です。'姑月何となく受け取り，机上に 

穗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說題を提 

供し，芦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P民委員，情報委 

員の皆さん，あなた方の隣人Lにライオン誌の仙i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党して下さい。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突に広範，塑富でありますが，な 

お全国1,400クラブ75,000お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题 

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 

オニズムに関每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r山の辺の道」 天理C 中み澄男 

9月号10頁「ホムの原爆体験記」 広岛触城C 有木重雄 

10月号7貫「盲人教育に尽した人々」京都紫明C 守屋正 

11月号7貫「動乱のチ卫コ」 岐み南C後藤眷八 

11月号9貫「メキシコ•シティ.ルポ」がおC 棚口男: 

12月号8貫「本当のことはだれも巧ない」おを靑山C 力貞幸 

1巧号9頁「がんばれ君原」 岐卑南C森建樹 

5巧号46頁「雪の日【こ」 おが日本橋C中島四郎 

5月号57頁「木曾黄落」 福むC菅踩謙呈 

6月号68頁rライオンズ冥利」 おを自由ケをC淚戰虎雄 

特別賞（会員が外の寄稿分） 

8月号10頁「盲導犬が故に光を与えた」 宇佐美英雄巧 

10巧号37頁「ギターと愛と盲導犬」 大野’秋好巧 

10巧号40頁「現代世相とライオニズム」 黒川直也巧 

2月号7頁「ここに愛の手を」 大浜英子巧 
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ライオンズ情報 

の記事は英スライオン誌より訳出しました——編集部 

胃地区大会や世界大会へが遮する代議員の我用は，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 

けないと私は解がしますが，いかがですか。 

霞 そのとおりです。国際理事会でも，一般から篆金した資 

金は大会费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 

めに勢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製用もこれから支 

出できないということではありません。 

I闆 キー賞とはどんなものでずか。 

屬 キー賞は，2人]^:I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今えられます。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。 

鬧]キー賞にはどんな種類がありますか。 

閣 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おがマスター.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ダナショナル•キーが每 

えられます。さらにこれたI上に増えたときは，プラクが 

贈られます。 

闊1クラブに紹介した新会員が，その条件となる1年と1田 

未満のうちに軍役についた場合，キー賞申請のがげにな 

りますか。 

[g 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。 

pjキー賞の申請はいつしますか。 

gl その新会貫が1年と1日を経過したのも，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 

じ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 

開発で不燃かつ斷熱効果が最高ですそのうえ特殊 

塗装をほどこした難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イ憂美な雰囲気をつくります 

帶欄雨巧巧が巧 

光が仕事の能率を左右する 
—才—ハ'一なこととお考えじなります々— 

-み—，’ 

嗎纖 

な川ブライ^ドミ業が茨をな 
取締巧れお立川孟美（柬京日本樵L) 



飛距離の増大が期待できるアルミシャフトの決を版 

アルミ合金シャフトの使用により、クラブの目方は 

5〜6匆（18. 75g〜22. 50g)程くなりました。 

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。 

シャフトが夕fの部分はマスタ—フラッグ（スチ—ル•シャ 

フト付）と同じです。 

その他の品種 full SETY63, 600〜130,000 
HALF S巨TY 13,800〜52,000 

媚かお-遍條ががおか-神川小川町I巧ん||七ンタ-娥れが.、K巧をいな由パり化人恥いん}わんない..叫け1いなかIIリ||、.この*化の店•アバ-卜で化ホ 

マスターフラッグA L •アルミ合をシャフト付 

AL 
MASTER FLAG. 

FUしし SET Y 已6,800 HALF S巨下 V 33.000 

ネ姉妹品 _ 
スチールシサフトマスターフフック® 

<FUしし S巨下 Y 48.800 HALF S巨T>Y 28,400 

ザ.ライオンな巧昭阳.二丈二T-1リトなけ巧...2装はW器阿ぶぞヘリ-卜H巧む{が"-凹..卜H巧-れ巧卜.拴巧-.サ}ぶ巧円巧け巧ライオンズインタナシ"ナルーニ〇二H本议た地K中みが巧W•ライオン^ 


