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音叉式電子腕時計《ェテルナ•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。 

⑨ I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。 

スコ株式会社 

〒104東京都中央区銀座1-13-1三晃ビル2階• TEL(563)I73I (代） 

〒542大阪市南区塩町通り4-26-1東和ビル6階• TEL(252)8833 (代） 
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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黑田藩の支藩とな 

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 

敷を処分して離肷し、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 

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 

樹の緑山溪に流れる清水は、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: 

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つがれ 

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黑門 

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彩藤谷亮介） 

Senes on Regional Womanhood of Japan (10) 

RELICS OF AKIZUKI CASTLE AND THE WOMEN OF AMAGI 

Akizuki Castle had its origin in the 

country-seat bequeath by the feudal 

war lord Minamoto Yori iyc to the 

head of the local Harada clan of 

Tsukushi. Later, during the Edo 

Period, it became a sub-fief of Lord 

Kuroda of the Fukuoka Fiefdom and 

developed into a thriving castle town 

on its own. However, with the Resto¬ 

ration which marked the collapse of 

the Shogunate, the warrior class, as 

such, was demolished and iheir hold¬ 

ings were confiscated. I、he castle 

town itself had been badly damaged 

by the civil disturbance known as the 

Akizuki Insurection and only the 

foundations of the castle, the delapi- 

datecl stone fortifications and the por¬ 

tals to the main building stood in 

abandoned silence to mark the site of 

the former castle. In contrast, the 

dark green foliage of the abundant 

trees and the clear streams which run 

briskly in the numerous ravines still 

remain intact to remind the passerby 

of the activity that took place here 

many decades ago. The fiery indom¬ 

itable spirit of the warrior retainers 

of the hereditary lords of Kuroda, 

who detested vacillation and spine¬ 

lessness above all else, are still to be 

found to motivate the demure young 

ladies found strolling, on holidays, 

through the grounds of the former 

Akizuki Castle in their beaiuif’ul ki¬ 

monos and typical Hakata obi (sash). 

Outwardly, decorous and sedate, 

the womenfolk of this region possess 

willpower and fortitude to meet ad¬ 

versities which were the hallmarks of 

their forefathers of old. 
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ぼ泳げ5んだ 
-第2回肢体不自由児水上運動会（東京世田谷C )- 

• "Xi-. 

■和*^ 
4-- ‘ザじ 

.'灸ベ 
^ m 

嫌^^ベ夕^ 

a :•へ' 
♦夕と. ' —パ v rニニ > - 



去る2月11日、東京世田谷クラブは第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 
の温水ブールにおいて開催した。これは昨年開催して好評 
だったので、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てある。 
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である。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 
かリとなリうる。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愎訓 

練ができることを啓蒙し、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。 

L. ** jjw 
—ハ、 
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きようは、まえからたのしみにしていたお 
ん水ブールへいく日です。ふゆにブールには 

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で 

いるようでおもしろいてした。ゆかいなおに 
いちやんにおしえていただいて、ぼくはうい 

たリもぐったリできるようになリました。な 

つまでわすれないて、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） 



彼は自分の町で自ら贵fi者として木n: 

した献血運励について，最終報'占-をしま 

した-.この述则には仕事で忙しい.にもか 

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宙者の週末レクリ 

エーションif-h®を練ったり，町の図尨館 

の役贝会に出たり，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nuは見つけることができるのと同じ 

でした。彼が自分の责任以上のことを自 

ら進んで采たす人であること，そして， 

V、ざというときに概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 

が地域社会のリーダーシッブで,]T:判のよ 

い団体に域していることも衆知の通りで 

した。帘灾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，彼が沿てい 

る汴服のえりにそう語っている証明が見 

られるからです。そのライオンズのビン 

が彼がどんな人であるかということ，す 

なわち，丨印際ライオンズのメンパーとは 

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；证明はふたつの意味を持っていま 

す。沿けている人のプライド，そして彼 

のクラブと1H:界的ライオニズムのPRと 

いうことです。れライオンfW人の活则は 

地域社会の福祉にK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7ラブに向けら 

れます0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；W:明 

となります-それは人道主義的本ftの証 

明であり，特にこの4月を惯的的にわれ 

奉仕の証明 

by Robert J. Uplinger 

President 

Lions International 

われ協会のクラブ標識整備月[川と指记し 

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 

ハイウェ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， 

外米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 

の挖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 

—ジにふさわしくない場合があります。 

きれいに手入れの行き)y!いたサインこそ 

その地方のライオンズがいかにffi潑に脚 

いているかを物語ってくれます„ 

ライオニズムの象徴としては他:.こもい 

ろいろ用,位されてお•りますが，すべてあ 

なたの友人，親せき，出会う人たちにあ 

なたが世界m大の奉刪体の 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-讲伤所用ね板，卓上セット，カフ 

•リンクス，タイ.ビン，汲®カバン， 

讨印用シール，その他すベてわれわれ協 

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。 

あなたの活则，たとえそれがのう 

えであっても，またa-事から離nてのこ 

とであっても，そしてあなたのクラブの， 

いや，われわれ紺織としての活泐をも含 

めて，それはなぜあなたがこれらシンポ 

ルを沿けることに誇りを感じるかをその 

竹後に何があるかを，一般の人びとに如 

灾に物,しっています。彼らにはこれらシ 

ソボルは角股移植あるいは眼病研究，K 

ffl救済，孤児院や老人ホーム，萏人のた 

めのサマー.キャンプ，身体陣ブ?児の迚 

動埸,_その他批界中で行なわれている数 

々の人道主菽的奉比活動をすぐに思い起 

こさせるでし±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 

谱類人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 

がる国垃，人种:，信条を超えた96万人以 

上もの人間で組織するIfl体へのあなたの 

符4を表わしているのです。もし，台 

tel,地;Sで町が破坡されればすぐにでも 

水a•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1翊けばまず一番に 

財政的，物h的援助を申し出るのも彼ら 

です。 

これらがライオニズムのシンポルの行 

後にある班の:®味であり，そのシンボル 

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®(力 

であることを思い出させるので’ありますP 

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，in:界的ライオニズムの納めて 

きた成果:こついて説明するでしょう。谦 

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0国 

際ライオンズは人道主義的率仕活则をい 

ろいろと®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仕し，新 

しい;ii-_を立ててより活励を拡げて行こ 

うとしていることを。 

来たるクラブ標識整肺月問には，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V、たしま 

す0 
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バングラデシュ救済復興大臣からの感謝状 

①ハーマン.カーンの、経济大国日本 

の挑戦'は日本の経済成長が今後も年10 

%近くで絞き，それに比べてアメリカの 

成14率は3〜4 %前後，従って今からお 

よそ30年さきの紀元2000年には日本の国 

Bi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 

通しは阜なる惊測でなく，日本経済のい 

くつかの強味を列爭している。私自身も 

多くの点で彼の想見に咎成であり，ここ 

1〜2年こそイヾ況が絞いているけれども， 

まだまだ成長の站礎的赭条件をそなえて 

いると考える。 

ただカーンがこの論文をぶいたとき， 

アメリカでも環境問題ないし公害問題が 

それほど大祝されていなかった。企業 

の公肖防除投资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;J；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 

302W— 5地区ガバナー 

田杉 競殿 

1972年2月9日 

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贵重な 

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日本の人々の人道的な哿与はわれわれにとって立ちあがる力と與気 

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授を与え復興を 

推進するすばらしい仕机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:位を表 

します。なお今後のすべての問Sにつき，われわれの側からもあらゆるご協力をお約朿致 

します。 敬具 

本がアジアで唯一の先®国，経済大国に 

なれば，それだけに大国としての国際的 

责仟が®大になることを3告している点 

を見落してはならない。彼の指摘をまつ 

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fl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7 

トリック会社）の企業環境予測sという 

本でも，アメリカ，西ヨーロッハとなら 

んで口本が経済大国であり，これからの 

国際社会では松雑な問題が出てくるし， 

FI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， 

今までのように束と西というイデオロギ 

一の対立よりも，北（持てる国）と南(持 

たざる国）との問題が谊大化するであろ 

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 

明国際会長フリードリクス（フランス出 

身）の来牢度ス〇— ガンと方針を見せて 

もらった。そのM初の頌目に，ライオニ 

ズムを通じて人類的迚俏を推進しようと 

ある。_際的連‘!!1•'の上にたつ平和への協 

力と奉仕活®を提唱しておられるわけで 

ある0 

'.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權仕活励を提唱し， 

各地区のクラブに協力を呼びかけた。当 

初計両したほどの救援资金が集まらなか 

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 

援活励ができたと考えている。 

はじめインド領内Iこ流入してきた難民 

に対する救援が目的であったが，パング 

ラデシュが独立し，その後インド政府は 

急速に雛民を故国に送還する計函を立て 

たとの報道で，私どもは事態の変化を見 

るために現地祝祭に出かけた。 

2月5日東京出発，翌早朝カルカッタ 

着，7日ダッカ（パングラデシュ首府）， 

8日カルカッタ付近の難民収容所視察， 

9〜111ヨニューデリー，そして12日に帰 



主として前記の掘り抜き井戸用パイプに 

難民小屋ソールトレーク付近 

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 

万戸必要で，これに伴う飲料水用の掘り 

抜きパイブが50万3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 

る資材なども国迚の現地事務局で計算さ 

れていたが，全面的な修復は少し先の問 

③要するに独立したバングラデシュは 

いまもffi犬なm荷を背負っている。この 

現状でw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敁 

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躱金を合 

わせて2000万円近くになる見通しだが， 

題であろう。 

国した。 茴前にまったく残虐の限りを尽したよう あの困奶の極にあるバングラデシュの人 

各地の領事館，大使館，両国政府要人，である。殺されたもの200万人。辱しめ 々への救援を絞けることが望ましいので 

国迚の救済機関，国際赤十宇などと接触 られた®女子数1〇万（かの女らは一生結はないかとの感を深くする。3月7日ア 

して得た最近の情.報は次のとおりである。婚できない），焼かれた家600万戸，道 ブリンガー国際会長は地域に対する奉仕 

インド政府は昨年自国の赤字財政と食 路，橋梁の破壊は無数ということだ。送 のみならず，インド救ライ活動，パング 

料不足のなかで雛民救援をやっていたの還されたものと，故国にとどまっていた ラデシュ救援活泐などの_際的舉仕活励 

で，バングラデシュ独立を機会に，難民 人々と合わせると，現在3,000万人が雖民 において，われわれ日本ライオンズはM 

を本年1~2月のあいだに故国へ送還す という。全人口の半分近くがその日その 生いらい20年間に約100位円に達する稂 

るH十画を立て，着々それを突行した。2 日を食うに困っている_民なのである。 極的アクティビティをしたことに対して， 

月10日ごろすでに790万人を送還したと 熱帘のデルタ地帘だから平常ならば数 Humanitarian Award (人道主義大 

いう。 力月で収穫ができる地方だが，戦禍で荒賞）を全日本ライオンズに贈って下さっ 

しかし送還された人々が故国で十分に らされたうえに，肥料不足と，あいに.く た。しかし私どもは現地の情勢からみて， 

生活できるようになったのか。かれらが の毋常低温（日本は暖冬というのに）な また上記のような日本の国際的地位から 

本国へ»ったら，それで問題が解決した どのために年問450万しの食料不足のよ みて，バングラデシュ救援がこれで終わ 

のだろうか。現地を見て問！®はむしろこ うである。日本政府がビルマ米を救援に ったとも，終わるべきだとも，とうてい 

れからだという感じである。 送ったのもこのためである。丸太を6本 考えることができないのである。 

'西ハ•キスタン眾は咋年秋，ことに敗戦 に波板という粗末な家で差し当たり160 (ガパナー•京都桃山C) 

管理職(人間）ドック 
院長L.八木俊一- 

東京都千代田区永田町2—10— 2 ヒルトンホテル隣り 

T B Rビル内 八木(成人病）クリニック 
TE L (581) 3856-3857-3912 



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7ラブの 

例会で，满80歳 

の誕生日を迎え 

たライオン翁に 

幹fがたずねた。 

「おめでとうご 

ざいます。とこ 

Iろで，あなたが 

.'■'...ベ.'.… 

...fc 

会^^^ヰ'2G歳になったと 

きといまとくら 

ベて，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 

脱幅，そして米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 

はまことに波瀾万丈，激励に富む時代で 

あった。最近の経済白#は戦後のわが国 

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，以後を自立违 

成から商度成長をへて，開放体制移行期 

としている。この20年問の成長ぶりは， 

たとえば国民総生産は6兆円から80兆円 

に，輪出総額は13億:••ルから200億、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，17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， 

2,789クラブ，91,948名になった，その 

数字とくらべてみても，世界の笟興とう 

たわれた0本ライオンズの高度成長ぶり 

の灾体がうかがえる。 

3月23日夕，帝国ホテルで東京クラブ 

の「20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索に，纸 

まるものは横浜，祌戸はじめ19の子クラ 

ブの会K幹事を来賓として，およそ150 

名。ごく内輪に，しかも参会者にとって 

は20华の思い出を語りあうにふさわしい 

演出と企画であった。とかく璀灾に流れ 

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 

.ジョンズの創始粘祌とフィリピン，マ 

ニラ•クラブの宥恕に，こころから脱W 

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 

いで米来に向かって一歩をふみ出そう。 

302W樣合地区第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 
くグリルシンプソン〉B I階 

このほかスカイレストラン（プルニエ料理） 

中国料理、お座敕でのすきやき、天ぷら、すし 

などございます。 

嫩言ち ラン^1 ノ 士ュ 

地下鉄柬西嫌く九段下>0分東京駅より車で5分 艰102東京都千代田区飯田橋1-1-| 0(03)264-1111 

パレスホテルの妯妹ホテル 大阪案内所(06)345-1783名古屋案内所（052)54卜1915 
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幅ひろかった- 

現代の《エグゼクティブ》 

御愛用恭カード 

パームトロニク、“10525» 
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1_ — — ，計算用途は 

営業 43% 

•ご購入動機は 経営分折， 32% 

算式通りで使いやすい 89% 経理 25% 

■•おもにお使いになる方は 4電源方式でどこでも使える 12% 調査データ集計 企画22% 

管理職 54% キヤノンの製品だから安心して 71% 予算チXック 21% 

経営者 21% .デザインが良い 62% 

個人 13% 表示が読みやすい 46% 銀け•三井銀n•でも生®: 

支奶•でパームトロニクを一站 
—般社員 12% 超小型で定数計算もできる 29% ご播人。窓nで活躍しています》 

発克4ヶ月の「企業を考える計算機」 

IPiV；ひろい屑にわたって圧倒的なご支待 

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ダゼタテイブた 

ることを強く要求しているのでしよう。 

10桁フル計算_完全算式通り上位先完全 ^ ^ 量 

浮動小数点,定数®除翼自乗計《 H抑式“ |I 1 

乾電池NiCdバッテリーカーバッテリー 

¥58,000 ( ソフトケースイ： 

NiCtlバッテリーパック.チャージャ 

一 AC«源 

ドライバッチリーカセット、 
寸乾電池別/ 

…8.500円 

•有名デパート*有名事務機•文具店•カメラ店で手に 

取ってお拭しください。 
•カタログをご«求ください。お申込みはL保に 

.キヤノン販株式会社_ 

本ft〒1〇5柬京都港区芝公明2-6-15(03)432 8251 

礼視(011)241 6326'仙台(0222)27-2378/水戸(0292)24 8934，新;《(0252>45 536^ft»(0262)27 69600272(212762大宮0486,419122干葉(0472)43-9648/横浜(045)211 0953/酹刚0542 

7W8•名-Aff (052123卜7131/大阪(06)202-6761金沢(0762)63 7186京晰075)223 0441/离松(0878)517121//a*(0822.28 3203/格岡(092M12391 秋田CBM(0188)33-1021/网山CBM(0862)22 5591 



アルプスの山々. 

サウンドテープ付Y 9,000 

大怪默シリーズ[1]••… 

” 、[2] 

” [7]. 
" [8].. 
好 [9]……••. 
- [10]. 

各巻とも、ソノシート•棄華絵本つき 

東宝8ミリ映画ライブラリー特別申込書 
年月日 

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

おなまえ _ ノ _年令_才 

おと二ろ□□u'DD 

Tel: おしごと 

參ご希望の個所に〇印でご指示ください。 

フィルム•タイプ [□スーパー•シングル[□レギュラー 

テープ•タイプ [□オープンリール ロカセット 

★世界の山シリーズ女 

アルプスの山々 
參180フィート•カラー、サウンドテープつき ¥9,000 

アルプスで登山を経験してきたような気分にさせ 

てくれた。奥山章作品「アルプスの山々jにはフラ 

ンスの山岳映画作家ガストン.レビュファと共通 

するものがある。-(作家）新田次郎氏 

スイスを中心にフランス、イタリア、オーストリアの国境にま 

たがる厳しい山々。マッターホルン.モンプラン、アイガー、H 

グランドジョラス、.シャモニ針峰群••…アルプスミ大登山根提 

地ツェルマット.グリンデルワルド.シャモニをめぐる山々の 

すばらしぃ展a。シャモニ名物「ガィド祭』など、ァルブスの多^ 

_情_し*した。 

★サウンドテープには、オープンリールとカセットがあります。 - 

★光学•磁录奋は、特注にて*Wす•（スーパー•シングノ K7)み）〜 

★全10卷女 

大怪獣シリーズ 
•各巻とも、75フィート•カラー、ソノシート•豪華絵本つき V4,900 

□]マッハ怪獣ラドン 

Eモスラアタック東京/ 

S]怪獣ジャイアント•サンダ 

.3]怪獣N0.1ゴジラ 

E巨竜マンダ ^ 

E宇宙怪獣キングギドラ 
mゴジラ宇宙へ行く/ 

圍オール怪獣集合せよ/ 

囹ジャンポ怪獣島 

圆怪獸オリンビック 

見て、聞いて、技んで、 

楽しさ3倍^_ 

豪華セットです。 

k宝—ラ々ブラリー』^^^^^^^^ 

巧々 
象 

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

おお~スゴ>f/ xコスグ 
お茶の間が藏然。 
怪獣スターの勢ぞろいです> 



春季国際理事会始末記 

养季围際?lHJf会閲係行事は，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。 

インドで開他予定が朿京に変5i決定の 

诋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;记念の行すfをこ 

の:BMf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日として準備さ 

れているので，変史不可能と断わっ.た。 

そして1月23日,国際理祺諮問委員会で 

歓迎荽fl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11際協会側準備役として在日のJ •グ 

大森 繁 

レース氏を委啦したいとのことだった。 

とりあえず理唞会閲係来日人員を150 

名と予想して，大体の予算と歓迎行事に 

ついて束西両協議会,汲長の了承をえた。 

国際®事会開催ホテルが早急に決定され 

ないと歓迎扑面1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?Jf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 JJの初句であった。 

前回，1963年の朿京開他の国際地亊会 

歓迎会はホテル•才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力月足らずの準備で，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啓び， 

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 

«111.111III.lllk<IUlllJIUlll<lll4llWlll<IIUIIl.lll.lll.111.111.*11.111.III.III.III.dlkillullUllullklllwilk4111411(.111.II).111.111.III.III.III.Illblll.lCl.III.III.{IWIIl.III.III. III.ill.Ill.lll.lll.III.III.III.111.111. 

