
卜

　ハl

　l　・
山　　’

　齢　丁
塗

　li

：・

イ；’

壱：

↑1：

　月’ψ

1972
1972年5月号

第14巻第11号

1‖［ ρ

、

画

’

∠

1

∨

1

二

｝‘

ξ

ζ

鰭

　，｝

L

c

c

1

も

…

㌔

’◇，

　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　〉　　　　　←　　　　　　　　　〉　、　　　　　　　　，　　　　　s
　　　　　　’　F　　　　　㎡
　　　　　　　r　　　　　°　　　　r、　　　rレ

　　　　　　へρ　　，

　　　　プ　 ノ　　 リ

　　　　　　タ　　．・ζぷ
　　　一壼
　　≠　ド．
・　．’溺

　▼　，’芳’
　　　1ザrl’ハワ丁
　　　　ご，
　　　　　」
　　　　，㌻　　　　 ，

　　　　ヨ　　　　　、
　　、　［〆〉
　　　　　　くふ
　　　　　cs
　　　’：　｝、㌻・，泌，

　　　く　　’㌦τ被
　　　　　　　びこh，斧　’
　　　’、‘、

　、メ

　　　．．『”♪　　　　　t
、㎡

誉　 w　 ロ
、ご　’

　　写　　　　　　　4

α、

’

2　　　　、　　　　薗
　　　　　　‘グ　＿　　ぜk
　　　　さ　　　　：「♪
　　　　　　　ト　 ぐ　　　　　　　　ぎ
　　　　　　　ア　　　　　　　　　へ　　．ば　　｛：　．議・‘

・羅〕・」、ピ議

　　己　　「1〆・　：．
　　　　・に，ξ・　、｝　　　｝
　　　　　　　　　　　ち
，’ Pほ淫　　’ト三　’　　　y・へ

、　㌘幾ξ藩
　　　　　w　　l撃！・蟹1て

噛　哨．・繍護溺≡

黙爆顯1

・編，謬：　：一㌦縫
　　　一　，　　　よ、　　　　　　　　　マ　　　　　　　　オ
、」　　　鴇、s　パ　　．　，’｛

季乙1い　 ロヨ．

‘　一警「，巳　噂
　　　　識　羅
　　　　一　叩’：
　（　　　　ピご　午
　　藍　

ご・

@　　　t

ノ

」

「

．x

ザ

⊃

●

罐　　 、、　　ぱ

’ご鷲蕊

叶’
S・

　〆汗

ぽ子・・

一・ ﾗ．

　　誌
　　、，駕、．乞i

　、

　　　　　「』債’
　　占

’

　り

凱
1・’

獣

誌

，　罫

、●

’

多　ダ’鴨
　　、炉　v

、ヴβ

享ウ，
　　　　　ガ

　　　　x寄

φ

”　　●r」’　　　　」
ヘー　　　　 ”

　〆

〉、

4べ　　’

奄

　　・’

測1・
　　　’

一

噂
：元ぷμ謝

㌃礫翼
’」

プ・

　　　’　　　■

吟、りs、

』

　パ㌔熔

〆　 ザ

■’

　遠　、

達、

●

哺

ぬ
♪s、

　・亀

、
、、

D
’千　■

織Φ

e． @r　P

♪“

’文

オ

　1触
　　　　’

　〆

紗顯

．で嫁

〆　 ’「ぜ　　　　　　，

呼『　　・’・　　・

＝、

，

　　　▲　マ

妻「「

一ンロ

も
　こ書　’．

、古’
ご．づ

●

ふ

、

●

●
㌔φダ

㌔碑

　、

、七

イメ

’

呵

ぱ

、

〉　　　　’

　A　‘

ヂ　　　釦　　、、

　　　　σ

、

、⊥司

rて
匂

民

’

♪

’

　ノー’　　　　1

Σちイけs巳
∫

◆～

　ヂ　　　　　’
　蜂　　　　　　　　　　　戸
　w’

　：　　・

　〆

‘

輪

：

の’」

てr　l
　　　　、・・’“

r　　　　　　ノ　　声

　　’
　，
　、

　、
　‘
与

　3
　↓
　■

　　　’
　：
　　　　　メ　　ド

鷺㌻
覧×、

’i

∫

♪

　、，

欝、

茎七

斗

メ

h

覧　　s

　、、

　　　　　　　可
4　　　　　　一
　　　白

　　、
」　一ゾ”
　，　 ’さ

●

・号

　克　　，
口

・　　’

　’　　　　　 》

　　　、
　輪　　　　　　　　　　

．

　　　り　’炉■ゆ
　　　・×’よ

　　　　・一｝ご漣

一

〔

《

唱

　　　4、
　　　き
｝　　人

　　L　　、
，　　　　

　／　　　人

　s，㌔
　　　．ゴ・尋

、　　 楡

　　　　，㌻4・
、禽→　　　 、

　　　　のウ　　　　ロ　しっ

⊇議㌧
　　　咋　、9ド　　・　　　 ●　　　・

　　も　　　　　　　　ヂ
　　　　　ゥぐ
議よ駆三・

　　　　　二
　　　r亀　●

塁饗鷲撃
藤・．．　．＿’
　　、

へ｝〆

口，与寮ぱ、

　　幹・’5令・

　　F、モ千

》

　　　　1
、　　　’～

　【　　w．　ぷ
　ペ　　　　　ベ　

エ

，己　一‘fレ‘、

マ葬陽、llSs

　　　　ス．章（一
　丈⇒

　　f♪

繋
　　　　　　　、　　　　　　　楢　　

　　与　　　　　
“

　　　　1ノ　　　　　　’

　　　、ζ　　　　　、

　　　1　ノ　　　　　へ　　＾　　　　　　　　わ
　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　タ
　　　　ザ　　　　チ1
　　　　　　　　　ゾ　　　　　　　　声　　⑱　5’・筒ぶ’
　　　　　　　　c　　　　　，＿・　　　”
ド　　　　

ー←

@　　「」　　　　　　　　　　⊃’

ち　、　！　　’ご：‘、

。』喜鱈メ　
’ρ

E

　　　　　　　一’　　　　　　　　へA　　　　　　　、　’　　　｝　、s、

ξ誌1主㌻　携

雛灘選1’∫
　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ

　　　　　　　　　　　　　ニ
　　　　　　＞　　t

歪螺霧藪i震難灘1

・

’又

人

へ

●

寸

s

ヨ

か、

〆

丁，

、

獺二、

．舷

購

ぎ

“

、

’

忘

　毒’

　ト輪
　…

　　s’

　㌔L孤

、．と．三

’、、当

P　参“
　レ　　へ、　㌔

∪｛ト

　⊃a

ピ’
　ト　

蟻蒙

　　　c
　x」　　ト手

　　　　、

　　　　　倶’

遍㌢溺‘

：’[

、

灘輌
　　　㌫

t　ξ’
　　己、　ヤ

’似

、，

：

こ

筆1

　↓

　　　　　　ム　モち　　　　　　、　レ“

雪1灘麟、
　　一』べ…　，’　ξ「一

㌔

詫
　　，

』
　，◇

千　　←

　｝甑∨

　摯　ふ
　導

‘　　、〉今

o

羅

b

ヤ

応

、こ

　ノ
　　エ
る　マ

　　　鍵．

、聾髄．

　　　又
　る　　　　　

ノ

確ゼ

浩



音叉式電子腕時計《エテルナ・ソニック》10の長所

①テンプ・ゼンマイの代りに特殊な音叉を
　使用している為、姿勢差がありません。

②従来の時計の100倍の振動数の為、高い

　安定性を有します。

③動力源にバッテリーを使用しています。

④秒まで時間を合わせられます。

⑤アフター・サービスが従来の時計より簡
　単かつ迅速に出来ます。

⑥シリコン・トランジスターを使用してい

　ます。
⑦相当なショックにも耐えられます。

⑧温度の差に影響されません。

⑨1年間は自動的に動きます。

⑩使用しない時は針を止められますので、

　バッテリーのロスが防げます。

◎日本デス・株式会社
〒104東京都中央区銀座1－13－1三晃ピル2階・TEL（56311731（代、

〒542大阪市南区塩町通り4－26－1東和ビル6階・TEL（252）88331代1

．一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一」
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便利なワンコントロールタイフ

uNI　SOしAl～．

三二轟1ごc≡亘コ『言竃”II

（北九州市庁舎）

日湘《『7．亨イ7肝工業株式会社

日5K’‘一〒イショ7株式会社

日米7：ヲイ7肝販売株式会社

社長　福岡　勇　（東京LC．M）

本　　社103　東京郁中央区日本檎江戸檎3－7　TEL（03）272－2011（代）

帽領工喝24303神窮川県債甲郡曇川町中津桜台　TELm’62）85－0462（代）

損浜・高崎・×阪・札幌・仙台・名古量・金沢・静岡・広島・福岡・ハウイ’沖縛
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　　　　　ライオンズ国辣協会302E及びW複合地区役員

302E－1地区
　　　　事務局

302E－2地区
　　　　事務局

3｛｝2E－3地区

　　　　事務局

ぷ）2E－4地区
　　　　事務局

302E－5地区
　　　　事務局

302E－6地I」（

　　　　事務局

302　E　－　7地【文

　　　　事務局

302E－8地区
　　　　事務局

302W－1地区
　　　　事務局

302W－2地区
　　　　亭務局

302W－3地1《
　　　　亭務局

302W－4地仔
　　　　事務局

302W－5地区
　　　　事務局

302W－6地区
　　　　事務局

3（力W－7地区

　　　　ワ務局

カパナー釣木　浩・幹’ド福田着治郵・会計惰内宗次

〒105東，；㈲；6区芝公間6‘｝地3芝バークホテル

　302り『宇　賃こ1噺031433）4131　内93‘）1．：引2

　ガパ＋一平子岩吉・幹弔篠田博正・会計小稟研二
　〒460費お1県翫’‘犀81川・1く錦2『！．目2嗣3り・七ン

　ターピル5隔5《）8号室　　7C、』肴　1｝52　123　D　5585　（代、

　ヴパナー田上苗也・幹’外向山安雄・会針多米　浩

　〒〔爪0北海道礼幌市南大通り西ポ1．ll昭和ピル5
　隔　　賃こぶ　011　｛241）　5321　・5322

　ガパ十一京　五郎・幹事塩谷垣一・会」1．谷内忠廻

　〒川6秋柵Ψ能代1川間6－6能代ピ，レ2陪電
　、ば　01ド55　｛2　）　7452

　カパナー助倶　遣・幹巾飯島茂秀・会計鮎川良雄
　〒4nO　lll梨病t‘｛1府市丸の内21’ll8－11　丸ビ’し：8

　FW　　電1“　0552　‘26）　4456

　ガバ十一金姦将衛・幹事村本　岸・会‘1レ1・池善三郎

　〒鰍ハ窩山市桜副1－1－36　富ll1地飲ピ’L内　電
　1店　0764　‘41｝　8333

　ガパナー洩香　晃・幹り‘斉●展二・会よト宇井孝雄

　〒371僻r，仰t日lj僑‘bnllハ梱l　I－11－4　折1芭物席内

　電話　 0272　（51）　1212

　カパナー村山仙次郎・幹“山口陸薮・会‘量’伊膓栄一

　〒990山形」い・II町1－・3－29　電漏0236〔32｝

　1540

　ガパナー久保田楕松・幹¶加烏　繁・会Jl’白井正機

　〒53‘｝人阪市北【く掘ll町8　西販神ビ’し3階　　316

　”宇　電話06‘34引3893～4
　ガパナー平田陽一郎・幹’1、近肺文夫・会」；1．癒川正俊

　〒790費履叫t松山‘1汰伽｝‘31’｝｜伊予負会館電話

　OR99　｛45）　5008－9

　ガパナー題ロ正規・幹’1‘芦田矩敬・会計宮崎章康

　〒8551、崎Ψ鳥原rb弁♪ミ町7338　ホテFし南風↓套内

　賃こ甫活　ng576　（2）　5644　・5111　　1S線　240

　ガパナー宮地常好・幹’1‘村上宗興・会計平田幹三

　〒722広仏“↓尾id巾新浜゜ll’目　全属ピル7賄　電
　，防　0848　r23｝　5311
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〈今月の表紙〉

ふるさとの女性シリーズ⑩

秋月城跡と〈甘木の女性〉

筑紫郡の豪族原田氏が源頼家より秋月

の荘を賜わったのが秋月城の興りですが

江戸時代になって福岡黒田藩の支藩とな

り、独自の城下町を形成していました。

明治維新後に武士階級のほとんどは家屋

敷を処分して離散し、また秋月の乱など

の戦災で昔の城下町の面影は失われまし

た。武家屋敷跡は畠となり、城跡にはわ
　　　　　　　　　　　　　　　　8‘やかたし人

ずかに老朽した石垣と御館門が静寂の中

に残るのみです。しかし眼にしみこむ樹

樹の緑山渓に流れる清水は、歴史の変遷

とは関りなく今も生々とした姿を保って

います。

OUR　COVER　THIS　MONTH：

博多帯をつけ、秋月城跡を散策する甘

木女性にも、気性が激しく、煮え切らな

い態度を嫌う黒田武士の魂が受けっがれ

ているようです。表面はひかえめを保ち

ながらも、その芯にはどんな逆境にも負

けずに対処しようとする気脈が感じとれ

ます。国破れて山河ありの詩のごとく、

変らざるものは自然の美しさと人間の心

のみです。

場所　福岡県甘木市秋月町　秋月城跡黒門

モデル　大野洋子さん（L大野正敏・甘木C）

（デザイン　早野威男　撮影　藤谷亮介）

Serics　on　Regional　woman｝100d　ofJapan（10）

RELICS　OF　AKIZUKI　CASTLE　AND　THE　WOMEN　OF　AMAGI

Akizuki　Castle　had　its　orEgin　in　the

country“ea【　bequeath　by　the　‘＞udal

war　lord　Minamoto　Y・riiye　t・the

head　of　tlle　local　Ha！・ada　clan　of

Tsukushi． Later，　durillg　the　Edo

Period，　it　became　a　sllb－6ef　of　Lord

・Kuroda　of　the　Fukuoka　Fieldom　and

developed　illto　a　thriving　castle【own

on　its　owl1．　However，　with　the　Resto・

ration　which　marked　thc　mllapse　of

【he　Shogunate，　the　wmTior　class，　as

such，　was　demolished　and　thei1・hold・

ings　were　　conhscated．　The　　c…1s【1e

town　i【self　had　beell　badly　damaged

by　the　civil　disturbancc　kn《）wll　as　the

Akizuki　Insllrcαion　illld　ollly　the

lbUndations・f　tl・e　castle，　dle　delal）i・

dated　stOne　lbrti侃Cati・nS　and　the　pOr・

tals　to　the　main　buil（ling　s【ood　in

abandoncd　silence　to　mark　the　site　of

the　R）rmer　CaStle．　In　COntraSt，　the

dark　green　丘）Uage　of　the　abundan【

【rees　and　the　clear　streams　which　run

briskly　ilHhe　numerous　ravines　st川

remain　intac口o　remind　the　Passerby

of　the　ac【ivity　that　took　place　herc

m三my　decades　ago．1’he丘ery　indom一

itable　spirit　or　the　warrior　retainers

of【he　hereditary　lords　of　Kuroda，

who　de【ested　vacillation　三md　spine－

lessIless　above　all　else，　are　still　to　be

R）und　to　motivate　the　dcmure　yolm9

ladies　fbund　strollil19，　0n　hoUdays，

thrOUgh　the　grOUlldS　O『　thC　lbrnハCr

Akizuki　Castle　hl　their　be三u1【ihll　ki・

monos　and　typical　H三1k三“a　obi（sash）．

01Hwardly，　dec（）rolls　and　sedate，

the　womenfblk　of　tllis　region　Posscss

willpower：md仮）rtiωde　to　meet三1d一

versities　which　were　the　h…lllmarks　of

their　R）re｛hthers　ofold．
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　去る2月11日、東京世田谷クラプは第2回肢体不自由児
水上運動会を、高井戸ファミリースボーツ・スイムクラブ
の温水プールにおいて開催した。これは昨年開催して好評
だったのて、本年もひきつづいて開催したものであリ、今
後も毎年開催の予定である。

　身障児の機能回復手段のひとつとして、水中で手足を動

かすことは非常に効果のあるものてある。いままで動かす
ことができないと思っていた手や足が水中で無意識のうち

に動く。その一瞬の小さな動きが機能回復への大きな足が
かりとなりうる。また「ぼくも泳げるんだ」という自信が
与える影響はそれにもまして大きい。

　身障児をもつ父母たちに、冬でも楽しく泳ぎ機能回復訓
練がてきることを啓蒙し、身障児たちには、楽しいひとと
きをすごしてもらう、それがこの企画の趣旨である。
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　午前g時50分、深沢海洋少年団のプラスバンド演突にのって肢体

不白由児57名が入場。世田谷区肢体不自由児父母の会、全国重症心

身障害児を守る会の子弟、世田谷区立心身障害者休養ホーム、都立
光明養護学校の生徒たちだ、柳家金語楼（L山下敬太郎）の司会進

行で開会武、水泳上の注意、準備運動とつづき、いよいよ子供たち

は水の中へ。まず全員て水泳練習。身障児ひとりひとりにヘルパー

かついている。水温32度．

　競技が始まった。子供たちを3組に分け、A組とB組は15m競泳、
C組は面かぶリ競争と浮き沈みの競争。ヘルパーがついていても、

プールサイドで見守る父母たちはやはリ心配なのだろう、不安の色

をかくしきれない。だがそれは取リ越し苦労てあったようだ。子供
たちの楽しそうな歓声とたくましい水音。親たちはいつしか笑顔て

わが子へ声援を送っていた。

　ヘルパーの模範遊泳を間にはさんで競技はまたつづけられた。A

・B選抜の水中相撲と紅白リレー、全員参加のボールひろい。ヘル
パーがそばにいるのて、どの子の表情にも恐怖感はない。力いっぱ

い泳いている様子が水しぶきに現われている。
　12時30分、全ての競技は終わった。整理運動。子供たちは「もっ
と泳ぎたいよ」といわんばかりの顔をしている。楽しいとき、時間

の流れはまったく速いものだ。

　閉会式。石原幹事の手から、きょうの催しに多大な協力をしてい
ただいた高井戸スイムクラプ、成女鳥lnスイミングクラプ、東京ア

クァメイト、深沢海洋少年団に感謝状が授与された。これら4団体
の誠意と熱意にあ’3・れた奉仕があったればこそ、このアクティビテ

ィが成功したのてある。
　解散後の昼食に舌鼓を打つ子供たちの表情は生き生きとしていた。

心地よい運動の疲れと「ぼくも泳げた」という自信とで、今宵はや

すらかな眠リにつくことであろう。
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　きょうは、まえからたのしみにしていたお

ん水プールへいく日です。ふゆにプールには

いれることは、とてもすてきでうれしいこと

です。おともだちと大きなおふろであそんて

いるようでおもしろいでした。ゆかいなおに

いちゃんにおしえていただいて、ぼくはうい

たりもぐったりできるようになりました。な

つまてわすれないて、およげるようにがんば

ろうとおもいます。（昨年参加した生徒の作

文から）
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　彼は自分の町で自ら責任者として奉lll

した献血運動について，最終報告をしま

した．この運動には仕事で忙しい｝こもか

かわらず多くの時間をさいてきました。

それはちょうど身体障害者の週末レクリ

ェーシコン計画を練ったり，町の図書館

の役員会に出たり，彼の教会から出すス

カウトのマスターになったりするぐらい

の時間は見つけることができるのと同じ

でした。彼が自分の責任以上のことを自

ら進んで果たす人であること、そして，

いざというときに頼りになる人であるこ

とはみんなが知っていました。また，彼

が地域祉会のリーダーシップで評判のよ

い団体に属していることも衆知の通りで

した。事実彼に会っただれもがすぐにそ

のことに気がつきました。それは彼の口

からそういうからではなく，彼が着てい

る洋服のえりにそう語っている証明が見

られるからです。そのライオンズのピン

が彼がどんな人であるかということ，す

なわち、国際ライオンズのメンバーとは

どんなタイブの人であるかをはっきりと

示しているのでした。

　この証明はふたつの意味を持っていま

す。着けている人のブライド，そして彼

のクラブとllt界的ライオニズムのPRと

いうことです。各ライオン個人の活動は

地域祉会の福祉に貢献しようとする意欲

を示しており，その意欲は彼自身の性格

をも超越し，ライオンズクラブに向けら

れます．そのとき，彼の回りの人たちは

そのビンに注目するでしょう。そしてこ

のビンが彼がライオンであることの証明

となります．それは人道主義的奉仕の証

明であり，特にこの4月を慣習的にわれ

“‘膚川●m■川己0’5111■ll1剖肪測ll剛1ぼ1｜！■ll旧；i冶1】途11冶911●1ハ傷1！ほ川勘‘1●‘1■III■1“副“副1‘面“’18頑1“頃拠頑II旧lll■川■‘II■ll劃1旧‘開●‘1庖‘1ぬ1‘1●

奉 仕 の 証 明
‘■｜1‘宅1輌‘魯‘，，●1｜，●11’■｜ll■ll1画ll‘頃1｜｝‘1｜1■1‘｜■III●il｜口！：‘コ：：1■，Ilal｝i●1｜｜ヨ’11ヨII∫●‘1｜●‘31XI‘1臼II‘8｜1；田1‘‘日｜1ヨ■8‘1●1■1‘｜11‘｛‘r61｜｜■1｝1●lll■｛i‘｜■iil■‘ll●IIl■II，

われ協会のクラブ標識整備月間と指定し

ている意味が，そこにあります。

　もちろんこのビンだけが国際ライオン

ズであることの身分証明ではありません。

ハイウエイのサインはライオンズクラブ

が近くにあることを知らせると同時に，

外来者を歓迎する役目も果たしています。

しかしよく見かけることですが，それら

の標識が手入れされておらず，乱れたま

まになっていて，国際ライオンズのイメ

ージにふさわしくない場合があります。

きれいに乎入れの行き届いたサインこそ

その地方のライオンズがいかに活瀕に動

いているかを物語ってくれます。

　ラィオニズムの象徴としては他にもい

ろいろ用意されてお’りますが、すぺてあ

なたの友人、親せき、出会う人たちにあ

なたが世界最大の奉仕団体の一nである

ことを知らせるようデザインされたもの

です．事務所用看板、卓上セッいカフ

・リンクス，　タイ・ピン、±5類カパン，

封印用シール，その他すべてわれわれ協

会のシンポルであなたがライオンである

ことを人びとに物語っております．

　あなたの活動，たとえそれが仕事のう

えであっても，また仙事から離れてのこ

とであっても、そしてあなたのクラブの，

いや，われわれ組織としての活動をも含

めて，それはなぜあなたがこれらシンポ

ルを着けることに誇りを感じるかをその

背後に何があるかを，一般の人ぴとに如

実に物評｝っています。彼らにはこれらシ

ンボルは角膜移植あるいは眼病研究，貧

困救済，孤児院や老人ホーム，盲人のた

めのサマー・キャンプ，身体障害児の運

動場，・その他世界中で行なわれている数

by　Robert　J．　Uplinger

President

Lions　International

々の人道主義的奉仕活動をすぐに思い起

こさせるでしょう。　　　　　　’．

　あなたのえりに着いているピン，紫と

金のハイウェイ・サイン，またあなたの

書類入れについているライオンのマーク

はすべて，必要とあればいつでも立ち上

がる国境，人種，信条を超えた96万人以

上もの人間で組織する団体へのあなたの

寄与を表わしているのです。もし，台

風，地震で町が破壊されればすぐにでも

奉仕に飛び出せる彼らです．また他の国

や町が天災を受けたと聞けばまず一番に

財政的、物質的援助を申し出るのも彼ら

です。

　これらがラィオニズムのシンポルの背

後にある真の意味であり，そのシンポル

を見せることによって人びとにライオニ

ズムは地域社会におけるひとつの活動力

であることを思い出させるのであります。

　もし，だれかにライオンズのマークが

何を意味しているのかをたずねられたら、

その機会にあなたは，あなたのクラブの

みならず，tl堺的ライオニズムの納めて

きた成果について説明するでしょう。謙

遜しながらも先のことを考えてそうして

ください．そして強調してください。国

際ライオンズは人道主義的奉仕活動をい

ろいろと重ねてきましたが，どこのライ

オンズもさらに一層努力して奉fLし，新

しい計画を立ててより活動を拡げて行こ

うとしていることを。

　来たるクラブ標識整備月間には，ぜひ

あなたのまわりのライオニズムのシンポ

ルを再点検し，みんなに見てもらえるよ

う心がけてくださるようお願いいたしま

す。　　　’
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　　　　　　　　　バングラデシュ救済復興大臣からの感謝状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1972年2月9日

