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田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ツクス婦人用腕時計　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。
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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　ピルTEL　252－8833（代）
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　　780万部の記録からみた日本ライオンズ小史
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日米’‘一〒イショ7株式会社
日米7．〒イ7肝販売株式会社

　　　　社長福岡　勇　 （東京LαM）
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ふるさとの女性シリーズ⑬

杉本寺とく鎌倉の女性〉

古都鎌倉の寺の代表的なボ派は禅小

ですが、杉本寺は天台宗であり　鎌倉

最古のものです　天平3年（731）に

行基上人によって開創されたといわれ

ていますが、現在の建物は江戸時代に

再建されたものです。永延2年（988）

に坂東三一．卜．．個所観音霊場第一・・番札所

に指定された由緒ある寺です。源頼朝

；が鎌倉に幕府を開いて以来、彼は武家

の宗教に禅宗を奨励したために、禅宗

の寺院は男性的で何かいかめしい感じ

　　すらしますが、杉本寺にはそうした感

’　じはなく、むしろ慈愛にあふれる女性

の雰囲気をもっています。また背後の

OUR　COVER　THIS　MONTH：

山頂は杉本城趾と1呼ばれ、建武の中興

の際に を守った斯波氏は敗れ、そ

の家臣300余人と共に自害しました

苔むす石塔はその墓所といわれていま

す。昔から鎌倉の家庭はしつけがきび

とりわけ若い女性の品位を重ん

じています。女性間の社交もひんぱん

にあり 礼儀正しい人づきあい力平判

になっています。

モデル　村田能里子さん

L村田清（鎌倉．C）令嬢

場所　神奈川県鎌倉市　杉本寺

デザイン　早野威男　撮影　藤谷亮介
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　　　生徒会活動についての意見交換も活発でした（8月3日）
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　この交歓行事は、43年以来毎年行なわれて