日本ライオンズによせる期待 

1963年#の国際ffl取会が來京で開催さ 

れたとき，0本のライオンズのあいだに 

世界大会招致の述動が猛然とまき起こっ 

た。それから1969年7月の朿京世界大会 

が灾現するまでの丸6年問に，日本のラ 

イオンズ会员数は3万名から7万5千名 

に，アクティビティも朿京オリンビック 

協九スズラン給愈，i巾繩救ライ，7M、 

ボーイスカウト世界ジャンボリーと，全 

国规校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，创 

設20周年を迎えた日本ライオンズに，こ 

んどの围際理小会朿京開他はどんな刺激 

を与え，影啓をもたらすのだろうか。 

アブリンガー会Mは，国際協会设尚の 

栄昝である人道主遂大Hを日本のライオ 

ンズに贈るとき，创設者メルビン•ジョ 

ンズがかかげたライオニズムの理想は梢 

祌迎励であり，日本ライオンズが采たし 

たこれまでの業站は，そのひとつひとつ 

がまさにその只.体例であるとim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朿Mでという戸 

が，むしろ外IM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， 

手放しで啓んでばかりもいられないので 

はなかろうかB 

編集部では，E投合地区Y E P委員長 

L登村ヘンリー（東京銀座C)のご協力 

をえて，刖少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 

ァイオヮ州Toledo) 

ライオンズとは，愉快に語らい共に栾 

しい時を過ごしながら，より贫しい人を 

助け，ti•:んでいる地域の昀上をはかると. 

ころに总莪がある。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贤がある。日本のラ 

イオンズの活®(はすばらしいが，会nの 

梠をもっと底辺にまで広げるべきだろう。 

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.パキシダ国際理事（プエルト.リ 

コ San Juan) 

日本訪問ははじめてだが，その発胫ぶ 

りには全く獠いた。日本人は勁勉で冇能， 

成果をあげる意思と欲绍の強いK族だ。 

日本ライオンズが20年間に行なった業轱 

はまさに奇跡で，世界のライオンズは大 

いにその冽を投範とすべきである。 

ヘンリー.J .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M記渚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£0苹以上の歴史があるので，ライ 

オンズの老化現象が問®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|!1:界で砬も急激な成Kをと 

げた大LSIであり，これからが大変だろう。 

数年Mに日本にきて，その清潔さに感心 

したが，いまはゴミ問Sなど起きている。 

人間は物が豊常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洁躍する意aがあ 

ると也、う。 
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ステレオ写真J 
STEREO PHOTO SCULPTURE 

はi3的を违したと委n—同，脚きがいがあったと咨んでいる。 

アプリンガー会议が1日早く来日されたので，帝_ホテルで 

卯催の柬必新胳7ラプ15M1牢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:理事会開催中の余暇をさいて 

朿京“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きをつかわれた。现屮会ブログラムの表紙 

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，大級の好意をみせている。3月3日，旧際役fl 

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’來 

京クラブ福岡陽道夫人などが通訳に奉仕された。梢山;11;では束 

证文夼クラブの好总によりお茶，お花の灾演，花嫁衣裳の沿W 

け，パ:キューなど，和気あいあいと楽しまれた。小川藤田 

?現光社；R•もみえて，全贝に記念芩W-を奇贈された。柬京日本捣 

クラブの飲物のご‘tif贈も感謝にたえない。また束京7ラブ池田 

Lの好:SによるNHKテレビスタジオの兄，、>1も辟ばれた。 

3日夜の歓迎パーティは迫水围際理:_[f,鈴木E協,淡会議Rの 

主催で，□本側370名，理市会側143名をご招待してわずか1卟 

III]余であったが，内外歓をまじえた。山l:L|E-6地区元ガパナー 

が加れ迕法披を令孫の手により会長夫妻に贈り，興をもりあげ 

た。7日のサヨナラ晚转会のアトラクションはE-1地区夼贈， 

赤坂名妓の獅了-舞，会贝家族の舞踊，阿波踊りなど会をもりあ 

げ，「また会う日まで」合咽まで興はつきないほどだった。そ 

の席で会kより日本ライオンズに協会最高泶誉の人道主a大K 

が投〇•.された。また新築の協会ビルに贈る日本庭151の贈!3式は， 

鈴木通Mより会]5に0録が手渡された。協会役0およびスタッ 

フ仝nに七(皿とオリンビック記念コインが贈られ，ことのほ 

か：}^ばれた。 

3 13と7日の帝！！ホテル赏•会場入口の飾りつけは，桜花およ 

び烚溜で交華に参会者-の目を笟かせたが，これは東束馬場先門 

クラブ宵嶋しの水U:によるもので，感謝申しあげる。小さいこ 

とであるが，I别際協会大会部課長クラウス氏が束识世界大会'よI 

時の日本側職H (退職者原局艮以下金貝)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、1i時のことが彼ら 

の胸に残り，感謝しているのに笟くのである。迫水M際理事も 

13木側閲係委nと協会スタッフをホテルliiaに招待，パーティ 

を開かれ，われわれ共々スタッフを®ばせた。日本惻職nも大 

変杏労して删き，どうやら一段落した。ことに藤平«畏などは 

ARi•の病'メ(も秘して帝国ホテルに泊りこみ，職mを指撺してく 

れ，またライオン誌の職nもスナップ；kなどに協力してくれ 

た。荽nの方々，職nに 

心からお礼申しあげる。 

なお国際理屯会記録お 

よび決定出挝はいずれ協 

会よ〇評細報s•せられる 

ことと思う。 

(dPKapjf会软迎茇 

a会求務総m•來京 

日本捣c) 

宴会場入口の飾りつけ 

全国取扱店（写真室）. 

三越本店 東急渋谷店 

西武池袋 小田急店 

東武池袋 有賀写真館 

東條会館 草土舎 

大阪三越 大阪阪急 

神戸三越 
大阪（株コーガク 

長崎池田写真館 

ネ虽(株）ヒロカネ 

礼幌三越 

仙台:>1陽会館 

横手平源写真部2 

前橋前三百貨店 

益田竹下 

徳島金剛 

洗足商事株式会社 
東京都大田区上池台2 27 8 TEL727 330) 4 
ステレオ写為部 T E L 726 2 9 8 4 
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1 

使ってt、ます飛ばじa、ます 

関西一のロングヒッタ-金本昭男26才175cm 69kg 

金本ブロ愛用の美沭濃ゴルフクラブには、“使いこまれた"ri•禄 

がある。毎H500〜600球は欠かさず、さらにパッティングに2 

時問も奴やすという努力がきざまれているからだ。 

アレーのあいま、彼は無意識にヘッドを口にあてる。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。 

ブロ入り4年目。•哀-快な飛ばしぶりと、見せるゴルフに做する 

ブロ根性によって、「関西に金本あり」の声価を確立した。 

GKAJID 
JIXOJIAKCK 

•スチールシャフトFULL SET.¥130.000 

^mmm 

MIZUNO 



おふたりが結ばれそから 

あなたのカゲにかくれて 

つくしてこられた奥さまに 

感謝の意をこめて 

貝曾0ましょ9 

セイコー高級ドレスウォッチ 

厚さ、わずか1.98ミリの 

メカニズムに 

特別調整の高精度を組みこんだ 

気品あふれるデザイン 

永い人生をしっかりと 

歩んでこられたご夫婦に 

ふさわしい 

落ちついたフオルム 

ちょっとしたおでかけの時に 

さりげないおしゃれを 

おふたりでお楽しみください 

セイコー高級ドレスウォッチ 

紳士用I8K金側……320,000円 
嫌人用I8K金側.280,000円 

SEIKO 

奥さまとおそろいのおしやれはいか*iてしょぅ0 

株式会社服部時計店本社.東京 



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:®要なポストを频 

繁に変えるのだろうか。わずか1年ぐら 

いでは，その仕事に惯れたかと思うとも 

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0しかし，長いIU1ライオンズの世界 

にいると，逆に「1年ごとに変わるボス 

卜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 

本龙を持つ人々の染まりであるから，そ 

の時冊的束料を避ける窓味で1年ごとに 

変わるようにしたこともあろう。また， 

ボストにつけば初めて例会や委貝会その 

他の染まりへの出席も多くなり，ライオ 

ンズに閲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 

ポストを経験することによって，奉仕!?| 

体のひとつの役目を采たしているという 

莒びと共に，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埋念から割り 

出したものと思う。いいかえればすべて 

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，祓合地区を- 

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, 

を;©味し，全世界の物笑いとなるだけで 

ある0 

しかし，ここでEflし上げたいのは1年 

交代がべストであるが，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，责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。道要なボストの人がひと 

つの問題に対して判断を下すには，十分 

にその問題に閲して研究し，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®で 

十分な知識も怙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ァドパイスを与え 

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苹ごとに交 

代するために物琪をLong Rangeで見 

る機会，平面的でなく，縦横十文宇の'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，良期的視野に 

立った観察，思考，米来への設計を各人 

が別々にしないで一党に会して衆議には 

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 

閲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 

大阪の元ガバナーL伊藤五朗はよく言 

われる〇「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。人問は仲間ができ 

るとよいことをしたくなるものだよ」。ま 

た大阪朿クラブの元会長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，次に友情，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)Tr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單 

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。私はこのような純枠な友惜こそ萬 

のライオニズムであると思う。 

日本から将来絞々と纸出するであろう 

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 

一番大切なことは「人格商潔」というこ 

とだ。ライオンズのようなモラルを基本 



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，惯留，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。 

各候補者たる人はその所屈クラブでも， 

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。「さすが日本から 

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资格として「語学 

のできることが第一である」との意見が 

ある。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；1+S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 

オンズで「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 

速射砲のようにべ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 

が訶論されているときである。荪冏の私 

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H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0誤解のないよ 

うに記しておくが，L浜本もL長谷川も 

L植iU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。伊藤元ガバナーの言をま 

つまでもなく，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，鹿児岛の実業家や， 

四国のジャーナリストや，衷日本の市長 

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，中米の外交宵やフ 

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1^マークの教授 

を友人に持つことができたであS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51にも国内 

でも，また海外においてもよき友人に思 

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〇ウ 

会長と，昨年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，アブ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jを赍った仲である。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 

寸暇を割いて一夕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 

際埋事だ。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 

卜および夫人を招いて，純日本式の晚餐 

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 

—卜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®市•大阪C) 

永久マグネットて開閉 
カギ穴のないロック/ 
家庭•医院•寺院に小事業場に最適/ 

主人に主嫌に1台づつ/ 

☆カギは3コついています 

カギの番分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 

キーは無嫌1〇万種、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— 

とあく、性能も仕様も正に拔群。 

申込先株式会社サンノウ金庫 
東京《千代田区神田佐久W»T3 丁目21電話(866)6702*5418番 

盗難•火災から財産を護る•グ 
このマグロックはスエーデンて発明され 
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てす。 

JlSIOOOt1時閫耐火 衝擊•落下試験合格 

マグロックホーム金庫 
S0M-700A 企陳 ¥ 35,000 

寸法 外寸 内寸 ffift 
商サ 360mm 200am 

l|) 470mm 350mm 55kg 

奥行 400mm 260am 

押出1ヶ邡の開閉はワンタッチシステム 
その他 S0M-T50Y ¥32.000 

特殊ハンドル及ひ*方.形キー 
SOM-70OH ¥25,000 

班部凼矩式 
追加介謎1 コ ¥350円 
その他：脚-一钳あリ次第?W錄をお送0します。 
配送費：ライオンズ会Wに附リ、捆包« •送料当社負m 

18 



■ぜ 

と友愛にみちた〜おとな版Y EP 

才ーストラリア.ライオンズとの交歓 ったが，ポートモレスビー.ライオンズ I \ *\ 

とあわせてニューギニア，ニュージーラ クラブからバナーの交換を申し出られ， \ ,\1] 

ンドの秘境をたずねる企I面に参加して， 好意を示されたのには感無]aのものがあ 

2月8日から23日にわたる16日間を全国 った。 

から染まった10名のライオンズとともに その日のうちにマウントハーゲンに飛 二:ラント- 

カンタス航嘹機で国際親善旅行に出かけ んで，いよいよニューギニアの奥地に入 

た。 り込んだ。ここは白人500人位，原住民 

出発前，シドニ-のライオンズが交歓2,000人to:の小村ではあるが，：ュ-ギ 

を引き受けて，現地メンバー宅にてガー ニア中部の要衡である。 

デン.パ-ティ-，ゴルフ大会，トロ-ハ-ゲンパ-ク.ホテルに止宿したが，111 

リング大会，桜の植樹祭を企画したとのここがハ-ゲン•ライオンズクラブの例HIM 

朗報があった。 会場になっている関係もあって，その夜 ■ 

さもありなん，世界の人々との間に平は同クラブとパ-テ < をする交渉ができg I 

和に生き，相互理解のm神を発展させ，た。日中は原住民ハ-ゲン族のシングシ■ 

友情，親善，融和をはかるのはライオンング（土人の踊り）を見たり極楽鳥の見KiHBHIIIBil 

ズ精祌の根本である。『よし，大いにラ 学をしたりして，夕食時にハーゲン.ラ 交換会で衣裳全部を嫌った金井さん（右） 

イオンズ精神を発揮してこよう』と張り イオンズの人々の集まるのを待ってパー ストラリアはメルボルンに到着した。 

切って羽田を飛び立った。 ティが開かれた。このクラブは20数名の 前日から洋上200キ。に近づいていたハ 

東京から5人，京阪祌3人，九州2人，メンバーすべてオーストラリア人である。リケーンがとうとう午後躲ってきた。4 

計10名。お互いに一面識もない問柄では こんな臾地まできて開拓や官庁勘めの若 時間余にわたってぶっ.ちゃけるような雨 

あるがライオンズにつながる親しみが， い人々ばかりであるのに，ライオンズク 風である。ライオンズとの交歓の時間が 

土ューギニアのボートモレスビーに着く ラブを組織して奉仕の仕事は大変であろ きてもやまない。しかも交歓の場は郊外 

10数時間の間にもう10年の友以上の心安 う。ニューギニアは朱開のまま残された で約1時間以上かかる所である。'時間は 

さを党える。 唯一の国である。原住民は未だに石器時 迫る，気はせく，雨はやまない，車は洪 

ニューギニアは未だ米開の域を脱しな’代を脱却していない。しかも年中视体の 水のため麻痺してノロノロ逆転である， 

い。パプア族が全裸で原始生活を営んで 生活，その上奥地には食人嵇も残ってい この日は，このクラブの家族会をかね 

いる。ニューギニアの首都，ポートモレ るはずである。アクティビティはすべて ての例会であったので，婦人や子供同伴 

スビーではライオンズの交歓はできなか 原住民目あてのことである。ドネイショ のにぎやかな和気あいあいたる例会が始 

■ぶ:14纖，迦を持ち寄って会長ジム まっていた。遅ればせながらわれわれ一 

レンスさんに差しだした。夜の行の到着を心から歓迎してくれ，万雷の 

ふけるのを忘れて乾杯を重ね交抽手で迎えられた。パナ_，バッジの交換 

歓の契りを結んだ。 はもとより，喜びのあまり同行の金井さ 

ニュージーランドではライオんは日本の着物一揃えを寄付された位で 

ンズ交歓の訏画はなかったので，あった。われわれメンバーー同からも25 

日を重ねて飛びまわり世界の1 『ルのドネイションを出して固い固い握手 

興といわれる数々のすばらしく を交した。われわれの剧着が2時間も遅 

芡しい自然と新興国福祉国家の れたため時問延長で，See you again 

魅力を十二分に味わって，オー の戸に送られて辞去したのは10時過ぎで 



あった。 

オーストラリアの最後の地である，シ 

ドチーはオーストラリア第一の大都会， 

人口 320万を磕する戈しい都市である。 

ここの交歓会会場はコールトウロッタ 

—さん宅であったがメンパー家族も総出 

の歓待である。パー^: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 

ヨン1001■•ルを出したところ，同クラブが 

アクティビティとして身体不自由児用の 

施設へm励取を部付することになってい 

るので，その予算にドネイシヨンを加え 

て「日本号」と命名して施設へ贈ること 

を+3明された0わずかの100 Kルで日本号 

と命名して，われわれのドネイシヨンが 

表面立ってオーストラリアの施設に残る 

ことは分外の光泶である。バナー，パッ 

ジの交換，キャブテン•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， 

名残りは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ぶ。 

カメリア庭園は3,000平方G位のある 

節志家の寄付による傾斜地で，次から次 

へと植阱して公闽化をはかっているので 

あって，四辺これ！#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 

民の苦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，クロスラ•ライオンズクラ 

ブとの交歓に段取りや手順を速んで下さ 

ったのはモーレンハウアーさんで，201 

C地区-Vi:少年交換の担笛者である。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手WHや 

クラブとの交渉を；i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，よくライオンズの褪 

本を生かして立派なクラブ述営を計って 

おられる姿は大いに見Sうべきであろう, 

国際親茜の立場からもなおたびiaなっ 

て日本の各クラブがかの地に出昀いて交 

歓を®ね，世界平和に寄与し，相互现解 

のもと，親遜，友情，融和を計るこどは 

今後の大きな課題であろう。 

(.mm -尼贿c). 