　302W－5地区ガパナー

　　田杉　　競殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バングラデシュ救済復興大臣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A・H・M・カマルザマン

　　拝啓私はインドにおけるバングラデシュ難民に対する日本ライオンズの暖かい貴重な

　奉仕活動を承知しており、またバングラデシュ国民に対する日本ライオンズの将来の計画

　についても承りました。

　　この困窮時におけるn本の人々の人道的な寄与はわれわれにとって立ちあがる力と勇気

　の源となってきました。私としては，バングラデシュの数百万の人々に救援を与え復興を

　推進するすばらしい仕事を日本の人々が遂行するために，あらゆる奉仕を続けて下さるこ

　とを心から希望しております。

　　この協力と援助に対して日本人全体　ことに日本ライオンズクラブに深く感謝の意を表

　します。なお今後のすぺての問題につき、われわれの側からもあらゆるご協力をお約束致

　します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
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　①ハーマン・カーンのべ経済大国日本

の挑戦多は日本の経済成長が今後も年10

％近くて続き，それに比べてアメリカの

成長率は3～4％前後，従って今からお

よそ30年さきの紀兀2000年には日本の国

民総生産はアメリカを抜いて，世界第1

位になると予測している。そしてその見

通しは単なる憶測でなく，日本経済のい

くつかの強味を列挙している。私自身も

多くの点で彼の意見に賛成であり，ここ

1～2年こそ不況が続いているけれども，

まだまだ成長の基礎的諸条件をそなえて

いると考える。

　ただカーンがこの論文を」ぶ・たとき，

アメリカでも環境問題ないし公害問題が

それほど重大視されていなかった。企業

の公∫！f防除投資が今後の成長にかなりブ

レーキになることは明らかであり，この

ことを考慮に入れると，日本がアメリカ

に追いつく年はややおくれると見なけれ

ばならない。

　しかしハーマン・カーンのこの本はそ

のことだけを論じているのではない。日

本がアジアで唯一の先進匡ト経済大国に

なれば，それだけに大胴としての国際的

責任が重大になることを警告している点

を見落してはならない。彼の指描をまつ

までもなく，今でも日本はアジアの先進

国であり，国際社会の有力な一員として

認められているのである。

　また最近でた“GE（ゼネラル・エレク

トリック会社）の企業環境予測’という

本でも，アメリカ，西ヨーロッパとなら

んで日本が経済大国であり，これからの

国際社会では複雑な問題が出てくるし，

日本も大国として大きな役割をもたねば

ならぬことを指摘している。これからは，

今までのように東と西というイデオロギ

ーの対立よりも，北（持てる国）と南（持

たざる国）との問題が重大化するであろ

うと見る。

　去る3月7日に東京でライオンズ国際

理事会とのパーティに出席した折り，次

期国際会長フリードリクス（フランス出

身）の来年度スローガンと方針を見せて

もらった。その最初の項目に，ライオニ

ズムを通じて人類的連帯を推進しようと

ある。国際的連帯の上にたつ平和への協

力と奉仕活動を提唱しておられるわけで

ある。

　②さて本年度W5地区は1千万にのぼ

ったバングラデシュ（旧東パキスタン）

難民救援という国際的奉仕活動を提唱し，

各地区のクラブに協力を呼びかけた。当

初計画したほどの救援資金が集まらなか

ったことは残念だが，それでも戦禍に打

ちひしがれた悲惨な人々にある程度の救

援活動ができたと考えている。

　はじめインド領内に流入してきた難民

に対する救援が目的であったが，バング

ラデシュが独立し，その後インド政府は

急速に難民を故国に送還する計画を立て

たとの報道で、私どもは事態の変化を見

るために現地視察に出かけた。

　2月5日東京出発，翌早朝カルカッタ

着，7日ダッカ（バングラデシュ首府），

8日カルカッタ付近の難民収容所視察，

9～11日ニューデリー，そして12日に帰

8
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国した。

　各地の領事館，大使館，両国政府要人，

国連の救済機関，国際赤十宇などと接触

して得た最近の情報は次のとおりである。

　インド政府は昨年自国の赤字財政と食

料不足のなかで難民救援をやっていたの

で，バングラデシュ独立を機会に，難民

を本年1～2月のあいだに故国へ送還す

る計画を立て，着々それを実行した。2

月10日ごろすでに790万人を送還したと

いう。

　しかし送還された人々が故国で十分に

生活できるようになったのか。かれらが

本国へ帰・，たら，それで問題が解決した

のだろうか、現地を見て問題はむしろこ

れからだという感じである，

　西パキスタン軍はll乍年秋，ことに敗戦

難民小屋ソールトレーク付近

直前にまったく残虐の限りを尽したよう

である。殺されたもの200万人。辱しめ

られた婦女子数10万（かの女らは一生結

婚できない），焼かれた家600万戸，道

路，橋梁の破壊は無数ということだ。送

還されたものと，故国にとどまっていた

人々と合わせると，現在3，000万人が難民

という。全人口の半分近くがその日その

日を食うに困っている難民なのである。

　熱帯のデルタ地帯だから平常ならば数

ヵ月で収穫ができる地方だが，戦禍で荒

らされたうえに，肥料不足と，あいにく

の異常低温（日本は暖冬というのに）な

どのために年間450万㌧の食料不足のよ

うである。日本政府がビルマ米を救援に

送ったのもこのためである。丸太を6本

に波板という粗末な家で差し当たり160

万戸必要で，これに伴う飲料水用の掘り

抜きパイプが50万三｛必要とされる。もと

より粉乳，食用油；医薬品なども緊急を

要する。道路や鉄道，橋梁の修復に要す

る資材なども国連の現地了1‘務局で計算さ

れていたが，全面的な修復は少し先の問

題であろう。

　③要するに独立したバングラデシュは

いまも重大な重荷を背負っている。この

現状で再びインドへ逆流する難民さえあ

るという。私どもの本年度救援活動の最

終回贈呈は4月上旬に行なわれるはずで，

W5地区と全日本他地区からの募金を合

わせて2000万円近くになる見通しだが，

主として前記の掘り抜き井戸用パイプに

あてられるはずである。

　われわれは来年度各地区に指示も命令

もできないけれども，いま1年ぐらいは

あの困窮の極にあるバングラデシュの人

々への救援を続けることが望ましいので

はないかとの感を深くする。3月7日ア

プリンガー国際会長は地域に対する奉仕

のみならず，インド救ライ活動，バング

ラデシュ救援活動などの国際的奉仕活動

において，われわれ日本ライオンズは誕

生いらい20年間に約100億円に達する積

極的アクティビティをしたことに対して，

Humanitarian　Award（人道主義大

賞）を全日本ライオンズに贈って下さっ

た。しかし私どもは現地の情勢からみて，

また上記のような日本の国際的地位から

みて，バングラデシュ救援がこれで終わ

ったとも，終わるべきだとも，とうてい

考えることができないのである。

　　　　　　　　　（ガバナー・京都桃山C）

院長L．八木俊
東京都千代田区永田町2－10－2　ヒルトンホテル隣り

TBRビル内八木（成人病）クリ1ニック

TEL（581）3856・3857・3912
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日本ライオンズ創設20周年を迎えて

過去に脱帽　未来に……

　あるクラブの

例会で，満80歳

の誕生日を迎え

たライオン翁に

幹肇がたずねた。

「おめでとうご

　　，あなたが

の経済発展を分析して，1952年をさかい

としてそれ以前を復興期，以後を自立達

成から高度成長をへて，開放体制移行期

としている。この20年間の成長ぷりは，

たとえば国民総生産は6兆円から80兆円

に，輸出総額は13億㌦から200億㌦に，

日銀券の発行高は4，500億円から6兆円

にという数字が，何よりもその推移を明

らかに物語っている。

　．日本ライオンズの発展もその例外では

ない．1952年3月，1クラブ56名で発足

したライオンズクラブが，1972年2月に」

は1，664クラブ，91，037名を数えた。こ

れは国際協会の歴史と比較しても；つま

り1917年にシカゴに生まれたライオンズ

クラブが20年後，1937年には8力国，

数宇とくらべてみても，世界の驚異とう

たわれた日本ライオンズの高度成長ぷり

の実体がうかがえる。

べて，そのご感想はいかがですか」。

「まったく同じじゃよ。過去に向かって

脱帽，そして未来に向かっては上衣を脱

いで，さあ出発だ」。

　1952年から1972年にいたる20年，それ

はまことに波澗万丈，激動に富む時代で

あった。最近の経済白書は戦後のわが国｝2，789クラブ，91，948名になった，その

　3月23日夕，帝国ホテルで東京クラブ

の11Q0周年記念例会」が開かれた。会場

および舞台の飾りつけもごく質素に、集

まるものは横浜，神戸はじめ19の子クラ

ブの会長幹事を来賓として，およそ150

名6ごく内輪に，しかも参会者にとって

は20年の思い出を語りあうにふさわしい

演出と企画であった。とかく華美に流れ

る最近の各種催物のなかにあって，さり

げなさのうちにかえって清新の気を感じ

させる有意義な会合であった。

「原点にかえれ」は，あらゆる方而でさ

けばれているあいことばである。日本ラ

イオンズの20年をふりかえり，メルビン

・ジョンズの創始精神とフィリピン，マ

ニラ・クラブの宥恕に，こころから脱帽

し敬礼し，そして何も思いあがって力ん

でみることもない，東京クラブが範を示

したとおりの平常心のままで，上衣を脱

いで未来に向かって一歩をふみ出そう。

302W複合地区第18回年次大会指定ホテル

イギリスの味

ローストビーフのワゴン

サービスをお楽しみ下さい
　　　　　〈グリルシンプソン＞Bl階

このほかスカイレストラン（プルニエ料理）

中国料理、お座敷でのすきやき、天ぷら、すし

などございます，

術移プ以クCノ己ク

地下鉄東西線〈九段下＞0分東京駅より車で5分

パレスホテルの姉妹ホテル
⑰102東京都千代田区飯田橋1－1－18（03）264一目11

大阪案内所（06）345－1783名古屋案内所（052）54H915

10
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1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T（き

　　　覇右ト㌶三綿顯墨江
　　雛肇贈纏泌灘ご’…欝・・

　　　　　　そクさシら　　　　スい　ごメな

　　麟磁魏難響鰭難㌫ぶ∵：
　　1＿・謙継雛・：理疑が灘　・
　　　　・議灘、謙：三㍊．嚢
　　　『”～’層㌔・7卿；‘グ　　．戎㊤×：　　与㌦』冗

一．…・一怩ｨもにお使いになる方は

管理職

経営者

個　人

一般社員

54％

21％

13％

12％

一一一一恷i算用途は

　　　　　　　営　業

　　　　　　　経営分折
　　　　　　　　　　　‘

　算式通りで使いやすい　　　　　8996

　4電源方式でどこでも使える　　72％

　キヤノンの製品だから安心して　71％

．デザインが良い　　　　　　　　62％

　表示が読みやすい　　　　　　　46％

　超小型で定数計算もできる　　　29％

経　理

調査データ集計

予算チェック

　　　43％

　　　32％

　　　25％

企画22％

　　　21％

富．1：銀行・三井銀行でも主要

文店でパームトロニクを一括

ご購人。窓日で活躍していま丸

発売4ヶ月の「企業を考える計算機」

幅ひろい層にわたって圧倒的なご支持

をいただきました。時代はビジネスの

場にある人すべてにエグゼクティブた

ることを強く要求しているのでしよう。

10桁フル計算完全算式通り上位桁優先完全

浮動小数点ノ定数乗除算自乗計算’4電源方式一

乾電池NICdバッテリーカーバッテリーAC電源

￥58，000　（5；㍑こ：持一蒜蒜）

N｝Cdパ・ッテリーパック，チャージャー…・’…’8，500円

●有名デパート・有名事務機・文具店・カメラ店で手に

取ってお試しください。

●カタログをご請求ください．お申込みは　L係に

芹■ム田：ワ
キヤノン販株式会社

本杜’〒105東京都港区芝公固2－6－15（03）432－8251

　　　　　　　　　　“，
寿し幌｛01P241－6326ノ仙台（0222）27－2378ノ水戸（0292）24・8934’新潟（0252｝455366ノ長野（0湘2）276960ノ前橋10272）212762／大●0“61419122’干素（0472）43－9“8ノ横浜（045）211－0953！静岡（0542：52・

7U8’名宵厨（052，231－7131ノ大阪（06）202－6761金沢佃762）637186・京郡1075）223・0441／高松（0878）517121〃五島（0822♪283203ノ福岡（092’412394’秋田CBM（0188）33・1021／岡山CBM（0862）22・5591

、
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iアルプスの自然をお茶の間に！
i　山岳映画作家奥山章がとらえた
i．アルプスのすべて。

：

i★世界の山シリーズ★サ

i　●180フィート・カラー、サウンドテープつき　￥9，000

：

iアルプスで登山を経験してきたような気分にさせ
ぼ

iてくれた。奥山章作品「アルプスの山々」にはフラ

iンスの山岳映画作家ガストン・レビュファと共通

iするものがある。　　（作家）新田次郎氏
：

■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

iグラ　ラス　二針峰　アル　大登山賑

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
●

」　 ●　■　■　■　●　●　■　一　一●　■　●　●　■　■　●　■　●　●　■　●　■　■　●　■　●　一　■　■　≡　■　，　■　■　■　■　■　●　■　●　■　■　■　●　←　■　●　●　●　●　■　●　■　■　■　■　●　●　，　r　■　■　、　、　，　r　■　L　r　■　・　炉　・　L　，　’　．　●　■　●　●　■　・　■　．　・　■　■　■　，

　　　おお～スコ悌！ズゴイ！ソ

　　　お茶の間が騒然。

　　　怪獣スターの勢ぞろいです。

蘂膓　難羅ii糠
・怒　　雛菜裟

、、鱒

’葦

アウコ　セコテ ﾚ

　　…
　　…

　　…

　　…
　　…

　　…
　　…

　　★全IO巻★

　　●各巻とも、75フィート・カラー、ソノシート・豪華絵本つき　￥4，900

　　団マッハ怪獣ラドン　　　　　⑥宇宙怪獣キングギドラ

　　囮モスラアタック東京！　　　団ゴジラ宇宙へ行く！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團オール怪獣集合せよ！　　團怪獣ジャイアント・サンダ

　　．囚怪獣NO．1ゴジラ　　　　　　團ジャンボ怪獣島

　　固巨竜マンダ　　　　　　　画怪獣オリンピック

’　　　　　窟・隠器’蹴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豪華セットです。

■　　’．　．　●　・　．　A　A　■　●　一　．　一　一≡　一　■　●　■　一　’　■　■　■　，　■　一　■　■　■　●　■　●　●　■　■’　■■　■　●　●　■　A　■　一●　■　●■　●　●■　■　●　●　一　■　■　●　●　●　●　会　A　●　●　，　＾　一　，　，　’　●　■　一　■　●　＾　●　■　，　■　■　，　■　●　■　●　■　・　．　．

●東宝8ミリ映画ライブラリーにはこの他に
　も多くのシリーズがあηます。詳しい資料

をご希望の方は官製ハガキでメール
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

申込書の送り先二株式会社大沢商会メールオーダー室〒108東京都港区芝浦4－2－8
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●○●●●■●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

東宝8ミリ映画ライブラリー特別申込書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

★私は下記のように東宝8ミリ映画ライブラリーを申込みます。但し、代金は
　「代金引換郵便」にて現品が送られてから郵便局にて支払います。

踏まえ　　　　　　　　　　已；年令　才
おと。ろ口口ローロロ

●アルプスの山々………………・・…・……ロ

サウンドテープ付V9，000

●大怪獣シリーズ［1］……・…一…・・…・一・・□

お問合わせは、03＜455＞Olll（株）大沢商会O

メールオーダー室、田島・やちだまで…

製作 G東宝株式会社

発航 M芙i蓑輸会

●

●

●

●

●

●

●

●

Te1：　　　　　　　　　　　　　　　　おしごと

●ご希望の個所に○印でご指示ください。

　フィルム・タイプ［コスーパー・シングルロレギュラー

　テーブ・タイプ　　ロオープンリール　　ロカセット

●

●

●

●

●

●

●

●

●

”　　　　　、

”

〃

〃

　　　　　　　　　　●
　　　　　　　　　　●
　　　　　　　　　　●
［2］………・一・…一ロ：

〔3］……・…・……・・…・口．●

〔4］……・…・……・…・・口　●

各巻とも、ソノシート・豪顛絵本つき￥4，900

合計金額　￥
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春季国際理事会始末記

　春季国際理事会関係行事は，3月12日

NWAチャーター機で一行の帰米により，

全部終了した。

　インドで開催予定が東京に変更決定の

電報を受け取ったのが1月11日で，その

後日本ライオンズ20周年記念の行事をこ

の理事会にあわせてできぬかとの照会が

あったが，すでに6月3口として準備さ

れているので，変更不可能と断わっ・た。

そして1月23El，国際理’1‘諮問委員会で

歓迎委貝会が一応組織されたが，宿泊ホ

テルもスケジュールも判らないまま，た

だ国際協会側準備役として在日のJ・グ

大　森 繁

レース氏を委嘱したいとのことだった。

　とりあえず理事会関係来日人員を150

名と予想して，大体の予算と歓迎行事に

ついて東西両協議会議長の了承をえた。

国際理事会開催ホテルが早急に決定され

ないと歓迎計画もできず，グレース氏と

打ち合わせたところ，協会本部から会議

室その他の問い合わせにたいし帝国ホテ

ルから何の返事もなく，止むをえず他の

ホテルと交渉していたとのこと，早速帝

国ホテルに決定して，スケジュールその

他が判ったのは2月の初句であった。

　前回，1963年の東京開催の国際理事会
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歓迎会はホテル・オークラで行なわれた

が，相当の準備期間もあり出欠もはっき

りして準備も楽にできた。今回はわずか

1カ月足らずの準備で，せっかくご出席

下さった会員に登録席次等でご迷惑をか

け，お詫びしなければならないが，国際

協会側は全員が暖かい歓迎に心から喜び，

満足かつ感謝して帰ったので，その点

3月7日サヨナラ晩餐会
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日本ライオンズによせる期待

　1963年春の国際理事会が東京で開催さ

れたとき，日本のライオンズのあいだに

世界大会招致の運動が猛然とまき起こっ

た。それから1969年7月の東京世界大会

が爽現するまでの丸6年間に，日本のラ

イオンズ会員数は3万名から7万5千名

に，アクティビティも東京オリンピック

協力，スズラン給食，沖縄救ライ，万博，

ボーイスカゥト世界ジャンボリーと，全

国規模のヒットがあいついだ。そして，

複合地区の分割という大変革を終え，創

設20周年を迎えた日本ライオンズに，こ

んどの国際理’1‘会東京開催はどんな刺激

を与え，影響をもたらすのだろうか。

　アブリンガー会長は，国際協会最高の

栄誉である人道主義大賞を日本のライオ

ンズに贈るとき，創設者メルビン・ジョ

ンズがかかげたライオニズムの理想は精

神運動であり，日本ライオンズが果たし

たこれまでの業績は，そのひとつひとつ

がまさにその具体例であると賞揚された。

日本のライオンズに対する期待は，1977

年にふたたび世界大会を東京でという声

が，むしろ外国から出てきたことにも示

されるほど大きい。しかしわれわれは，

手放しで喜んでばかりもいられないので

はなかろうか。

　編集部では，E複合地区YEP委員長

L登村ヘンリー（東京銀座C）のご協力

をえて，理i∬会参加者にインタビューと

アンケートを試みた。以下はその主な内

容である。

ポーガン・B・ハルスJr．国際理事（米

アイオワ州Toledo）

　ライオンズとは，愉快に語らい共に楽

しい時を過ごしながら，より貧しい人を

助け，住んでいる地域の向上をはかると

ころに意義がある。ライオンズクラブの

存在は十分に人々にも認識されているが，

われわれはもっともっとアクティビティ

の輪を広げていく必要がある。日本のラ

イォンズの活動はすばらしいが，会nの

層をもっと底辺にまで広げるぺきだろう。

より多くの人が協力すれば，より大きな

奉仕ができるのだから。

ラウル・バキシダ国際理事（プエルト．リ

コSan　Juan）

　日本訪問ははじめてだが，その発展ぶ

りには全く驚いた。日本人は勤勉で有能，

成果をあげる意思と欲望の強い民族だ。

日本ライオンズが20年問に行なった業績

はまさに奇跡で，世界のライオンズは大

いにその例を模範とすぺきである。

ヘンリー・」・マクファーランド元国際

理事（米ニューヨーク州Albany）

　30年前，新聞記者をしているときライ

オンズを知って入会した。アメリカでは

すでに50年以上の歴史があるので，ライ

オンズの老化現象が問題となり，数年前

からその解決策が叫ばれている。日本の

ライオンズは世界で最も急激な成長をと

げた大国であり，これからが大変だろう。

数年前に日本にきて，その清潔さに感心

したが，いまはゴミ問題など起きている。

人間は物が豊富になればまわりを汚すも

のだ。そこで‘‘Service　Above　Self　を

かかげるライオンズの活躍する意義があ

ると思う。
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は日的を達したと委n一同，働きがいがあったと喜んでいる。

　アブリンガー会長が1日早く米日されたので，帝国ホテルで

開催の東京新橋クラブ15周年記念式典に出席し祝辞を述べられ，

またフリードリクス第1副会長は理事会開催中の余lll巽をさいて

東京高井戸クラブの例会に出席訪問され，多忙のなかにも日本

ライオンズのために気をつかわれた。理事会プログラムの表紙

には日本国旗と日本ライオンズ20周年に敬意を表す（Salutes）

と記載して，最大級の好意をみせている。3月3日，国際役員

家族50余名を都内観光に招待し，東京町田クラブ津下夫人，東

京クラブ福岡陽道夫人などが通訳に奉仕された。椿ll日i；では東

京文京クラフ’の好意によりお茶，お花の実演，花嫁衣裳の元膏付

け，パーペキューなど，和気あいあいと楽しまれた。小川藤田

観光社長もみえて，全員に記念写真を寄贈された。東京日本橋

クラブの飲物のこ寄贈も感謝にたえない。また東京クラブ池田

Lの好意によるNHKテレビスタジオの見学も喜ばれた。

　3日夜の歓迎パーティは迫水国際理事，鈴木E協議会議長の

主催で，日本側370名，理事会側143名をご招待してわずか1時

間余であったが，内外歓をまじえた。Lrl田E－6地区元ガパナー

が加賀鳶法披を令孫の手により会長夫…蛭に贈り，興をもりあげ

た。7日のサヨナラ晩餐会のアトラクションはE－1地区寄贈，

赤坂名妓の獅子舞，会員家族の舞踊，阿波踊りなど会をもりあ

げ，「また会う日まで」合唱まで興はつきないほどだった。そ

の席で会長より日本ライオンズに協会最高栄誉の人道主義大賞

が授与された。また新築の協会ビルに贈る日本庭園の贈呈式は，

鈴木議長より会長に目録が手渡された。協会役員およびスタッ

フ全nに七宝Ul正とオリンピック記念コインが贈られ，ことのほ

か喜ばれた。

　3日と7日の帝国ホテル宴会場入口の飾りつけは，桜花およ

び燈籠で豪華に参会者の目を驚かせたが，これは東京馬場先門

クラブ宮嶋Lの奉仕によるもので，感謝申しあげる。小さいこ

とであるが，国際協会大会部課長クラウス氏が東京世界大会当

時の日本側職n（退1織者卿局長以下全員）を末広に招いて，そ

の労をねぎらったとのこと，いまさらながら’1］時のことが彼ら

の胸に残り，感謝しているのに驚くのである。迫水ll（際理事も

日本側関係委nと協会スタッフをホテル自室に招待，パーティ

を開かれ，われわれ共々スタッフを喜ぱせた。日本側職nも大

変苦労して働き，どうやら一段落した。ことに藤平局長などは

友君の病気も秘して帝国ホテルにll’1りこみ，職Uを指揮してく

れ，またライオン誌の職nもスナップ写真などに協力してくれ

た。委nの方々，職nに
　　　　　　　　　　　　宴会場入口の飾りつけ
心からお礼lllしあげる。

　なお国際理事会記録お

よび決定」1‘項はいずれ協

会より詳細報告せられる

ことと思う。

　　　　（囚際理事会歓迎委

　　　員会事務総長・凍京

　　　　日本橋C）
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関西一のロングヒッター一金本昭男26オ175㎝69kg