きた。ごとしで5回目、紆余曲折はあったが

ようやく定着し、今後のさらなる発展をめざ

しているところである。先月号26ページ「わ

が町わがクラブ」でL指宿が紹介しているよ

うに、この行事が今日あるのは、西宮中央ク

ラブのL菊地武正（故人）が奄美大島で、10

力年にわたって無医村診療を続けてきたこと

に端を発している。1、2回目は、西宮中央、

名瀬、瀬戸内、徳之島の4クラブ共催で行な

ったが、3回目からは、西宮市、名瀬市、瀬

戸内町、徳之島町の各教育委員会共催、4ク

ラブ後援の形をとっている。これは、この行

事が「町ぐるみ」に近づいてきたということ

で、いっそうの広がりを意味している

　7月27日から8月3日まで、西宮市の中学

生22名は、民泊を重ねながら海水浴やグラス

ボートでの水中見学などを楽しんだ。交歓行

事を通じて中学生たちは、奄美も西宮もなく、

まるで旧知の間柄のよう。西宮の生徒たちの

感想は、奄美の美しい自然と人情の厚さに感

動した、いつまでもこの自然を守ってもらい

たいという声ばかりであった。

　8月4日からは、こんどは奄美の中学生た

ち27名が西官を訪れた。奄美の青い海とは全

くちがうどす黒い海にまずびっくり。郷土の

美しさを再認識したようである。甲子園球場

でのプロ野球の観戦、近代農業の見学、宝塚

歌劇観覧など盛りだくさんの日程の中で、友

だちになった西宮の中学生の家庭に泊まり、

さらに友情を深めあった。

　1千㌔の波濤を越えた友情は、それぞれの

地を訪れた生徒たちだけのものではなく、両

地の全中学生のものである。それはまた、教

育委員会をはじめ、各行政レベルの友情にも

つながりつつある。4つのライオンズクラプ

は、かたい友情を結んでこの行事を全面的に

バックアップしている。毎年必ず行なわれる

中学生交歓は、二重三重の友情を生みだし、

そしてそれに裏打ちされているのである。
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国際協会会長

就任演説

世界のライオン
　　　　握りあう手に心がかよう

（ナショナル・オーデトリアムにおける第55

回世界大会において）

　いま私は身にあまる光栄と，同時にそ

の責任の重さを痛感しております。そし

てまた，この任務がどれほどやりがいの

あるものであるかということもよく承知

しています。謙虚な心で，みなさんのご

期待にこたえるため，心に誓った自分白

身への約束を果たそうという固い決意に

燃えています。ただ，どれほど固いもの

であろうと，決意だけで前途の勝利は望

めません。同志の支えがあってこそ，障

害を乗りこえ，弱さを克服し，熱意をつ

ないでくれる仲間があってこそ初めて前

進があるのです。

　55年前，ゆるがぬ信念と先見の明をも

ってこの協会を創立したひとにぎりの人

々を思うとき，勇気がわいてきます。歴

代の先輩各位のご尽力でわが協会は成長

し，力をのばしてきました。歴代の国際会

長のみなさんの英知と経験をフルに生か

して助言していただくため，長老諮問委

員会（Committee　of　Senior　Advisors）

を設け，アプリンガー前国際会長に委員

長をおねがいすることにしました。ライ

オンズを現在の繁栄に導いたこれら歴代

の国際会長の方々に対する尊敬と感謝の

念は筆舌につくせないものがあります。

アプリンガー会長から引き継いだものを

大切に，これをさらに豊かなものにして

また次の後継者に手渡せるよう，全力を

傾ける所存です。

会員になった動機は

　私を勇気づけてくれる第2のものは，

ライオンズ仲間のみなさんです。ここに

私は励ましと慰めをつねに見ることがで

きます。ホームクラブの仲間，母国フラ

ンスの仲間，私を国際会長に推してくだ

さった全ヨーロッパのライオンズ．間違

いなく私を支援してくださるであろう米

国のライオンズ，そして全世界のライオ

ンズのみなさんの協力をおねがいします。

私もがんばります。

　国際大会に臨むたびに，私はいつも感