コンノゞクトに折りたためる 
他動式〉車イス \ ^ ，一 ▼ ，, ， 荦 

]ァミ 1/二}イト PAT. 

長期療養の方々 
ご老人の外出に便利です。 

摞準価格¥43.800 
(特長》 
※画期的な折りたたみ式——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30cm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、斩幹線、飛行機な 
どにもちこめます。 

※従来の車イスにくらベて軽い——13. 8kgでゴルフフルセット約2個分 
※独自の二重車輪方式——走行性は安定、持にクッシ3ン付きのキヤ 
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——SUS24、18クロームを使用 
※高級ビニールレザー張り（57mクッション入り）シート 
※転落防止用安全べルト、停止用ストッパー（ブレーキ）付き 

発売元<0>れ东1 

(株）マンテンハイレジャー部 

〈特別資料請求券〉 
むのシールをはり、ご請求ください 

製造元 
火阪山•浪速ド:丨丨V捣セ3 —14—1 
3 (06) 631-7421(代I 亍5 5 6 
!K)KffBir.j|£Krdri2 — 3.-17 
〇 (03) 682 -3241-7〒13 6 

5L麗 



クロヌラの思い出 
|||••|||||•••|||||I Mil 1111111111||| ||||||||.|||||||||||| ||| 

今回の災迚邦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力ーネギ ーC， 
シドニー郊外にあるクロヌラCとの；ij 3 

回に及び，®後のクロスラCとの食事交 

歓会は鉍も盛大に催され，そのいたれり 

つくせりの一語につきるもてなしは生® 

忘れることのできないーコマでもあったn 

この会場は入江の海辺の7 〇ヌラC会 

:R宅の庭園内に設けられ，晚B；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4Uこ済ま 

せると地元の数人のメンパーがコックさ 

んに早がわりして，手E似よろしくビフ 

金子従郎 

テキを焼く懸命な姿に2度ビックリ。ジ 

ュウジュウと畳一®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，：Kい火パシでくり返 

しくり返し焼く大嵆鬪こそ，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驻で枯 

根こめて作った米飯やn類，サラダ等を 

持ち寄ってのご馳走は本当K涙の出るほ 

どで，そのご厚意に対して感谢感激の迚 

絞であったnにぎやかな談笑のうちに食 

事が終わると，波静かに寄せる趑IS1内の 

芝生で記念の—Hi影会としゃれたが，かわ 

るがわるのカメラマン（U本側全R)に煤 

笑となり报るのが容易でなく，汗ダクの 

大嵆岡で終始し，現地に対するあたかも 

返礼でもあるかのようであったつ 

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 

犬な記念式典を举行した際のメダル）と記念 

誌が贈られた。これにこたえてわが方も 

持参したバナー，バッジ，記念品を贈り， 

ここに盛大な交歓会は恥を閉じるやさき, 

別れを惜しむライオン，ライオネスのnu 

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J「口本の切乎を送っ 

て」「きっと来てください」と手と手を 

幣く掘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 

本人は衆州に対して認識，訪染等は欧米 

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染を念願してい 

る。 （千槊《レ!3志野C) カンタス航空機で元気に飛び立つ参加者 

朝に礼拝あなたの 

^マィホ-ム(こ 

搴仕の原動力…スタミナづくりに… 

说心の 

やすらぎを. 
夕に感謝 

純生ローヤルゼ 
1ケ月分的18デ..•• ¥2.500违钭サーヒ•又 

仏檀のメーカー 

若林 
案内書"女王蜂の奇蹟,， 

送打共Y200 

600京都市下京区七条通新町東入 
電話京都(075)371-3131-8-0124 
駐車場完備年中無休カタログS上 

生産者団体日本王乳協会 
代衣X深沢光- 

〒390松本ili•中央2-1-8 TEL2 - 2608 

=6外ゃんの❿ 

ライオンパ•ソク^ジ 

ライオン手a袋 ライオン荈装炫 ライオ >)ヤロテープ 

Aセット.¥5,200 Bセット々2,700 

あなたの包装コンサルト L中川幸次郎 

ッケ•ジ 
町48〒600 91 _«U 075 68丨•丨551 - Sit 
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おH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 

☆ライ.オンズ図書室☆ 

: 
‘％ v；^ 、 
「万葉集私記」 

大村利一著 

(大阪朿C初代会長） 

大阪手帖社発行 

B6判424頁800円 

大阪東7ラブ初代会長大村利一Lは，榷本チヱイン社 

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®した万葉集の鑑Wを，まと 

めて1冊として出版されたのが本窗。文学者の研究迸と 

ちがって，策者の®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。たとえば協良の歌「瓜愈めば」の项では，昨今 

のゲパ学生行励に言及し「私共の少年の頃にもいろい 

ろな條みがあって，好きな国文学，国史の道に家庭の珙 

惜で堪攻することができず，锄来4〇数年を趣味として， 

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，なぜ有効に今の学生たちが，勉学自由の時代に 

その時間をフルに活用しないのか私は埋fifなしに腹立た 

しさを感じる」という前1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讲業委员長として，聖武朝 

難波宮復元模型を製作大阪市立_航に寄贈したことが 

記述されている。日本の古い逍跡をまもり，それを瓸彩 

することは，ライオンズにとっても有赛莪なァクティビ 

ティとして新生面をもたらした。 

サングラス用レンズ 

《色板眼鏡生地》 

色別 
グリーン 
スモーク 

、ブラウン 
(1.2.3.4号色） 

■n本で初めて開発した色板眼铳 
生地 

■均一の]9味に色調も均一 

■打杏光線完全遮断 

■光学界の惝成荇の推奨する眼拉 

生地 

ZENGAN 
COLOR 
SHEET 
GLASS 

FOR 
SUNGLASSES 

いわせると、はだしは必ずしも経 

済的JIll'llからではなくて、その方 
がa持ちがよいからだという。そ 

うかもしれないが、竹乏はやはり 

贫乏である。それに気になるのは 

おとなも子供も、道ばたに数人立 
ったりしゃがんだりして、ボカン 

と道行く人を眺めている迚中がば 

かに多いことである。現代的に言 

えば失業者であるが、彼らは自分 

を失業者とは思っていないそうで 

ある。とにかく食うだけなら何と 
かなるらしい。天然资源が豊.：(.1な 

のと、大家族制のおかげである。 
ィンドネシアはついこのIIIJ独立 

したばかりの新興！Eである。新し 

い国造りの想気に燃え、新興のエ 

ネルギーがたぎっているかと思っ 

て行ったが、どうもそういう7>rl概 
は感じられない。年中^さのため 

に半永久的南方ボケにかかったの 

だろうか。心ある人々は経済と教 

育の振興を贳剣に-^えている。ま 

ず何よりも文明国に伍して独立を 

維持していくには、教育を国民に 

她I-J及しなければならぬ。学校が.取 

る、先生が耍る。そのためには金 

が耍る。経済を盛んにして国民生 
活を充突しなければならぬ。教育 

と経済、鶏と卵のようである。 

外IIの経済的進出が目立つ。 
米、独、それに日本である。日本 

の自動屯、圯機、時計などの巨大 

な広吿が目につく。ィンドネシア 

人はこれをどう思って見ているか 
は判らない。しかし日本の企業の 

進出は、現地人の経済の作興に役 
立っているようには見えない。た 

だ金を吸い上げているだけのよう 
に見える。これではやがて、日本 

商品の進出を現地逆業の障害と見 
る日が来るのではないか。エコノ 

ミックアニ-7ルの蔑称ぐらいでは 

済まなくなるのではなかろうか。 

ラィオンズクラブも再思三省すベ 
きだとSった。(元ガパナー•京都^C) 



英国人気質 

塘 敏男 

f月五日、天.：S陛下が英IIを公 

式;W問をされたときのテレビ-1ュ 

丨スは、衛觅中継のお胳で、街頭 

でお迎えしているロンドン市民が 
見るょりも、両陛下並びにエリザ 

ベス女王はじめ.M族方の表情を明 
瞭に视聴者に伝えたのであった。 

その後のニュースで、ロンドン市 

民の歓迎はベルギーに比して熱狂 

的でなく、きわめて冷静であった 

とか。前大戦での迪合眾東南アジ 

ア地区の最高司令官で、ビルマ戦 

に主役を演じたマントパッテン卿 

が五日夜の両陛下を迎えての公式 
夕食会を断わった。このことは、 

元戦争俘谢たちの圧力がきいてい 

ることは確かだろぅと報道した。 

しかし、私はテレビの両面から、 

そんな暗い影は微(ffiも感じられな 

かった。今回の天£1の訪欧は、あ 

くまで平和祈念にほかならないと 

信じるものである。 

私は戦争中、台沔俘谢収容所の 

軍医であった。そこにはシンガボ 

Iルから来た、パ—シパル将軍！！ 

下の英兵が二千余人いた。アメリ 
力、オランダ、才—ストラリアの俘 

谢と共に、六力所に分駐して労務 

に服していた。基隆に近い金爪石 

鉱山でも、数百人が銅鉱の採掘に 

従^していた。坑内は灼熱地Hの 

ょぅで、たびたび济盤(:ょる死亡 

小故があった〇ある日ゝ赤痢也沿が 

出て、術生状況が恶いので.t'.速に 

鐘延し、ついに診療に従事してい 

る若い英国の取医にも伝染した。 

私はKちに防疫をIJH始し、比較的 

短期IIIJに赤痢は終息し、英IIの5JI 

医も治癒した。そして、病後の体 

力恢復のため、嘉義白河にある俘 

成の病院へ転勤させた。終戦後彼 
が台^をfjlきあげるとき、彼は私 

に®手を求めて、健ffiで両親に会 

えることは姐しいと言っていた。 

日本那ならびに日本人家族の台 

湾引きあげが完了したとき、私た 

ち¥司令部関係者は戦犯容疑で、 

上海の監獄に送られた。安藤利吉 

軍司令官はSI]着の夜、靴の敷苹の 

下にK§し持たれていた靑酸カリで 

自殺を遂げられた。その後、裁判 
の結果、幾人かの絞首刑が施行さ 

れ、自ら首を吊る気の弱い者も出 

る状況であった。たくさんの俘虡 

の死亡診断«?を作った私も多少の 

责任は免れぬと思っていた矢先、 

比較的早く裁判に呼び出された。 

ここ上海の監獄では、まず米Mの 
裁判が行なわれ、英国の裁判は、 

香港に回送されてから行なわれる 

ことになっていた。ところが、不 

思議なことに私の裁判官は英M人 

であった。そして、判決は無罪釈 

放であった。私は天にも界る心地 

がした。なぜ私が無Pになったの 

かのP!!由は裁判{I:-'.からIfflけなかっ 

たが、通訳の話で、前述の赤痢に 

罹った英ffilの¥医が、シンガボー 

ルで私に有利な証言をしてくれた 
ためと判明した。 

私がMSして二十年*か過ぎ、口 

ンドンに立ち夼る機会が来た。私 

は日本大使館を訪れ.この話をし、 

その英国のIP:医の消息を調杏して 

もらった。その結采、彼はマンチ 

Xスターに在住の鹿M人科の^n 

医p.G•シード博士でぁること 

がわかった。私は一昨牢万博のIJI-I 

催を機会に、彼を日本に招待した 

ところ、■喜んで応じてくれた。桜 

吹く四月、まず初めに彼が苦雛の 

俘谢生活を送った台湾の金爪石を 

訪れ、次いで嘉義にも行った。そし 

て私の家に泊まり、彼と約二週II1J 

起J,';を共にすることができたので 
ぁった。彼から英国の現況と将来、 

英国から見た日本の将来などにつ 

いて、特に医療制度について火変 

有益な話を間くことができた。 

日本は戦後アメリヵに習って、 

消费産業に®点をitいて遮二無二 

ひた走って、ついに経済大国と言 

われるょぅになったが、日本全土 

は、今や公害に包まれてしまった。 

英_産業は、品Wに重点をKいて 

いるため、回転が®く、ついに口 

Iルス•ロイスまでが破産する羽 

目になつた。しかし、ロンドン市 

では、すでに公甯|!!]题は解決した 

という。第二次大戦で英国民が耐 

乏生活の中からついに勝利を得 

たあの辛抱強さを考えるとき、英 

llilの将来はIIIJるいと思われるので 

ある。 (大阪錦城C) 

• % 

ちらりィンドネシア 

.大西芳雄 

シンガボールでの41南アジア大 

会に出席したついでにィンドネシ 

アに立ち奇った。それもほんのチ 

ョットのぞいただけだから、一斑 
全豹を卜すどころのさわぎではな 

いが、いろいろと感ずるところの 

あったのも事実である。 

ジャヮは日本に劣らず人口密度 

のiwlい土地と聞いていたが、案に 

相JEして土地はタップリあるよう 

に思えた。ジャカルタ市内の逍路 

も広いし、Jn路に而した迚物の敷 

地も、前班などとってあってユッ 
クリした感じである。歩いている 

人IIIJも日本人みたいにセカセかし 

ていない。夜近に日は®れるかと 

怙ったようにノンピリと歩いてい 

る。彼らから見れば、日本人は何 

をそんなに血まなこになって急ぐ 

のかと思うにちがいない。 

しかし目拔きの大通りから一歩 

横町へそれたり郊外や田舎の方へ 
行くと、一般ISI氏の贫しさは(Kう 

ベくもない。わずかばかりの布切 

れをからだにまとい、大部分はは 

だしである。もっともM地のAこ 
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東海の銘茶 

◎ JUf、勘 
静岡県富士市中央町2丁目 
電話 <0545>52-2540(代) 

〒417 

初夏を告げる 

季節の味覚 

なタッチ 

初ものの魅怒…• 

淡のf?り 

感激の味 

いっぷく価T.金 

ご一報ください , 

カタログお送りします。 

層 
季節のご贈答に…• 

本場の新茶 
不老長寿 ' 
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 
100g 300円400円500円 

600円800円等ございます0 
物鲁f- B尽u灰U主すのでお早目に 

三村 

#の-:,{のせて曳船1Jiかれ船 

(新潟南)商橋卯木 
Ji£'-f:をめぐりてまるき-5-IWかな 

(新®南)山田南山 

b—wもるままに脚立やリンゴra 

(新泡兩)山内大刀 

玄関でJIJすむ各に^火M 

(新潟南)本IflJ^iiii 

シクラメン;'•:ルる女违规被り 

(新is®)田中南耕 

豆撒きを待つ子にMき説経かな 

(大分県別府第一).'/i'-<-7田柊i'f 

§を植ぅる離れ離れの父子かな 

(一:山県£r敕)只原渚子 

まんさくに卷の1?ふるしばしの[IIJ 

(岡山県児/:5)大消さか焱 

初旅の古(i路の礎石数えもし 

(岡山!)it児ft鷲羽)大？；g久杏 

科の；5もたらさるるを心待ち 
(岡lllla高 0 戸ffl 楼 h¥ 

待^の娘とMえかゆる花時;H- 

(大阪府河Ak野)松本準三 

野火燃えて商野へ九Mの逍しるべ 

(大阪府八30三宅松石 
ちんまりと茶道JI-もあり雛の段 

(大阪府八尾)橋内五畝 

途々の^の遠III常楽会 

(大阪火正)竹下多iv.SSI.'子 

**r--iのとけてたたへし潦 

G50:小口本橋)上贴孝子 

a'-木の空仰げばまぶしみくじ結ふ 

(東京11,'f海)大築安# 

•3-舞えど紅白の梅ゆるがざる 

(.a取姑境港)m中i'iJG子 

冬沾にiffiの荒鹈たじろがず 
('M山セントラル).m•橋!'-4.ハ山 

椋-itの吹きもどさるる野分かな 

(IIIUW 岩M錦)村卯 一^ 

木iiiiの夜：！：！にもしるしVf-Mm 

◊選後に<> 

御报谢の雛あられとはほほえまし 

安l.vd赤外 

思む人、恵まるる人の人柄がほほえましく 

なごやかな後味が残る図である。 

15舞えど紅白の梅ゆるがざる 

大築安# 

時なしに®jう春の•->•4その中に^節を守る 
りんりんとした紅白の梅のいさぎよ.さが力強 

く：IIけている。ゆるがざるの終りの：九-/=に力 

(愛知県^:il';)sgul忠てKII 

芦刈や湖の，I'']ふは-S-催 

(愛知限m知多)内田白花 

岩かげに入りて出で来し千.ぬかな 
(愛知県名古fei瑞穂〕中#:きおい 

淸流でありしは過去ょ猫柳 

(愛知®岡崎)屮枳义义女 

故の忌に手焙設く三つ四つ 

(福！：県久留米)南 熊太 

思い出のl:Iq体のあと下萠ゆる 
(岐.=3桑IJi*(,iT- 

サフランに陽の®りて開きける 

(北海道函g柬)松本3?生 

海見ゆる牧場に-3?解始まりし 

(広屢三原)土As菊江 

羽ばたきて•$に入りたる#© 

(兵陳県尼崎四)田中.>1志 

ほとぼりの残る焼芝Wきにけり 

(石川県金沢)本岡歌•/• 
供えたる花新しき.•'I--Iの-m: 