金本プロ愛用の美津濃ゴルフクラブには、“使いこまれた“貫禄

がある。毎日500～600球は欠かさず、さらにパッティングに2

時間も費やすという努力がきざまれているからだ。

プレーのあいま、彼は無意識にヘッドをロにあてる。どんなに

クラブを愛し、大切にしているかが読みとれる姿である。

プロ入り4年目。豪快な飛ばしぷりと、見せるゴルフに徹する

プロ根性によって、「関西に金本あり」の声価を確立した。

　　　GRAブ⑩
　　　兀00πARCπ。
●スチールシャフトFULL　SET……………￥130，000

　　むサのロはニスボのツぱメロカ　
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ライオンズ役職

　　　　　　1年任期の意味

　すでに皆さんもご承知のように，ライ

オンズではほとんど全部のボストが1年

交代である。当初なぜ重要なポストを頻

繁に変えるのだろうか。わずか1年ぐら

いでは，その仕事に慣れたかと思うとも

う辞めなければならないのではないかと．

の疑問を抱いたのは，私ひとりではある

まい。しかし，畏い間ライオンズの世界

にいると，逆に「1年ごとに変わるボス

トにこそライオンズの真髄がある」と考

えるようになった。

　ひとつにはライオンズはれっきとした

本業を持つ人々の集まりであるから，そ

の時間的束縛を避ける意味で1年ごとに

変わるようにしたこともあろう。また，

ポストにつけば初めて例会や委員会その

他の集まりへの出席も多くなり，ライオ

ンズに関心を持ちはじめるということも

あろう。さらにできるだけ多くの人が各

ボストを経験することによって，奉仕団

体のひとつの役目を果たしているという

喜びと共に，励みにもなると思われる。

しかし，私は「1年説」を考え出した人

はきっとライオンズのモットーである自

由，知性そして民主主義の理念から割り

出したものと思う。いいかえればすぺて

のポストを任期1年とすることによって

ひとりの人間がひとつのクラブを，ゾー

ンを，リジョンを，地区を，複合地区を’

牛耳ることのないように考えられた仕組

みであるということだ。

　もしかりに「俺が日本ライオンズを牛

耳っている」と言う人が出てくれば，日

本のライオンズは独裁者の前にひれ伏し

たことになり，自由も知性も姿を消して

ヤクザの世界になろう。もし「俺が世界

のライオンズを牛耳っている」という国

際会長がかりに現われたとしたら，それ

はライオンズ・インタナショナルの終焉

を意味し，全世界の物笑いとなるだけで

ある。

　しかし，ここで申し上げたいのは1年

交代がペストであるが，1年交代なるが

ゆえにすべてがおろそかになるような逆

作用をもたらしてはならないことだ。一

例をあげると，責任あるポストのライオ

ンが1年交代なるがゆえに，与えられた

義務の上っ面をなでるだけで終わったり，

生ハンカの知識でものごとを判断された

り，知らない問題を知ったかぶりで処理

されることだ。重要なポストの人がひと

つの問題に対して判断を下すには，十分

にその問題に関して研究し，勉強し，知

識を得てからにしてほしい。かつて私は

ある元ガパナーがある国際関係の問題で

十分な知識も情報もなしに物事を判断さ

れようとしている場にいあわせ，その非

を説いて理解してもらうために難渋をき

わめた経験がある。日本に百名以上もお

られる元ガパナーや数名の元国際理事は

そうした場合に適切なアドバイスを与え

る者として存在していると考えてよいの

ではないか。・

　さらに申し上げたいのは1年ごとに交

代するために物事をLong　Rangeで見

る機会，平面的でなく，縦横十文字の交

叉点で考える機関のないことは，一考を

要するのではないだろうか。言いかえれ

ばライオンズ百年の大計，長期的視野に

立った観察，思考，未来への設計を各人

が別々にしないで一堂に会して衆議には

かり，まとめてみることも大切だと思う。

現在の国際理事諮問委員会がそのまま上

述の機関となり得るとは思わないが何か

そういったものの必要を感じるのは私だ

けではないと思う。ただし，そうした機

関がガパナー協議会のうえに立つような

圧力的機関になってはならないことはい

うまでもない。

ライオニズムと友情

　大阪の元ガパナーL伊藤五朗はよく言

われる。「ライオニズムの真髄は何だかん

だとむずかしいことをいろいろ言われる

が，私は要するに友情だと思う。ライオ

ンズに入ったおかげで，たくさんの友人

を得てこの友達と飲み，かつ話すときほ

ど楽しいことはない。人間は仲間ができ

るとよいことをしたくなるものだよ」。ま

た大阪東クラブの元会長L大村利一は会

長就任の第一声に“First　Attendance，

Secondly　Friendship，　and　then　Ac・

tivity”（まず出席，次に友惜，そして奉

仕）といみじくも喝破されたことを記憶

している。

　以上はいずれも友情がライオニズムの

最も主要な場所を占めるひとつであるこ

とを示すもので，私も双手をあげて賛意

を表したい。その「友情」についてライ

オンズの道徳綱領に「友情は目的であっ

て手段ではない」という意味のことばが

ある。私はこのような純粋な友情こそ真

のライォニズムであると思う。

　日本から将来続々と輩出するであろう

国際理事候補者も，このような「友情」

を持ち得る人々から選んでほしい。国や

地域を問わず，国際理事候補者の資格で
　　　　　　のノ
ー番大切なことは「人格高潔」というこ

とだ。ライオンズのようなモラルを基本
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にしたグループで構成されている場では，

特にその国際的場面，すなわちライオン

ズ国際場裡で多くの人々から認められ敬

意を表されるには，「人格高潔，｝でなけ

ればならない。碧くとも，黒くとも，褐

色でも，多くの目は言語，慣習、表情を

越えて劣性人格をたちどころに看破する。

全くこわいくらいだ。日本代表として出

る人には，この点で恥をかくことは許さ

れないc

　各候補者たる人はその所属クラブでも，

その所属する業界においても「あの人な

ら」とうなずけるような立派な方で，い

やしくも過去において何のトラブルもな

い人であってほしい。「きすが日本から

出る理事はみんな立派なものだ」と国際

理事会の連中から言われるような人であ

？てほしい。

　よく国際理事候補の資格として「語学

のできることが第一である」との意見が

ある6もしこの意見が上述の諸条件を前

提としての考え方なれば結構であるが，

「何をさておいても語学のできることが

第一」とはライオンズの考えらしくない。

換言すれば，私は上述の諸条件を忘れて

「語学第一主義」に陥るほど，日本ライ

オンズは知性を失っていないと考える。

　また，ひるがえってみても，日本ライ

ォンズで「語学ができる」という人が9

万人の中に一体何人あるだろう。この場

合「語学ができる」とはたとえば国際理

事会で議論沸騰し，各人が早口の英語で

速射砲のようにペラベラとしゃべり出し

たとき，これを理解しただちに即応の発

言を正確にやれる人のことを言っている

のだ。議論沸騰のときこそ，大切な問題

が討論されているときである。寡聞の私

が知っている限りでは，日本で東京クラ

ブのL浜本，L樋口，東京日本橋クラブ

のL長谷川の3人ぐらいのものであろう。

（他にたとえばアメリカニ世であるよう

な人は別だ）。私が語学に重きを置かない

のは何も私が語学が下手だからではなく，

他の大切な条件を忘れた「語学第一主義」

は危険だと言いたいのだ。誤解のないよ

うに記しておくが，L浜本もL長谷川も

L樋口も長い間私の友人であるし，大変

立派な人格者である。

　「友情」を語るとき，私もその末席に

加えてほしい。伊藤元ガパナーの言をま

つまでもなぷ私はライオンズになって

多くのよき友人を得て心からうれしく思

っている。もしライオンズのメンバーに

ならなかったならば，どうして私は北海

道のお医者さんや，鹿児島の実業家や，

四国のジャーナリストや，裏日本の市長

さんや東北の病院経営者を友人に持つこ

とができたであろうか。どうしてフラン

スの田舎の工場主や，中米の外交官やフ

ロリダの歯医者さんや，ニューヨークの

中小企業の社長さんやデルマークの教授

を友人に持つことができたであろうか。

　ライオンズ・インタナショナル・ファ

ミリーの一員としての私は幸運にも国内

でも，また海外においてもよき友人に恵

まれている。ことに1964年から1966年ま

で国際理事として共に働いた人々の中か

ら，国際会長が4人も出るということは，

他に例が少ないのではなかろうか。

　万博開催中に日本を訪れたマッカロウ

会長と，咋年6月ラスベガスで第3副会

長に選ばれたジョニー・パルポー君は，

それぞれ1年間一緒に理事をした間柄だ

し，アプリンガー現会長とフリードリク

ス第1副会長とは2年間「同じテーブル

のめし」を食った仲である。ことに2年

間一緒に働いた連中，いわゆるクラスメ

ートは大変仲がよく，毎年世界大会のと

きには必ずどんなに忙しくても，みんな

寸暇を割いて一タ夫人同伴でクラス会を

やる。

　世界大会に集まるのは，クラスメート

全部というわけにはいかないが，それで

もたいてい15人や20人は集まって昔の思

い出や，今の情勢や，将来の話など互い

に歯に衣着せず語り合う。このときは会

長もなく副会長もなく，みんな同じ元国

際理事だ。一介のライオンだ。東京大会

のときも，私は日本の料亭にクラスメー

トおよび夫人を招いて，純日本式の晩餐

会を開催したのだが，みんな「初めて日

本の味を味わった」とことのほか喜んで

くれたが，一番うれしかったのはこの私

であったろう。というのは国も言語も習

慣も異なるこれらクラスメートが，はる

か東洋の日本において一堂に会し，胸襟

を開いて語る，このこと自体が「友情が

目的」であり，ライオニズムそのもので

あるからだ。私はもしライオンズクラブ

に入らなかったら，このようなクラスメ

ートを持つことはできなかったであろう。

　ライオンズの世界において私の唯一の

願いは，このクラス会のメンバーがみん

な長生きして，いつまでもいつまでも毎

年の楽しい集いを持つことだ。おそらく

クラスメートたちも同じことを考えてい

ることだろうと思っている。

　　　　　　　　　（元国際理事・大阪C）

永久マグネットで開閉
力ギ穴のない［コック！
家庭・医院・寺院に小事業場に最適！

主人に主婦に1台つつ！

☆カギは3コっいています
カギの番号はあなただけが知っておいて下さい

☆街の合鍵屋さんではつくれません
キーは無慮10万種、キー形状はどれもおなじ、合

カギは製造元だけしかつくれない。

☆ダイヤル錠の煩しさなし
キーを円型リングにあてハンドルをまわすとサァー

とあく、性能も仕様も正に抜群。

申込先株式会社サンノウ金庫
　東京都千代田区神田佐久間町3丁目21電話（866）6702・5418番

盗難・火災から財産を護る．4ノ
このマグロックはスエーデンで発明され
世界27力国に特許をもちその威力は
ミサイル制御につかわれている程です。

JIS1000℃1時間耐火　　衝撃・落下試験合格

マグロックホーム金庫
　　　S◎M－700A　金　　　庫　　￥35，000

寸法　　　　外寸　内寸　重量
　　　高サ　　　　360㎜　　　　200阻国　　　　　　　　　　　　’

　　　1｜∫　　　　　470㎜　　　 350国国　　　55kg

　　　奥行　　400ロロ　260田ロ
　紀事　押出1ヶ脈の開閉はワンタッチシステム
その他　　S㎝一750Y　￥32・．000
　　　特殊ハンドル及び方．形キー
　　　SOM・7◎OH　￥25，000
　　　底部固，輻式
；旦　　カ11　イ㍗　　鍵　　 1　　コ　　　　　　￥350円

その他：御一報あり次第型鍬をお送りします。
配送費：ライオンズ会貝に限り、梱包費・送料当社負祖
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1

足

　　　　　　善意と友愛にみちた“おとな版YEP”ごオ＿ラ，アの友。＿一ランド．一＿ギーアの秘境を訪ねて

交歓会飛びある記
・1巾・川II‘‘1・・1‘Ill…‘‘1‘1…‘‘Ill…lll‘‘・・1‘日ll…‘巾1…111，，…1‘Ill…1lllI

　オーストラリア・ライオンズとの交歓

とあわせてニューギニア，ニュージーラ

ンドの秘境をたずねる企画に参加して，

2月8日から23日にわたる16日間を全国

から集まった10名のライオンズとともに

カンタス航空機で国際親善旅行に出かけ

た。

　出発前，シドニーのライオンズが交歓

を引き受けて，現地メンバー宅にてガー

デン・バーティーゴルフ大会，トロー

リング大会，桜の植樹祭を企画したとの

朗報があった。

　さもありなん，世界の人々との間に平

和に生き，相互理解の精神を発展させ，

友↑青，親善，融和をはかるのはライオン

ズ精神の根本である。『よし，大いにラ

イオンズ精神を発揮してこよう』と張り

切って羽田を飛び立った。

　東京から5人，京阪神3人，九州2人，

計10名。お互いに一面識もない間柄では

あるがライオンズにつながる親しみが，

ニューギニアのボートモレスビーに着く

10数時間の間にもう10年の友以上の心安

さを覚える。

　ニューギニアは未だ未開の域を脱しな

い。パプア族が全裸で原始生活を営んで

いる。ニューギニアの首都，ボートモレ

スビーではライオンズの交歓はできなか

　　　　　　蒙獄

轟、

ニューギニア現住民のショウ

大久保鹿弍

ったが，ボートモレスビー・ライオンズ

クラブからバナーの交換を申し出られ，

好意を示されたのには感無量のものがあ

った。

　その日のうちにマウントハーゲンに飛

んで，いよいよニューギニアの奥地に入

り込んだ。ここは白人500人位，原住民

2，000人位の小村ではあるが，ニューギ

ニア中部の要衡である。

　ハーゲンパーク・ホテルに止宿したが，

ここがバーゲン・ライオンズクラブの例

会場になっている関係もあって，その夜

は同クラブとパーティをする交渉ができ

た。日中は原住民バーゲン族のシングシ

ング（土人の踊り）を見たり極楽鳥の見

学をしたりして，夕食時にバーゲン・ラ

イオンズの人々の集まるのを待ってパー

ティが開かれた。このクラブは20数名の

メンバーすべてオーストラリア人である。

こんな奥地まできて開拓や官庁勤めの若

い人々ばかりであるのに，ライオンズク

ラブを組織して奉仕の仕事は大変であろ

う。ニューギニアは未開のまま残された

唯一の国である。原住民は未だに石器時

代を脱却していない。しかも年中裸体の

生活，その上奥地には食人種も残ってい

るはずである。アクティビティはすべて

原住民目あてのことである。ドネイショ

　　　］ンを持ち寄って会長ジム・ロー

　　　　レンスさんに差しだした。夜の

箏　ふけるのを忘れて乾杯麺ね交

　　　　歓の契りを結んだ。

　　　　　ニュージーランドではライオ

　　　　ンズ交歓の計画はなかったので，

　　　　日を重ねて飛びまわり世界の驚

　　　　異といわれる数々のすばらしく

　　　　美しい自然と新興国福祉国家の

　　　　魅力を十二分に味わって，オー

‡

一ユーンー7！ド

　　　　●

ぶ’

　　交換会で衣裳全部を贈った金井さん（右）

ストラリアはメルボルンに到着した。

　前日から洋上200㌔に近づいていたハ

リケーンがとうとう午後襲ってきた。4

時間余にわたってぷっちゃけるような雨

風である．ライオンズとの交歓の時聞が

きてもやまない。しかも交歓の場は郊外

で約1時間以上かかる所である。’時間は

迫る，気はせく，雨はやまない，車は洪

水のため麻痺してノロノ回運転である。

　この日は，このクラブの家族会をかね

ての例会であったので，婦人や子供同伴

のにぎやかな和気あいあいたる例会が始

まっていた。遅ればせながらわれわれ一

行の到着を心から歓迎してくれ，万雷の

拍手で迎えられた。バナー，バッジの交換

はもとより，喜びのあまり同行の金井さ

んは日本の着物一揃えを寄付された位で

あった。われわれメンバー一同からも25

㌦のドネイションを出して固い固い握手

を交した。われわれの到着が2時間も遅
　　　　　　　　　　’
れたため時間延長で，See　you　again

の声に送られて辞去したのは10時過ぎで
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あった。

　オーストラリアの最後の地である，シ

ドテーはオーストラリア第一の大都会，

人口320万を擁する美しい都市である。

　ここの交歓会会場はコールトゥロッタ

ーさん宅であったがメンバー家族も総出

の歓待である。パーペキューを自ら焼い

て心からのもてなしを受けた。ドネイシ

ョン100㌦を出したところ，岡クラブが

アクティビティとして身体不自由児用の

施設へ自動車を寄付することになってい

るので，その予算にドネイションを加え

て「日本号」と命名して施設へ贈ること

を言明された。わずかの100㌦でEI本号

と命名して，われわれのドネイションが

表面立ってオーストラリアの施設に残る

ことは分外の光栄である。バナー，バッ

ジの交換，キャプテン・クック200年祭

の数々の印刷物など多数を贈られ，乾杯，

乾杯で時間の過ぎるのを忘れるほどであ

ったが，次に植樹祭が控えているので，

名残りほつきぬがほどほどに切り上げて

植樹祭のカメリア庭園に運ぷ。

　カメリア庭園は3，000平方㍍位のある

クロヌラCガーデン・パーティ

篤志家の寄付による傾斜地で，次から次

へと植樹して公園化をはかっているので

あって，四辺これ緑の天地に囲まれた郊

外住宅地になおこのような緑化計画が市

民の善意によってどんどん進められると

はうらやましき限りである。

　シドニークロヌラ・ライオンズクラ

プとの交歓に段取りや手順を運んで下さ

ったのはモーレンハウアーさんで，201

C地区i7少年交換の担当者である。この

方は地区大会のため当日は出席できない

とのことで，前日ホテルまできて乎順や

クラブとの交渉を進めていただいた親切

が身にしみてうれしかった。

　ニューギニア，オーストラリアを通じ

て1クラブのメンバー数は，多いところ

で30名をこえるところは少ない。少人数

でクラブを形成し，よくライオンズの基

本を生かして立派なクラブ運営を計って

おられる姿は大いに見習うぺきであろう。

　国際親善の立場からもなおたび重なっ

て日本の各クラブがかの地に出向いて交

歓を重ね，世界平和に寄与し，相互理解

のもと，親善，友情，融和を計ることは

今後の大きな課題であろう。

　　　　　　　　　　（兵庫県・尼崎束C）

1

1
1

コンパクトに折りたためる
〈他動式〉車イス

」ケさZ≒メ〃〔PAτ

長期療養の方々
ご老人の外出に便利です。 懸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標準価格￥43．800　。，．
《特長》

※画期的な折りたたみ式一ベビーバギーと同機構なので、つま先と
　両手のワンアクションでかんたんに折りたためます。折りたためば
　長さ115cm、幅30㎝というコンパクト性で、普通自動車のトランクや
　座席の足もとに楽に入ります。またバス、電車、新幹線、飛行機な

　どにもちこめます。
※従来の車イスにくらべて軽い一13．8kgでゴルフフルセット約2個分
※独自の二重車輪方式一走行性は安定、特にクッション付きのキャ
　スター式後車輪によって、直進・蛇行・旋回が自由です．

※ステンレス製車体一SUS24、18クロームを使用
※高級ビニールレザー張り（5％クッション入り）シート
※転落防止用安全ベルト、停止用ストッパー（ブレーキ）付き

発翫◇封紅　，、の煕1を歓蕊慾、・

製造元 Iマ】弛騰ぽ1螢i
　　　（株）マンテンハイレジャー部呑（03）682－3241．7〒136
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クロヌラの思い出
Ill川lll，…1巾1・…巾1・…111‘…日1’1…lll1‘…1‘ll‘…‘｛lll刷Φ1“・日1‘“・・1巾1・川llOI・

　今回の英連邦4力国の訪問の眼目であ

る各国ライオンズとの交歓会はニューギ

ニアのマウントハーゲンC，オーストラ

リアのメルボルン郊外のカーネギーC，

シドニー郊外にあるクロヌラCとの計3

回に及び，最後のクロヌラCとの食事交

歓会は最も盛大に催され，そのいたれり

つくせりの一語につきるもてなしは生涯

忘れることのできない一コマでもあった。

　この会場は入江の海辺のクロヌラC会

長宅の庭園内に設けられ，晩夏の太陽が

さんさんと降りそそぐ下で到着するやす

ぐにジュースやクラッカーの接待で始ま

り，名刺交換やら紹介などを簡単に済ま

せると地元の数人のメンバーがコックさ

んに早がわりして，乎真似よろしくビフ

金　子　従　郎

テキを焼く懸命な姿に2度ピックリ。ジ

ュウジュウと畳一一畳もあろうかと思わ

れる大鉄板の上で，一片がまるで幼児の

水枕位ある肉片を，長い火パシでくり返

しくり返し焼く大奮闘こそ，私たちに対

する最高のもてなしであったと受け取れ

た。その他ライオネスが各自の家庭で精

根こめて作った米飯や豆類，サラダ等を

持ち寄ってのご馳走は本当に涙の出るほ

どで，そのご厚意に対して感謝感激の連

続であった．にぎやかな談笑のうちに食

事が終わると，波静かに寄せる庭園内の

芝生で記念の撮影会としゃれたが，かわ

るがわるのカメラマン（日本側全員）に爆

笑となり撮るのが容易でなく，汗ダクの

大奮闘で終始し，現地に対するあたかも

カンタス航空機で元気に飛び立つ参加者

クロヌラ

　Cバナー

返礼でもあるかのようであった．

　再び室内にて日本からの参加者全員に

バナーと金色のメダル（オーストラリアの

開拓者キャプテン・クックが200年前にこの

地に上陸した由緒あるところで，2年前に盛

大な記念式典を挙行した際のメダル）と記念

誌が贈られた。これにこたえてわが方も

持参したパナーバッジ，記念品を贈り，

ここに盛大な交歓会は幕を閉じるやさき，

別れを惜しむライオン、ライオネスの間

からオールド・ラング・サイン（螢の光）の

歌の輪はだんだんと大きくなって，一度

ならず二度三度とくり返しくり返し歌の

輪は広がり，その目がしらをおさえる者

も多くあった。

　「日本を訪れたい」「n本の切手を送っ

て」「きっと来てください」と乎と手を

堅く握ってのお別れの挨拶はいつまでも

名残り惜しくもあった。

　過去における戦禍を超越しての人間愛

に接して，彼らの訪日の希望を必ずかな

えてやりたいと考えながらも、私たち日

本人は豪州に対して認識，訪豪等は欧米

に比していまだしの感なきにしもあらず，

また時機を得て再度の訪豪を念願してい

る。　　　　　　　　　（千葉県・習志野C）

朝に礼拝

夕に感謝

あなたの

マイホームに

心の

やすらぎを………

　　　　仏壇のメーカー

600京都市下京区七条通新町東入
　　］じli舌　天｝｛者1～（075）371－3131・～8・0124

　　駐ll杜易完備年中無休カタログ11［・上

　　1ケ月分的18？一・・￥2．500

案内書“女王蜂の奇蹟，，

　　　　　i竺糾共V200

生産者団体日本王乳協
　　　　　代2諸深沢光・
〒390松本市中央2－1－8TEL2－2608

毛ク蝋のく㌻
ライオンパツケ■・

閲＋⑲＋蹄

　　　　　　　　　L中川幸次

申」・u☆ツケジ
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サングラス用レンズ

《色板眼鏡生地》

色別

　　（1．2．3．4号色）

■日本で初めて開発した色板眼鏡

生地

■均一の厚味に色調も均一

■有害光線完金遮断

■光学界の権威者の推奨する眼鏡

生地

　お買求の節は

　　セイケン
　印とご用命ください

全眼産業株式会社
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育だにはてネいし　のかあをえかとつお貧うが済い
のろ半感行ル国たイとなる失ばに道たと乏か気的わ
振う永じつギ造ぱン’る゜業失多行りなでも持理せ
興か久らた1りかド大らと者業いくしもあしちlllる
を゜的れががのりネ家しにと者こ人や子るれがかと
真心南な’た意のシ族いかはでとをが供゜なよら’
剣あ方いどぎ気新ア制゜く思あで眺んもそいいでは
にるボ゜うっに興はの天食っるあめだ’れがかはだ
考人ケ年もて燃国つお然うてがるてり道に’らなし
え々に中そいえでいか資だい’°いしば気貧だくは
てはか暑うる’あこげ源けな彼現るてたに乏とて必
い経かさいか新るのでがないら代連’になはい’ず
る済っのうと興゜問あ豊らそは的中ポ数るやうそし
゜とたた気思の新独る富何う自にが力人のは゜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のも
ま教のめ慨っエし立゜なとで分言ばン立はりそ方経