拘mon∫θαr∫on　50〃dαr∫fy

　　　　　　fhrough　1∫on∫5m

　　ジョージ　フリードリクス国際会長

嘆と驚きを感じます。集まった人々の心

をときめかすこの内なる力はいったいど

こからくるのでしょう。実際，なぜこれ

ほど多くの人々が同じ襟章を胸に，ライ

オンズの会員になるのでしょう。いまこ

の場で，自分自身に問いかけ，ライオン

ズの会員となった動機を考えてみよう。

　名を売るために人るのではありますま

い。それはおそらく，社会的に成功して

も，人生のある時期，ふと自分の人生の

勘定書にどこか空白があると感じたから

だと思います。これは，他との関係にお

ける白分というものへの意識，同胞に対

する個人の義務感のめざめなのです。感

傷にひたることだけで満足しきれない

『寛容の精神』なのです。解決の道を積

極的に求め，奉仕の意志に物的裏づけを

与え，真の意味での献身を求める心なの

であります。

　現代のきびしい世相は，文明の進歩の

なかで，数々の古きよきものを失いつつ

あります。人間存在の基盤として道徳的，

精神的なよりどころとなっていたもの一

一家庭，宗教，国家など一そうしたも

のの価値は日ごとに急速に色あせていき

ますが，現代社会にはまだこれらにかわ

る価値が確立されていません。

　文明の利器はかつてないほどに物質生

活を豊かにする一方で，生への疑問を叫

び人生の目的を求める声は日ましに大き

くなってきています。この悩みは若者た

ちの問でも聞かれるのです。この訴えに

耳をふさぐことはできません。全精力を

傾け，理解と配慮とをもって他人とのつ

ながりを強め，急激な荒々しい変貌によ

って引き裂かれたこの世界を，真の人間

的次元に引き戻す努力をせねばなりませ、

ん。

連帯の意味するもの

　一見にぎやかに見えながら，実は人間

の孤独感をさらに深める文明に対する不

安が，この絶望的な問いかけに輪をかけ

ます。この不安を除く薬はあたたかい友

情のほかありません。仲間に入って初め

て，人間は希望を取り戻しおそれずに生

きる意志を取り戻すのです。

　いまは参加と対話の時代です。参加と

いえばわが協会ほど確かなものはないで

しょう。国際的な広がりからして，他と

の交流は当然のこと，その交流こそ参加

の第一歩です。それは知ることであり，

知ろうと欲することなのです。

　以上，心広き人々をしてよきライオン

ズ会員とならしめた動機を探ってみまし

た。このような訴えにこたえたからこそ，

みなさんはきょうここに集まり，私が活

動方針を示し，みなさんの奉仕活動の存

在理山を示すのを期待してくださってい

るのだと確信しています。

　さきに私は，自分自身に誓った約束を

果たしたいと述べました。これは国際協

会の運動の流れと無関係ではありません。

私は長い間，思いをこらして私の任期中

のテーマを模索しました。『世界のライ

オン　握りあう手に心がかよう』これが

7



私の考えの中心主題でした。

　この握りあう手一連帯一という意

味は，何よりもまずわが協会の誕生のこ

ろからすでに輝き出していたものである

ことを特に申しあげたいのです。会場に

並び立つ旗が物語るように，国境を越え

た使命をもつことは当初から明らかです。

　第一次世界大戦のさなか，人々はすべ

ての国の人々が，永遠に平和で仲良く暮

らせるような組織があればと夢みたもの

ですが，わが国際協会はこの思想の流れ

をくむ産物といえます。しかし，単なる

友好関係だけでは不十分なので，具体的

な支援行動の裏づけが必要です。これが

あれば，開発国と低開発国の間に，ある

程度の機会均等をはかることができます。

汚染との戦いを

　第1に，「持てる国」のクラブは「持

たざる国」のクラブとの連絡を密にされ

るよう要望します。国際協会はクラブ間

の交流を援助し，積極的に仲介の労をと

るため，各地区，各クラブからの報告を

もとに要求リストをつくり配布すること

とします。　LIONS　CAREの利用も，