(沿手！.1ii盛！：)-,,flllの.'11 

,ufi»が吹きしと仳校便り間く 

(择川眼綾歌邯)安岡赤外 

御報謝の雛あられとはほほえまし 

(鹿児岛県山川)大JK三思 

陶土捣く音に菜の花咲きそめし 

(京都){■«本JE雄 

初午や神楽太鼓のたえまなく 

(fill台服部あい子 

w女果てしそのざわめきに箱れかぬる 
(新？3i«)鈴木灰III子 

■竹くは轍に)Sる^あられ 

(新s!lw)illj原ひろし 

in備会の仏に供ぅ：?15とS 

(新!.y雨)久住小久 

梅の花呋きたる家と教えられ 
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?ぶぐ.'“ふ豪::ふ-覆二m 

花開くパリへジャンボの直行便 
北極ルートで春のさなかへ 

いよいよ4月4日。パリと東京をエールフランスのジャン 

ボが結びます。しかも北極回0273便は、アンカレッジか 

らパリへ—気にジャンプ。ゆったりしたシートの快適な眠 

0からさめると' そこはもうハ•り。ヨーロッパの第一歩を 

朝のパリから踏み出せるのです。 

ジャンボで飛ぶパリ…春のパリ…エールフランスの直行便。 

北極回りジャンボは東京発毎週火曜. 土曜(AFぶ??レ》) 

參南回りジャンボは東京発毎週火曜戊；1*)です。* •このほか 

南回りは東京•大阪発毎週月•水•金•土。モスクワ経由線は 

従来どうり東京発毎週水•金の2便です。申H中 

AIR FRANCE 
東京（501)6331.(503)217卜9 (予約直通)，(584)1171•大阪（202)6326•横浜（641)8134•名古屋（551)4141•京都（241) 1771•神戸（3306001•福岡（77)6442 

エールフランスはモスクワ«由樣でJL SUと北*回0«、阑回でAZ JL LHとJI携邐航しています。 

_ 



東北•津軽篇 



たつびさき 

竜飛崎 

じゅうさんこ 

十三湖 

iSB^9KRiNR9HSSH9 

海岸沿いにひなびた部落がつづいている 

l：fV* 





わが、町く東北.津軽篇〉 

風と濤との交響詩 

I 津軽富士の勇姿 I 
銳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。 

どこに佇んでも津軽平野から津軽富 

土が見える。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、頂が急に銳角にぐ 

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〈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 

出人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口一カル線 

のひとつである。この光景は先日NH 

人は言うが、これがまぎれもなく訛の 

重い「チガルベンjなのである。辛榉 

強〈何度も繰1)返し話をしているうち 

に「今年は30年ぶりに雪はない。従っ 

て生活もきわめて楽であった。こんな 

ことは玲r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 

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。 

I 金木の町 | 

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 

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の汽織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 “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。恍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員 

となった。角卷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「津蛙弁」と 

目下の私にはその能力はない。昔は毛 

糸で編んだかぶ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」 



こ^^^: 
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小泊の港。逮くかすかに見え5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。同行のライオン誌岡崎亡 

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員提の角 

田保助ライオンの速転して下さる車に 

案内されて旅路を北へ北へと走った。 

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 

時代太宰文学を一柿の恋人にも似た感 

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j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j 

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 

文壇史に名商い。彼はこの金木町に、 

ャマ源と言う屋号をもつ津岛源右衛門 

を父として明治42年その6男として生 

まれた。本名津岛修治。父の源右エ門 

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楝梁として高 

名な堀江佐吉の手でこの地に和洋折衷 

の笟くべき大邸宅を築き上げたのであ 

った。衆議院、t族院両院の議員を歴 

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貶め褒めている 

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j 

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®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、人口にかかる石 

の硫の細工のあと、玄関の手彫の跡、 

一歩入ると昔年貢米を«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 

て私は感無最の思いであった。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1)、突き当たりに 

袋華絢爛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ior 

もあるという木目の美しい櫸の玉目の 

0ftに目を奪われた。 

I日本海最北の港I 
金木の町を出て車は日本海に沿い北 

上する。30分ほどの刻の流れの後に十 

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[Sj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j 

の老姿たちが住みつくという。赛の河 

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23H 

には赛の河原でこのイタコが死者の魂 

をこの世に呼びもどす。死者は強い訛 

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。太宰の銳い感受性が 

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:b、 

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窑士がそびえる。 

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ft 

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慘なさ 

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 
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一に 一•笟した。人口 6千入、近海漁業 

の今はS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 

エ会、経済課、建設課、総務課、民生 

出納室。みんなそれぞれに多忙で 

ある。私はそれらの中に人って1冊の 

帳薄を見た。「除锫見出帳j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 

—テレビのアンテナが立っていた。足 

をのばして権現崎へゆく。 

人江の先、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。钱が鳴る。 

濤がはしる。--瞬一刻裡の音である。 

冬の海に色彩感はない。沖へ沖へ、単 

純な黑さが満ちてその涯に純白の北海 

道があった。切リ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。 

|五所川原のライォンズ| 

その夜私たちは金木町の斜陽館に宿 

をとった。玄関に人るその刻、真赤な 

没日がこの斜陽館の門前を彩ってくれ 

た。赤いというより真紅の落日であっ 

た。文字通リの斜陽である。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。恍惚と不安感の 

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Z C、 

案内の角田ライオ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 

リ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jが出て来たと、こ 

れは医師にかかることのできない辺地 

の人々の患まれない生活を象徴して味 

わい深く聞いた。笟くべきことはこの 

地の出稼ぎの話である。夫の出稼ぎは 

話にはMいていたが、この地は夫婦が 

大事な子供を逋いて共に出稼ぎIこ行っ 

てしまうとのことであった。中には村 

会謙貝、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間 

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 

に啓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、そのあとメンバー 

一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間いた。 

クラブもすでに9年目を迎える。市民 

との対話ももう深く奉仕のM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乘ってきた。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1)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0星の美しい夜であった。 

I 竜飛崎に立っ I 
翌朝も晴天を頭に頂いた。青森に出 

て津軽線で窀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単窓の右手 

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 

り海はひどく溫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 

の否さえほのかであるJ。一文見事な 

銳い感党が光っている。列車の終点の 

三K (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。雲幾道、風樹幾群の中に私は 

三厩の駅を一歩出た。三既の村はせま 

い道路の一方に津輊海峡を遊き、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本の道は窀飛崎へ急いでい 

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 

五所川原クラブ 
の自慢話しは延々 

と統く。左より筆 

者、角田、森下、 
吉田、小山田の各 

ライオン。 



の3分の1は冬は柬京へ出稼ぎにゆく。 

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楝が 

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 

けば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つ 

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〈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 

黄管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 

とむづかしいことかはよく理解できる 

のである。それを焦点に黄管の花をも 

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最に頭を 

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、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 

うに生きるための榀を求め働きその遂 

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浮くきび 

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 

て喜ぶことの多かった妻とこの海峡を 

何度越えたことか。怒溝の中を旅し来 

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 

の怒禱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j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「奥谷枨館j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j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。真黒く日暁した頰を北海の風がき 

ぴしくよぎっていた。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齒は、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。私といま並んで怒漬の音に 

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#詩 

であった。 

☆次号は東北•平泉篇です。 

文/菅野謙三（福島C •俳人蒔村多加夫) 

写真/岡崎信幸 



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重点 

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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高崎C (群馬県）市外3ち郷町にある身体 

障密者施設「はるな郷」に機能回很訓練用の 

トランポリンー式を寄贈した。2月3日、会 

員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。 

鹿追C (北海道） 2月20日、靑年ボラン 

ティア速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 

は搆浈、座談会、映画。ライオネスらの手作 

りのfitをはさんで、午後からはゲームに打 

ち興•じて楽しい1日を過ごしてもらった。 

高崎中央C (群馬県）わがクラブでは、 

結成5周年記念?Tv業のひとつとして高崎総合 

迚励垛の一角に時計塔1基を建設して市に寄 

贈したが、2月17Hの竣工式には会貝42名が 

出席して速動場--帯の消掃奉仕を行なった。 

写我:はゴミを集めて焼いているところ。 

飯岡C (千葉県）当町の小、中孕校の特 

殊学級児童を慰問し、芝居用人形、ピンポン 

用具、ストーブを赉贈した。ピンポン大会を 

行ない、また人形芝居を演じて笑いと苒びの 

中で1日を児蛮と共に楽しく過ごした。学校、 

町、父兄から大いに®謝された。 

卷C (新潟県）わがクラブ恒.例のアクテ 

ィビティである血液喂検杏を2 H 7日より保 

她所の協力を得て始めた。各学校とも首を長 

くして待っていただけに大蛮喜ばれ、感謝さ 

れた。またこれに先立って2月4日、町役場 

前で献血を行ない、これも大成功であった。 



姫路大手前C (兵庫県）かねて計幽、絡 

集していた交通安全標語20,631点中より特選 

1点、人選5点、佳作10点を選び、2月24日 

の例会で人選者の衷彰穴を行なった。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。 

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リル•内延命公阐の桜 

の木に、きれいな花を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|ii]公阐動物阳のライオンがみごとに成竹し 

たので、抓代を贈呈して慰問した。 

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 

プでは肥満児対策として市内4つの小学校に 

古タイヤ160本とドッジボール80個を嶒つた。 

古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。 

宇部新川C (山口県） 5周年記念私龙と 

して植樹現場の霜降山々腹に向かい、無事植 

樹を終えた。常鉍樹ばか1)の®降山にわがク 

ラブの桢えた「なんきんはぜ」が山〗;!:に色彩 

を添え、リっぱな山になるだろう。 

:初 



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」。 

柬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。 

世界の宝石店 

MIKIMOTO 
本店-=東京一銀座4 丁目 TEし535-4611 柬京横浜名古屋京都大阪神戸烏羽 



襻1:• B 

田沢湖高原温泉郷!^ 

能代ねぶ 
きな灯跑 

花卷.滅磺《県立自 
花巻I 

水沢市日高火防祭 

には1灯や造花がかざられ、 

少女のかけ）けとともにそれぞれ特色のあ 

视.小人鼓の 

から山屯約20Aが.V |i斤(. 
21Hの伸鲥の滩御（おとお 

人行列等である。 

日本ライオンズ• 
クラブ結成2啁年 

E-4地区 
A秋田•青森•岩手 

妙」/ 奥柬北それは本州の«：北端にある秋田背森岩手の..•.似のこと 

c^\ です。東北地方の特色は、この奥永:北に潘よく残され、結姒してい 

ます。 

陸中海J 

大湯温泶 

花卷温泉郷! 

溻本温泉 



酒は天下の 

政府登録 日本ホテル協会貝 

ホテ/し 
〒〇10 

秋田市中通五丁目2— 1 
TEL (0188) 34-5211 

ISI 
二級酒に-一級职酒を加えて 

さらにウマクなった. 

秋田酒造株式会社 
秋田市新屋元町TEL(28) - 2443 

全室冷暖房完備 

駐車場完備 

.漏 

—秋田港LC例会場 

=例会日=第2,第4火曜日PM 6 ： 30 

181 ホ，ル大和 
秋田市土崎港中央1丁目6 —33 

TEL (代表）4 5-0151 

タカシミズ 

製造販売 

秋画|の圍|所 

ほかに啟々Hi 1»,*-立内然公Wd.きみまち坂•体平峽 

W立自然公W、田沢湖.抱返り阽立自然公W、八啟• 

岩館财立自然公阐, 

秋田焼 布近郊に帝する粘土で作る素焼で、技く使坰す 

るうちに黑光:りし、浊特の搀をもっている。 

秋田銘菓 诂越< モロコシ）は赤小豆の粉と_を凋介 

してつくる銘褰で秋田独特のものである。その他热の砂 

畊;ftけ、•こかん，リンゴ餅などの銘疼が沢山ある 

十年n田湖湖の水色はあくまで窠しく、むしろ女 

忭的である。KHの紅山保、六；彳の析敁、秋の紅*は 

Hを來しませてくれる.邊明他25 m、松深度は348 mと 

いわれ，ヒメマスの炎V(が盛んである。 

男鹿半島汁から狀轉のれが办く金岛にドライブウェ 

イが完成してからwたwの圮が絶えない。來喊山mの 

["1辛ム哄守台や嗽北•を说るW背水昧館など沲设もV恂 

され、北,Iliの男咙：泉渴は人歡米街を现出している。 

い深さはH如一をぶる423mでH卜伴でL 5所に人る。 

田沢罔辺は泠入とK描の«峥 

十和田八蟠平国立公園 昭和i3?m、y.公i«にw 
人され.八幡ず•、秋m购をM綷とする広大な地域，後十.併 

域。火山地形の多Wさtまた特色。 

栗駒国定公園衆w山はwm火山带にwし、狄m、冇 
T*. 7:(城二犯にまたがり.樣,••7jl627mのコニーデMの休火 

1110 111唄に立てば柬に太乎洋、.内にH本海沿いの烏A 

山と眺嗜が広い。 

烏海国定公園東北随.の以>.岛海山（2,237111は 
H冬海に枨をひく孤叶だけに眺嘈はすばらしい。 

•畔1«1に有つた油特のコクがあり，全W的にも知られてv、 

るイf名銘柄のはかにも、合わせて100を越える銘柄がある 

水のAさと米のAさむさることながら、也:まれたI.地n体 

の本•地もものをいっている。 

ボッコとはか•すでrどものことで、焼き杉を使った 

素朴な入形。竽灯人形は伙田名物乍灯を形どったもの。 

曲わつば細工 

秋mnの炎しい 

如肌を屯かした 
曲げしの. 

田沢湖 
ffiiftj 500-700mのfftい外輪山に|用まれ:i:3rm杉に近 

k mなどは*1rt いわゆる地wun策の激し い地 

酒 钬⑴の洲は、呶北の《としてf,辦を砟めて いる 

竿灯人形 

お杉ボッコと 



みAげ&飞 
高級民芸品# /GN JU 
特産M議遂)不 

秋田市大町名店街(23)2247 

純金入清酒 

黄金井 

秋田市新屋 

黄金井酒造株式会社 

民芸品 
郷土人形 

秋田の珍味 

郷土名菓 
•地方への発送も承つております 

内 
本 
私 



m 
ど 

御前ヶ浜•乙女の像 I•和m湖奥入瀬溪流 

の湖水炎とwn明の叫夕•を通してな消流で蜕允各 
の染荘«充さは世界的に有名。が多い。 

く浅虫•夏泊県立公園〉 
浅虫滬泉:i)♦(北の熱海の別名 
があり、沿蠍が®富で風光明 
姻な溫泉。 

夏泊率島は白烏が渡来する 

大岛や1乃数千本の格の花で 
埋まる袼山七知られている。 

文哦>ヤ"冲 

重置•軽量シャツター•サッシ 

自動ドア•製作販売•取付工事 

B本文叫>t"/7-㈱ 
/ 代表取締役三浦K策 
八戸市塩町30 TEL(24)433I~2 

繭子のふるさと,,へ 

八戸市物産協会直売所 
八戸市内丸(八戸市庁前)T EL.八戸(22) 7837 

三八五貨物自動車遐送株式会社 
代表取締役社長し.泉山信一 
青森県八戸市小中野北二丁目20の23 

■« 話八戸4 3— 1111 

.開発、土木、倉庫事業 

丨.区域運送事業 

I.商事、観光事業 

.路線運送事業 

m 武田 青森•弘前 
毎週火*定休日 

一歓迎一 

302E—4地区1R1Z靑森LC 

十五周年記念式典 
1.場所育森市新町丨丁目国際会館 

2.0 時金》受付8 47.6.18 - 10:00〜12:30 

3•式典13時〜14時祝宴14 : 30〜16: 00 

4■登錄 L ¥4,000 N Y2,000 

5.ゴルフ3.000円ポーリング2.000円（19日） 

〆切登錄日S. 47.5.20 

事務局育森市新町県火災共済会館 

育森ライオンズクラブTEL 0177(77卜4674 

第十七回全国菓子大博覧会受赏 

青森土産の代表銘菓 

上•津輕能 
上黎武内製飴所 

青森市本町五丁目 ーノニ〇 

電話(青森)三四—一八三四 



皆さまのファミリーデパート 

麵' 

8[の格りとして、命㈤的に知れ 

独特の光沢と 

餘かな色彩を 

もつ花鮮が 

作られる。 

班I.U©. 
くその他〉 

タイビン、カフス、ベンダントに利用される綿石ア 
クセサリー等、おみやげにも典ばれている。 

國囡圃圍 
く荀のワカメ汁〉钫に斩い、ヮヵメを人れ、 

律籽味噌で作る访汁は.みちのくの味党十分。 

ぃ独特の風趣 

く 紅餺〉 
河川や湖沼が多いので、いわな•やまめ•ふな，鲆 

•埘などP2Wに味わえるが、蔦沼の紅埘は塩焼等こ 
とにうまい。十和田湖では、姬辑の刺身、塩焼が好 
評。お土灌用にくんせいもある。 

〔その他〉 
りんごの加工品、うに、冰軽味咁、紅蛙燻昶等素朴 
で風味ある料理•皮品が味わえる。 

このほかわらび、ぜんまい、背などは宿の食膳にのぼ 

る。また八甲田山魄からとれるS抒そばも評利がよい。 

弘前さくら亲り弘前城を中心とするT■数百本の接 
花は、美しいの一趼につきる.， 

お山#tt伙の®作をw木山伸ftにお礼参りする行 
事で壮觐である。 

⑱ 

南部食糧L組S 
理事長河村忠補 

八戸市荒町22 

TEL(44)II8I 

ツパメマークは 

\信頼と躍進の 
/ シンボル 

です/ 

丸蕃石油特約店 

東北つばめ石油販売株式会社 

社長し藤田金三郎 

専務し角田昌周 

八戸. 8S.S十和田湖.1S.S盛岡.1S.S 

，つ浦軽吻がある, 

©あおもり•しんまち 

松木屋 
TEL (大代）23 —3211 

政府登録国際観光旅館 

浅虫観光ホテル 
L.移川寿一 

青森駅から30秒 

◎ H奴連加盟.日本交通,公社指定•各旅行社協定 

IF物産部 

各捕民芸品•錦石.銘菓.\mrn- 

海淹物•特産リんご 

2Fレストラン部 

洋食•和食•団体ぉ贪いご商談•ご宴会 

3F全館和室•錦石風呂 

ホテル4 y 4 
レストラン/ V•/ 

㈱久保物産vm駅前TEL23〜2784〜6 

の加工品類 

毎度御愛顧有難ぅ 
御座います 

タクシ—•バス事業 f三八五交通株式会社 
社長亀本定男 

タクシー部㉔三一二三g 
観光部㉔三三三ig 



政府登録•日本ホテル協会貝 

閑静な市中心のホテ 



鬼 
剣 - 
舞 

しい漆器に薬味（海荇、( 

/コや坊肉冷）で食べる 

■木竹細工ざる，かご等の索朴な 
竹細丄、また桐ド駄，占い狀史の爪 

叩な吡裡の岩抒货タンスは全阑的 

にも知られている。 

陶器岩了•• wで妓古の技法とされる小久慈焼を初め、 

台焼、锻治丁焼が有名。花器や港fv.茶碗が作られる, 

漆細工•染物记統の待殊エ 
装は装、皿、盛器に利mされ. 