きラ済ミる商にだ立進は人なの米　と活がる普維ず
だイまッ日品見金つ出判は広自’外経を要’及持何
とオなクがのえをてはらこ告動独国済充る先ししよ
思ンくア来進る吸い’なれが車’の’実゜生なてり
　　　　　　゜いる現いを目’そ経鶏し経がけいもつズな二る出
たクるマのをこ上よ地゜どに電れ済とな済要れく文
よラのルで現れげう人しうつ機に的卵けをるばに明
萎《ξ設雀ぼ詩羅ぎも1；呈援鍵舞詩ば胃
ナ再な称い業やる見済日てイ計でがうなにのぬ教伍
㌶麗璽鷲露馨1芦呈6鰭窪議菖1
　　　　　　　　°に業るシ巨日つ゜教民はが民立葵すかでコと日よSべ゜はノ見本うた役のかア大本゜　育生金要にを

☆ライオンズ図書室☆

綴
灘

一導

「万葉集私記」

大村利一著

（大阪東C初代会長）

大阪手帖社発行

B6判　424頁　800円

大阪東クラブ初代会長大村利一Lは，椿本チェイン社

長の激務のかたわら，昭和42年1月から45年5月まで38

回にわたって大阪手帖に連載した万葉集の鑑賞を，まと

めて1冊として出版されたのが本書。文学者の研究書と

ちがって，筆者の豊富な社会経験をおりまぜながら感想

文をつづっているので，比較的肩のこらない読物となっ

ている。たとえば憶良の歌「瓜食めば」の項では，昨今

のゲバ学生行動に言及し，「私共の少年の頃にもいろい

ろな悩みがあって，好きな国文学，国史の道に家庭の事

情で専攻することができず，爾来40数年を趣味として，

余暇を割いて努力し，心のやすらぎとしている者もいる

わけで・な輔効吟の戦た城勉学舳の隙に P
その時間をフルに活用しないのか私は理窟なしに腹立た　l

　　　　　　　　　　　　　　lしさを感じる」という前置きが入っている。

また巻十三撰抄の項では，昭和44年9月，創立10周年

を迎えた大阪東クラブの記念事業委員長として，聖武朝

難波宮復元模型を製作大阪市立博物館に寄贈したことが

記述されている。日本の古い遺跡をまもり，それを顕彰

することは，ライオンズにとっても有意義なアクティビ

ティとして新生而をもたらした。

一
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季節のご贈答に……

　本場の新茶

八十八夜の新茶召しませ！

5月2日に出来た
正真正銘の新茶
1009300円400円500円
　600円800円等ございます。
数量に限りありますのでお早目に

◎必犬園璽ξ灘瀦
兜東海の銘茶
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わが町〈東北・津軽篇〉

風と濤との交響詩

寒津轄士の勇姿ξ

　鋭角な津軽の野づらである。暁近い

急行の窓辺を彩っていた南部の国のな

だらかな、時にやや鈍角とも思える山

と河の姿はもうこの地には見当たらな

い。薄刃のようなひらめきをもった朝

の光が小波となって津軽のせせらぎを

作り、野を越えてゆく。

　どこに侍んでも津軽平野から津軽富

士が見える。冬枯れた林檎園の淡い青

色の空の奥に、部厚い雪をかぶった津

軽富士が重く座っている。なだらかな

その陵線の中から、頂が急に鋭角にぐ

んと伸びて中空を支えている。それは

美しいと言うよりむしろ恐ろしいほど

の見事さでもあった。全く雲がない、

3月6日の朝早い岩木山の姿である。

まだ野づらに点々と残る雪の中にプリ

キ屋根の真赤な色彩が旅人の私にまこ

とに印象的でもあった。

　青森を越えて城下町弘前駅に下車す

る。私は雪国特有のひなびた風俗を心

に期待して行ったのだが、駅を中心に

出入りする人々の姿に防寒具の備えこ

そはあっても、まことに近代的な軽快

な身のこなしで想像とは遠い世界を型

造っていた。寒さのために私は何度も

何度も足を地に踏みつけながら、軽い

朝食をそこそこにすませ、五能線の汽

車を待っていた。

　五能線は弘前を起点として五所川原

市を経て海岸に出る。日本海の豪快な

濤風を車窓にして能代市に至る日本で

も沿線に美しい風景をもつローカル線

のひとつである。この光景は先日NH

Kテレビでもとりあげたことで、一躍

名高くなった線である。昔なつかしい

SLの汽罐車に引かれて汽車は弘前を

出た。私の旅の目的は五所川原市とそ

れよりさらに北へ、十三湖、小泊の港、

そして太宰治の生地として名高い金木

町にあった。

　川辺駅を過ぎたあたりからまた岩木

山が見え始めた。海抜1，600㍍余の津

軽富士は山獄信仰の対象となるにふさ

わしい偉容を誇って、汽車の進行に従

ってその姿を除々に変貌して行った。

太宰治の紀行文「津軽」をひもとくとこ

の光景を次のように形容している。「富

士山よりももっと女らしく、十二単衣

の裾を、銀杏の葉をさかさに立てたよ

うにぱらりとひらいて、左右の均斉も

正しく」と。見事な写生文である。私

はこの1章を想い出しながら転々と姿

を変えてゆく、津軽富士に見惚れてい

た。悦惚という言葉がこの旅の一刻の

私にあった。

　五所川原近くでこの鈍行列車は満貝

となった。角巻という毛布のようなも

ので身をつつみ、頭にネッカチーフを

かぶった老姿、子供を背負った現代様

の風俗の美しい女性が乗りこんで来た。

思い切って話しかけてみると、全然言

葉が理解できない。世に「津軽弁」と

人は言うが、これがまぎれもなく設の

重い「チガルベン」なのである。辛棒

強く何度も繰り返し話をしているうち

に「今年は30年ぷりに雪はない。従っ

て生活もきわめて楽であった。こんな

ことは珍らしい。これでも2月末には

猛吹雪があったが、5日ほどで根雪に

もならず消えてしまった」これをチガ

ルベンで書けばよろしいのであろうが、

目下の私にはその能力はない。昔は毛

糸で編んだかぷりものが老姿と言えど

も今はネッカチーフに変わった由であ

る。その派手な色彩と地味な「角巻」

の対象も時代の転変を思わせるのに十

分ふさわしいものであった。

憲

金木の町
馨

　五所川原クラブ出身のゾーン・チェ

アマン森下健次郎ライ．オンが駅で待っ
　　　　　　　　　’
ていて下さった。早朝より列車ごとに

29
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小泊の港。遠くかすかに見えるのは北海道である

何時間も待ったとのことで、恐縮の限

りであった。同行のライォン誌岡崎カ

メラマンと共に会長の小山田鳳隆ライ

オン宅の法永寺に案内されていろいろ

のクラブ活動の話を聞いた。このこと

については後述することにしよう。

　私たちは同クラブの会員委貝長の角

田保助ライオンの運転して下さる車に

案内されて旅路を北へ北へと走った。
　　　　　　　　　かな　さ
五所川原市から北へ金木町がある。高

名な太宰治の生地である。私も青春の

時代太宰文学を一種の恋人にも似た感

慨の中にその書をむさぼるように読み

あさった記憶がある。　「魚服記」に始

まって「津軽」　「姥捨」　「東京八景」

「ヴィヨンの妻」と続き、彼の文学の

最高峰と言われる「斜陽」「人間失格」

に至っては当時の多くの文学青年を熱

狂させずには置かなかったことは日本

文壇史に名高い。彼はこの金木町に、

ヤマ源と言う屋号をもつ津島源右衛門

を父として明治42年その6男として生

まれた。本名津島修治。父の源右工門

は明治政府の地租改正後安く手放され

た田地を買集めて資産をなし、後に明

治30年当時の金で1万円を投じ金木銀

行を設立、その頭取に収まった。そし

て当時津軽の洋風建築の棟梁として高

名な堀江佐吉の手でこの地に和洋折衷

の驚くべき大邸宅を築き上げたのであ

った。衆議院、貴族院両院の議貝を歴

任した地名の名士でもあった。私はこ

こで太宰文学を評価をするページをも

たない。多くの評論家がそれぞれの見

解によって彼の文学を皮め褒めている

のは、だれしもが知るところではある。

彼の生まれたこの建物にもう…族の姿

はない。戦後この家は人手に渡り、太

宰とその家族は金木の町を去って行っ

た。この大邸宅は今むなしく「斜陽館」

と称する一旅館になっている。治乱興

亡まさに夢のごときものである。当時

のままのレンガ塀があたりの町の風景

を圧して長く高く続き、さらに真赤な

鉄の扉が昔の隆盛を物語る。塀の下に

冬草年の緑が一段と鮮かであった。石

彫の2本の柱の土台、入口にかかる石

の橋の細工のあと、玄関の手彫の跡、

…’ 燗?驍ﾆ昔年貢米を積み上げたと言

う石畳の大土間、その年貢米をつんだ

馬車がそのまま入ってゆけたという土

間の跡は、時移り今は旅館の応接室兼

喫茶室になっていた。この254坪とい

う広大な建物はすべてが人生一場の夢

を物語っていた。今は太宰文学巡礼の

人々の憩いの場となったこの旅館を見

て私は感無量の思いであった。土間を

入ると2階に通ずる純洋式の階段が曲

りくねって登っており、突き当たりに

豪華絢欄たる洋風の応接間があった。

昔ここで政治を語り、経済を論じたも

のであろう。廊下に出ると厚さが10‡ノ

もあるという木目の美しい榛の玉目の

艶に目を奪われた。

馨躰海最北の港馨

金木の町を出て車は日本海に沿い北

30

上する。30分ほどの刻の流れの後にト

三湖の広大なる氷の造型美が展開され

て来た。鳶が1羽折からの朔風に乗り

そこねて失速、大きく傾いて湖に落ち

て行った。　「十三湖小泊風山公園」の

入口である。冬になるとこの辺の川倉

と言う地の地蔵堂の付近に、イタコと

言われる死者の口寄せをする「魂寄せ」

の老姿たちが住みつくという。寮の河

原があり多くの怪異の伝説がこの地に

伝わり残り、幼い太宰治がこれを聞き

心をおびやかし痛めたと言う。後世太

宰文学に流れる特有の「死」の匂いと

影はこの辺にその源を発していると見

てよいのではなかろうか。旧6月23日

には饗の河原でこのイタコが死者の魂

をこの世に呼びもどす。死者は強い、；化

のある方言の中に死後成仏することの

いかに難事であるかを語るそうである。

多くの人々はこの魂の声に涙を流して

聞き入るという。太宰の鋭い感受性が

これに作用しないわけはなかろう。太

宰は常に生きているものとしての自己

の存在のその先を絶えず見つめてはこ

れを小説に書いている。太宰文学を深

い暗さと人間のなまぐささの中にその

作品を読んできた私。今この地を訪ね、

恐怖に満ちたその風土の伝承行事を改

めて耳にしたとき、私は自分自身に表

現しきれない満足感を抱いたのであっ

た。

　十三湖をゆく。湖の真中が波の型を

そのままに見事に結氷していた。風が

氷を押し上げてその風の型に湖が氷る。

私はしばらくの間、視野の中に風と氷

が動き廻る幻覚におびえていた。丈余

の枯芦の彼方に津軽富士がそびえる。

すばらしい光景である。岡崎カメラマ

ンのシャッターの音が絶え間なく聞え

る。なんという静けさなのであろうか。

　市浦村・西海岸を経て本州日本海最

北の港小泊の港に着く。角田ライオン

の話を途中に聞いて私は暗い陰惨なさ

いはての港の風情を想像して来た。役

場に行き係の人々の話を耳に私はその

いきいきとした躍動する若いエネルギ

1
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一に一一驚した。人口6千人、近海漁業

の今は最大の基地として青森県の漁業

を支えている。旧式の石炭ストーブが

赤々と燃え、見渡すと役場の中にいろ

いろの課が存在していた。税務課、商

工会、経済課、建設課、総務課、民生

部、出納室。みんなそれぞれに多忙で

ある。私はそれらの中に入って1冊の

帳薄を見た。　「除籍見出帳」と筆太に

書いてあった。この港に生まれ、生き、

そしてこの地にその生涯を終えて行っ

た多くの人々の名を私は声を出して読

んで行った。旅愁というもののむなし

さなのであろうか。人生への限りない

哀感なのであろうか。ストーブの割れ

目から真赤な炎が洩れていた古びた映

画館が1軒。その屋根に真新しいカラ

ーテレピのアンテナが立っていた。足

をのばして権現崎へゆく。

　入江の先、手をのばせば届くかの所

に白雪を頂いた北海道松前の町が見え

る。風が鳴る。風がはしる。濤が鳴る。

濤がはしる。一瞬…刻裡の音である。

冬の海に色彩感はない。沖へ沖へ、単

純な黒さが満ちてその涯に純白の北海

道があった。切り断った崖が北へ北へ

と上ってゆく。ここから先にもう村は

ない。人も住まぬ北限の地だ。海辺に

私の靴音だけが生きていた。

健五所川原のライオンズ馨

λ

〆
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　その夜私たちは金木町の斜陽館に宿

をとった。玄関に入るその刻、真赤な

没日がこの斜陽館の門前を彩ってくれ

た。赤いというより☆紅の落日であっ

た。文字通りの斜陽である。青春多感

の太宰もこの玄関からの斜陽を幾度も

眺めたことであろう。悦惚と不安感の

入りくんだ中に。

　五所川原クラブの小山田会長、対馬

前会長、吉田幹事と前記の森下ZC、

案内の角田ライォンがその夜盛大な酒

宴をして下さった。五所川原クラブは

メンバー36名、発足当時19名であった

のが、今日の繁栄をみたのも各人の限

りない努力が多かったことであろう。

いろいろと話を聞いているうちに他の

クラブとは比較にならないほどの内部

団結の見事さを知ることができた。メ

ンバーに医師の多いことが辺地の医療

奉仕に必然的に連なってゆくとのこと。

聴力の減退を訴える患者を見たら小石

のような「耳カス」が出て来たと、こ

れは医師にかかることのできない辺地

の人々の恵まれない生活を象徴して味

わい深く聞いた。驚くべきことはこの

地の出稼ぎの話である。夫の出稼ぎは

話には聞いていたが、この地は夫婦が

大事な子供を置いて共に出稼ぎに行っ

てしまうとのことであった。中には村

会議貝、民生委員、さらに消防団員の

出稼ぎさえあったとの由。のこされた

子供たちは従って完全なる冬期間の問

きびしくつらい生活を強要される。気

の毒な話である。五所川原クラブのア

クティビティの主力をこの「出稼ぎ鍵

ッ子」にむけられているのは、全国的

にも珍らしいと言わねばならぬ貴重な

奉仕である。これは記録に残してライ

オンズの輝ける奉仕の記録として永久

に尊重されるべきと私は思った。会長

の小山田ライオンは日蓮宗の僧である。

年に何度かこの寺の境内を使用し清掃

のあと全員で体操、そのあとメンパー

…同で朝食会を開くという。数多い全

国のクラブの中で、早朝例会をもつク

ラブ。これもまた珍らしいと言ってよ

いであろう。朝6時に集合と言うから

にはメンバーとして入るのもかなりの

覚悟が必要、私などでは失格者の筆頭

であろうと苦笑いの中に話を聞いた。

クラブもすでに9年目を迎える。市民

　五所川原クラブ

の自慢話しは延々

と続く。左より筆

者、角田、森下、

吉田、小山田の各

ライオン。

との対話ももう深く奉仕の精神がよく

理解されてきたとのこと。酒と共に会

長さんの話にも油が乗ってきた。この

辺では死者の霊が寺を訪れ、戸をあけ

て入って来ては本堂の太鼓を鳴らすと

笑っておられたが、私はその夜イタコ

の夢を見、太宰の霊に訪ねられて浅い

ねむりであった。夜はさすがにしんし

んと寒かった。金木の町に人通りはな

かった。星の美しい夜であった。

馨

竜飛崎に立っ
馨

　翌朝も晴天を頭に頂いた。青森に出

て津軽線で竜飛崎をめざして急いだ。

青森から北へ、ここも全く雪がない。

途中汚れたような陸奥湾が卓窓の右手

に果てもなく続いた。私はここで再び

太宰治の筆を借用しよう。　「このあた

り海はひどく温和でそうして水の色も

淡く、塩分も薄いように感じられ、磯

の香さえほのかである」。一文見事な

鋭い感覚が光っている。列車の終点の

三厩（みんまや）にも期待の雪はない。

冬とは言え暖かいためか雲が深くなっ

て来た。雲幾重、風樹幾群の中に私は

三厩の駅を一歩出た。三厩の村はせま

い道路の一方に津軽海峡を置き、一方

にけずりたったような岩山をいただき

その下に漁村がひしめき合い、もたれ

あって並んでいた。怒濤と風音が綴る

詩の中に1本の道は竜飛崎へ急いでい

た。ところどころに薪を山とつんだ棚

が見えるのは雪国の象徴であろう。飛

雪が来た。雪が降って来たのではなく、

私たちが雪国に入って来たためなので

あろう。村の人々の話を聞く。この村



の3分の1は冬は東京へ出稼ぎにゆく。

しかし今年は漁をした方が烏賊の値が

高く収入も多かったとのこと。ここで

もやはり暗い出稼ぎ生活が話題に乗る。

吹雪のやんだ町は静かである。季節を

はずしたためか観光客の姿もなく旅人

われらの影が折からのさしこんで来た

薄日の中に浮かび上がっていた。雲が

切れて空が晴れて来た。海岸に岩海苔

を採る人々の姿が点となって静中の動

を見せている。竜飛崎近く海の色が黒

くなってきた。　「カモメ」が飛び交っ

ている。岩をくり抜いたトンネルを何

度も何度も通り抜ける。トンネルの暗

さの中から白雪に輝く北海道が見え出

して来た。郵便夫の運転する真赤なバ

イクが単調な音を出してノコノコと走

ってゆく。寒さの中に見る赤い色が色

彩感を狂わせてくれる。

　私たちは竜飛崎に今立つ。四囲を見

渡すと青函建設局竜飛鉄道建設所の大

工事が眼下に見える。正式に青函トン

ネル本州方面工事現場と言うらしいが、

その工事に従事する人々の宿舎25棟が

あまりにも近代的で崎の趣を破壊しつ

くしている。1台の自動車がのろのろ

とこの現場を走っていった。私はこの

ような光景に何の興味もない。大自然

が造る雄大な光景の中にあるこれは単

なる異物にすぎない。工事現場のけば

けぱしい黄色に塗り上げられたトンネ

ルも何か気に入らなかった。目を転じ

て私は大自然の中に帰る。日本海側に

小さく昨日訪れた小泊の港が潮騒の彼

方にポツンと見える。入り組んだ崎が

その潮騒の中を窮屈そうに曲りくねっ

て半島となっては腕を出している。こ

の腕にかこまれた海はまさに無縫の海

である。半島を抜け出た潮路は一気に

怒濤の中に竜飛崎に押し寄せてはくだ

け散る。漁船を乗せた潮路がはしる。

崎の突端に歌人佐藤佐太郎先生の碑が

立っていた。

　陸果つる海の光に草山は

　黄菅の花の輝くあはれ　佐藤佐太郎

　私も俳人のはしくれである。このつ

かみどころのない大景を詠むのはなん

とむつかしいことかはよく理解できる

のである。それを焦点に黄菅の花をも

ってきたあたり、さすがに当代の第一

人者としての佐太郎先生の力量に頭を

垂れる思いであった。雲を縫って日の

光がこぼれる。幾重の雲に幾重の日の

光である。風の中に悠々と動かざる雲

の重さを私は冬の雲の重さと見た。竜

飛燈台の白い壁が北海道の山々を立ち

切ってたっていた。崎を下る途中に竜

飛小学校があった。カン高い声がコー

ラスとなって流れる。春も近いのであ

ろうか。

　崎の突端に墓の群があった。激しい

風のためにそのほとんどが同じ方向に

傾いている。文字も薄くなってもう読

めない。土葬の跡も生々しかった。私

は岡崎カメラマンと別れてひとりこの

墓域に腰をおろした。人々は祖先より

のこの地を受けて黙々と半島に生き続
　　　　　　　　　　　　　けものけ、そして死んでゆく。鳥や獣もまた

しかりであろう。彼らの祖先がしたよ

うに生きるための糧を求め働きその遂

の果てが風濤の中の永遠の眼りである。

繰り返し繰り返しこの人生の尊くきび

しい行事が怒濤音の中に続けられてき

た。振り返って私は岩に散る津軽の海

の奥に今は亡き妻の貌を見た。海を見

て喜ぷことの多かった妻とこの海峡を

何度越えたことか。怒濤の中を旅し来

ったことか。昨年癌で若くしてこの世

を去った妻のことが一度にふき出した

ように私の胸中に浮かび上がって来た。

今私はたったひとりでこの怒濤を見て

いる。私と亡き妻との一生がこれでよ

かったのかどうか。宗教心をもたない

私にとって、私と妻とをつなぐ宗教と

呼べるものがあったなら、あるいはこ

の怒濤の声こそがその出発点となるの

ではないかと思った。

　私は墓域を出て急な坂道を下りて竜

飛の村落へ出た。かつて太宰治が本州

の袋小路と表現し鶏小屋と感じた村落

である。「この部落を過ぎて路はない、

あとは海にころげ落ちるばかりだ」と

この部落のことを言葉にしているが、

ここから文字通りもう路はなかった。

私は彼が昔泊ったという「奥谷旅館」の

扉を叩いたが返事はなかった。聞える

ものは「トン・トン・ギイッ」と言う

音のみである。振り返って見ると、船

大工がひとり黙々と修理に精出してい

た。真黒く日暁した頬を北海の風がき

びしくよぎっていた。岩をのぼり崖を

下り、いつか私は絶壁の下に立ちさい

はての海を見ていた。巨岩をにぶい刃

物でざっくりとえぐり取ったように本

州がここで断ち切られている。私は1

時間もの刻をこの断崖の下に座ってい

た。北海道より打ち寄せる濤は、時に

大きくふくらんではとぎすまされた白

い牙を岩にたてては去った。永遠なる

ものの一瞬である。一刻である。

「お前と共に越えた海だ。濤だ」。私は

ふところから妻の写真を出して岩の上

に置いた。私といま並んで怒濤の音に

耳を傾けているのはまぎれもなくあり

し日の亡き妻の姿であった。死せるも

のと生きているものの間にあるもの、

それは朔風と怒濤のはてもなき交響詩

であった。

☆次号は東北・平泉篇です。

文／菅野謙三（福島C・　俳人

写真／岡崎信幸

藤村多加夫）
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交通指導隊

　　　　　　　　　弘前C　弘前中央C（青森県）

　弘前クラブと弘前中央クラブは合同で交通指導隊を

編成して、毎週木曜日に市内土手町の特に横断歩行者

が多いデパート付近で主として歩行者の指導を行なっ

ている。

　雨の日や吹雪の日はつらいが、こういう日こそ事故

が多いので油断はできない。春の桜まつり、新入学生

の指導、夏のネブタ祭り、また交通安全週間など1点

的に隊員30名は交互に出務して、市民の皆さん、交通

関係者から大変感謝され、同時にライオンズクラブに

対する認識を新たにしてもらっている。

　非常に好評であり、金のかからないアクティビティ

でもあるので、今後もつづけて行きたいと思っている。
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　鹿迫C（北海道）　2月20日、1’f年ボラン