大いに結構です。また，ライオンズと同

様の目的をもつ他の奉仕団体との提携も

運動の幅を広げる意味で有意義です。

　第2に，会員ひとりひとりがクラブ生

活を重視し．各段階での会合に進んで参

加しましょう。参加は活動の第一歩です。

ライオンズの目的を深く理解する若い人

々の入会を促進しましょう。彼らの参加

によって活動はさらに活発になります。

清新な会員はクラブにダイナミックな生

気と機動力をもたらします。若い会員が

加われば，必然的にクラブの運営費や祝

典の費用の限度というものがはっきりす

るでしょう。同時に，少数の特権階級と

いうライオンズの一般的イメージを変え

るのにも役立ちます。

　第3に，各クラブは青少年問題を重視

していただきたい。青少年問題が現在，

未来にどんな影を投げかけるかを理解す

るようつとめましょう。青少年交換計画

を強めましょう。

　第4に，ライオンズの夫人たちの集ま

りを活発に進めてください。夫人たちの

8

果たす重要な役割りにより，ライオンズ

の奉仕活動を助け，これを達成する力と

してクラブの活動のなかに位置づけるべ

きです。

　最後に，すべての地区，すべてのクラ

ブが物心両面の汚染と戦い，人類の生活

環境を守るために努力しましょう。

　握りあう手一連帯一と私は申しま

した。自然を守り，資源浪費の悪弊と戦

うこ’とは，この連帯という意味において

なされるべきです。太古から不思議な調

和でもって人間を生み育ててきたこの大

地に，人間を結びつけることなのですか

ら。そのとき初めて、われわれは人間と

自然との関係を根本的に変えることがで

きます。人間はもはや自然への暴君とし

てでなく，自然の法則に順応しながら自

然を支配するものとなるのです。

　道義や精神の荒廃もまた同じように危

険です。心の害毒を除き，人と人との人

間的つながりを強め，礼節と尊厳，友情

と忍耐と個人の自由と基本的人権を尊重

することを，身をもって示しましょう。

　この所信表明のなかで，かなりはっき

り述べてきたつもりですが、みなさんは

この「握りあう手」すなわち連帯の意味

をはっきりつかんでくださったと存じま

す。年間テーマとしてまずこれを考え，

次に行動に移していただきたい。

　キリスト教の教える道義的責任から一

歩進んで，人間は他の者からの「借り」

によってお互いに結ばれているのだとい

う考えから発する一種の支払い義務を認

めることであります。人はすべて，その

社会や文明から受ける恩恵という形であ

らわされる負債を生まれながらに背負っ

ているのですから。それらから受ける自

由の見返りとして，彼は次代にゆずる社

会の財産をふやし，また社会の重荷の分

け前をになわなければならないのです。

世代の断絶を埋めよう

　この考え方は1945年以来，国際協会で

認められ，各クラブ，各地区で採用され

て，世界で起こった災害はどれひとつ見

過ごすことなく，町や国の境界をこえて

活動は発展してきました。ライオンズの

社会は全世界がひとつであり，われわれ

は世界市民として，恵まれない市民を助

けるのです。世界各国の人々がただひと

つの輪に結ばれるとき，争いや戦いは消

え去るのです。巨額の富が貯えられ，す

べての人々が安心して自由に生きられま

す。ライオンズ国際協会はすべての国の

すべての人々が友愛に生きる最初の集ま

りなのです。平等を高め，階級の争いを

なくし，友愛をつちかい，世代の断絶を

埋めるのです。合言葉は連帯と協力です。

　連帯一握りあう手一この言葉の真

の意味はさだかでなかったにしても，そ

の歴史は古いのです。ウッドロウ・ウィ

ルソン大統領の卓見と戦争の響きの合間

に，われわれフランス人に初めてさしの

べられた国際連帯の手は，米国のみなさ

ん，あなたたちからの働きかけでありま

した。その後20年たって，またまた悲し

い争いが起こりましたが，米国の人々は

再び友愛の行動を起こしました。それは

戦争中長い間につちかわれた友情と，と