ID染では紫很染や木皮.f f /,v 

を用いた索朴な草凇染等があ 

る。財布，名刺人/和服杓地等 
に生かさnる,， 

類•傅の名布地のチャグチャグ坶コや浊持のデ 
インと斬祈な彩色のコケシW、余をJ1ぶ牛を形どった 
余のべコッコ、木彫の胙踊り、鬼制_とか私び駒等は 

名鹿品として、おみやげにt•珍す(されている， 

その他大理石加工の队皿、沏吞、花器や紫:s"で 
つくられる装飾品もおみやげ品として戽ばれている。 

铁器伝統的な 
砂鉄技術と古典 
的な方:阡が待K 

のr鉄)tKjや、 

年IH1200万個を 

生亦:するa:の夜 

卵《s，於娇;ft、松磡、岩谷货 

:车かん、いかせんベい、くる 

Iみ羊かん等、珍味がたくさん 

味わえる。 

• V ,，7| 乃-ェ " -、■ V. Rりひ、 

断/U其を•!守るt.城笊施,没が 

品 

て贪ベる索朴な東北の味。 

陸中のうに ••陏の铌確帝のうにはa«の斤りが聆，作 

でおいしいといわれる。 

小岩并農場のジンギスカン1月〜2月のかまくら格 
に食べるジンギスカンはまた格別。觖やタレが自後。 

いものこ汁里芋ときのこに、肉、ネギ、コンニャク 

などを人れて.教た汁物。浊特の風味がある。 

ほや酢味咐や•.杯酢にきゅうりを添えた《|の矜りめ 

い珍味0三陟地//で食Wにのぼる„ 

どんこ汁簡切リにしたどんこ（魚）と大根，人参、 
菜、ごばう等を.ftて、好みの味つけで食べる。 

„ .... このほか南部そば.南部•せ 

わが闲奶級の汴げ 

㈱東京土地開発盛岡支店 
〒〇20盛岡市山岸字中村22 
TEL (23) 2 2 5 5 (代） 

盛岡の地図を書きかえる 
南点:tim 

i:地と建物の総合メーカー 

让•没人臣姑"K1)第350兮 

東北の名湯- 

施悬溫泉 
盛岡LC会貝L鎌田哲爾（常務取締役） 
花巻LC会貝し八®清一(本社支配人） 

佳松園/松雲閣/紅葉館 

千秋閣/花盛館/青葉館 

お申込は花卷温泉営業部 
T E L 01982 - 7 - 2112 

蠢 
S答品.圮念品•ゴルフ(トロフィ—•カップ•賞品) 

のご用命承り申し上げます 



この企けメダルはH本N比永年の念 

顆でありました沖繩祖wm蛐にともな 

い新しい布嗜にみちた沖繩則の埏卞を 

祝い、世界の平和を祈念して製作され 

た価虮あるメダルです。 

总在ある,Ui念品として、ご家庭の义 

しい財宝として ''缺適1商.と信じ 

ます。尚、数M:に限りがありますので 
おめにお巾込み下さいます様ご案内 

中し上tfます。 

大蔵省純成政府保,证 

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饩し、過去 

2年にわたって名古屋城址にある名城公 

阑おふけ池周辺に「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j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 

亊と一緒にわざわざ植樹式に参列された。 

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」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貨寶された。 

〈純金製〉金It メダル(め:{*35% _27g) 

¥50,000限定数5,000(1*1 

•美しいケースに入ります。 

M 利そ明泠?fl年 

〇私本後幸エf株式会社 
代表取締役上野南し松本芳之助 

東京都台東区元;曳草卜12-2 
〇東京842-6彳61(大代） 

全国有名デパート、時計 

貴金属店にて発売中ガ 



あなたに:恋して 

私の微笑み 

私のそぶ1)…… 

あなたに 

恋しているみたいかしら 

でも、 

親切にするのは 

当然のことて•すわ 

サロンケバヤの姿が 

お気に召したら 

今度はぉ食事で、心ゅくまで 

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よう 



fc纏戯 

J孤 

v= 

スイスを訪れて 
ゝつも気になる所 

ラー 

あなたの方了スケジュ—ノレにお力卩えくたさI 

チューラーは、世界中の旅行者が出会うところ。 

スイスの伝統や誇りにふれる手近な場所…スイス 

最大の時計専門店といわれるチューラーは、スイス 

で最も多くの高級腕時計と置時計をあなたにお見 

せできます。その種類も2,500以上。いずれもスイス 

が送る代表使節…スイス人の掛値ないサービスに 

ふれながら、スイスの息吹きをじっくり感じとって 

ください.,お店では、あなたがご満足のゆくお買物 

ができるよう、日本人の案内旗がすべてお手伝いし 

ます。しかもお買い求めいただいた品は、世界各 

地へ、迅速にお届けし、その上世界的な保証サービス 

が受けられます。日本の指定サービスセンターは 

東京.銀座天W堂、大阪.淀屋橋尚美堂です 

TURLER 
スイス最大の時計専門店チューラー 

(創業1883年） 

“チューラー”が取り扱V、する高級スイス時計 
(一部です） 

しongines 
Audemars Piguet 
International Watch Company 
Turler 
Jaeger-し eCoultre 
Movado 
Vacheron & Constantin 
Rado 
Certina 
Eterna 
Heuer 
Universal 

Zurich. Paradeplatz [(051) 25-68-68] • Airport Zurich-Kloten [(051) 84-75-21]• Berne. Marktgasse 27 [(031) 22-37-60] • Lucerne. Schwane叩latz 7 [(041) 22-37-41J 



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 

ベースに、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 

つ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 

S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 

1寺している。 

身障者用ボウリング場 

旧友との出合い 

汲みかわしふるさとを語る 

忙中閑一服の遺Mなり 
ふるさとで再会を約す 

家疾ともどもで… 

© 
国際観光□郷土料理□ご宴会 

各；^)? 
渋谷逍玄坂上先笟,«463 2310(代»)丨鈐 

或中 
W笟狄*•取駅—ix依«ヴ|ド沿い / 

ltt.1/,866 .1511-1512 .. 
ふた〇のためのディナ—サロン 

蒙 
小るさと«中•-«龙坫866 • 7082 

在多き)?ハヮィ 
ハワイ.ホノルルワイキキグランドホテル内 

4.¢¢)?ニッポン 
マ々才•リ又ボアホテル内 

ハワィ.マカオへお出かけのanはぜひ.ふるさ 
とにお.iy:班り下さい’ H冬からのii-^«l:は 

tv別歓迎サーピスをさせていただきます"r 

si介状を疋しあげておりますので.渋51ふる 
-11(くさむ•*■>~i^人までごit格.、ださい' 

«.!/.866.15一一-一512 

ふた〇のためのディナ—サロ 



レるさとの家 

新居クラブは結成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 

エt150万円で建てたものである。木造平家建て約49. 5 

平方に、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 

クラブのアクテイビティに感謝し1rいた。 

高級バッジ 
メダル 

r. '，メんマ >グ 々ン「ハ：ンぜV 



会員総数777名 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. 

7077YDS 18H0LE PAR72 
nishinippon SEVEN THREE GOLF CLUB 

，へ; 

mwmm 

T 
㈣祕你.ふ 

BMi mm 
f 
がdv.r 

だ㊉ 
u： 為參象遂^^^纖累 

m 

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 個人正会員.100万円 

法人正会員.200万円 
(2名連記） 

コース設計 加藤ネ虽 一 

ハウス設計 渡辺建築事務所 

西日本 
三重県一志郡嬉野町島田 

枥515-23 電話三重嬉野（05984) 2 —2348 

(§) 大淀地所株式会社 
大阪市北区曽根崎上4 丁目20番地大阪駅前第ービル2階 

想>530電話大阪（06) 343—け43番（代表） 

津連絡所津市伊予町津544西村ビル4階 

電話 0592 (27) 6 3 0 8 



世界の女性を魅了する 

スイスのサーチナが世界中の美 

、'.，•ぎ 

なにげない動作の中で そんな 

◎匚 ERTINA 
OESC^D日本デスコ株式会社 

柬京：東京都中央区級座1-13-1ビルTEL 563—1731(代及I 

大阪：大阪市南区塩町通4-26-1東和ビルTEL 252—8833(代表.| 



文楽人形の表情 

美術の頁⑪ 

いちのたにふたばぐんき 

一谷嫩軍記 熊？f陣屋 熊抒直'方 

源平取記の五段物のうち、この段までは並木宗軸の絶淮として知られ、宝Iff元年（1751年）S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乘ったが、実は葙経の心をくみわが子小次郎を身代りとしその首 

を栽経の実検にそなえたという哀話である。熊谷はこれにより世の無怙を感じて武士を挤て、仏門に入る覚悟を 

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



しよううつしあさ力ぐおばなし 

生写朝顔話 大井川の段 深雪 

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

をつ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、宫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、大井川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、近松徳叟が山田案山子の名で書き、後世に添削したもの。 

命〜 

1# 

演出指導/故桐竹紋十郎 撮影/岩宮武二 

提供と解説/浜野虎雄（東京自由ヶ丘C) 



20周年記念事業の提案 

吉本登 

n本のライオンズ7ラブは，1952年3 

J1にM初の也);fクラブが创設されてから 

発)Iにつぐ発®で，今1:1では1,600氽7 

ラブ，会n9万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，その式典と亚ぶ紀念健としてこの 

雄大な企I®を提來する。 

1. 記念事業——財団法人日本ライオンズ 

奉仕センターの設立 

会fl仝Hがひとり2万|リずつft出しよ 

う。1回きりである。そうすると約18低 

円の財源ができる。これからの加入会 

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。 

この財源を站金にして，奉a'w戈の母 

体になる13本ライオンズ奉f:L•センターと 

もいうべき財131法人を•没立する0この財 

別法人の,役立が20周苹紀念*jf業になるの 

だが，一度に2万円出すことが会眞の火 

きな负担になるなら，’1万円または5千 

N くらいの分割拠出も考えられる。これ 

はE，Wjitj複合地区の共同事業になる0 

2. 記念事業の目的と効果 

⑴奉fitセンターの活则 

財団法人は，その基金である18億円を 

安全冇利な方法で利殖し，その益金を法 

人の経费と奉仕事業资金に使う。この益 

金は基金の利殖の仕方にもよるが，牢[HJ 

約1拟円にはなろう。 

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 

クティビティの災玷をあげているのに， 

その上なぜこの企_を提來するかという 

ことである。それは，1クラブまたは数 

クラブの合Mてはとうてい行なうことの 

できない全B1的なまたは脚際的な大事菜 

を行なうところにある。 

そこで，本a•资金の使い力•だが，us 

円を浓屮してひとつのw龙に使ってもよ 

いし，また必耍に応じて数T-^PJずつに 

分別使用するのもよいだろう。また，.数 

億円を要する超大琪業を，计®して，数年 

間の継続にすることもよいだろう。 

現在，ライオンズの本a•を持っている 

ものがたくさんある。たとえば， 

ィ.健个な!1/少¥の符成に力をすこと。 

これはin本の国家，民族の迎命にもか 

かわる瓜大問題だから，そのために必 

耍な施設や事業とK剣に取り組んでみ. 

ょラ。 

口.老人，百人，交通迫児，妝体不自由 

兕等気の说な人たちの厚生施設や事* 

にも大きな投資をしよう。 

へ交通琪故や公笛を防止するV業にも 

協力しよう。殊に研究拽が乏しいとい 

われるこの柿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._際的な車業としては，戦禍に苦し 

む難民の救済や後進|削i:民の生活昀上 

を援護する#業もライオンズのね過で 

きないものである。 

ホ.また社会的文化的な功‘:;)•者や;1？行者 

を渑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赏制度はいくつ 

もあるが，ここに创，没したい〇〇ライ 

オンズ；とい.うのは，ノ —；ル贤なみ 

の赏金3千万円は無邱.としても，せめ 

て100万Pj くらいの赏金をつけて社会 

的にもきわめて評価の商い赏にしたい 

と思う。 

いずれにしても多額の資金を则かせる 

者でなければ行なえないものであるし， 

また資金が多ければ多いほど効果も大き 

いというものである。 

要するに，この20周年；！己念琪業を企！® 

した13的は，このような雄大な発想のも 

とに大本仕$龙をいつまでも続けるとこ 

ろにある。 

(2)ライオンズのたくましいPR 

前記のようなV業を絞けて行なうと， 

その屯龙成果は牢々玷みIEねられて，日 

本;fellいたるところに，また発屁途上国 

の各所に.l_i本のライオンズの本U::‘W龙施 

，没ができる。 

そうなるにつれて，ライオンズの国際 

的社会的名卢はますます高まり，会員は 

L卞のパッジをつけていることにこの上 

ない,冶りを感じ，俊秀な入会希S者が続 

出することになるだろう。 

この20周年:記念、jf業には，こうした大 

きなPRの効采も期待できる， 

3.記念事業を成功させるための要件 

紀念#装の概贤は以上の通りだが，こ 

の_](龙が会nから圯めたs®な大金を利 

殖して行なう惊久的なものだから，必ず 

成功させるための要件をここでしっかり 

'えておく必要があると思う。その要件 

は，大別してふたつになると思う。 

そのひとつは，資金を安全かつ右利に 

利殖してできるだけ多くの奉a'資金を也 

み出すことである„これは財R)法人の邱. 