ティア連盟の後援を受けて町と共催で、新聞

配達少年少女慰安激励会を行なった。午前中

は講演、座談会、映画。ライオネスらの手作

りの昼食をはさんで、午後からはゲームに打

ち興じて楽しい1Hを過ごしてもらった。
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　大石田C（山形県）　結成まもないわがク

ラブではあるが、「We　Serve」を実行せん

ものと、さっそくアクティビティを行なった。

内、外科等各科の会貝医師を動貝して、ふだ

ん医療に恵まれないへき地住民に｛’分な診療

を施そうと、無料診療を行なった。

　巻C（新潟県）　わがクラブ恒例のアクテ

ィビティであるlllL液型検杏を2月7日より保

健所の協力を得て始めた。各学校ともi†を長

くして待っていただけに大変ド6ばれ、感謝さ

れた。またこれに先、フ：って2月4日、田r役場

前で献lflLを行ない、これも大成功であった、，

、

〆

『ぢ’叫

．’

’，、　」

．　　　．～・

　高崎C（群馬県）　市外箕郷町にある身体

障害者施設「はるな郷」に機能回復訓練用の

汐

i毫

6’

“

トランポリンー式を寄贈した。2月3日、会

貝10名が訪問し、使用方法その他を教えた。

子供たちは大喜びで、さっそくとんだりはね

たりしていた。

欝灘～・

撒：．1

　高崎中央C（群馬県）　わがクラブでは、

結成5周年記念事業のひとつとして高崎総合

運動場の一角に時計塔1基を建設して市に寄

贈したが、2月17日の竣工式には会貝42名が

出席して運動場’帯の清掃奉fl：を行なった。

写真はゴミを集めて焼いているところ。

，挙：・

　飯岡C（千葉県）　当町の小、中学校の特

殊学級児童を慰問し、芝居用人形、ピンポン

用具、ストーブを寄贈した。ピンポン大会を

行ない、また人形芝居を演じて笑いと喜びの

中で1日を児童と共に楽しく過ごした。学校、

川’、父兄から大いに感謝された。

，｛．ノ

x

2
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　尼崎琴の浦C（兵庫県）　近年、都会の小

学生に肥満児がふえている．そこでわがクラ

ブでは肥満児対策として市内4つの小’曽校に

古タイヤ160本とドッジボール80個を贈った。

llrタイヤは会貝の労力奉仕によって校庭にす

えつけられた、

‘”

§パ
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’ロト
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釜

戊
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叢

　姫路大手前C（兵庫県）　かねて計画、募

集していた交通安4標語20，631点中より特選

1点、入選5点、佳作10点を選び、2月24日

の例会で入選者の表彰式を行なった。この標

語を刷り込んだマッチ5万個を市の交通災害

絶滅対策本部に贈った．

　加計C（広島県）　わがクラブでは、町内

にある名勝地月ケ瀬公園深1川峡にドラムカン

でつくったゴミ箱を設置した、このゴミ箱に

は「公園をきれいに」と白ペンキで大井して
　　　　　　　　　　　　へ
ある，，これで公園をよごす人も少なくなるだ

ろうと期待している、

．趣．’二，　　ソう7
．一＞4　　＾

　宇部新川C（山ロ県）　5周年、1己念’1ばと

して植樹現場の霜降山々腹に向かい、無’1享植

樹を終えた。常緑樹ばかりの霜降山にわがク

ラブの植えた「なんきんはぜ」が山1｝〔に色彩

を添え、りっぱな山になるだろう、

触4ア

鱗鍵警鐸総
鞭鷺鰺

w．・・ル檀

寮｛ご・・∵’・

’一 黷ｼぴ
主1ξ：こ1…

　大牟田中央C（福岡県）わがクラブでは、

会員多数の労力奉仕によ｝）市内延命公園の桜

の木に、きれいな花を1咲かせてくれとの願い

をこめて肥料をやった．また前年度に贈呈し

た同公園動物園のライオンがみごとに成育し

たので、餌代を贈‘｛［して慰目llした

i§

“． @
㎡’a

　　譲

　別府中央C（大分県）　わがクラブでは、

5周年記念‘lr業として盲目の歌手大野秋好氏

ら4人によるチャリティ・ショウを開催し、

市民らを招待した、このほかにも記念’1‘業と

して植樹、市民憲～；呈碑の贈㍉t等数．々のアクテ

ィビティを行ない、市民から大変ト等ばれた、
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ライオン人形

東京杉並C

「ライオンズのおじさんたち、いつもご

本をありがとう。このライオン人形はわ

たしたちが小さな力をあわせ、お礼のこ

ころをこめてつくったものです。どうぞ

おうけとりください」。

　東京杉並クラブは過去5、6年来区内

の特殊学級をもつ小学校8校に児童向け

図書や図書券を寄贈してきた。こんどそ

の中の1校、桃井第3小学校で特殊学級

の子供たちが力をあわせ、心をこめてラ

イオン人形を制作し、寄贈してきた。そ

の贈呈式のほほえましい光景である。

ミキモトがじ・をこめておとどけします

フレッシュなあなたのために・…

本店＝東京二銀座4丁目　TEL．535－4611東京横浜名古屋京都×阪神戸鳥羽　　頓御＊本真珠店◎－1972



L

’i
4！

はちのへ祭　8U20日夕化1」からIlpl［約20台か咋所に
集まる前夜祭の壮観，8月2111の神倒の渡御（おとお1♪）
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4月22昌　水沢市　日高火防祭
屋台の向側には’，「幻’や造花かかざられ、15～20人程の
少女のかけ声とともにそれぞれ特色のある横笛、　・．味
線、小太鼓の㍉n奏をかなてながら町にくり出す、，



ホテル

　　　　　　　　　〒010

秋田市中通五丁目2－1
TEL　（0188）34－5211

酒は天下の

ぎ劉

　　｛
㊥
螺　秋田・飯田川
』L．

幽’ ｬ玉・合名会社醸

オナジノムナラ
　　　　　　　アキタバレ

二級酒に一級原酒を加えて

さらにウマクなった………

i：叡冒磯
秋田酒造株式会社

秋田市新屋元町　TEL（28）－2443

　　．　一　‘‘6　疏三止・ご

　　ミ　　・へ畠こ
　　二’■8■■■■
　　　、，　　、、　　」｛　　　　・’一一ニ

ー秋田港LC例会場
一例会日一第2，第4火曜日PM6

　　　　　　　　　　全室冷暖房完備

舌；；；

30

商赤・ル大和
秋田市土崎港中央1r目6－33

TEL（代表）45－0151

十和因湖　湖の水色はあくまで〕駐く、むしろ女

性的である．∫t月の紅Ul桜、六月の新緑、秋の紅葉は

11を）艇しませてくれる、透明度25mJ睦深度は348mヒ

いわれ、ヒメマスの養殖か盛んである。

帝

魏

酒
の

秋
田

の
代
表

酒

難｝製造販売

男鹿半島n・から景腸の名が高く全島にトライプゥェ

イか完成してから観）ヒ客の足か絶えない．寒風山mの

回転展望台や東北・を輌号る県賞水族館など施設も幣備

され、北浦の男鹿温泉湯は大歓楽街を現出している。

鳥海国定公園　鼻〔北随・の名由鴎海山〔2，237m；よ

H本海に裾をひく孤岬だけに眺望はすばらしい，

ほかに　森1‘輌lll県・叱自然公間、きみまち坂・体里峡

県立自然公闇、川沢湖・抱返り県立自然公間、八森・

岩館県立自然公間．

食事と喫茶

　株式会社◎鎌田本社

　秋田市旭北栄町1－43
TEL秋田（0188）代表（6カー5535

田沢湖
擦・∵1i500－700mの｛氏い外輪lllに1用ま力：！：γPI形にi［丘

い　深さはll本　・を．毎る423mでWト界でも5指にぺる．

田沢周辺は進人と民掘の啓庫

十和田八幡平国立公園　　昭棚3’HEは公1舶二禰

入され、八幡’ド、秋田駒を閣峰とする広．kな地域．後生掛

｝ミ川などは噴気噸泥噴渇㌧・わゆる地獄現象の激しい地

域。火山地形の多様さもまた特色。

栗駒国定公園　栗駒山は膨貞火山帯に属し秋川描

手、宮城二し11！にまたがり．煕高1627mのコニ・一テllりの休火

山。山lnに・Zてば東に人’｝ξ洋、．西に日本海沿いの鳥海

Ulと闘t『ロカ《｜2：㌧㍉、

酒秋川の酒は凍北の瀧として名〆fを高めている

’4「国に育った独特のコクがあり、全国的にも知られてい

る有名銘柄のほかに輻合わせて100を越える銘柄がある

水の良さと米の良さもさることながら、恵まれた1㌃地1’1体

の素地もものをいっている。

秋田焼　市近郊に産する帖土で作る素焼で、長く使用す

るうちに黒光りし、独特の趣をもっている。

秋田銘菓諸越Vモロコシ）は赤小豆の粉と砂糖を断ト

してつくる銘菓で秋川独特のものである．その他蕗の砂

糖潰け、蕗羊かん、リンゴ餅などの銘菓が沢lllある

⊃ξ

お杉ポツコと

竿灯人形

　ポ！コとは方ぱでrどものことで、焼き杉を使）た

素朴な人形。竿灯人形は秋田名物竿灯を形ど’．たもの。

曲わっぱ細工

秋川杉の美Lい
イV剛LをTこ力・しノ：

曲：†も力

必

1

｝

」
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純金入清酒

秋田市新屋

黄金井酒造株式会社

桜皮細工

桜皮を用いて茶筒や文箱、煙草：人れなどのほか、装飾

品、日用品の分野にも使途が広くなっている。

銀線細工臼：茨の民芸lll，とLて県の‘腰文化財指定

を受け、気晶の高さと斬新なデザインで広く海外にも送

り｝Bされている．

秋田蕗

秋田市仁井田地区が｛三産地で大’トは菓∫の原料とされる、

葉の大きさで有名。

蟹

迫秋田犬

　きりたんぽ
｛火川ク）9斤元にン）二飯を

こねて秋川杉の串に

」くく　」しく　’）：ナ・こ焼L・

たものに若鶏を配し、

コ（に季節の野菓や

jiなピと　緒に呂：込

んて食へる

1’末宙1．・耳セ黄…とも：：～r：‘

点の郷｛：料理、

塩汁貝焼（しょっつるかやき）

雷の国秋田独特の越冬食品として’kれ魚を塩潰けして

抽出tたものだけに特異の奥味を持ち、いったん貝焼

にすると、え’もいわれない香ばしい匂し・がする。，白身の

魚と季節の野菜、特に地元秋田ではハタ’・タやタラのう

まい12川から盛んである。

秋田市・川反

・…棚瀞陵福

し

よ

つ

つ

る

竿灯祭

秋
田

美
人

ぽん天

なまはけ
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　　　東京第一ホテル・チェーン

秋田第一・ホデル
　政府登録・日本ホテル協会会員

鵜　　　客室：85室全室パス・トイレ・テレビ付

　　　大小宴会場：5名～500名，駐車場：80台

秋田市中通1丁目3番5号廿（0188）34－ll41

の
発
送 名の人品
菓珍形
　　　味’

　　　　　占医療法人泉
　　　　　院　長
　　　　　副院長

病 院
京　五郎
京　吉美

能代市大田∫1－8

TELO1855（2）3517，4247

別宅：能代ll涛域長根
TELO1855（2）2217

京　内　科
　　　院　長　京　武美
4（身（者1～言｝1ミ7ミ1♪＜］息上ヒ犬r4－10－18

TELO3（444）0978，（442）5753
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　302E－4地区1RlZ青森LC

十五周年記念式典
1．場所青森市新町1丁目　国際会館

2．日　　時　　登録受イ寸S47．6．18－｜0：00～12：30

3．式典13時～1塒祝宴14：30～16：00

4．登録L￥4，000　NY2，000

5．ゴルフ　3．000円　ポーリング2．000円（19日）

〆切登鋒日　　S，　47．5．20

事務局　青森市新町　県火災共済会館

　　　青森ライオンズクラプTELO177（77ト4674

L路線運送事業

1．区域運送事業

L商事、観光事業

1．開発、土木、倉庫事業

三八五貨物自動車運送株式会社

代表取締役社長L．泉山信一

青森県八戸市小中野北二丁目20の23

　電　　話　八戸43－1111

　　伸びゆく八戸の応接間

重量・軽量シャツター・サッシ

自動ドア・製作販売・取付工事

　　　厚欲芳」呪ラ右ツター㈱⑲　　　　　　代表取締役　三浦賢策

　　八戸市塩町30　TEL（24）4331～2
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〈十和田八幡平国立公園〉

岩木山とりんご園

岩木山は青森県の杖

高峰（1，625m｝で頂

Lからの景観は圧巻。

味は日本・と評判の

岩木山りんごの産地、

御前ケ浜・乙女の像　　卜和田湖　奥入瀬漢流　水景の

の湖水Xと周囲の四季を通して　豊富な消流で観）ヒ客

の蜘｛腋美さは1｛堺的‘こ有名。が多い・

冬の八甲田連峰　1，200～1，600mの巡自筆を総称Lて

いう。商山植物・温泉群・観光施設の完備等で四季

を通じて賑う景勝地である。

〈下北半島国定公園〉
日本　．大霊山の恐山、渓流の薬研温泉や尻屋崎の放

牧風景、また仏ケ浦の白然造形等、天然の観光地そ

のままである。　　　　　　　　　　　　霊場恐山

八

“繭子のふるさと。へ

八戸せんべい

南部鉄器
津軽塗……

八戸市物産協会直売所
八戸市内丸（八戸市庁前）TEL、八戸（22）7837

〈浅虫・夏泊県立公園〉

洩虫温泉は東北の熱海の別名

があり、渇景が豊搭で風光明
蛸な温泉。

夏泊半島は白鳥が渡来する

大島や1万数千本の椿の花で

埋まる椿山で知られている。

洩虫温泉 椿山の椿

〈その他〉．

伝説と紅鱒養殖の｝・二湖と海岸美の森山海岸と笹内

渓流等の深浦・十二湖県立公園、またスキーヤー一に知

られる×鰐・碇ケ関温泉郷県立公園や黒石温泉郷県

立公園、その他にも4つの県立公園を数えるなど、

名勝と風情にはことかかない。

〈木竹細工〉

一刀彫南部馬

津軽獅子舞う
『下→ ﾉて　　　「竈

　ト

ぴ

圃、

ねぶた人形
「

　

i
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政府登録　国際観光旅館

曳虫観光ホテル
　　　　　　　　　　L．移川寿一

ひねり人形

絵馬

凧絵

〈漆細工〉渋い1虫特の風趣をもつll喉勧‘ある・

〈陶器〉

独特の光沢と

鮮かな色彩を

もつ花器等が

作られる．

　　　　』鏑咀ぼuo
くその他〉

タイピン、カフス、ヘンダントに利用される錦石ア

クセサリー等、おみやけ「にも喜ばれている、

｝〈筍のワカメ汁〉筍に新しいワヵメを人れ、

　津軽味噌で作る筍汁はみちのくの味覚1・分．

、

　　河川や湖沼が多いので、いわな・やまめ・ふな・鯉

　　’鱒など魁富に味わえるが、蔦沼の紅鱒は塩焼等こ

　　とにうまい。1・和田湖では、姫鱒の刺身、塩焼が好
　　評。お土産用にくんせいもある。

　〈その他〉

　りんごの加ユニ品、うに、津軽味噌、紅鮭撫製等素朴

　で風味ある料理・食品が味わえる。

　このほかわらび、ぜんまい、茸などは宿の食膳にのぽ
　る・また八甲田111麓からとれる雲谷そばも評判がよい．

　　、こ

L叢

　　青森駅から30秒
◎日観連加盟・日本交通公社指定・各旅行社協定

　lF物産部
　各種民芸品・錦石・銘菓・津軽塗・

　海産物・特産りんご

　2Fレストラン部

　洋食・和食・団体お6t’｜レご商談・ご宴会

　3F全館和室・錦石風昌

芒ス‡ラ；うとう

㈱久保物産‘lf森駅前TEL23－2784～6

エデン・凧絵饅頭

り

を

あ

加
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晶

類

匡［蚕魎圃

ねぶた祭り　夏の祭りとして、全国的に知れ

わた・っている．、

蹴翼鱗
へ　．

㌦！・党

弘前さくら祭り　’払前城を中心とするr数百本の桜

花は、美しいの・請につきる。

お山参脂　秋の豊作を岩木山神社におトL参りする行
’｝‘で壮観である．

皆さまのファミリーデパート……

　　　　　　　ゴ　　　　　　　ニ

T　　　八
E　　五

観タ　　交
光z　通

タ

ク

シ
！

ノく

ス
事
業

　　毎

　　度

　　御

　　愛

御顧
座有
い難
まう
す

ツバメマークは

　信頼と躍進の

　　　　シンボル

　　　　　です！

　　　丸善石油特約店
　東北っばめ石油販売株式会社
　　　　　　　　社長L藤田金三郎

　　　　　　　　専務L．角田昌周

八戸．8S．S十和田湖．1S．S盛岡．1S．S

南部食糧‡同組‡

理事長河村忠輔

八戸市荒町22

TEL（44）目81



建設資材卸売

措…手建商㈱

社長　中谷洋一

盛岡市中ノ橋通1－9－3
魯盛岡51－6247代表（本　　　　社）

　　“24－35川〃（荏畑センター）

社団医療法人恵生会

　（救急指定病院）

理事　長L．
院　　　長L．

専務理事L．

小泉久仁雄

佐藤信久
阿部　盛

盛岡市中野一丁目10番10号

TEL（0196）22－6161（代）

閑
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盛岡のお泊りは
一駅から車で3分一

登
録
日

本
ボ

ア
ノレ

協

ライオンズクラブ例会会場

盛」暗也ら←ヨ閉蹴テ％
盛岡市菜園1－3－6TEL（0196）22－2141↓代｝

岩手ベニヤ㈱
取締役社長藤井 卓

総合趣材センター盛岡市青山1丁目18の8
　　　　　　電話　　盛岡〔0196）目7）0　1　5　5翻U

インテリアセンター盛岡市中央通：丁目11の1
　　　　　　電a舌　盛岡（0196〕⑳1391昌t（fO

一ノ関営某所西9糾ト郡平泉町字大佐113の1
　　　　　　電1活　　OF泉「019146、2　34　1　擢ト

圏圃匝匿［所
〈平泉とその周辺〉

金色堂　金色堂には、藤原時代の汗余点にのぼる
川宝や爪要文化財等が残されている。

小岩井農場

民営般大の農場。広い草原r2，600hガとジンギスカン鍋

は、牧歌を味わうに｝・分である、，

〈八幡平国立公園〉

・・ ?Wwl▽
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牧歌のふるさと

　　　味覚の｝三者ジンギスカン

　　小岩井農場
　　岩手県雫石町呑0：969（2）3115代

菓駒国定公園　　奥羽山脈の

秀峰栗駒山1β27mは豊富な温

泉群とともに、高山植物群の
宝庫として名高い。

〈盛岡の近郊〉

厳葵潰　磐井1｜1急流の

水触作川による日本・
の泳穴で知られる、、

花巻温泉郷　岩手の代表的な温泉群として、全国的
に有名である。

冬の八幡平 開通し、快適なドライプ
カ‘楽しめ，る。

駒ケ岳　残雪から晩秋までいつも美しく’♪：花が足1C

を埋める山中腹の国見温泉はひなびた湖どころです．

岩手山　南部富士といわれ、啄木、宮沢賢治の詩に

もある秀峰。東北第：の高山。

〈陸中海岸国立公園〉

含．
）

．さ　　一，よ≡・

！オ j

旅の楽しさを

あなたにプレゼントする…

　　　　岩手県つなぎ温泉

〈019604＞100．200

盛岡名物
　　わんこそば

盛岡市バスセンター向

電話（24）0441

L．松井時二

田老海岸　岩礁群の佐賀部はウミネコのナミ国です．

磯遊びから散歩、展望と施設のそろった醜光地．

釜石海岸　　班島や尾崎半島、御輸崎など、リアス

式海岸の岬と入江が奨しく、釜石大観11汚新名所の
“つ、

船越海劇吠な枚r幣の大釜崎断lilでは船卿、つば

いの水道くく’りのスリルがあり、赤く焼けた赤‘P金周1

は300mの大断li三でともに観光船からの風景がXしい

浄土ケ浜　澄んだ青い海に白い岩と松の緑の潤和が

　笑しい。陸中海1ド随・の観光地。

龍泉洞

廊ド状に細艮くくねったその

底を清1列な水か川となリ、錬乳

石と石筍と水とかかもす神秘

さが印象的弓

’
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東北の名湯

盛岡LC会員L鎌田哲爾（常務取締役）

花巻LC会員L八幡清一（本社支配人）

才

甘
』

佳松園／松雲閣／紅葉館

千秋閣／花盛館／青葉館

お申込は花巻温泉営業部

TELO1982－7－2112
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北山崎

わが国第・級の外洋美

完傭している

断∫£美を』号る。展望施設が

」

±

ζ
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　鉄器　伝統的な
’6少婁失ケ支休1と占典

　白（Jな意1吃力ζ守寺正ξ

りの「鉄瓶・や、

｝「ド問200万個を

　生産する夏の夜

　の涼味’南部風

　鈴Jが有名。

木竹細工　ざる、かご等の素朴な
’竹細．L、また桐ド駄、古い歴史の爪

厚な風趣の岩谷堂タンスは全国的

にも知られている。

．．器　学汀ち県で妓古の技法とされる小久慈焼を初め、

．焼、鍛治r焼が有名．花器や渇呑、茶碗が作られる。

綱工・染物　伝統の特殊．L
lま箸、1皿、盛器に利用され、

染では紫根染やイこ皮・野’♪

・銅いた素朴な草木染等があ

b財布、名刺入、和服着地i亭
1生かされる．

　類　馬の名産地のチャグチャグ馬コや独特のテ

ンと斬新な彩色のコケシ類、金を運ぷ’トを形どった

のベコ・・コ、木彫の鹿踊り、鬼剣舞とか忍び駒等は

．産品として、おみやげにも珍凧きれている、

．の他　大理行加工の灰皿、渇呑、花器や紫雲石で

くられる装飾品もおみやげ品として喜ばれている。

：わんこそば

おろいと艮〔ナメコや璃肉r駒で食ぺる

是しいi餐器に薬味1海苔、削ぷし、大根

　　　　　　　　　　・llソバ．、

ほろほろ　ウコギの新芽をゆがいて剣み、ご飯にかけ

て食べる素朴な東北の味。

陸中のうに　三陸の荒磯産のうには磯の香りが最高

で最もおいしいといわれる。

小岩井農場のジンギスカン1月～2月のかまくら祭
に食ぺるジンギスカンはまた格別。鍋やタレが自慢。

いものこ汁　里芋ときのこに、肉、ネギ、コンニャク

などを入れて煮た汁物。独特の風味がある。

ほや　酢味噌や二杯酢にきゅうりを添えた磯の喬り高

い珍味。　逓地ノ∫で食膳にのぼる．

どん二汁筒切りにしたどんこ〔魚）と大根、人参、

白菜、ごぽう等を煮て、好みの味つけで食べる。

このほか南部そば、南部せ
んべい、豆銀糖、からめ餅、

ぷどっの緕、いかとっくり、

卵樋、金婚浪、松藻、岩谷堂

．羊かん、いかせんべい、くる

み羊かん等、珍味がたくさん

味わえる．
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奥東北の拠点……
　　政府登録　ホテル協会

翻ヨコ蹴…疏
盛剛擾宕町‡ξ；ぷ19㌶二；171

盛岡の地図を書きかえる

　　　　　　」一遭7

土地と建物の総合メーカー
°，

C

　　　　　　　　5」E、没人こ1巨よ呂‘，∫（1）第350覧膓

●薦歳口【ぼ
㈱東京土地開発盛岡支店

　　〒020盛岡市山岸字中村22

　　TEL（23）2255（代）

〆
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　　　　　　ト　この金貨メダルは日本国民永年の念

願でありました沖縄祖園復帰にともな

い新しい希望にみちた沖縄県の誕生を

祝い、世界の平和を祈念して製作され

た価値あるメダルです。

　意義ある記念品として、ご家庭の美

しい財宝として“最適”“最高”と信じ

ます。尚、数tltに限りがありますので

お‘Fめにお中込み下さいます様ご案内

申し上げます。

大蔵省純度政府保証靭＠

全国有名デパート時計
貴金属店にて発売中．〃

規 格

〈純金製〉金貨メダル（直径35ヴパ27g）

￥50，000　　1i艮フi三数　5，000｛固

●美しいケースに入リます．

　　　　　　　創鷺明溜0年

ぬ　　　松本徽章工素株式会社
．’