もにいだく同じ理想からわき出たもので

した。やがて平和が戻り，平和とともに，

ライオンズ国際協会という名の，別の大

きな友情が運ばれてきたのです。フラン

スとヨーロッパは国際協会の一員である

ことを誇りとし，この栄誉にこたえるた

めに努力します。

　130年前，若いひとりのフランスの外

交官アレクシス・ド・トクビルは，米国

人に組織づくりの傾向が強いことを見抜

いていました。

　彼は述べています。『数人のアメリカ

人が世の中に何かを広めたいと思うとき、

彼らは同志を探し，見つけ，そして組織

する。彼らはもはや孤独の人ではなくな

り，頼りがいのある力として，発言力，

説得力の生きた見本となる』とp

　トクビルのこの予言は，まるでわがラ

イオンズのことを言っているかのようで

す。国際協会はいまや大きな説得力とな

って世界中の信望を集め，55年にわたっ

て，友愛の精神と会員を鼓舞する連帯の

力でもって，世に範を示してきました。

われわれと同じく，うまずたゆまず，正

義と平和と幸福に通ずる狭き門を押し広

げようと志すすべての人々の模範となっ

てきたのです。
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ニクを呼ぶ。

　「企業を考える計算機」として登場以来

　エグビソティブの間に静かな　しかし

　確実な反響を呼びつづけるキヤノン

　パームトロニク。計算機を企業のトッ

　プが身につけたという事実…その波

　紋はいま企業全体に広がつています5

　　そのあらわれが銀行をはじめとする

　一括購入の増加。エグゼクティブが

　みずからの手で確かめた価値ある高

　級機…それを部下にも持ち歩かせた

　　いと思うのは当然の事と言えましょう。

　　まず　責任ある男の手1ニノ｛」ムあり。．

超小型機の頂点に立つパームトロニク

客観的な事実を大切にしデータを

大切にし　数字を大切にするための

計算機。’そのために必要充分な機能

をぎっしりと装備しています。10桁

フル計算で完全算式通り。乾電池も

使える世界初の4電源方式を採用。

わが計算機…と誇れるものでしょう。

10桁フル計算／上位桁優先／完全算式通り／完全浮

動小数点／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電漂

￥58，000　（5；㍑こ㍊一装繍）

NlCd！“ソテ1」一パック，チャージャー………8．500円

　　　●有名デパート・有名事務機店・文具店・カメラ店

　　　電器店で手に取ってお試しください。お求めには便利

縷　　　な割賦制度もございま尤お気軽にご相談ください、

　　　●カタログをお送りします。お申込みは本社L係へ。
饅’

パーム田：
　　キヤノン販売株式会社
本社／〒105　東京都港区芝公園2－6－15廿（03）432－8251

大阪／〒541大阪市東区瓦町5－39　大阪化繊ピル

　　　　e「〔06）202－6761

札幌（011）231－1313／仙台（0222）66－4151／水戸（0292）24－8934／新潟（0252）45－5366／畏野（0262）27－6960／前橋（0272）21－2762／大宮（0486）41－9122ノ千葉（0472）43－9648／横浜（045）211－0953／静岡

（0542）52－7148／名古屋（052）851－4551／金沢（0762）63－7186／京都（075）223－0441／岡山（0862）22－5591！高松（0878）51－7121／広島（0822）28－3203／福岡（092）41－2394／秋田C・B・M（0188）33－1021



9月は

ライオン誌

月間

584ド7　－　8月　号

（創刊号）4，500部

侮　穆　繊懸

59年6－7月号　　60年7－8月号　　 61年7－8月号　　 62年7－8月号　 63年7－8月号
　　　6，700f部　　　　　　　9，600部　　　　　　　15，500剖～　　　　　　　21，800剖∫　　　　　　31，400部