令の任務になる。理事はe，w両複合地 

IKのガバナー15名とその利殖について.W- 

H的な,湖見とかな経験を持った会員* 

干名を加えればよかろうと思う。また， 

監^こは監介:の1、y•門家の会M若干名をあ 

て，敝屯:な監赉をしてもらう。 

他のひとつは，すばらしい奉仕事業を 

■ちえ，それを効果的に灾行することであ 

る0そのためには特別の奉仕事業委員会 

を,没遇し，委贝は会贝だけに限定しない 

て*，広く一流学者や文化人，言論•マス 

コミ閲係の代衣的な人々にも加わっても 

らう。そうした頒脳集B1によって，すば 

らしい卞龙が決定灾施されるようになれ 

ば，世人のn-:tnするところとなり，マス 

コミも大いに取〇上げて，prの効采も 

火きいだろう3 

どんなすぐれた制度でも，これを迚川 

する人によってその成功不成功が決52す 

53 



る。この20周年;E念：が戈もその例外では 

ないが，幸いなことにライオンズには各 

業嵇にわたって人材が豊富だから，その 

成功を信じて絶対間違いないと思う。 

(兵摩®.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乎で」をスロ 

ーガンに，当クラブ安全委貝会は宇都宮 

束S察署と緊密な迚絡をとりながら，今 

までに交通安全塔，亿報中:，テレビ等を 

奇贈してきたが，交通贵の激増と市街地 

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 

苦破していた。 

たまたま市内陽束中学校P TAにおい 

ても，生徒の交通泔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_していたので，ライ 

オンズとP T Aが協力して，中学校地区 

内のみならず全市にわたる；1#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 

安全逆脚」の大キャンペーンを展開した。 

父兄もこの呼びかけには大賛成，各家庭 

から応®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，也徒たちの注意を喚起した。 

なおこの研究の結采はパンフレット 

(B 5版12頁）5千部を印刷，地区内各家 

庭，小学校，幼mra等に配布，一般住民 

の交通安全葸識の商揚につとめた。 

今回のアグティビティは教務教育にお 

ける父兄負担金の蛏減に頭を悩まし，と 

もすれば®励が沈滞しがちのP T Aに元 

気を嵆いおこさせ，地IKfi.:民にはライオ 

ンズの社会奉仕の态を如突に示したもの 

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。 

(栃木限•宇都宮束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 

下道にすべきであると思う。 

ところで敁近某紙に 

「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。かごを蹬いて腰をのばし，ひと息 

いれてまた登る。山口市西京橋の9号線 

にかかっている横断歩道橋を通って，1 

日;1きに，近くの公設市場へMい物に行 

くという同市天神通りの74政のおばあさ 

んは，階段を登りつめるとpああ，えら 

かった..]と，ひと户•もらす。 

吉敷郡小郡町では，小学生が，2度も 

痛ましい唞故にあって，地元が立ち上が 

り，町に働きかけて，立派な地下道を灾 

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歲の 

貢い物のおばあさんは，pそりゃ地下逍 

商談•会義•取材等に- 

多忙なあなたにピッタリの科学秘書~~情報収集機 
超り哩で長時間録音のMEMOCORDK70 世界最小のメモ専用録音 高感度ワイヤレス.マイク 

HSIin社(才-ストリァ).メモコ-_ IOTD社(ォランタ)っ。咖一。85ミミ:::は:Kgmi)) 

•大きさ •mさ •道源 
14.5X7.7X2.8cm _330g 単3眾池3本 
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）Y 84, 500 
■デラックスい 2 〃 ) ¥ 78,500 
■スタンダードレ 1.5 " ) ¥ 65,000 

(3戗炖とも、テープ.継.特殊マイク付) 

I■■ I 
f•大きさ •重さ •屯源大きさ 

メモコード，ポケット.メモ，ミニ ニパック，クーボン 

①眯人…し込みき. ，タログを送って欲しい 
③苽話迚絡が欲しい (L-5) 

氏名 urn 
住所 

讴詁_____ .〒褓号 

12X6.5X3.5an 350g(含電池） 

声のメモ•マシンとして、超高性能のメモ 
専用録音機です。 
■ボケット•メモ（往復30分録音）¥ 28.500 

■専用ミニカセット.テープ(重さ7,）¥ 980 

(20円で郵送可能の超小型専用テープです） 

MD70I 2.8xo.8xicm MD7052.8X0.8Xl.5an 

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ft?できます。 
■ミニパックMD 701 ¥29,800 

■ミニパック MD 705 ¥ 19,500 

総発売元サンキ通信機株式会社 
代金振込先 

取扱代理店田中ビジネス•マシンズ㈱ 

中井電 

光洋無線電機㈱ 

都ビル0(03) 264 — 8254(代表)〒101 
朿海銀行秋葉®支店（当座）住友銀行神田或店(当座） 

名古M市中区析栄町3 — 23(柬斩町诋谇前）〒460 
»(〇52) 262-1611営衆所/辟岡• K野•苗山•余沢 

沉ンター北九州市H司区來門司1一12—4 〒801 
« (093) 32-4027 

扎桃市.H： 3条两2 丁目〒〇63 
〇 (011) 231-5431支/^/旭川 小t律 
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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。自励取にも乘れ 

ない追いやられた歩行者の反感ともとれ 

た」 

という記亊がのっていた。 

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琛として，将来， 

えてみようではないか。 
(山口!！;い岩(1錦C) 

交通に関する明るいお話 

広瀨葉月 

交通安全標識の設E,交通安全P Rマ 

ッチ，ビラの配布，交通安全水銀灯の設 

匿etc……わがクラブでは今日まで交 

通安全述则を推進してきたが，ことしは 

さらにこの迚励をもりあげると共に粘祌 

面における述则を展開することになった。 

交通事故は歩く人も屯を迎fe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 

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，あたたかいお話を蘇る 

ことにした。応蘇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月上句蘇集開始以来20日問で小中学 

児蛮生徒，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。奇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，都査の段階ではほほえんだり，ある 

いは目頭があつくなることもしばしばで 

あった。 

応菇作のうち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 

郡企域に配布し，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0 

入選作から2篇選んでみた。 

手ぶくろをありがとう 

愛知川小学校1年W•木照子 

わたしとおにいさんとさんぱつへいく 

とちゅうでした。うしろからきた卑ゲ、す 

うっととまりました。「なんでやろなあj 

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j 

といってくれました„うしろをよく見る 

と靑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P 

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 

さんが線路につまづ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r 

''r ,:VJIL 

ご鱗、 

55 



日本話し方センター 
所畏 

江川ひろし 
資料請求券 
し一 5 

東京都新宿!B:西新宿1の3の3 

〒160電（03) 342 . 0 8 7 4({〇 

あげました。おじいさんは「ありがとうj 

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。 

これを説んで交通事故が少しでも減る 

ことを期待している。（溢ira..八日市c) 

報道人との対話 

江川輝邦 

昨年11月24日,小撺北海ホテルにおい 

て，読売新IW,毎日新問，NHK,北海 

道新間，北海タイムス，朝日新聞の各記 

者の方に集まっていただき，小搏4 7ラ 

ブ代表と懇談会を開いた。 

はじめにゾーン•チxアマンよりライ 

オンズクラブの目的，組織，現況等;[糊II 

に説明し，その後各クラブより最近にお 

ける特徴のあるァ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«切な批判もあっ 

た〇_それらを'要してみる。 

① いままでライオンズクラブは垠なる社 

交団体か‘部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其の奉仕団 

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，金钱的方面にのみ点がおか 

れた感がする。粘祌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。 

全く粘神的な而のテクティビティがなさ 

れていないとはいわないが，労力本仕に 

汗を流すとか，献血迎刺の推進とか，少 

年少女の教ft•とか，そのほか金銭に見秘 

られないもっと粘祌的アクティビテ < を 

取りあげて欲しい。 

② ライオンズクラブの尜仕は，地域社会 

を明るくし，発屈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0 ’ 

もっと大きく目を開き，他の団体とも協 

力してその地域発瓯の方向づけをすべき 

ではないかnたとえばその地域で最も必 

嬰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®(か 

して完成させるような地域社会開発の大 

きな奉仕を考えるべきである。 

③ライオンズのP R活動はとかくへたで 

ある。もっと報道機関と密接な迚絡を,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乾にし，事前に提 

出してくれると記事として取りあげやす 

い。 

報道人との話し合いはライオンズの本 

贤を解していただき，またわれわれが 

いかにあるべきか反省の場となった。互 

いに厨をたたき合い，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®道•小時中央C) 

•あなたは人前での話がィヤで逃げていませんか？ 
•この通信教育を受ければ500人の前でも話せます 

カセツトテ—プによる通信教育 

制 し方教室 
•有名講師による 

個人指導制です 

•テレビであなたの 

姿がみられます 

【内容】全10巻38000円 
人前であがらぬ法/話の材料の染め方/ 

話のまとめ方/あらすじの作り方/ょい 
人問関係をつくる話し方/部下にやる/••パ 

を起こさせる話し方/結婚式でのあいさ 

つのコッ\アクセントやナマリの雄正法 
\モデルスピ—チ集/ほか 

朝礼虎の巻 
•話のネタがビッシリ/これさえあれば朝礼の話題に困りません 

【内容】 
集中と継続/今やらねばいつできる/やめたい裥をなくそぅ/機械 

にも愛情を/成功する社員しない社員/人生の主役と端役/はか 

全50話練習用テ—プ•全文収録の新害本付19、000円 

社長.重役の 

テラックス•スピIチ•セミナI 

參3日間コース 

名古屋ホテル•ニユーナゴヤにて 5月12.13.I4日 

東京東京文化会館(上野)にて 5月I6.I7.18日 

玄島広島リバ—サィド•ホテルにて 6月I7.18.19日 

金沢金沢ニユ—グランド•ホテルにて 6月24.25*26日 

•夜間コース 
東京私学会館(市ケ谷)にて 6日6日より週2回、 

全10回夜6時〜9時 

56 



mamma mm 

ライオンズの保健所 

(アメリカ） 

ダラスからJS近越してきた10成になる 

53の子に，「君のかかりつけの光生はだ 

れjと間くと，「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.1i1、者のひとりであ 

ったわけだ。 

この保健所は，1950年に25,0WFルとい 

う廉価で建てられた。というのも，当時 

300人いたクラブの会员の中には，建築 

家，土建業，家根ふき，コンクリート配 

管，馄気関係，塗装などの各補堪門家が 

いて，これらの会贝がみな，自分の時間 

と技術を投じてこの大工屯にあたり，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，この育 

楽祭はこの街の伝統となって，1947年の 

初演からすでに30万ヾルをこ及る収益をあ 

げている。 

保健所には市の公衆術生係官が勒務し 

ているが，この保健所が}1つ前は，彼ら 

は下町にある古びた琪務所に®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Hに2 

万1••ルの®用で完成。この资金も荇楽祭の 

切符を売って作った。さらにもうひとつ 

の別館増築を訏®している。 

保健所の仕事としては，予防医学，予 

防接®,成人病講座，母親学級，産姉人 

科などがある。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0 

歯科，産科，小児科，家族計画等，保健 

所で他す講界には約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flは，自分たちの町からゴミ 

をなくし灾しい都市にしようと，紙クズ 

集めを開始した。 

当日は15人の会贝が出て，それぞれの 

受け持ち区域を決めて，各家庭を1粁ず 

つ回って紙クズを回収，たちまち用怠し 

たトラックは紙で滿®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） 

パージニア州，Norfolk Warps 

Corner Breakfastライオンズは，陶芸 

に趣味を持つ苜人や#体障咨者の方でも， 

気経に涔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:3?を使 

用しみんな熱心に陶芸にはげんでいる。 

本年度よ0の斩価格 

王者として君臨する 
世界最高のクラブ 

ケニス•スミス 

直輸入販売元 

^fand-made to hit you. 

ケニス.スミスジャパン 

大雅貿易株式会社 
本社火阪山•北KWm崎新地2の15マエダビル 

TEL火阪（06) 343—1551沿（代表） _大阪L•長野英次 

行 
ダ' 

WOOD 1本 V 
IRON 1本 ¥ 
I.SET (W4.I9) V 

スチーノレシャフトクローム 

29,000 | 
20,000 

289,000 

三重仕上 

本社柬京都千代田区抽in西福田町2聖徳ビル 
TEL 柬京（03) 252—0886番(代表） 
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☆応募規定 

サイズ白黒写真六切〜四切 - 

賞 応蘇者全員にビン，入赏者に記念品 

締切り毎月15日締切（次回5月15U締切7月号に掲腿) 

■応蘇作品にはクラブ名，住所，氏名，函題を明記し，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0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屈します0 

送り先：束京部中央区日本捣江戸撟3 — 3油脂ェ龙会館3階T103ライオン誌編汜部フォト 

•河内桃子さん#女優を撮りましたが 

やお孫さん，そして周四の若い方のボー 

可能の限りアッブで美しい調子に撮るこ 

•スモーキング#チンハへ〆ジーの擬人的な動作を 

ーモラスに狙い.ました。泐物Uしぐさやボーズが擬 

的な瞬問に近接な望遠レンズで大きく扱って下さい 

#海女#三m限大王崎の沲女で最近は海女沿をき 

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。泐感描写が優劣を決し 

#城下町にて#萩の城下でのスナ 

る背の低い石垣土塀に笹をァクセン 

ました。風;HI•写真には梆図とアクセ 

で特徴のあ 

して作画し 

が！fi：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 
1日30分- 

で〜 す 

よみがえる 

アメリカ生れの 
健康医療機 

_ が楽I 

災^!^^^^8し， 
^ 他■作-‘今 

, |、 

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— 

寝ながら.いくつもの運動 
が楽しめます。 
心臓に負担がかからず、 
8歳から80歳台まで安心 
してお使い戴けます。 

★あらゆる運動(K£、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づか 

しいことです。 

★スタファーは、楽に寝なが 

らにして独持の伸びと収縮 

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。 

お問合せは 

地区別にお願いいたします 

★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。 

."祕 
.く、;箱..: 

/お困りの方は \ 
\ごネ目韵I ください/ 

■運動不足で- 

■厨こり、腰痛で- 

■神経痛で-- 

■倦怠、気疲れで- 

■半健康体で- 

米スタファーを試してみたい 

' ①都合のよい日 月 日午前•午後 

' ②打合せの•港話を入れてほしい 

■来カタログを送ってほしい 

_米すぐ購入したい 

I西日本地区(60サイクル） I東日本地区(50サイクル） 

日本スタッファー株式会社 太平商事株式会社 
本社/大阪市南区久佐ヱ門町33(御堂筋•道頓堀橋/北） 
〒542 TEL (06)211 —6 7 4 7〜9 

スタファー東京セ：>ター 
渋谷区渋谷2の10の1〇 (仁丹ビル） 
〒150 TEL (03)409— 5 2 6 4 (代表） 



茨 

二… 

常龙 
年数 

メキシコ•シティ国際大会には- 
t _ タイナース•力ード 

便利で安全な「旅行の通貨」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。 

世界M7力国で使えるカード 

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 
パ2 し外貨お1人3,000ドルまで。で 

も国際力ードになされば、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です。ホテル. 

レストラン•ナイトクラプ•シヨッピング 
レンタカー' そしておみやげ…通貨の区別な〈ス 

マートに安全な旅を楽しめます。お支払いは帰国 

後に円貨でどうそ;）世界中て祈紙つきの'''カード 

の王者*1ダイナースタラブに' あなたもご入会〈だ 

之い。その日から、あなたの国際交流はさら 

に広く、さらに豊かになるでしよう。 

DINERS Credit Card 
only for Somebody 

£iホyyf■スヮラァ 
東京都新宿駅束口前富士ビル9F 03-356-1181 

日本ダイナースクラブ 

個人会員申込書 
フリガナ 

氏名 

(UON47-5) 

とリせん）- 

利務丨 

J-5)先名| 
部I ••叫賴 

住 所 丁 
(自宅) 

本籍地 

住 居 自宅(家屋メ卩.数年） 

これからの連絡先(〇印) 

所有不動産の 
場所と神.類_ 

昨年の所捋額 
■ — 

ご利用中のクレジ I r R 
ットカード(〇印）J CB * 

^ L_家族会貝申込者名 
K (7リガナ） 
利 
用 

* 同居別居 
望-- 

(フリガナ） 
1 干 

所树部，深 
役職h 

现如こmる略胳 

平I•從尨W数I 

ご家族のおなまえ年令* 

万円，ラ今 

J C B •ダイヤモンド•住友.ミリす: 

会只との铳柄 生年fj _H _J* 家族印.. 

_ 力—ド使用による代金•などのお支払预余U座 
I (ド,!I：提携銀rj•よりお選び下さい）〇印 

!化1: •リト•大和イト:友•第.劻龙•柬海•三餐•協和•來京•安田■•神戸•块玉•太R5 •敢河 
•料v;川//: •北陣•十/、•福岡•北越•大垣共_，•ひ丁.菜興菜•人分•仏前相む-•通後也 

U......的名」金棟類|和余座名谈f C!座^ Yj 

1普通.預金 
2当座預金: 

氏名 碰 
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私シリーズ-㉓ 

難波仁斎 

自宅アトリエで制作中のL難波 

撮S5/岡崎信幸 



漆芸五十年蒴醬を創る』 

描菡羝饵花文喰妞 

漆を手づ.けてからすでに五十年、 

長いよぅで短く、しかも速かった。 

現在やっている私の描满擗法は、私 

のすべてを表現するMも好ましい方 

法であると思っている。-IJ-*右い顷から 

好きで描き統けた細い線、漆の粘度 

と特種な瞄絵笨で迚ぶ絵文様、そし 

て研出し法による仕上げが製作の意 

図を調子よく表現していると信じて 

ぃる。 

「ああ、美しい」「何度くらい塗る 

の」「索地は何ですか」と皆さまか 

らよく質問される。そのいずれのエ 

程も大水で、汕断はゆるされない。 

そして、極めて綿密に叮寧さを必袈 

とする。だから^しく立派に表現さ 

れることになる。 

茄賭法は、昔シャムIJIから渡来し 

たもので、日本では讚岐の玉楮象谷 

によって作られ、名声は極めて高い。 

そして、数年前に亡くなられた人間 

国宝磯井如真先生によって完成され 

たと思ぅ。元来蓣擗法は、漆面を彫 

ってその刀痕に朱漆等を!nfi入して作 

られ、現在も盛んに番川で生産さ 

れ、作家も絞出していて灾によろこ 

£しい〇 

だが、私は元来iif絵の出であって 

笨の仕事が本筋なので、磯井先生か 

ら推薦されて、昭和三十一牢、第三 

回日本伝統工芸展へ出品した壺がそ 

の第一作で、描莉將の名称で公的に 

発表して以来速絞出品した関係でた 

だいまではこの描-JS擗法は漆芸の一 

章に加えてもらえることと思つてい 

る。 

幼時からの弱身で、青年になって 

よぅやく健康になった。いわば祈れ 

よ薬よで、年をふるに従.い人の心の 

機微にふれ、あるいは人mに叙怡の 

発浴に必要な人111]味を培ったかに考 

えている次!?5で、この源泉から?;iiみ 

なく流れることこそ、私の体ごと一 

丸となって作品上に表われる仕氷柄 

と考えている。ほんとに琛境を大切 

にしたい。 

青年期に達してから小学校の恩師 
にお聞きして、金で絵をかく(蹄絵) 

ことを教える学校があることを知り 

岡山工芸学校の塗H科へ入学、以来 

五十年をこえることになる。 

当初から好んで細い線で密に吸い 

こまれるような仕事をやり絞けて現 

在も変らない。鉍ても党めてもひと 

つおぼえの私である。 

私は你に口にしていることは、. 