E　　代表取締役上野南L．松本芳之助

’簿濠頚麟襟1－12ち

灘

・，有：’鷲

‡罐

蝶

繊里＿忽

　　　　’D、ミ㌦こ〔

　　　　　　　ト　　　　　　繕漣
養　・・

記念植樹

　名古屋名城クラブでは、名古屋市の緑

化推進と花いっぱい運動に協賛し、過去

2年にわたって名古屋城祉にある名城公

園おふけ池周辺に「おおむらさきつつじ」

を900株ほど植樹してきたが、去る3月

9日、このほど迎える10周年を記念して

一挙に3，750株の植樹を行ない、「つつじ

の名所」を誕生させた。

　国際理事会出席の後たまたま来名中の

ロバート・D・マッカロウ前国際会長も

このことを耳にして、安田梅吉前国際理

事と一緒にわざわざ植樹式に封llされた。

　市長直筆による「おふけ池つつじ園」

「寄贈名古屋名城ライオンズクラブJの

記念石碑の文字は、同クラブのアクティ

ビティを永く市民に語りかけてくれるこ

とだろう。マッカロウ前国際会長も「美

しい花は美しい心を表わしている」とこ

のアクティビティを賞賛された。
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あなたに恋して

私の微笑み

私のぞぷり……

あなたに

恋しているみたいかしら

でも、

親切にするのは

当然のことですわ

サロンケパヤの姿が

お気に召したら

今度はお食事で、心ゆくまで

私ですって？

私はMSAのスチュワーデス

機上でお目にかかりましょう
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身障者用ボウリング場

　昨年5月、岡山東クラブが10周年記念

式典を挙行した際、姉妹クラブの那覇中

央クラブと共同で岡山市に贈呈した身体

障害者機能回復訓練用器材基金20万円を

べ一スに、このほど岡山市福祉文化会館

にボウリング場1レーンが完成した。

　2月10日の開場式には、市長の始球に

っづき各身障者が交互に投球を行ない、

初めて経験するボウリングのゲームに大

きな興味を持った様子であった。楽しみ

ながら不自由な身体を動かす訓練用の設

備としては誠に当を得たもので、全国で

も初めての試みらしい。特に盲人用とし

てレーンの中心点を知らせるブザーが設

置されているが、その音を聞いて投球す

る感の良さには驚いた。

　この設備が今後大いに活用されて、身

障者の機能回復に効果のあがることを期

待している。
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〆．　　　　　　　　　　　、二．．己

ふるさとの家

　新宮クラブは結成10周年を迎えたが、その記念事業と

して去る2月6日、市内の養護施設紀南学園に「ふるさ

との家」を贈った。

　このふるさとの家は同学園隣接の敷地に昨年暮れから

工費150万円で建てたものである。木造平家建て約49．5

平方㍍、6畳2間、4畳半の部屋、小ホールのほか廊下、

水道、トイレ、寝具類など完備している。

　これまで同学園の出身者が訪れても宿泊施設にこまっ

ていたが、これでお盆やお正月の休みには安心して帰省

できるわが家ができたと同学園出身者たちは大喜び。同

クラブのアクティビティに感謝していた。

ア プ

鰍三

＊高級バッジ
＊メダル

＊トロフィー

＊カップ

＊楯

＊胸　像

＊各種記念品

用・歴史・技術の三備

東京都千代旧区九段北1－3－1（九段下電停前、

TEL（262）0101（f℃）　（261）2651

累、

！‘
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会員総数777名

7077YDS　18HOLE　PAR72
　MsHINIPPoN　SEVEN　THREE　GOIF　CLUB

’鮮二・、

．＼盈

関東のスリーハンドレッドクラブと並ぶ

格式あるコースが関西に実現…・………・

三

三i⊇
．．べ

態
‘

1次会員　77．7万200名　　　2次会員　100万200名

3次会員　130万200名　　最終会員　150万177名

　　　　1次会員は好評裡に締切らせていただきました。

今回の募集

コース設計

ハウス設計

個人正会員………100万円

法人正会員………200万円
　　　（2名連記）

加　藤福一
渡辺建築事務所

　　　　　　●5！5－23電話　三重嬉野（05984）2－2348

　　　●530電話　大阪（06）343－1743番（代表）

　　　津連絡所　津市伊予町津544西村ビル4階
　　　　　　　　電言舌　　0592　（27）　6　3　0　8
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美術の頁⑪

いちのたにふたばぐんき

一　谷　撤　軍　記 熊谷川屋 熊谷1白：実

　源’ド軍記のIll段物のうち、この段までは並木宗杣の絶＾1、｝として知られ、宝暦元年（1751f卜）豊竹座での初演で

ある。熊谷直実は平家の公達敦盛を討ったと名乗ったが、実は義経の心をくみわがr小次郎を身代りとしその首

を義経の実検にそなえたという哀話である、熊谷はこれによリ’世の無情を感じて武i：を捨て、仏門に人る覚悟を

きめながらも、友の相模と敦盛の母藤の局にも、敦盛を討ったとして、その戦の物語をする場面である。



しよううつしあさがおぱなし

　生写朝顔話 大井川の段　　深雷

　秋月の娘深雪（みゆき）は、宇治川の蛍狩りで思いそめた官城阿曽次郎に操を立て、屋敷を抜けて探し求める旅

をっづけ目を泣きつぶした。東海道島田の宿で会ったが盲のためにわからず、宮城には名乗れない事情があった。

これを知った深雪はあとを追ったが、大井）11の川どめで会うことができず、川に身を投げる覚悟をきめて嘆く深

雪の表情である。天保3年（1832年）初演、近松徳曳が山田案山子の名で書き、・後世に添削したもの。

演出指導／故桐竹紋十郎　　撮影／岩宮武二

提供と解脱／浜野虎雄（東京自由ケ丘C）

｛

　

」



一◆←『一一一一←→●一一←一一◆°φ゜°一◆°φ゜唱一⇒一◆°『←唱開一●一 ﾜた資金が多ければ多いほど効果も大き

　　　　　む

　20周年記念事業の提案

　　　　　　　　　　　　　吉本登

　「1本のライオンズクラブは，1952年3

月に最初の東京クラブが創設されてから

発展につぐ発展で，今nでは1，600余ク

ラブ，会員9万余名を数えるまでになっ

た、20周年記念式典が東京で行なわれる

が，その式典と並ぶ記念‘｝‘業としてこの

雄大な企画を提案する。

1．記念事業一一財団法人日本ライオンズ

　　　　　　　奉仕センターの設立

　会員全員がひとり2万円ずつ拠出しよ

う。1回きりである．そうすると約18億

円の財源ができる。これからの加入会員

にも入会の時に同額を拠出してもらい，

財源を増加させていく。

　この財源を基金にして，奉仕’｝環の母

体になる日本ライオンズ奉仕センターと

もいうべき財団法人を設立する。この財

団法人の設立が20周年記念事業になるの

だが，一度に2万円lllすことが会員の大

きな負担になるなら，1万円または5千

11」くらいの分割拠出も考えられる。これ

はE，W両複合地区の共同事業になる。

2．記念事業の目的と効果

　　（1）奉仕センターの活動

　財団法人は，その基金である18億円を

安全布利な方法で利殖し，その益金を法

人の経費と奉仕事業資金に使う。この益

金は基金の利殖の仕方にもよるが，年間

約1億円にはなろう。

　ここで特に述べたいことは，各クラブ

がその地域を対象にしたきめこまかなア

クティビティの実績をあげているのに，

その上なぜこの企1画を提案するかという

ことである。それは，1クラブまたは数

クラブの合同ではとうてい行なうことの

できない全国的なまたは国際的な大’拝業

を行なうところにある。

　そこで，奉仕資金の使い方だが，1億

ll∫を集中してひとつの事業に使ってもよ

いし，また必要に応じて数千万円ずつに

分割使用するのもよいだろう。また，数

億円を要する超大事業を計画して，数年

間の継続にすることもよいだろう。

　現在，ライオンズの奉仕を待っている

ものがたくさんある。たとえば，

イ．健全な‘？少年の育成に力を貸すこと。

　これは日本の国家、民族の運命にもか

　かわる重大問題だから，そのために必

　要な施設や事業と真剣に取り組んでみ・

　よう。

ロ．老人、盲人，交通遺児，肢体不自由

　児等気の毒な人たちの厚生施設や事業

　にも大きな投資をしよう。

ハ．交通’1‡故や公害を防止する‘1‘業にも

　協力しよう。殊に研究費が乏しいとい

　われるこの種の研究者に対する強力な

　資金援助はぜひ行ないたいものである。

二．国際的な事業としては，戦禍に苦し

　む難民の救済や後進国fi三民の生活1’～1ヒ

　を援護する事業もライオンズの看過で

　きないものである。

ホ．また社会的文化的な功労者や善行者

　を顕彰する制度も設けたいものである。

　現在行なわれている授賞制度はいくつ

　もあるが，ここに創設したい○○ライ

　オンズ賞というのは，ノーベル賞なみ

　の賞金3千万円は無理としても，せめ

　て100万円くらいの賞金をつけて社会

　的にもきわめて評価の高い賞にしたい

　と思う。

　いずれにしても多額の資金を動かせる

者でなければ行なえないものであるし，

いというものである。

　要するに，この20周年藷己念事業を企画

　　（2）ライオンズのたくましいPR

　前紀のような］∫業を続けて行なうと，

その事業成果は年々積み重ねられて，日

本全国いたるところに，また発展途上国

の各所に日本のライオンズの奉仕事業施

設ができる。

　そうなるにつれて，ライオンズの国際

的社会的名声はますます高まり，会員は

L字のバッジをつけていることにこの上

ない誇りを感じ，優秀な入会希望者が続

出することになるだろう。

　この20周年記念事業には，こうした大

きなPRの効果も期待できる。

3．記念事業を成功させるための要件

　記念’封業の概要は以上の通りだが，こ

の’μ業が会nから集めた貴重な大金を利

殖して行なう恒久的なものだから，必ず

成功させるための要件をここでしっかり

考えておく必要があると思う。その要件

は，人別してふたつになると思う。

　そのひとつは，資金を安全かつ有利に

利殖してできるだけ多くの奉仕資金を生

み出すことである．これは財団法人の理

・拝の任務になる。理事はE、W両複合地

区のガパナー15名とその利殖について専

門的な識見と豊かな経験を持った会員若

干名を加えればよかろうと思う。また，

監事には監査の専門家の会貝若干名をあ

て，厳重な監査をしでもらう。

　他のひとつは，すばらしい奉仕事業を

考え、それを効果的に実行することであ

る。そのためには特別の奉仕事業委員会

を設置し，委nは会員だけに限定しない

で，広く一流学者や文化人，言論・マス

コミ関係の代表的な人々にも加わっても

らう．そうした頭脳集団によって，すば

らしい事業が決定実施されるようになれ

ば，世人の注日するところとなり，マス

コミも大いに取り上げて，PRの効果も

大きいだろう，

　どんなすぐれた制度でも，これを運川

する人によってその成功不成功が決定す
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る。この20周年記念事業もその例外では

ないが，幸いなことにライオンズには各

業種にわたって人材が豊富だから，その

成功を信じて絶対閲違いないと思う。

　　　　　　　　　（兵庫県・神戸甲南C）

愛のひとこえ

庭野義行

「交通の災禍を絶とう愛の手で」をスロ

ーガンに，当クラブ安全委員会は宇都宮

東警察署と緊密な辿絡をとりながら，今

までに交通安全塔，広報ll［、テレビ等を

寄贈してきたが，交通景の激増と市街地

の開発に伴い年々事故件数も増加し，な

んとか事故を減らす対策はないものかと

苦慮していた．

　たまたま市内陽東中学校PTAにおい

ても，生徒の交通事故絶滅のために研究

課題として「登下校時における交通指導

調査」をとりあげた。私がPTA役員と

してこの研究に参画していたので，ライ

ォンズとPTAが協力して，中学校地区

内のみならず全市にわたる運動を展開し

たらどうかということになった。生徒の

交通安全指導ならびに調査はもとより，

各家庭に呼びかけて「愛のひとこえ交通

安全運動」の大キャンベーンを展開した。

父兄もこの呼びかけには大賛成，各家庭

から応募された標語は千通を越し，その

中から秀作1，佳作5篇を選んだ。

　クラブではさっそくその標語を1万8

千枚刷り、各家庭に配布，生徒と一緒に

街頭に出てビラを配った．また中学校の

校門及び道路の危険箇所等に標語の立て

看板をたて，生徒たちの注意を喚起した。

　なおこの研究の結果はパンフレット

（B5版12頁）5千部をEl］刷，地区内各家

庭，小学校，幼稚園等に配布，一般住民

の交通安全意識の高揚につとめた．

　今回のアクティビティは義務教育にお

ける父兄負担金の軽減に頭を悩まし，と

もすれば活動が沈滞しがちのPTAに元

気を奮いおこさせ，地区住民にはライオ

ンズの社会奉仕の姿を如実に示したもの

として，校長はじめ諸先生及びPTA会

員より非常に感謝された。

　　　　　　　　　（栃木県・宇都宮東C）

そりゃ地下道がええ

村井一郎

　私は，全国あちこちにある横断歩道橋

なるものが，なんとも親しめない。少々

金がかかっても，あれは，その全部を地

下道にすぺきであると思う。

　ところで最近某紙に

「買い物かごをさげて、エッチラ，オッ

チラ、階段を登る。なかほどに踊り場が

ある。かごを置いてII要をのばし，ひと息

いれてまた登る。山口市西京橋ノ）9号線

にかかっている横断歩道橋を通って，1

日置きに，近くの公設市場へ買い物に行

くという同市天神通りの74歳のおばあさ

んは，階段を登りつめると！ああ，えら

かった，「と，ひと声もらす。

　吉敷郡小郡lll∫では，小学生が，2度も

痛ましい4‘故にあって，地元が立ち上が

り，町に働きかけて，立派な地下道を実

現させた。なだらかなスロープは，中央

部分が自転車，うば車も通れる。74歳の

買い物のおばあさんは，『そりゃ地下道

商談・会義・取材等に

多忙なあなたにピッタリの科学秘書一一情報収集機
ごζ　　9　　言：　　〔ヅ・三z ●　　●・●　　　1　　　’　　、　　’

　　　　　　o回叉噛臨囹　　　　・　．．

・大きさ　　　　　・重さ

14．5×7．7×2．8Gロ　　　330

£’

．て

1汐＾

．電源　　　　　・大きさ　　　　・重さ　　　　　　・電源

単3　池3”　　12×6・5×3．5αロ　　3509（含電池）　　　9v

l　　　　　　　　　　　　　D

　　　　　　　　　●

艦・

商談・会議・取材等には超小型で長時間録

音のメモコードK70が「声のレポーター」です

■スーパーデラックス（往復3時間録音）￥84，500

■デラックス（”2”）￥78．500
■スタンダード（〃　1．5〃）　￥65，000
　（3機種とも、テープ・電池ヰ芋殊マイクfの

声のメモ・マシンとして、超高性能のメモ

専用録音機です。

■ポケット・メモ　（往復30分録音）￥28，500

■専用ミニカセット・テープ（重さ7g）￥980

　（20円で郵送可能の超小型専用テープです）

・大きさ

MD7012．8×o．8×1㎝　MD7052．8×o．8×1．5㎝

メモコード・ポケット・メモ，ミニパック，クーポン

①購入申し込み＿台

③電話連絡が欲しい

氏名

宮元・クログを送って欲しい

　　　　　　（L－5）

西独ゼンハイザー・マイク使用の高感度設

計。一般ラジオのFMで受信できます。
■ミニパック■》¶D70｜　　　　　￥29，800

■ミニバックMD705　　　　　　￥｜9，500

総発売元サンキ通信機株式会社‡醗裂駕鵠肥麗劉蔽㌫01
　　　　　代金振込先　東海銀行秋葉原支店（当座）住友銀行神田支店（当座）

取扱代理店田中ビジネス・マシンズ㈱　名古屋il沖区新栄町3－23煉新町電停lil∫）〒460
　　　　　　　　　　　　　　　　　魯（052）262－1611営業｝りf！n，1瑚・1乏，チ・1訴II卜金言尺

　　　　　中井電気センター北九州市門司区東1“1司1－12－4〒801
　　　　　　　　　　　　　　　　　ま云　（093）　32－4027

　　　　　光洋無線電機㈱札幌d∫・｜ヒ3条西2’rt1〒063
　　　　　　　　　　　　　　　　　廿　（011）　231－5431　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支店／旭川・’卜樽
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がええ，階段はいけん。ゆるいこう配の

道がええ』とつぶやく。自動車にも乗れ

ない追いやられた歩行者の反感ともとれ

た」

という記事がのっていた。

　私も，このおばあさんの「地下道がえ

え，階段はいけん」には，昔から大賛成

である。

　この地下道の建設は，ライオンズでも，

そのアクティビティの一環として、将来，

考えてみようではないか。

　　　　　　　　　　（山口県・岩国錦C＞

交通に関する明るいお話

広瀬葉月

　交通安全標識の設置，交通安全PRマ

ッチ，ビラの配布，交通安全水銀灯の設

置etc……わがクラブでは今日まで交

通安全運動を推進してきたが，ことしは

さらにこの運動をもりあげると共に精神

面における運動を展開することになった。

　交通事故は歩く人も巾を運転する人も

お互いの心がけひとつで防げるもの，お

互いがゆずりあう心を育て伸ばすことが

少

繋

騰

懸

、三

ら、

☆

驚

㌶

灘嚢
灘馨
魏
　　　蘂zぶ．
　　‘

籔喜

大きく事故防止につながるものである。

　そこで交通に関してみんなの心に訴え

る，うるわしい，あたたかいお話を募る

ことにした。応募作品をできるだけ多く

の人々に知ってもらうことによって，み

んなのゆずりあう心，明るく安全な交通

を目ざす心が大きな輪になって広がるこ

とを期待するのである。

　2月上句募集開始以来20日間で小中学

児童生徒，一般など168篇にのぼる作品

が寄せられた。交通安全についていかに

真剣に地域住民が考えているのかと感激

させられた。寄せられた作品はいずれも

交通安全を願うせつせつたる作品ばかり

で，審査の段階ではほほえんだり，ある

いは日頭があつくなることもしばしばで

あった。　　　　　　　　　’

　応募作のうち31篇を入選作とし，去る

．2月26日午後1時より表彰式を行なった。

入選作品文集は数千枚を作成，同日愛知

郡金域に配布し，明るく，あたたかい交

通をめざして地域住民に大々的にPRし

たq

　入選作から2篇選んでみた。

1問，・国旗樋して世界の酬を、をメー

1・・テーマに清少年の国際酬アクテ・

　　ティを名古屋市内で開催，学生，生徒は
じ　　ちうん市民にも好評だった。

　　アクティビティの事業構成は①世界120

力国の国旗掲揚　②世界の国旗文化展覧会

③世界の国旗壁掛けの寄贈の三本柱で開

き，その設営準備には社団法人国旗協会

（東京都千代田区丸の内3－2－2東京商

工会議所ビル内）が総額225，000円でこれ

にあたった。

　国際化時代を迎え世界はますます複雑に

なってきているおり，まず各国民族の目

　　手ぶくろをありがとう

　　　　　　愛知川小学校1年　青木照子

　わたしとおにいさんとさんばつへいく

とちゅうでした。うしろからきた車がす

うっととまりました。「なんでやろなあ」

とおもってふりむいたら車のうんてんし

ゅさんが「なにかおちたのとちがうか」

といってくれました。うしろをよく見る

と青い手ぶくろがかたほうおちていまし

た。おにいちゃんがそれを見てうんてん

しゅさんに「ありがとう」といって，は

しってとりにいきました。

　おしえてもらえなかったらどろんこに

ふまれるとこでした。ほんとうにうれし

いでした。手ぶくろをおとさんようにし

ようとおもいました。

　　交通でも親切

　　　　　　愛知川小学校4年　丸野広子

　ふみきりをわたろうとした時，おじい

さんが線路につまついてころんでしまい

ました。その時そばにいた人たちはだれ

も助けようとしませんでした。その時

「だいじょうぶですか」といって、1年生

ぐらいの男の子がおじいさんをおこして

轄1盤
ぎ　　・・鎌

衰

　　　　ニィジ

’〆　　　　　 ∀　　　
’、、

　　　　　　　　　　：
　　　　　　　蟹

　　　　ミ灘’　…　　　’

竃
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あげました。おじいさんは「ありがとう」

となんどもうれしそうにいってその子の

頭をなぜてあげました。私はみていて，

小さい子なのにかんしんだなあ、と思い

ました。これからは私もみならわなけれ

ばならないと思いました。

　これを読んで交通事故が少しでも減る

ことを期待している。　（滋賀県・八日市C）

報道人との対話

江川輝邦

　昨年11月24日，小樽北海ホテルにおい

て，読売新聞，毎日新聞，NHK，北海

道新聞，北海タイムス，朝日新聞の各紀

者の方に集まっていただき，小樽4クラ

ブ代表と懇談会を開いた。

　はじめにゾーン・チェアマンよりライ

オンズクラブの目的，組織現況等詳細

に説明し，その後各クラブより最近にお

ける特徴のあるアクティビティの発表が

あった。記者側より活発な質疑があり，

ライオンズからも適切な解答をなし，ラ

イオンズの活動，本質を多少でも認識し

ていただいたことと思う。また各記者か

らライオンズに対する痛切な批判もあっ

た。それらを要約してみる。

①いままでライオンズクラブは単なる祉

交団体か寄付団体の特権階級と誤解して

いたが，対談により世界的な真の奉仕団

体であることを知った。いろいろ意義あ

るアクティビティをしているがあまりに

も物質的，金銭的方面にのみ重点がおか

れた感がする。精神的な面のアクティビ

ティが欠けているのではないだろうか。

全く精神的な面のテクティビティがなさ

れていないとはいわないが，労力奉仕に

汗を流すとか，献血運動の推進とか、少

年少女の教育とか，そのほか金銭に見積

られないもっと精神的アクティビティを

取りあげて欲しい。

②ライオンズクラブの奉仕は，地域祉会

を明るくし，発展させることが目的であ

り，困窮する方を救い，努力するものを

励まし，多数の人々の望んでできないア

クティビティをするとあるが，われわれ

から見たライオゾズは，地域のほんの一

部に個々に奉仕しているように見える㌧

もっと大きく目を開き，他の団体とも協

力してその地域発展の方向づけをすべき

ではないか。たとえばその地域で最も必’

要とする施設等はライオンズがかけ橋と

なり．他の団体と協力し，施政者を動か

して完成させるような地域社会開発の大

きな奉仕を考えるぺきである。

③ライオンズのPR活動はとかくへたで

ある。もっと報道機関と密接な連絡を，と

ることにより大衆にアッビールし得る。

今まで報道機関と平行線の感がある。ま

たアクティビティは一覧にし，事前に提

出してくれると記事として取りあげやす

いo

　報道人との話し合いはライオンズの本

質を理解していただき，またわれわれが

いかにあるべきか反省の場となった。互

いに肩をたたき合い，心の琴線にふれ，

真実を語ることまた楽しからずや。共に

地域社会の発展を約し，またの会う日を

期して有意義に終了した。

　　　　　　　　　（北海道・小博中央C）
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ライオンズの保健所

　　　　　　　　　　　　（アメリカ）

　ダラスから最近越してきた10歳になる’

男の子に，「君のかかりつけの先生はだ

れ」’と聞くと，「OAK　CLIFFライオン

ズクラブだよ」という答えが返ってきた。

彼もダラスにあるOAK　CLIFFクラブ

の保健所の何千という患者のひとりであ

ったわけだ。

　この保健所は，1950年に25，000㌦とい

う廉価で建てられた。というのも，当時

300人いたクラブの会員の中には，建築

家，土建業，家根ふき，コンクリート配

管，電気関係，塗装などの各種専門家が

いて，これらの会員がみな，自分の時間

と技術を投じてこの大工事にあたり，資

材を原価で提供したからである。

　資金は，．毎年OAK　CLIFFクラブが

主催する音楽祭でつくるのだが・この章

楽祭はこの街の伝統となって，1947年の

初演からすでに30万㌦をこ、える収益をあ

げている。

　保健所には市の公衆衛生係官が勤務し

ているが，この保健所が建つ前は，彼ら

は下町にある古びた事務所に勤めていた。

本館が完成して3年後に，2階建ての別

館増築計画ができあがり，1953年夏に2

万㌦の費用で完成。この資金も音楽祭の

切符を売って作った。さらにもうひとつ

の別館増築を計画している。

　保健所の仕事としては，予防医学，予

防接種，成人病講座，母親学級，産婦人

科などがある6また，近々家族計画部門

も設ける予定である。この保健所では月

平均4～7千件の予防注射を扱っている。

歯科，産科，小児科，家族計画等，保健

所で催す講習には約4千人の地域住民が

参加している。

紙クズを一掃

　　　　　　　　　　　　　（カナダ）

　カナダ，オンタリオのRenfrewレオ

クラブの会員は，自分たちの町からゴミ

をなくし美しい都市にしようと，紙クズ

集めを開始した。

　当日は15人の会員が出て，それぞれの

受け持ち区域を決めて，各家庭を1軒ず

つ回って紙クズを回収，たちまち用意し

たトラックは紙で満載となった。

　Renfrewレオクラブでは今回の大成

功に気をよくして，近いうちに2回目を

やろうと張り切っている。

可能性に挑戦

　　　　　　　　　　　　（アメリカ）

　バージニァ州，No㎡01k　Warps

Corner　Breakfastライオンズは，陶芸

に趣味を持つ盲人や身体障害者の方でも，

気軽に習うことができるようにと　Nor

folkのChrysler美術学校の中に・陶

芸教室を開講した。

　生徒は盲人が3名，身障者が3名の計

6名で、美術学校の理事長のRichard

Lefean氏と3人の助手が，文宇通り手

をとり足をとっての指導をしてくれる。

　このアクティビティは，Lefean氏か

ら陶芸を学んでいたクラブ・メンバーが

盲人や身障者の方でも土をこねたり，茶

わんを焼いたりできるのではないかと思

い，いろいろ検討したすえこのたび実現

をみたわけである。生徒たちの年齢はハ

イティーンから60歳代とまちまちである

が，テーブレコーダや点宇の教科書を使

用しみんな熱心に陶芸にはげんでいる。

国z
，

王者として君臨する
　　　　世界最高のクラブ

ケニス・スミス 本年度よりの新価格

㎝し漁・d・t・6こt5・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　ヴ　　　　　　ケニス・スミスソヤハン
直輸入販売元 蜑?f易株式会社
本社大阪市北区曽根由1！漸地2の15マエグピル
　　TEL　大　阪（06／343－－1551番〔代表）　　　　　　　大阪L．長野英次

値　下　断　行

　　　　　WOOO　｜本　　　　￥29．000
　　　　　1RON　l本　　　　￥　20，000
　　　　　1・SET　（W4．19）　　　￥289，000

　　　　　スチールシャフトクローム三重仕上

本社　東京都千代田区神田西福田町2聖徳ピル
　　TEL　東　京（03）252－0886番（代表）
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ト
☆応募規定

サイズ　白黒写真六切～四切

賞 応募者全員にビン，入賞者に記念品

締切り　毎月15日締切（次回5月15日締切7月号に掲載）

■応募作品にはクラブ名，住所，氏名，画題を明記し，撮影データ

（使用カメラ，レンズ，絞り，タイム等）と簡単な感想文をおつけ

下さい。また未発表のものに限ります。作品はいっさいお返ししま

せん。入選作の著作権はライオン誌編集部に属します。

送り先：東京都中央区圓本橋江戸橋3－3　油脂工業会館3階〒103ライオン誌編集部フォト・コンテスト係

審査員　山田広次撮影作例

●河内桃子さん●　女優を撮りましたが，お嬢さん

やお孫さん，．そして周囲の若い方のボートレー｝を

可能の限りアップで美しい調子に撮ること　　」

感謬
にンがる　

欝〆＼

陰、

ε㌘
」w…＾

萢㈱灘纏「彩、
　　　　　　　び　ジ
．“ ｫ舞浮、

バ恐鷲忽．．
　き ﾛゴ　　　　レ　　　　　　　　　　ジシピコヘハリ　　　ぬノ　コ　ドノ

●海女●　三重県大王崎の海女で最近は海女着をき

ますが打ち寄せる荒浪を斜線にダイナミックな瞬間

にシャッターしてあります。動感描写が優劣を決し

ます

☆ワンポイント　アドバイス☆

　　●スモーキング●　チンパンジーの擬人的な動作をユ

　　ーモラスに狙いました。’動物↓ましぐさやポ」ズが擬人

　　的な瞬間に近接な望遠レンズで大きく扱って下さい。
蚕織○岬c裕ψび．＝し燈搬　　ば窃一贈臨蝋濾泌燭聞霞燈

　　　・蟻鍵　　　　　　　　　　　　　　　　づ
　　鰯爽霧　　　　　　　　　　　　　，、．パ

㌧趨雛べ＿＼ら＿／／擁乞∵；
　　　㌶ぷ三驚な　　　　　　　　　・…酬　　ト　　　　　　㌦w　　　’

℃・輔庖奪繋）、’泣びぶ※※購※採，s．　　　　　　　　　　　、

　　　　　　　　　　　●城下町にて●　萩の城下でのスナッヲで特徴のあ

　　　　　　　　　　　る背の低い石垣土塀に笹をアクセントにして作画し

　　　　　　　　　　　ました。風景写真には構図とアクセントが重要です

…
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世界中一米国・潜水艦の中でも…

スタファータイムで～す！

1日30分

カイロプラクティック療法
（脊髄・矯正法）の原理を採用

スタファーの特徴一
寝ながらいくつもの運動

アメリカ生れ
健康医療機

灘
★あらゆる運動（駈足、縄飛び

サイクリング・・など）が、

健康によいと判ってはいて

　も、多忙な現代人に運動を

すすめることは大変むつか

　しいことです。

★スタファーは、楽に寝なが

　らにして独特の伸びと収縮

の運動を与え、全身の血行

をよくし、細胞や筋肉に、

　リズミカルな刺戟を加え、

明日への活力を養います。

鵜スタブアー
★ご主人の疲労回復に、奥様

　や、お子様の健康づくりに

　お年寄りの肩こり、腰痛、

　神経痛にと、ご家族の健康

　管理に、ご活用下さい。

かからず、

台まで安心
けます。

該
拶沙

欝

㌣一』《お困りの方はご相談ください》

■運頸力不足で

■肩こり、

■神経痛で
■倦怠、

腰痛で

気疲れで
■半健康体で

お問合せは

下記発売元へ

地区別にお願いいたします

i［亘鍾（、5）　米ス・フ。一を試・てみた、・　　…

住所

氏名

職業 脅

①都合のよい日　　月　　日午前・午後：
②打合せの電話を入れてほし、、　i

米カタログを送ってほしい　　　　　　i

※すぐ購入した、、　　　　i

■西日本地区（60サイクル）

日本スタッファー株式会社
本社／大阪市南区久佐ヱ門町33（御堂筋・道頓堀橋／北）

〒542TEL（06）211－6747～9

■東日本地区（50サイクル）

スタファー東京セシター

渋谷区渋谷2の10の10（仁丹ビル）
〒150TEL（03）409－5264（代表）
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メキシコ・シティ国際大会には
便利で安全な「　ダイナース・カード

ｷ行の通貨」をどうぞ

すでにダイナースカードを

お持ちの方も国際カードに』

切替えてご出発ください。

OINERS
轡　鶯、

懸纏
ミ　　　　　　ノ　　　ソ

毛塚・、w膓簗

Credit　CQrd
only　for　Somebody

日本字学≠－1ズ？ラア

世界147ヵ国で使えるカード

　6月のメキシコ・シティ国際大会

　　へご参加予定のあなた。持ち出

　　し外貨お1人3，000ドルまて二で

　　も国際カードになされば、あなた

　はご出発の際ポケットに200ドルも

　あれば十分。あとは旅の先々でサ

　インひとつて万事OKで尤ホテル・

レストラン・ナイトクラプ・ショッピング

、そしておみやげ…通貨の区別なくス

安全な旅を楽しめます。お支払いは帰国

貨でどうぞ，世界中て折紙つきの“カード

ダイナースクラプに、あなたもご入会くだ

その日から、あなたの国際交流はさら

　さらに豊かになるでしよう。

CLUB 東京都新宿駅東ロ前富士ビル9FO3－356－1181

・　日本ダイナースクラブ

個人会員申込書

（き　り　と　リ

（LION　47－5｝

フリガナ

氏　　名

フリガナ

住　　所

（自　宅）

本籍地

住　　居

＿，＿．．．．＿＿．．．．＿＿＿＿＿＿．．．．＿＿＿＿＿．．1生

年
月

H

明

大

昭

　・二：巨

ゼ・　ん）一・一一一一

勤務1
先　名川

　一＿＿．一～　一＿⊥＿，←＿　r

　　へしぶき

種1

　　1

所

地

〒

　　　市場　　　　　部上場、電話・　）
一｝’　’一一一一 iー｝一一〉一ニー一．・　・

〒 一司鷲

一一一一’一

　　　　…”『… P 資’ド金

陵ちl

l銀行

年’・従業貝数 名

電話（　　）

　fr　助
に　　　　エ　へ　ロペぼへ　ヘ　ドへI

l　　　　　　現在に至る略歴

q 所属部課

役職名

自宅（家屋年数　年） 借家 社宅 その他（ ）

これからの連絡先

所有不動産の

場所と種類

（○印） 自　宅 勤務先

時価 万円

ご家族のおなまえ年令

、昨年の所得額

ご利用中のクレジ

ットカード（O印）

万・け。學
カード使用による代金などのお支払預金Ll座

JCB　・ダイヤモンド　・住友　・ミllオン　・UC

生年・旦」家族印1

（ド記提携銀行よりお選び下さい）　○印　　　　　　　一　　　　　　　 一
富1∵り｝：’大和イi三》ζ◆第・一・勧業・東海・三菱・協和・東京・安川信託・神戸靖玉・太陽喉河

酋冊北隆’＋’v椰順畑共翻類業・大・ト揃棚廠倣・北i毎道

カ
｜

ド

利
思
希、

努

嚢

家族会員申込者名 会貝との続柄
（フリガナ）

同居別居 別居の場合の住所と電話

器・竺＝⊥
一一一u

迄　　店　　名　　　預　金　種　類

　　　　　支店　1諺隠

（プリ〃ナ，

〒

預金日座名儀 口座番サ

］　なお私は左記1名を家族会貝と認めます。

　氏名

私はIl本ダイナースクラプ個人会貝規約承超のうえ入会を申し込みます。

㊥
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自宅アトリエで制作中のL難波
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　　　　　、　　　　　かききん　ま
漆芸五十年『描茜醤を創る、

漆芸家

　難波仁斎（本名・難波仁次郎岡山東c）

描i萄醤草花文喰簡

、

私
は

兀
来
蒔
絵
の
出

で
あ

つ

て

　ばれらつた国そにた　れとそ程らの　い図てと好法の現長
奈㍑オ埠晶巳纏詫セ漂㌧語藷罐謡雑ぽ
　゜家現のう井

諌薦論霞芒響紗呈㍊

子しな描るてっう手
よ法蒔きとをてでつ
く　↓こ　宗会　続　，思　表　し、　短　↓ナ

表よ筆けつ現るくて
現るでたてす私’か
し仕運細いるのしら
て上ぶいる最描かす
いげ絵線゜も茜もで
るが文’若好醤速に
と製様漆いま法か五
信作、の頃しはつ十
じのぞ粘かい’た年
て意し度ら方私゜’

　つ在こ　五岡こに　にと丸なえ発機よよ
私おもま当十山とお青し考とくて露微薬う幼
はぼ変れ初年工を聞年たえな流いにによや時
常えらるかを芸教き期いてっれる必ふでくか
にのなよらこ学えしに゜いてる次要れ’健ら
口私いう好え校るて達
にで゜なんるの学’し
しあ寝仕でこ塗校金て
てるて事細と工がでか
い゜もをいに科あ絵ら
る　覚や線なへるを小
　　めりでる入こか学こ

　　て続密゜学とく校

る作こ第な’年康の
゜品とで人あをに弱
ほ上こ’間るふな身
んにそこ味いるっで
と表’のをはにた、
にわ私源培人従゜青
環れの泉つ情いい年
境る体かたに人わに
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と法し名品十’
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てので的が第生
い一たにそ三か

と繊東のヤ’をし現よく筆も
作細洋責パ生結てさう筆使好
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つ精のでにはだ洋てあびのな
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k°
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各国特許

盛岡勇夫発明

　胸像・立像
レリーフ（浮彫削象）

ノ燃『滋

叙勲、受章、賀寿等の

　　　かがやくお姿を

　　格調高い記念品

　　芸術の香り豊かな

　　　迫真の肖像で

下記各百貨店美術部においてご注文を承っております。

㊥今井（札　幌）
高島屋（東京日本㈲

高島屋（横　浜）
松屋（東京・銀座）

西　武（東京・池袋）

そごう（東京・有楽町）

松坂屋（東京・上野）

松坂屋（名古劇

　
カ

タ

ロ

グ

送
呈

）

大丸（東京八重洲・）

大丸（大阪心斎㈲
野澤屋（横　　浜）

丸　　物儂　　㈲
藤　　五（高　　崎）

玉　屋（福岡・小創

トキハ（大　分）

山形屋（鹿児割

・… i銅像に関する一切の御相談に応じます）…・・

　　　　立体写真像株式会社
　　　東京都品川区南大井4－｜2－4
　　　電話　東京761－2758・｝640
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■元国際理事死去■さる2月1口，Walter　G　Wils・n

元国際理事の葬儀が行なわれた。Wilson氏はミシガン州Sむ

Ignaceの出身，1956－58年度の理事をつとめた。遺族は

Florence未亡人。

■ヘレン・ケラー記念日■東京で開催された春季国

際理事会で，「ライオンズ国際協会ヘレン・ケラー記念日」の

採択が決定された』これは，ライオンズ国際協会の特徴となっ

た視力保持活動の原動力となったケラー女史の遺徳をたたえる

ためで，各クラブでは毎年6月1日あるいはその前後に，何ら

かの有意義な会合をもつことがすすめられる。1925年の国際大

会における彼女の短いが感動的な演説によって，わが協会は視

力隙害者への援助という偉大な奉仕事業が，はば広く展開され

ることになった。盲ろうあという三重苦を克服したヘレン・ケ

ラーの生汗は，それ自体が何千万という人々の励ましとなっ

た。彼女に関する本や映画は数えきれないほどである。各・クラ

ブの計画委貝は，こんどの6月初旬にあわせて，ただちにプロ

グラムの編成にとりかかって下さい。過去2回にわたる国際大

会での彼女の演説の草稿をはじめ，いくつかの資料が用意され

ているので，必要な方は国際協会健康・福祉・視力保持課

（Health，　Welfare　and　Sight　Conservation　Section）へご

照会一ドさい。

■米盲人協会会議■アメリカ盲人協会（The　AmerL

can　Foundation　for　the　Blind）では，盲老人への奉fLとい

うテーマで4月27，28日の2日間，イリノイ州St．　Charles

で会議を開催する。主要講演者は，ニクソン米大統領の老人問

題顧問に任命されたArthur　S．　Flemming博士。

■1972年ヨーロツパ会議■f酔椥こ行なわれるヨー

ロッパ会議は，ことしはイタリアのシシリー島Taorminaで，

10月20日から24日まで開催されます。これは，東洋及び東南ア

ジア大会にあたるものですが，近年のEECの動きを反映して

か，あるいはヨーロッパから国際会長が選任されるためか，と

くに年々盛会のようです。ことしの会議の主テーマは「友情で

むすぶヨーロッパ＝Friendship　Will　Unite　Europe」で，国

際役員はじめ著名人による講演や討論会が予定されています。

力



　　　　　　　　、

両　地　区　合　同　会議

〔春季国際理事会〕

　3月3日から7日まで東京の帝国ホテルで

開催された春季国際理事会は，7日のサヨナ

ラ晩さん会を最後に無事終了した。理事会関

係者一行はそのあと東海，関西，九州方面と

3班に分かれてエクスカーションを楽しみ，

12日夜NWAチャーター機で帰国した。なお，

7日の晩さん会の席上，日本ライオンズは，

栄誉ある　Humanitarian　Awardをアブリ

ンガー国際会長から受賞した。

〔国際大会委貝会〕

　第5回合同会議を3月6日東京都で開催し

た。メキシコシティ国際大会参加の方針につ

いて詳細な検討をした後，きたる9月28日～

30日ソウルで開催の第11回東洋・東南アジア

大会への参加方法について協議を行なった。

〔20周年記念全国大会〕

　E，W各複合地区大会の案内とあわせて，

20周年記念大会の案内書およびポスターを全

国各クラブへ発送した。

　3月29日には東京都において福島大会委員

長はじめ各部会長等一堂に会しての会合を行

ない，各部会ごとの進展状況について報告を

行ない，現時点における総括を行なった。各

部会の担当業務もいよいよ実行段階に移り，

20周年記念大会の準備も佳境に入ってき

た。

〔臨時ガバナー協議会〕

　3月9日，上記会議が松山市・古湧園にて

開催され，去る2月22日，大阪市・新大阪ホ

テルの各地区幹’｝‘，会計打ち合わせ会にて検

討した提案事項に沿って審議された。主な審

議事項は「長期計画委員会」の設置，英語1論

文コンテストの実施，メキシコシテfllll界大

会参加申し込み締切日を3月木nまで延期す

るが，ガパナー・エレクトはなるべく早く申

し込みされたい。次回第4回会議は6月411，

ホテルグランドバレスにおいて開催などが決

定された。

〔YEP一般学生募集論文コンテスト〕

　W複合地区ガバナー協議会では，今年度Y

EP派遺学生にライオンズ子弟以外の男女各

1名を加えることにし，その選考のための英

語論文コンテストを実施する。テーマは「世

界の平和」，資格は16～21歳の高校・大学生、

W複合地区内のクラブを通じて応募する。締

切は各準地区で4月15日，第1次審査ののち，

複合地区で最終審査を行ない，6月1日に発

表，入賞者2名はW複合地区のYEP派遣学

生として今夏米国に送られる。

〔事務局近況〕

　春季国際理事会の突然の開催で，3月2日

から7日まで職員のほとんどが帝国ホテルに

つめて業務を行なった。また、3「1のレセプ

ション，7日のサヨナラ晩さん会の登録受付

に当たっては，E－1キャビネット、全東京

事務局の職員諸嬢にお手伝いいただいたおか

げで，なんとかふたつのパーティを成功裡に

終えることができた，このあと事務局の業務

としては，20周年，複合地区，国際大会等各

種大会の準備が続くが，このたび河村職員が

都合で退職することになり，3月21日から新

規に1名の職員（遠藤百合子嬢・共立女子大

学出身）を採用した。よろしくお願いしま

す。

〔新設の複合地区委員会〕

　新たに複合地区に設置されたふたつの委員

会のメンバーが次のとおり決定した。

tD　長期計画委貝会

　福島正雄（東京日本橋C），三輪信一　（浜松

　C），田上義也（札幌エルムC），上保嘉保（横

　浜中央C），安田梅吉（岐阜C）

②　レオ委員会

　◎岩村譲一（東京新宿C），真野俊介（名古屋

　西C），金崎郡平（横浜神奈川C）

　◎印は委貝長

　　　　　クラブ用品部

日本事務所だより
〔公式バッジ（襟章）〕

　今後公引バッジには台紙に「日本事務所」

という印刷文宇が記入されています。台紙に

「日本事務所」という印刷文字があるかどう

かを確認して下さい。業者のイミテーション

が多く出回っているので，チャーター・ナイ

ト，地区大会，その他で購入される場合は，

特にこの点ご注意下さい。

　誇り高いライオンズクラブの襟章が，一部

業者の利益追求の場として利用されることの

ないよう，お互いに注意協力しましよう。

〔新年度クラブ用品カタログ〕

　新年度（’72～’73）カタログは，国際本部

から各クラブ幹事宛に発送され，すでにご入

乎のことと存じますが，未着のクラブがあり

ましたら，国際本部へご請求下さい。なお，

到着新カタログは，単にファイル，または個

人の引き出しに死滅するようなことなく，活

用して頂きたいと思います。なお，カタログ

に関して，ご意見がありましたらお手紙下さ

れば幸甚です。米年度の参考にしたいと思い

ます。

足は老化のバロメーター《1日1万歩》を提案します。

30分～足をのせるだけで1万歩。　　　　アルコーが運動不足を解消しま硫

■疲労感のない歩行運動ができ、運動不足を

　解消します。

■足からくる老化現象を予防します。

■スポーツ前後のトレーニングに最適です。

■運動不足による肥り過ぎを防ぎます。

　3月2311NIIKカメラレぶ一トで紹介されました。

お問合わせは
発売元／株式会社新高
東京都豊島区池袋卜40－2矢島ビル

TEL’i982）7　1　5　1（代）
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☆ブラジルのLuis　Carlos　Pereiraという