「自然に、無理なく、心をこめて」 

といぅことであって、これが信条で 

ありH常の生活願目で、損得ぬきで 

やらなくては、いいものはできない 

ことを自分にいいきかせている。 

漆芸で黒と朱と金の色彩効采は最 

高と思っているが、私の描莸骚と 

は、漆器面に色漆で絵文様を描いて、 

乾いてからその上に透明漆を塗って 

平而に研いでsfiをつけて仕上げるも 

ので、日本人の誰もがよろこぶ研出 

し法であって、その美しさは澄みき 

った水)isに突しい落葉の色を眺める 

のに似た感じのものに仕上げるので 

ある。 

私の®も好きな細い線で描いた何 

万回かの筆使いの妙味、一点一線は 

描かれゆく筆；51iびが情趣となり、風 

韻を呼ぶよぅである。心のあり方が 

正しく表現されてゆく真実さであ 

る。かくして東洋特産の漆を日本で 

育て、実を結んだ伝統ある漆芸を尊 

びながら、生涯はげむことこそ漆の 

代名詞ジャパンに恥じない工芸を生 

むタクミの贵任であると信じてい 

る。線は東洋'IIの根本であると解し 

ている。繊細と精致の豊和を求め絞 

けて発想と作につとめたいぐ 

63 



たウィンテルリヒ教授の下で三年間ifrilli 

を勤め、一八七六年(明治九年)聘せら 

れて来朝し、東京医学校で初め生理学を 

講じ、東京医学校が東京帝国大学医学部 

となってから内科教授となった。その間 

多くの逸材を養成し、肺臓ジストマの病 

原虫発見をはじめ、多くの医学的惮業を 

残し、朝野の信頼と尊敬を集めたこと 

は、あまりにも有名である。 

ベルツ博士は、戸田花を見出し、生涯 

変らぬ3?として愛し通した。一子トク、 

ベルツは学齢肌にドィツへ帰り教育を受 

け、成長後結婚して、四人の男子をもぅ 

けた。三人は第二次飲州戦争で戦死、ハ 

ット•ベルツが残っている。 

ベルツ夫遜は、明治三十五年(一九〇 

二年)東火教授を辞し、明治三十八年 

(一九〇五年)日本を去り、故郷で余生 

をおくった。ベルツは大正二年(一九一 

三年)六十四歳でこの世を去った。花夫 

人は戦争終了後日本へ帰り、東京•杉並 

•区和泉町に住んだ。昭和十二年一一月七日 

東大病院で入沢博士等にみまもられてこ 

の世を去った。戸田家に残る当時の死亡 

通知には、高弟三浦謹之助、入沢達吉、 

平井毓太郎、中西屯太郎等が名前を迪ね 

ている" 

花火人の実家戸田家は、先祖代々御汕 

に住んだ。花夫人は東京へ掃ってから、 

度々郷里を訪れ、戸田家の菩提寺西明寺 

へ墓を建て、ベルツの写真を入れた。墓 

石の正面には次の通り記されている。両 

側は両親の戒名である。 

泰林自鋭居士 

戸田家先祖代々之靈 

雪相®花大姉 

墓石の右側には昭和五年七月建之、功 

徳主戸田花と記され、墓石の左側には次 

の通り記されている。 

済生院仁海慈航居士 

為花顔玉容宽女SI 

紹生院花心貞淑大姉' 

中央は三才で病死した女児歌の霊であ 

る。両側はベルツ博士と花夫人の戒名で 

ある。花夫人は生前から自分の戒名を茲 

石に記していた。 

西明寺には、前住職にあてた花夫人の 

手紙が残っている。筆跡からみて、しっ 

かりした気性が察せられる。中に入沢博 

士や平井t1.?士の事が#かれてあり、日本 

へ帰ってから昔の弟子たちと交遊してい 

たことがうかがえる。花夫人は生前二千 

五百円を銀行に預け、利息の金がIrrまっ 

たら寺を改修してくれと通帳を寺へあづ 

けた。金はふえてはいるが、現在のよう 

な货幣価ttの変動は、当時では想像でき 

なかったことである。当時の二千五百円 

は大金だが、山林でもKっておいて下さ 

ればよかったと現住職はくやんでいた。 

昭和四十四年十一月(一九六九年)有 

志でベルツ博士の顕彰句Wが建てられ 

た。大きな丸石に次のように刻まれてい 

る。 

菊にほふ国に大医の名をとVむ 

秋桜子 

その時、西ドィツ、ビーティヒハィム 

の市長カールマイおよび観光l-llが西明寺 

を訪れ、記念植樹をした。' 

ベルツの日記(浜辺正彦訳)は明治文 

化の貴Brな资料である。ベルツは日本へ 

来てからずっと日記をつけていたが、前 

四年ほど、後三年ほど欠落しているの 

で、夫妻の出会いや、結婚の発端などに 

ついて知ることができないのは残念であ 

る。日記を通して所々に花夫人を讚めた 

記亊があり、不満を述べたところはどこ 

にも見られない。貞淑で#良で美しい心 

は、人を感動せしめずにはおかなかっ 

た。時には恐ろしくさえ思える自制心 

や、強い意志はベルツの心を強く捕えた 

らしい。ベルツの亡父の命日には黙って 

写真を花で飾っていたり、愛児歌を抱い 

て「私は宝石など少しも欲しくない。こ 

れが私の宝石」だと言ったことなども、 

ベルツを感動せしめた。愛児、歌の病死 

や、幼いトクを教育のため-tji身でドィツ 

へ帰した時の親子別離の悲しみに際して 

も、花夫人はとり乱さず、悲しみを心の 

中へ隠して外へ出さなかったことなども 

ベルツにとっては感激であった。 

花夫人と戸田家関係の血縁者は、今御 

汕には一人もいない。しかし、父熊吉の 

妹きよの子孫が®橋市花田一番町にいる 

ことを明寺の住職に教えられ、私は当 

主戸田実氏を訪ねていろいろのことをIIH 

くことができた。戸田実一家は花夫人と 

の現存す.る血縁者である。 

—熊吉——はつ(花) 

—金三郎 

I孝三郎 

—きよ—ひな—あい—実 

花夫人の祖父、太郎大夫の時代は御油 

で地主をしていたが、息子たちは商売で 

资産の大部分を失い、®SR熊吉は東京へ 

出て酒屋を営んだ。結婚後一子「はつ」 

をもうけた。はつはベルツと結婚後「花」 

と改名した。熊吉の死亡後、!±'つは母親 

と共に下宿屋を営んだ。l-'i親の大痫に際 

して、誰かの世H5で当時柬京で名？尸の商 

いべルツ博士の診察を受けることができ 

た。ベルツ博士はたびたび往診するう 

ち、はつの人柄にだんだんひかれてゆ 

き、結婚にまで発展した。当時-K-中御Jrj 

までつとめるベルツが、どうして戸.田家 

に往診するに至ったかは、まことに不思 

議である。戸田家では恐らく束大病院に 

つとめる医師が下宿していて、その人が 

ベルツに頼んでくれたのではあるまいか 

と推論している。 

戸田実氏は、商業高校の先生だが、ま 

ことに良い人柄で、顔立ちもどことなく 

花夫人に似たところがあるょうに思え 

る。母あいさんと共に多くの写Kや手紙 

類を見せて、いろいろの思い出を；訪って 

もらった。■花さんは強く、正しく、•俊し 

く、古い日本女性の代表的な人であると 

いう印象を強く受けた。 

ベルツ水は、ベルツ家の女中の手がひ 

どく荒れているのに同怙して、ベルツが 

処方して与えたのが初めである。ベルツ 

水の効采はたちまち評判となって日本中 

に広がった。商人が無断で他人の名前を 

使いべルツ水を販売して非常に金儲けを 

していたが、何のあいさつもしなかっ 

た。ベルツ家では権利を.嬰求するでもな 

く、知らぬ顔をしていた。後年お花さん 

はこのことを、大変憤慨して、親戚の人 

たちに話していたことを子供心に党えて 

いるとあいさんは笑いながら話してくれ 

た。 (元ガパナ|愛知»©捣0) 

戸田太郎大夫— 
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17才、vJr風物就 

東海道吉田宿とその界隈 

姫街道 

三河は東海道五十三次では、二川、御 

汕、赤坂を過ぎ、藤川、岡崎に続く地域 

安藤省三 

である。膝栗毛や蜀山人の紀行文、その 

他の文献を見ても、この辺りは道中殷賑 

を極め、吉田の遊女、御油の飯盛女は、 

一部の旅人の慰めであったらしい。東名 

高速道路をドラィブすると、御汕、赤坂 

あたりに、狐が人をばかしたといぅ昔な 

がらの松並木が所々に見られ、今昔の感 

が深い。 

吉田は昔は飽海と呼ばれた。(九四〇 

年頃)それから吉田、今橋といぅ名があ 

らわれ、その後は徳川時代を通じて吉田 

と呼ばれ、明治二年®橋と改称された。 

しかし、飽海、吉田、今橋は、今も町名 

として残つている。 

吉田大橋は徳川時代における來海道の 

名物であり、多くの1®材となつている。 

吉田吉雄氏诚の古図を見ると、下地村か 

ら船町にかけられた大きな橋が大名行列 

で賑うさまがいきいきと描かれている。 

大昔は渡船であったが、}K正十八年(一 

五九一年)船町に大きな橋をかけてか 

ら、束海道の31要な橋となり、猫府のDS 

営となった。現布の橋は昭和三十五年近 

代的に建設された。 

姫街道とは、浜名湖の北方、気贺、三 

力日、本坂峠、旗11.1を通る街道であり、 

この街道に入るには遠州では見附、浜松 

からの道があり、111州では御油、吉田か 

'らの道がある。言うなれば東海道のパィ 

パスである。徳JII時代姫街道という呼称 

は、遠江三河のみならず、江戸京都方面 

でも流布されていた。しかし、猫府には 

通用せぬ名称で、公的には使われなかっ 

た。現在三河方面では盛んに使用され、 

知らぬ者はない。M近束海道自然歩道の 

一部として、嵩山•本坂の間が整備せら 

れ、楽しいハィキングn —スとなった。 

姫街道の意義、名称の111来については、 

昔からffl々の説がある。巷に伝えられる 

一般的な説は次の通りである。 

新居の関所は箱根の関所と共に、取締 

まり、??•備が厳irrで、俗に「今切れの[« 

所」とも呼ばれた。諸人この関所をきら 

い、ことに婦女はきびしい吟味を恐れ見 

附または浜松からこの街道に入り、本坂 

峠を越えて嵩山に至り、吉田または御油 

に出る者が漸次増加した。突々しく着飾 

った姫や、炎方や、一般婦女の往来でな 

まめかしい光-J1I-をMした。そこで姫街道 

の名が生まれたというのである。 

しかし、この説には興説がある。鈴木 

範一箸「御?III宿駅考」によると、姫街道 

の名称について文献をあげて詳しく考証 

している。「本坂越御>IJ通船人足•>!•帳」 

の中の渡し、渡船者人名のメモを見ると、 

十五年間女性の波船者は、ただ一名とな 

っている。白须贺本盹大村家の宿帳にょ 

ると、百十年間に女性の宿泊者三十名以 

上が記載されている。これから見て、姫 

街道を通る女性が朿海道を通る女性ょり 

多いと言ぅことに疑問を投げている。し 

かし、私はこの?]f料の確実性に非常に疑 

問を感ずる。 “ 

また、関東と関西を通ずる道は、奈良 

朝時代から木坂道が本筋であり、東海道 

は後世になって出来た道である。「ヒネ 

米」のヒネは古い;®味だが、ヒネ街道と 

呼ばれたのが姫街道となったのではなか 

ろうかと言つている"この説も確証はな 

く、想像にすぎないように思う。 

ベルツ博士夫人 

お花さんの人柄 

明治のわが国K学の発展に大きな足跡 

を残したエルビン•ベルツ博士夫荽のa: 

が、©:川市八幡町西明寺にある。一般に 

「ベルツ水」の名で日本中に知られるベ 

ルツ博士は、一八四九年南ドイツのビー 

ティヒハイムで生まれた。ライプチヒ大 

学で当時ドイツの臨沭第一人者といわれ 
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■元国際理事死去■ さる2月1 口，Walter G. Wilson 

元国際理事の菲■が行なわれた。Wilson氏はミシガン州St. 

Ignaceの出身，1956—58年度の理唞をつとめた。遗族は 

Florence未亡人。 

■へレン•ケラー記念日■朿苽でI別催された春季国 

際理艰会で，「ライオンズ国際協会へレン•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 

た視力保持の原励力となったケラー女史の迫徳をたたえる 

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 

かの有总遂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则的な演説によって，わが協会は視 

力障宙者への援助という偉大な奉仕事業が，はば広く展Mされ 

ることになった。苜ろうあという三ffi®を克服したヘレン•f 

ラーの生厢は，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!？1#'|委贝は，こんどの6月初/hJにあわせて，ただちにプロ 

グラムの編Pt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槁をはじめ，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地fclf •福扯•視力保持課 

(Health, Welfare and Sight Conservation Section)へご 

照会ドさい。 

_米盲人協会会議■ アメリヵ亩人協会（The Ameri¬ 

can Foundation for the Blind)では，亩老人への承fL•とい 

うテーマで4月27，28日の2日問，イリノイ州St. Charles 

で会議を開催する0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0 

■1972年ヨーロツパ会議■何部秋に行なわれるョー 

ロッパ会議は，ことしはイタリアのシシリー岛Taorminaで, 

10月20日から24日まで開催されます。これは，來详及び朿南ア 

ジア大会にあたるものですが，近年のEECの则きを反映して 

か/あるいはョーロッパから国際会Sが選任されるためか，と 

くに华々盛会のようです。ことしの会,通の主テーマは「友愦で 

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

niはじめ著名人による講演や时論会が予定されています。 

大大野丸藤玉卜山 

(カタログ送呈) 



事務局通11 

両地区合同会議 

〔春季国際理事会〕 

3月3日から7nまで來京の帝国ホテルで 

U3他された春季国際均!:K会は，7日のサヨナ 

ラ晩さん会をK•後に無-!If終了した。理唞会関 

係者一行はそのあと東海，閲两，九州方面と 

3班に分かれてエクスカーションを楽しみ， 

12口夜NWAチャーター機で帰囤した。なお， 

7 13の晚さん会の席上，日本ライオンズは， 

来夺あるHumanitarian Awardをアブリ 

ンガー国際会長から爻赏した。 

〔国際大会委員会〕 

第5回合冋会談を3月6日來京都で開他し 

た。メキシコシティ国際大会参加の方針につ 

いて群細な検討をした後，きたる9月28日〜 

30日ソウルで開他の第11回來洋•朿南アジア 

大会への参加方法について協,淡を行なった。 

〔20周年記念全国大会〕 

E, W各複合地区大会の衆内とあわせて， 

2〇周年記念大会の案内;！fおよびボスターを全 

国各クラブへ梵送した。 

3月29日には萊京都において福岛大会委员 

畏はじめ各部会長等一觉に会しての会合を行 

ない，各部会ごとの進欣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突行段階に移り， 

20周年記念大会の準備も佳境に入ってき 

た。 

c^302y/mm ^ 

〔臨時ガバナー協議会〕 
3月9日，上記会謎が松山市•古®闽にて 

UMilされ，去る2月221:1，大阪市.新大阪ホ 

テルの各地区幹卞，会,n•打ち介わせ公にて検 

討した提茱:，項に沿って番说された。土な密 

,'洛事項は「畏肌lh面®员会Jの,没遇，英語,論 

.文コンテストの方施，メキシコシティ世界火 

会参加申し込み締切日を3月;!、' 1:1まで延期す 

るが，ガパナー.エレクトはなるべく-1f-く申 

し込みされたい。次回第4回会議は6月4 n， 

ホテルグランドパレスにおいて開催なビが決 

'足された。 

〔YEP—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 

E P派遣学生にライオンズ-了-;Ti以外の男女各 

1名を加えることにし，その選考のための芡 

語論文コンテストを火施する。テーマは「世 

界の平和」，资格は16-21栽の尚校.大学生， 

W複合地区内のクラブを通じて応势する。締 

切は各準地区で4月I5日，第1次番迕ののち, 

複合地区で最終審迤を行ない，6月1日に発 

农,入：3渚2名はW奴合地区のYEP派逍学 

生として今夏米国に送られる。 

3©2E事務局マ 

〔事務局近況〕 

春季国際理讲会の突然のUf拙!で，3月2日 

から7日まで職のほとんどが帝闸ホテルに 

つめて業務を行なった。また. 3 11のレセプ 

ション，7 口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，全束京 

氓務局の職0諸換tこ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神.に 

終えることができた。このあと氺務兄の業伤 

としては，20周年，複合地区，岡際大会等各 

種大会の準備が絞くが，このたぴ河村職flが 

都合で退職することになり，3；]2113から新 

規に1名の職fl (遠藤l!f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。 

〔新設の後合地区委員会〕 

新たに後合地区に設®されたふたつの委員 

会のメンパーが次のとおり決定した。 

_.1)長期計画委員会 

福岛正雄（束®H木描C),三輪倍一（浪松 

C),田上莪也（札幌エルムC),上保茲保（横 
沢中央C),安田梅吉（岐阜C) 

<2)レオ委員会 
◎岩村譲一（柬京新宿C),真野俊介（名古屋 

®C),企崎郡平（横iRtt奈川c) 

◎印は委服ft 

クラブ用品部 

日本事務所だより 

〔公式バッジ（襟章)〕 

今後公引パッジには台紙に「日本讲務所」 

という印刷文字が記入されています。台紙に 

「日本市務所」という印刷文宇があるかどう 

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 

卜，地区大会，その他で購入される場合は， 

待にこの点ご注意下さい。 

誇り高いライオンズクラブの襟京が，一部 

_龙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;®協力しましょう。 

〔新年度クラブ用品カタログ〕 

新年度C72~'73)カタログは，国際本部 

から各クラブ幹帘宛に発送され，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，II際本部へご請求下さい。なお， 

到谙新カタログは，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，ご葸見がありましたらお手紙下さ 

れば幸甚です。来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{I日1万歩》を提案しまI 
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1"。 

■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 f 123 r-lN H Kカメラレポートで紹介5れました。 

:Pル]— 
お問合わせは- 
発充元/株式会社新高 
東京都豊島区池袋卜40-2矢島ビル 
T E L "(982) 7 15 1 (代） 
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読者から 
☆ブラジル9 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 Carlos Pereira Caixa Postal, 253 

44100 Feira De Santana Bahia, Brasil.〕 

神戸西C大岩達和 
拝啓突然if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」——われわれは何をなすべきや一 
のテーマで原稿の執筆依頼を受けておりまし 

たが，何を害くべきやと思案中，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远す 

習供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 

宽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，その康榀を得 
たもので，ライオン誌に対しても深甚な敬窓 

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，謝想を表しておき， 
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®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f•ゆか 
なければならないと思います。ライオン誌で 

も今後，公害問題もとりあげて,.関心を深め 

ようと考えています。その節はご協力，ご指 
導賜わりたく存じます。贵Lのご活躍をぉ哲 

り致します。 -編集部- 

切手収集を趣味にお持ちのしへ 

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 

オンズの日本庭園献呈を記念して，記念封筒 

.を作成し（3〇〇部限定）このほどライオン誌 

日本語版!}f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。ご希望の匕は，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，斥名，所屈クラブ名を 

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セントのスタンブが押してあります。 

☆岩手の僻地校，藪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 

きな反键をよんで，国餌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® 

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肷例，成功 

例を比校検討のすえ，「アクティビティ企画 

方法論考-その理論体系確立への捨石とし 

て」という大部の原搞にまとめて，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数愆 

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;7ラブでもアグテ 

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!5頁分というもので，発行委員会でもそ 
の取り扱いに苦斑しています。いずれ何らか 

のかたちで発衣されると思いますが，ご期待 

下さぃ' 
☆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 
クラブからご協力を頂きました9いずれ結采 

をまとめて，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，好愈をお哿せ頂いている 

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，あらためて责任を 

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7 

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。 

☆昨年11月に結婚した経理の波辺千代子さん 
が4月末Bをもって退職することになり，後 
任として秋元:子さんが4月1日から®/场し 
ている。秋元さんは横浜平沼®抆出身で，趣 
味は旅行と楽。昔楽は歌うのもIUKのも大 
好きで，週に1回先生についてカンツォーネ 
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遇問のイ■タリァ滞在中は 
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«高にゴキゲンだったそうな。なお，退 
職する渡辺さんは家！)fにJS■•念して，よき若奥 
棣ぶりを発}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. 