方から，スペイン語かポルトガル語で文通を

したいという手紙が届きました。文通希望の

方は下記宛にどうぞ。

〔Luis　Ca「los　Pe「ei「a　Caixa　Postal，253

44100Feira　De　Santana　Bahia，　Brasi1．〕．

　　　　　　　　　神戸西C　大岩達和
　拝啓　突然書翰呈上の無礼ご海容賜わりた

く，さてかねてより大阪科学技術センターよ

り発行の「技術と企業」誌より，公害特集号

発行にあたり「公害防止技術メーカーとして

の役割」一われわれは何をなすぺきや一

のテーマで原稿の執筆依頼を受けておりまし

たが，何を書くべきやと思案中，ライオン誌

．3月号が送られてまいりました。いつものこ

とながら，ライオン誌は一番最初に目を通す

習慣になっておりますが，鳥取ライオンズク

ラブL山本嘉将の「放害」を拝読し，大いに

感銘を受けたもので，その日のうちに一気に

原稿を書きあげることができましたのでご笑

覧を賜りたく拝呈申し上げます。また，ライ

オン誌を拝読したことにより，その原稿を得

たもので，ライオン誌に対しても深甚な敬意

を表するものであります。なお，鳥取クラブ

に対しても一部拝送し，謝意を表しておき，

L山本には直接引用することの了解を得たこ

とを申しそえます。

　近年公害問題は社会問題としてとりあげら

れ，われわれの身近かな問題として考えられ

はじめました。ライオンズとしても，もっと

もっとこの種の問題に対してとり組んτ仲か

なければならないと思います。ラくオン誌で

も今後，公害問題もとりあげで関心を深め

ようと考えています。その節はこ協九ご指

導賜わりたく存じます。貴Lのご活躍をお祈

り致します。　　　　　一編集部一

切手収集を趣味にお持ちのLへ

　われらのライオンズ国際本部は，昨年6

月，シカゴのオーク・ブルックに開館した。

この新館の落成を記念して，日本ライオンズ

の提供で，日本庭園が完成を目ざして工事が

続けられている。

　国際本部では，この新館の完成と日本ライ

ォンズの日本庭園献呈を記念して，記念封筒

．を作成し（300部限定）このほどライオン誌

日本語版事務所に送られてきた。ライオン誌

では，これをライオンズの切手収集家に差し

あげたいと思います。ご希望のLは，ライオ

ン誌編集部まで20円切手を同封のうえ，お申

し込み下さい。住所，氏名，所属クラブ名を

お知らせ下さい。先着順に各1部ずつお送り

します。なおこの封筒は，3色刷りで，Oak

Brook，8セントのスタンプが押してあります。

☆岩手の僻地校，薮川小中学校の生徒とライ

オンズをむすんだスズラン給食は，それが大

きな反響をよんで，国庫負担による全国の僻

地校の完全給食実施という，ライオンズの最

も理想的なアクティビティとなって結実しま

した。そのときのかげの立役者として活躍さ

れた盛岡クラブ中村七三Lは，そのときの貴

重な経験をもとにして，これまでの各クラブ

のさまざまなアクティビティの失敗例，成功

例を比較検討のすえ，「アクティビティ企画

方法論考一その理論体系確立への捨石とし

て」という大部の原稿にまとめて，編集部あ

てに送ってこられました。いまや日本ライオ

ンズの行なうアクティビティは，年間10数億

円にも達する巨額となっているが，囲碁に定

石のあるように，よりよいアクティビティの

ための理論を考えるべきではないか，という

．提案です。、最近・各地区各クラブでもアクテ

ィビティのあり方についての研究がさかんで，

こうした成果の発表がライオン誌を通じてさ

れることは，たいへん有意義で，期待される

ところですが，中村Lの今回の原稿はライオ

ン誌15頁分というもので，発行委員会でもそ

の取り扱いに苦慮しています。いずれ何らか

のかたちで発表きれると思いますが，ご期待

下さい。

☆ライオン誌3月号について各クラブにアン

ケートをお願いしましたところ，早速多数の

クラブからご協ヵを頂きました，いずれ結果

をまとあて，今後の編集の参考にさせて頂き

ますが，きわめて多くの方がライオン誌に関

心をお持ちになり，好意をお寄せ頂いている

ことに安心すると同時に，ますますよい雑誌

づくりに精を出さねばと，あらためて責任を

痛感した次第です。もちろん，，あいかわらず

広告が多すぎるとか，文章が固すぎるとか，

痛烈なご批判もありましたが，一方では，今

回のアンケートを機会に会員がライオン誌に

たいする認識を深めたという報告をされたク

ラブもありました。雑誌は，つくる側だけか

らの一方通行では，よいものになりません。

今後とも読者各位のご協力をお願いします。

☆咋年11月に結婚した経理の渡辺千代子さん

が4月末日をもって退職することになり，後

任として秋元稔子さんが4月1日から勤務し
ている。秋元きんは横浜平沼高校出身で，趣

味は旅行と音楽。音楽は歌うのも聞くのも大

好きで，週に1回先生についてカンツオーネ

を勉強しており，イタリアへも出かけたとい

う本格派である。2週間のイタリア滞在中は

本場のカンツォーネがたっぷり聞けたし，史

跡も見学できたし，男性にはモテモテだった

ので最高にゴキゲンだったそうな。なお，退

職する渡辺さんは家事に専念して，よき若奥

様ぷりを発揮するそうだ。幸わせを祈ります。

事業資金のお手伝をいたします
事業の拡張、お店の改造、手形の決済など………………

どうぞお気軽に盈542－3326㈹へお電話下さい。

………………’’’” 癡?ﾅご融資の相談をさせて頂きます

日本クレジツ・ト・センター
品川L．田辺信夫　　　本社／東京都中央区銀座7－13－4
支店／八重洲口・銀座・虎ノ門・新宿・大阪・名古屋・札幌・福岡
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〈立像・胸像・レリーフ〉
●御希望により出張撮影も致します

●写真は一回で済みます

●カタログ・価格表は御申川下さい

＜ ら き広業販売

醗麹　　　．・一・・　』・・長．

ライオン像、他、多数有り

アクティビティ等記念行事

に御利用下さい

東京都新宿区西新宿1－15－1
　　　　智　　342－5251

東京新宿C　L．大滝貞三

　　　金銀象嵌・銀・真珠・七宝・ブロンズ・象牙製晶
　　　バッヂ・メタル・カップ・トロフィー・楯
　　　装身具・工芸品・時計・カメラ…………

　　　　　チャーターナイト記念、各種アワード

　　　　　　　　お誕生祝、結婚祝品は

フイオンズのギフトセンター

　　　　　吻アタンユーり一へ

本社営業部：京都市左京区熊野神社束入京都ハンデクラフトセンター

東京支店：東京都中央区銀座

名古屋店：名古屋市中村区名古屋駅前

芳て者口（075）761－0141　（f℃）

スキヤ橋ショッピングセンター
到こ　　芳〔（03）571－3274　（イ℃）

　　　名鉄百貨店6階
名古屋（052）571－1111（内線568）

慈
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ニューヨークタイムズに紹介された

世界的に有名なロンのステーキです

STEAK　GRILL

　　　　RON
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ライオンズ会員経営ホテル・旅館・料亭・レストラン紹介

クラブ名 1霜テ4擦。，ラ矧会員氏∋

会津若松鶴城

東京渋谷

東京渋谷

東京馬場先門

箱 根

修　善　寺

下

下

浜

田

田

松

福井小浜

芦

芦

鳥

原

原

羽

営業所所在地 電 話 備 考

藩東山ホテル
ﾜ東山グランドホテル
　　　　　　　　　一
総ﾛ観光■郷土料理■ご宴会
ﾓ　　る　　さ　　と

政府登録国際観光旅館

zテル飛竜閣
政府登録国際観光旅館

N　　雲　　閣

三河屋旅館
蟹糖寺グラ・ドホテル

ﾍ鹿風呂仲田屋

下田城山ホテル

黒船ホテル
政府登録国際観光旅館

R水館欣龍
一　　力　　館

政府登録国際観光旅館

ｴ　　風　　荘
政府登録国際観光旅館

ｪ　　　　　木

志賀堅田

大阪北

大阪　北

堺浜　寺

大阪天三E寺

芦屋　東

温泉町

川

宝

西

塚

洲本おのころ

別 府

戸田家別館

古　川　景　亮

政府登録国際観光旅館

名鉄マリーナホテル

政府登録国際観光旅館
新大阪びわこホテル

政府登録申請中

ホテルやま久
政府登録国際観光旅館

羽　　衣　　荘

政府登録国際観光旅館

明　　倫　　閣

政府登録国際観光旅館

ホテル芦屋
政府登録国際観光旅館

湯村観光ホテル

政府登録国際観光旅館

若　　　　　水

政府登録（島家新館）

宝塚グランドホテル

政府登録国際観光旅館

淡路島観光ホテル

政府登録ホデル児玉
児玉レストハウス

1〒965
福島県会津若松市東ILI温泉

柳　屋　　　行
くさむら　良宏

小　原　基　邦

桜井清次

榎　本　孝一

植　m 平

山　川　四　郎

lll本　一夫

新　村　秋　賀

浦谷忠弘

伊　藤　lll雄

八木弥太郎

寺　田　光　郎

三三　泊　睦　己

lll口久太郎

lll口久太郎

小　島 馨

田原梅一郎

池田雅一郎
池田恒・雅

朝　野 繁

小早川賀照

大　島

上村

満

博

児　玉修　行

東京・渋谷・道玄坂上先
〒153目黒区青葉台3－4－1

〒150
東京都渋谷区神南1－20一5

〒413
熱海1∬昭不n田∫4－2

〒250－04
神奈川県箱根町小涌谷温泉

〒410－24
静岡県伊豆修善寺温泉

〒415
静岡県伊豆下田温泉大浦海岸1053

会津若松（02422）　　）1〔京案｝’↓所（661）0766

2－3500　　　　　　　　flll台案内所（23）687t

463－2310　（｛℃）

秋葉原支店・、越中、

，866－1511

3E刀〔　（03）

463－0881　（代）

熱談媛　（0557）

81－3623～5

箱根　（0460）

（2）　2231～5

（グランドホテル）
（0558）72－3333（ft、

（仲田肋
（0558）72－23↑5（fV、

一ドト「1（05582）

2－1953

〒415　　　　　　　　　　　　下田（05582）

静岡県伊豆下田町柿崎7－1　　2－1234

・戸訂＿12　　　　舘山寺（・5352）
静岡県浜松市舘山寺町叙llll寺温泉7－0019（代）

合章造り大民家。囲炉裏を囲む食
事，民謡踊りをお楽しみドさい。
ハワイ店ワイキキグランドホテル
マカオ店リスポアホテル内2階
日本交i証蚕征厭’　一　一　

瓢魏憂
近　日本ツー11スト協定

東Xて案内月「03（561）3831・8240
名古屋案内所052（97DO806
大阪案内所06（251）5684

東京案内所　251－5062
名古屋案内所　581－8441
大阪案内所631－8834

東京案内所（03）552－1808．1870
名古后ミ案1ノヲ∫ヲ〒（052）881－－9828

大阪案内所（06）252－4654

頂丙所
東　　京　　371－7498

名ヨrハ社　　471－1255

’大阪361－3778
案内所
東　京　814－1561
名古屋　　551－1449

大　阪　631－88糾

璽霞鷲㌫璽蕗F鰯
大阪予約。。ター濡｝㌫綴9

〒917
小浜市一番町2－10

〒910－－41

福1卜県坂井郡芦原温泉3・－803

〒9to－41
福井県坂井郡芦原温泉4－418

〒517
三亜県鳥羽市鳥羽1－24－26

〒520－－02

滋賀県大津市本堅田町975
（びわ湖大橋西湖畔）

〒532
大阪市東淀川区十三東之lllf
3」’日3番地

〒530
大阪市北区兎我野町118番地

〒592
大阪府高石市羽衣

〒690
島根県松江市国屋町558

〒659
芦屋市松浜町16　芦屋海岸

〒669－68
兵庫県美方郡温泉町湯1269番地

〒665
宝塚il茸易フトこ田rg－171｝

〒665
宝塚市栄町3丁El　10の1

〒656
淡路島洲本温泉

〒874
別府温泉新別府
九州横断道路沿い

小浜（07705）

2－2050，　2051

名占屋案内1！1551－7001
大阪案内所　　　　　722－4984
n｝1朔舞ミ1勺画「　82－1912

東京卯ミ内所　　667－4571

芦原（0776）

V7－2500

全m言冷暖房完備新館全室パス
gイ　レ付，　収響350名禄，　ソく広川｜350畳．プールなど娯楽設備．駐

?k場完備

芦原（0776）

V7－2008

@　　　　　　一

近郊観光地，東尋坊、永平≡］F，

ｰ原ゴルフ場，
{ーllング場

鳥羽（05992）

T－2103

空中ミューシックフール
蜚ｻ村理，底曳料珊
戟轤奄ﾎ内所821－6072

竪田（07757）

Q－1211（代）　　　　　　　　一一

△阪＿と．．ヱ旦二6012東5；571・7126，大阪M4・2950，名古屋581・2007。モータボート・ヨット・水ヒスキー・賃艇｜4（・特殊酵素サウナ貝呂・プール（50米7コース）

大阪（06）

R01－8537

一w一・

@　　一一＾一、一
大阪（06）

R13－2222

@　　　　　　　　－一

新大阪駅より’1エで5分
S室パス・トイレ付
l広間　舞台120提
結梭ﾄ内所　363－3367，一’．一一一」L一一」

蜊繪wより徒歩5分
S室パス・トイレ臼
蜷H堂100名収容
結梭ﾄ内所　363・．－336了

堺（0722）

U1－2001（代）　　　　　　．一一一

名園と大温泉センター

T銑£c｝例会場

松江（0852）

Q2－3225（代）　　　　　　　　一一

眼ドの宍道湖に渋ちる夕llは
ﾜさに冷‘㌃に尽くし難し風を
ｾ姻。冷暖房完備

芦屋（0797）

Q3－2891（代）

五階空巾温泉より広く六『1山・大阪湾・淡路島を眺められる

蜊縺E神戸よ1）15分

湯村（079692）305（代）TELEX5755－756 大阪身…IWr　302－8654
栫@都ρ　　463－3062
ｼ古屋ρ　　582－6071
戟@京〃　　356－275τ

宝塚（0797）

W6－0151（代）

　　　　　　　一一A」
W望　御殿貝呂

W望　御姫領呂

宝塚（0797）

W7－1111（代）

11本一の潟の殿’ζ；：「流れる温泉・見返りの護｝2

沍ﾋ・大阪よ1〕車で30分
S館和宗380名株収容

洲本（07992）

Q－2451（代）

大阪案内所　631－88現
ｼ古尼漆内所581－0301
結梭ﾄ内所252－6288

別府（097ハ

U－2211

褐瓢援禦鰐脇・大阪連絡所531－5941名i！r屋582－4761　　｝E五［573－35⑤6

旦
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日本ライオンズクラブ分布図

月日

2／6

2／11

2／13

2／13

2／19

　　　　　　　　2月結成クラブ

輪　　ク，ブ名　．ク，プ住所及び電括

、6⊇A穀讐A糊躍蹴館肺蜥遺1．，．、6
　　　　　　　　田村亭務所内02767（2）1229

　　HANNO
1657飯　　　能　〒357埼玉県叡能市稲荷町13－7
　　　　　　　　石井泰彦根方04297（2）2841

　　MAκABE
l658真　　　駅　〒300－44茨域県真鞭郡真欺町塙世
　　　　　　　　農協会館内02965（5）1144

　　0BIHIRO（KASHIWA）
1659帯広かしわ　〒080北梅遣帯広市東1条8丁目
　　　　　　　　十鱒毎日新聞社内01552（3）6705

　　YOκOSUKA（KITA｝
166°債須貿北 ﾕ冑翻県横須賀旅浦H

　　　　　　YOKOHAMAαSOGOMSHn
2／261661横浜膚子西〒231神奈川県横浜市中区花咲町1－22
　　　　　　　　　　　ロダンピ，レ内045（231）0591

・／…蹴鞘鷲鞠蹴丁目13
　　　　　　0κAYAMA（MSHI）

2／27愉岡山西 K㌫螺岡綴綴騨迎
　　　　　　OSAKA｛SANADAYAMA）
2／281664大板真田山〒540大阪府大阪市〕に区徳井町1一網
　　　　　　　　　　　レディメードセンター内　06〔％3）0048

　　例会場所　　　　　例金日時

ジ●イハウス第1・3㈱19：00

武蔵野鍛行飯能支店　第1・・3㈹19：00

伺 左　　第2　●　4㈱19：00

帯広官本会館第2・4㈹12：15

追　　 浜　　 会　　 館　 第2・4働19：00

薬　　　 窺　　　 会　　　 館　　第1　・　3㈱18：15

商　　工　　会　　頗　　所　　第1　・　3樹12：15

吉備鯛飾紘支店｛魏㈱1；i認

㌘

〉・：

1972年3月31日現在

世界のライオンズ（1972隼1月31日）

　　　　　　　　　　　　目｛醐末　　　現在
ライオンズ国または領域　　　　146　　　　147

クラブ数25．34225．218
会貝数95aO26961，371日本のライオンズ（1972年3月31日）

地区

　　もE－1
E－2
E－3
Er4
E－5
E－6
E－7
E－8

クラブ数
前期末

　129

　128

　133

　75
　91
　99
　172

　73

現在
136

131

138

　75

　95
105

182

　79

　会　員　数

前期末　　現在
7，619　　　＆071

7，670　　　　＆100

6，360　　　6．754

3，259　　　3．409
　コ4，629　　　4．899

5．641　　＆090

8．233　＆944
3⑨394　　　＆699

　　　　　　　　’　　　～

．北海道’　　川
　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　コ　　　ロ　ピ
　　　　　　，．　　　　　〔：．　　圃　　　　　　　　　　　、り↓

・4

　’、二、二’

三　　　　　　，．

　　ノ　．
　　　るご、・〈
　　　ミら　　　ゾロ　　　“4∴分

’．・一・・．・．’・●■・．一・「

｛E－3地区1
丸一．，．●．一．一一の一．」

誓難望岸六店内第2’4出12：15

W－1
W－2
W－3
W－4
W－5
W－6
兇｛＝ヱ．＿

小・

　106　　111
　127　　134
　87　　　87
　120　　121
　61　　　63
　93　　　94
＿ユ蔓1．＿．，1劉＿

　715　　734

　　　7．178　　　　7‘704

　　　7．231　7．830
　　　5・302　　　〔S633

　　　5・870　　　6，149

　　　3．577　・　　3．786

　　　5，351　　　5．685
＿＿＿．4，．ggq．．．．．．晃．煕

　　　39．409　　　41　929

合計 1●615　　1．675 86，214　　91．895

亙

　　　　　　ぽ一・一・・．・．●叩旧゜●一．「

　　　　　　L叉肥」

占

㌃石’．

・1川；．

閻．

／

，秋

田

’

岩

手1
岡

山

形
宮

城

”．◆・一・’●一．一●一・一．「

iE－4地区i
t，‥・，．．‥・一．・．即」

山

佐渡島・・’

　　　，、，新

　　　　　潟

　　　囮

井

W－4地区

目

　　対鳥

■目

W－3地区
一一

　　　　　　ぐンコ
　　　　　、、ぱ鳥取．　兵

’5・冷島　●丘

謡滋

岐
阜

圃

五島

■

い山口
　　囮・

，．．’ｲ

愛知
三　臼

阪
重

囮

長
野

鷲國

埼

栃

福島

茨
城

．’

山梨

国

福
岡

大分回

　　　　富
・本

囲図

田島

静岡
　’圃

ll 臼．・

　　’●．一・．．’●一・’・一・’．「

L三：三≡」

　　一・●●●”●一、

E－6地区i
　　　　　＿｛3

伊豆大島1

　和
囮歌．

　山

巨≡

’一．一・’・一一・．．．・一．°、

；E－8地区i
し｛一～・．，＿‥一・」

［三三i三コ

児圃

’．・’．・．’．，・．．・・’・「

1
｜

t－・《一，‥．，偏一，・」

「三：三♂
　　㌧一．一．一一叩．一一．，．J

E－5地区；

園 沖縄

囮

層枝大島
■徳之島■■檀袖
　　　　　　屋久島

’
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　〈楽宗すと集人まま千寺石え物かこあ黙仏いもろつをシでとなしつうこた度の生
㍊鴇嬬舗ξ掴論鴇らξ1墓拳き詩控二鵠し1雪z已錨糎
　して感来れて中な観特二くれ界化語云の者思がつでてク叱のお「庭しけ果禅会’と
・でな覚まるいにり賞に”まを石りう如のうあてすいをり固前俺石てではをが京り
文呈6と〉手額鷺認甥籠設ii：詩毛梅霞㍉蓼嶽警i竃
詩顯蕊馨顯誤謡；、忌■ξ・1詩編ぶ鷺賑毛設繧
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●

今月の入選作（課題「のりもの」）

都　電 内藤光夫（東京霞力関C）

両国橋の上を残り少ない都電が走っている姿は淋しい。タクシー

その他の車の中をカタコト走る音は東京の下町の姿である。

データ　ミノルタSRT101

ロッコール100ミリF56揃秒

74
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ライオンズ・フォト・コンテスト

審査員　山田広次

　毎号巻末に私の撮影作例を掲げて、同好の

志にアドバイスをしているためかどうかわか

らないが、今回の応募作品のほとんどが都電

を取材したものであった。作例写真は1つの

例であってお手本ではないのだから、記末の

題材集の中からお好みに応じて被写体を選ん

で頂きたいのが私の本心である。

　さて、今月の入選作品は東京霞ケ関Cの内

藤光夫Lの「都電」と決定した。内藤Lは新

人である。左端に両国橋の手摺を入れたり、

猪鍋で古いのれんの「ももんじや」と旧国技

館の屋根をちょっと見させたり、誠に舞台の

大道具は場所的説明を克明に描いている。乗

客もまばらな一輔の都電をモチーフに選び、

あふれる自動車を点景として、都電のまさに

．消えんとする哀愁を描出しているが、長焦点

レンズで曇天に撮影したため画調がフラット

になってしまった。撮影にもっと時間をかけ

て夕方までねばり、都電や自動車に灯が入っ

ていまだ天空に残光のある時刻まで待ってい

たら、奥ゆきのある写真となったことであろ

う。でも下町風な1人の老婆のうしろ姿がア

クセントに画竜点晴となっているのが効果的

であった。

　　（日本写真家協会委員・FlAP審査員・

　　　　　　　　　　　　　　東京数寄屋橋C）

パリでパリを買う
　　日本の店（免税店）

　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　　∠

　　　　　　　〈富井の店〉

パリ第1区オペラ大通り16番

パリに訪れたら、まずパリ・オペラにお

たちより下さい。日本人コンサルタント

がお買物・旅の悩み等の解決にやくだち
ます。

女性用特選品
●フランス製最高級品の香水と
化粧品

●ワニ皮、ダチョウ、牛皮、ピ
　ーズ、プチボアン製のハンド

ノ∨ツク

●装飾品、指環、ブローチ、プ
　レースレツト、ペンダント、

首飾り

●おしゃれ時計、実用時計
●スカーフ、洋がさ、香水ふき
●洋服、コートそしてフランス
人形

男性用特選品
●フランス製最高級品の化粧品
●ネクタイ、スカーフ
●カフスボタン
●シャツ、ペルト（牛、ワニ、
　1・カゲ）

●財布、その他皮製品
●ライター（デュポン、カルチ

ェ、ダンヒル、フラミネール）
●時計（テイソ、オメが）免税

皆様の免税店として、特別の割引をさせて頂きます。
他の店のお値段と比較して下さい。

互〕。竃ざ
　キャプシーヌ通り

　　サント・オノレ街

：＝＝：＝コ［：コ
　　　　　　リポリ夫通り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　PARIS　OPERA　16、　Av．　de　l’OPERA　16　PARIS　l　Tel．073－9305

タクシーの運転手にお見せ下さい。　L．ミュシェル・ボヤード



：：：二：：：．．：：ライォン：ζ呼｛iξる：る人：、、　　1：．

・・ 剋幕ﾆを成功に導き、・善良な生活を楽しみ

》1：輸、鱗註泣、：人類糎じ

　一知識人の尊敬を集め・・一　　一　　一・　　　
　・・おさなごウ　・’1’　““　’　“　　°　べ　吟　「←　　“　’　”　〉　‘　ト’　も

　　幼児たちに親しまれる人　　一　　’　・一’

　　　　　　☆その地位にふさわしぐ　・　＋

　　：，：∵カら精加擁事ぶ・1により：・：1

　－　・　　　一輪の花と心・うつ詩と一…　’　・一

一一
@　一’そして、うるわしさを秘めた魂どによって

　・　一　一…よ一りぱき社会をもたらす人・　一　　一

　・☆人生の中に美の輝きを感じ　　…・一’　…　　一

・’一ｻの賛美の言葉を忘れず一

　・一友の美点をつねに見守り一一…一　　・’…・　・

　　・自らの良ぎどころをまた友に贈る

　　1その人生こそ偉…大なる感激そのもの

　　：’．　．：彼こそ：ライォiンと呼ばる：る人、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ノ　、

WE　SERVE（われわれは奉仕する）
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人と光の・調和を考える企業

5r〔ヲ「カコ

　立川ブラインド工業株式会社

人間の目は、まぶたを開いたり閉じたりする

ことで、自然に光の調節をしています。

ブラインドの働さは、ちょうどそのまぶたに

似ています。まぶたが目に入る光の調節をす

るように、ブラインドは室内に入る光の調節

をします。強い日差しもブラインドを通すと

やわらかな光に変リ、室内に落着いたやすら

ぎのあるムードをつくります。

調和のとれた採光は、目がまぶたの働きで守

られているように、快適な住まいづくりの大

切な条件です。

インテリアプライント“シルキー”は、12色



18金ホワイトゴールドブレスレット、パケットカット・ダイヤモンドベゼル、

ダイヤモンドインデックス婦人用腕時計　Ref　8496／217￥9，000，000

ダイヤモンド付ラピスラズリベゼル、手造りによるスケルトンポケット

ウォッチ紳士用　　　　　　　　　　　Ref　5668￥6，500，000

この時計はオーデマ・ピゲの1972年度モントル・エ・ビジュウ（ヨーロッパ時計宝飾展）

出品作品です。オーデマ・ピゲの伝統と技術が創りあげた時計芸術の最高峰です。

．AIOEMAR8　Pl6111

Lα砲spres孟↓gw8e∂es鋸η伽res

最高であることのしるし
　　　　　　　　　日本デスコ株式会社

東京・中央区銀座1－13・1　三晃ビル2階　TEL　563－1731（代）

大阪’南区塩町通4－26　東和ビルTEL　252－8833（代）

讐・

z

論：

里】

嵩イ

§：・

内

印

欝

2
自

‖

6

主

零，

㌻
二
ご；；

’rぎ

き

蓮

奮