どうぞお気軽に〇 542-3326(代)へお電話下さい。 

.低利で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 
p"?!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.札帆.福岡 
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美術彫刻像 

-▼ —響 w m^w攀 ▼ » 

•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 
參カタログ•価格表は御中;h下さい 

ライオン像、他、多数有り 

アクテイビティ等記念行?it 
に御利用下さい 

求京都新宿区西新宿1一15— 1 
Q 342—5251 

東京新宿C L.大滝貞三 

株式 
S広業販売 会社 

日-祭日 N00N-9P.M 

大阪北新地永楽町- 

TEL (344)6664 

金銀象嵌•銀•真珠•七宝•ブロンズ•象牙製品 
パッヂ.メタル.カップ.トロフィー•楣 
装身具.工芸品•時計•カメラ. 

チャ-夕-ナイト記念、各種アワ-ド 
お誕生祝、結婚祝品は 

ライオンズのギフトセンタ- 

雷アミタン厂リーへ 
本社営業部 

來京支店 

名古屋店 

京都市左京区熊野神社來人：SK都ハンデクラフトセンター 
〒606 VIlRS.京都(075)761—0141(代） 
來京都中央区銀座スキヤ橋ショッビングセンター 

〒1〇4 诋話朿京（03) 571—3274 (代） 
名古M市中村区名古屋駅前名鉄百K店6階 
〒45〇 馄話名古屋(052)571-1111(内線568) 

STEAKS & ROAST BEEF 
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 



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 
ホテル 旅 俗,; 
料亭 レストラン 会員氏名 常業所所在地 m 話 備 考 

会津若松鶴城 
|東山ホテル 
蠢東山グランドホテル 古川以兗 

T965 

福岛県会#莽松市東山温泉 
会谇若松（02422) 

2—3500 

朿玷案内所(661)0766 

仙台案内所(23)6874 

苽M渋谷 
国際観光■鄉土料理■ご宴会 
ふるさと 

柳厣 行 
くさむら(rk 

來京.渋谷.道玄坂上先 
T153目;ft区葉台3—4—1 

渋谷•本店 
463-2310 (代) 
秋桀职支店/越中* 
866-1511 

合本造り大W家。l>Hb•典をWむ食 
氷，1C战踊りをお浆しみド？い。 
ハワイ店ワイキキグランドホテル 
マカオ店リスボアホテル内2防 

東京渋谷 
政府登録国際観光旅館 
ホテル飛竜閣 

小原基邦 
〒150 
柬京都渋谷区神南1 一20—5 

東京（〇3) 
463—0881(代) 

E1本交诎公社沾尤 
日本旅行！«定 
來急観光佐ゼ 
近畿日本ッーリスt•協定 

東京馬場先門 
政府登録国際観光旅館 
起雲閣 桜ル沾次 

〒413 
熱細T昭和町4-2 

熱海(0557) 

81 —3623〜5 

束京案内所03(561)3831• 8240 
名古妃來内所052(971)0806 
大阪柒内所06(251 >5681 

箱 根 三河屋旅館 梪木孝一 
〒250-04 
神奈川県箱根町小涌谷温泉 

箱根(0460) 

(2) 2231〜5 

來)；（柬内所251-5062 
名古M案内所581-8441 
大阪案内所631-8834 

修善寺 
||修善寺グランドホテル 

河鹿風呂仲田屋 
植ra 平 

〒410—24 
静岡県伊豆修苦寺温泉 

(グランドホテル） 
(0538)72—3333(JC 
(仲田船 
(0558 )72—2345(代、 

.把）;•:菜内所(03)552—1808,1870 
名古彤案み所(052)881—9828 
大阪莱内所(06)252—4654 

下 田 下田城山ホテル 山川四郎 
〒415 
妳岡県伊豆下田温泉大浦海/?:1053 

下田(05582) 

2—1953 

來内所 
Vi V： 371-7498 

471—1255 
-大阪361-3778 

下 田 黒船ホテル mi本一夫 
〒415 
骱岡県伊S下田町W崎7—1 

下田（05582) 

2—1234 

杰内所 
.«!( )；•: 814-1561 
名古圮551-1449 
大阪631-8834 

浜 松 
政府登録国際観光旅館 
山水館欣龍 新村秋贺 

〒431—12 
旅岡県浜忪市舘山寺町舘山夺温泉 

館山•寺(05352) 

7—0019 (代） 

束Mイ•承’Jセンタ ー0^281—0035 
名古M-了•約センター 

(052)841-7589 
大阪•了•約センタ ー（06)762—9624 

福井小浜 一力 館 浦谷.1ど弘’ 
〒917 

小浜市一番町2—1〇 

小浜(07705) 

2—2050, 2051 

名みW來内所551-7001 
大阪來内所722—4981 
胙岡窠内所82-1912 
取京衆内所667—4571 

芦 原 
政府登録国際観光旅館 
清風 荘 伊#山雄 

=f910—41 
福JI*•姑坂：;1••郡芦原温泉3—803 

於.原(0776) 

77—2500 

仝鮪冷歧W完倫祈m1?个ん:パス 
トイレ付，収谷350名採，大広間 

350 ブールなどKl浆A備，奸 
1|【場完撕 

芦 原 
政府登録国際観光旅館 
八 木 八木弥太郎 

〒910—41 
井県坂井郡芦原温泉4 一 418 

芦娘(0776) 

77—2008 

近郊観光地，束狐永平寺, 
芦盼ゴルフ叫， 
ポーリング 

鳥 羽 戸田家別館 寺田光郎 
〒517 

三IKiUl.羽市鳥羽〗-24-26 

烏羽(05992) 

5—2103 

少屮ミューシックフール 
大利H押，JKUi料坪 
识ル:案内所821—6072 
大阪" 7716012 

志贺堅田 
政府登録国際観光旅館 
名鉄マリーナホテル s油眸己 

〒520--02 
i兹贺県大诽市本堅田 
(びわ湖大橋四湖畔） 

mm (07757) 

2—1211(代） 

MiV.571-7126.大阪344•2950，名-心 
14581*2007。モータボート•ヨット 
•水上スキー•«艇埘•特殊酵素•サ 
ウナ埤卜；•ブール（50七7コース） 

大阪北 
政府登録国際観光旅館 
新大阪びわこホテル iii 口久太郎 

=f532 
大阪市腺ii川K十三來之町 
3 JII 3麵 

大阪（〇6) 

301—8537 

新大阪駅より私で5分 
企审バス•トイレ付 
大広間舞台120似 
東《柒内m 363-33()7 

大阪北 
政府登録申請中 
ホテルやま久 iii ロク、太郎 

〒530 
大阪|げ北区兎我野町118®地 

大阪(〇6) 

313—2222 

大阪釈より沾•少5分 
全审パスiトイレU 
•人食中100名収其 
柬か:來内所363 mi 

堺浜寺 
政府登録国際観光旅館 
羽衣 荘 小a 棠 

〒592 

大阪府尚石市羽衣 

堺(0722) 

61—2001(代） 
名Ifflと大ffl泉センター 

菜！益Ec)例么’ 

大阪天王寺 
政府登録国際観光旅館 
明倫閣 田原梅一郎 

〒690 
ft根県松江市国屎町558 

松江(0852) 

22—3225 (代) 

脱Tの宍道湖に落ちる夕mi 
まさに术みに夕くし规し铒ヤ 
明媚。冷睃历充備 

芦屋東 
政府登録国際観光旅館 
ホテル芦屋 

池田雅一郎 
池田(雅 

〒659 
芦®取松泯町16芦屋海玢 

芦屋(0797) 

23—2891(代） 

五期空中fi泉より広く六1P山 
•大阪妁•谈路fiを眺められる 
大阪•神Hより15分 

温泉町 
政府登録国際観光旅館 
湯村観光ホテル 

朝野 繁 
〒669 — 68 
:R#:県美方郡温3ft町湯番地 

谢村(079692) 
305 (代) 
TELE X5755-756 

大阪柬 riw 302—8654 
京都， 463-3062 
名古 Wノ 582—6071 
屯）;レ 356-2757 

川 西 
政府登録国際観光旅館 
若 水 小早川贺照 

=f665 
宝塚市湯本町9一 17号 

宝塚(0797) 

86-0151(代） 

隨御殿風呂 

M5!御姬洱呂 

宝 塚 
政府登録（ft家新館） 
宝塚グランドホテル 大a m T665 

宝塚)IT栄町3 丁目10の1 
宝塚(0797) 

87—1111(代) 

LI本一の；ねのK'と々： 
「流れるSIM •兄返りの沿」 
祌戶•大阪より取で30分 - 
企舵和审380名採収容 

洲本おのころ 
政府登録国際観光旅館 
淡路島観光ホテル 上村 博 

T656 
淡路島洲本温泉 

洲本(07992) 

2-2451(代） 

大阪案内所631—88別 
名古妃來内所581-0301 
來束東内所252-6288 

別 府 政府登録ホテル児玉 
児玉レストハウス 

児玉修行 
=f874 
別府温泉新別府 
九州横断道路沿い 

別府(0977> 

6—2211 

ボで別府没;J分别府駅7分 
例会均can. 5TI3.水咖、 
大阪迚給•所531-5941 
名*圮582—4761 XO；'；573-；<556 
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石にとりつかれて三十余年、その動機は学 

生時代、京都花|«妙心寺で、岛専大学生対象 

の坐禅会がありました。西山浄土宗の私も一 

度は坐禅を経験してみたいと、参禅致しまし 

た。結果は足が痛くて、つらいものだと云う 

ことだけでしたが' 坐禅会も無事終了、帰 

ろうとして，禅堂の前の庭先を見た時' 目に 

ついた庭石の一つから突然大声で怒鳴られま 

した。「俺の姿を見よ！一分|厘の嘘偽りは 

ない。お前のなすこと' 考えること全て嘘偽 

と虚飾の固リではないか」たしかに石が大声 

で私を叱りつけたと思いました。その時凄い 

ショックを受け、涙が出て止らなかったこと 

を覚えています。それから不思議なことが起 

ったのです。それまでは石なんか，単なる石こ 

ろと思っていたのが、石はものを云う、石に 

も表情がある、石にも心がある' 石は生きて 

いると思うようになりました。，：地黙雷と云う 

仏教学者の名前を觉えていますが' たしかに 

黙は雷の如しです。心して見れば花にも教え 

ありと云う句がありますが、石もいろいろな 

ことを語り教えてくれます。石の姿から' 形 

から。化石等は何万年何千万年何億年前の生 

物の世界を語り、その当時の気候風土まで教 

えてくれます。それから石を訪ね、石と語り、 

石に聞く、石と遊ぶという生活に変わり，拙 

寺では二' 三万年前から数惊年位古い化石約 

千点' 特にナウマン象の化石は四百点程あり 

ます。覲貨石も約三-T-点位はあると思われる 

までになり'月の石とまでは少し無理ですが、 

入体の中に出来るW臟結石や胆石等の石まで 

集まっています。それでItt云うとなく化石寺 

と呼ばれるようになリ、.is樹寺と云う名がう 

すれて来ました。自然の石との対話はやはり 

宗教的感觉と通じるように思われ' とにかく 

楽しくてなりません。石あれば楽しの心境か 

くの如しです。 

-ijyn 
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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) 

闹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束京の下町の姿である。 

データミノルタS RT101 

ロッ< コール100ミリF 5. 6 %秒 
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ノ<リて、Vくリを買ろ 

日本の店（免税店） 
ライオンズ*フォト*コンテスト 

選 評 

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 

志にアドパ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ヶ関cの内 

藤光夫しの「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 

客もまばらな一輛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s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人っ 

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• FIAF^f査員. 

東京数寄屋橋C) 

リオペラ 
<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0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 
拳フランス製最亮級品の香水と 
化粧品 
參ヮニ皮、ダチョウ、牛皮、ピ 
ーズ、ブチボアン製のハンド 
パック 

籲装飾品、指璟、ブ□ーチ、ブ 
レースレット、ペンダント、 

首飾り 
參おしゃれ時計、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 

I男性用特選品 
1\ 參フランス製最高級品の化粧品 

籲ネクタイ、スカーフ 
^ •カフスポタン 

參シャツ、ベルト（牛、ワニ、 
y トカゲ） 
]1 •財布、その他皮製品 

鲁ライター（デュポン、カルチ 
\\ ェ、ダンヒル、フラミネール） 
3； ♦時計（テイソ、オメガ）免税 
3 

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0 

PARIS OPERA 16, Av.de I1 OPERA 16 PARIS 广 Tel. 073-9305 
タクシーの運転手にお見せ下さい。しミュシェル•ボヤード 



火災で重要書類を 
失った企業の43%は 
再起不能といわれます 
こうしたうき目にあわないために、<クマヒ 

ラ〉の強カモードセイフをお備えください 
3時間耐火•耐衝撃のJ、l S製品です。 
最高1000で以上の高熱で熱しても、庫内温 
度はゆうに、限界温度以下。害類•資料• 

文献は安全です。おまけに戸締まりは100 

万変換符号錠•シリンダー錠•リロッキン 
グ装®の3段構え。近代的な建物にマッチ 
するスマートなデザイン。オフイスにおけ 

る重要害類の合理的な分散管理に威力を発 
揮します。 

強カモードセイフMS—30 

©3時間耐火.耐衝擊 

n^tz=i 
東京/中央区日本懺本卜2 OI大代)27(MMI 

大阪.南区**町溻？-43 Of大代12612221 

広島本47-26 ft I 代> 481411 

«山W上町卜20 O i代121-0478 

檯闺中典W町卜3 〇 <代1 28-2IM 

株it会熊平製作所 
クマヒ9チX-ンZ±B主鬌«市にso余« JISエ《•/広烏市宇品東0(大代)5卜2111 

© 

ライオンと呼ばるる人 

☆事業を成功に導き、善良な生活を楽しみ 

常に微龚をたたえ、人類を愛し 

知識人の尊敬を集め 

幼児たちに親しまれる人 

☆その地位にふさわしぐ 

かつ精力的な仕事ぶりにより 

.一輪の花と心--うつ詩と 

そ.して、うるわしさを秘めた魂とによって 

より'よき社会をもたらす人 

☆人生の中に美の輝きを感'じ 

その赞美め言葉を忘れず 

'友の美点をつねに見守り 

'自らの良き‘ところをまた友仁贈る 

その人生こそ偉大なる感激そのもの 

彼こそライオンと呼ばるる人 

WE SERVE (われわれは奉仕する） 



(人と光の.調和を考える企業、 

3^/JD y立川ブラインドエ業株式会社y 

人間の目は、まぶたを開いたリ閉じたリする 

ことで、自然に光の調節をしています。 

プラインドの働きは、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、プラインドは室内に入る光の調節 

をします。強い日差しもプラインドを通すと 

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リます。 

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、快適な住まいづくリの大 

切な条件です。 
インテリアブラインド“シルキー”は、12色 



18金ホワイトゴールドブレスレット、バケットカット•ダイヤモンドべゼル、 

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ボケット 

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（ヨーロッハ。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。 

MD匪似 PliEI 
La plus prestigieuse des signatures 
最高であることのしるし 

日本デスコ株式会社 
東京.中央区銀座卜13-丨 E晃ビル2階TEL 563-1731 (代） 
大阪•南区塩町通4 一 26 東和ビルTEL 252 - 8833(代） 
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