　忍　㍊　誇　．

64年7－8月号
　　43，000部

780万部の記鋤らみた…………日本ライオンズ小史

65年7－8月号
　　50，∞0部

1繊

耀

66年7月号
　58．200部

67年7月号
　65，500部

68年7月号　　　　69年7月号

　71，100部　　　　76，500部

70年7月号
　83，400部

71∠｜こ7月｝チ

　87，900部

7．

72年7月号
　94，100部

　1958年（昭和33年）という年を年表で

みると，内外ともに数々のできごとがし

るされています。6月には第2次岸内閣

が成立し，11月にはビジネス特急こだま

が運転開始（東京一神戸6時間50分），

皇室会議で皇太子妃に正田美智子を満場

一致で承認，等々。対外的には長崎の切

手展で一青年が中国国旗を引きずりおろ

し，日中貿易協定の調印にもかかわらず

日中貿易は全面的に中絶されたことも，

今日の日中関係の推移と比較し，15年の

歳月の流れを痛感させられます。

　この年8月20日，わがライオン誌日本

語版が創刊されました。当時の日本のラ

イオンズは80クラブ4，067名，創刊号は

4，500部を印刷発行したと記録にありま

す。それが15周年を迎えたことし7月号

は94，100部になりました。創刊号から数

えて169号目のこの号までの累積ライオ

ン誌発行部数は7，802，300部という，ま

さに天文学的数字に達しますが，その1

冊1冊の各ページに，われわれ編集子の

汗と愛着がにじみ込んでいるのです。た

とえそれが物置きの片すみに置き忘れら

れ，あるいは焼却炉の灰となり，チリ紙

に交換されていたとしても……。

　編集者，委員をはじめ，編集，広告，

発送担当の職員それぞれが，日本ライオ

ンズの文化史をつづる意気込みをもって，

毎月の雑誌づくりに当たっています。そ

れは’たとえば，過去14巻のライオン誌合

本をひもといて，たちまちつぎのような

小史をまとめることも可能なわけです。

　　、　　　　　　云　　ヘ　ヒ

☆ライオン誌に永続性を（1958年9月号）初

代編集者豊田治助Lは，邦文ライオン誌の使

命の重大さを痛感し，これによって国際本部

と302地区の連携を強イビし，世界各国のライ

オンズの活動状況をメンバーに速報すると同

時に，国内の各クラブの活発な奉仕活動の実

情を相互に交換する役割りを果たしたいと決

意を述べ，このライオン誌に永続性をもたせ

るには，ひとりでも多くのメンバーがこの雑

誌に執筆してくださることだといっています。

これこそライオン誌日本語版の初心であり，

原点であって，この精神は歴代の編集者に語

り継がれて現在に至っているのです。

☆lt，s　great　to　be　a　Uon（1959年6－7

月号）全日本1地区の最後のガパナーとなっ

た中沢良夫Lは，終任に当たって，こんなす

ばらしいクラブはない，この調子で5年もた

てば日本の至るところにライオニズムの花は

充満し，その社会的存在意義はきわめて大き

くなろうとする一方，地区分割が偏狭な対立

をもたらすことのないように警告を発してい

ます。

☆天災人事（1960年7－8月号）南米のチリ

大地震がもたらした津波が束B本太平洋岸を

襲ったのはこの年5月24日未明，北海道と東

北地方のふたりのDG、竹鶴可文Lと中川善

之助Lがさっそく現地の被災状況とライオン

ズの救援活動を報告しています。全国1万の

会員が200円ずつの拠金を決め，天災に対す

る敏速なライオンズの行動が高く評価され始

めました。

☆偉大なる奉仕者をしのんで（1961年7－8

月号）6月1日，82歳でこの世を去った創設

者メルビン・ジョンズの追悼号となっていま

す。生前2回にわたってその温容に接した北

方政太郎Lが，思い出と哀悼の辞をささげて

います。

☆日本人の手でアジア救ライを（1962年9月

号）日航機事故で遭難された宮崎松記博士は，

当時，熊本クラブに在籍された会員，京都大

会の決議と募金によってインドのライ事情を

6カ月にわたり調査された結果をまとめ，ア

ジア救ライ協会の設立を呼びかけられました。

☆ライオンズの進む道はいかにあるべきか

（1963年9月号）日本ライオンズの10年目を

曲がり角ととらえたPRチェアマン北林琢男

LはPR，　CN，ファインなどについて痛烈

な批判をあびせ，反省を求めました。この一

連の「いかにあるべきか」シリーズは当時発

刊されたライオンズ必携に収録され，初の日

本ライオンズ啓蒙の書となりました。

☆未点灯家屋の解消に（1964年7－8月号）

戦後20年を経て東京電力管内に未点灯家屋が

2，000戸もあったとは……。仁科周芳L（岩

井半四郎丈）は白分たちの恵まれた環境のあ

りがたさをあらためて考え，点灯工事の一部

にクラブから40万円を贈ったことを報告して
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います。

☆スズラン給食（1965年9月号）アクティビ

ティの模範として語り継がれることになった

スズラン給食。編集者福岡陽道Lは「美しい．

日本語ができた。これには美しい善意の数々

と緊急な知的行動が裏付けされて1灯が万灯

をよび，日本全国民の支持にまで展開した」

とつづりました。

☆無目的（1966年9月号）小川芳男Lは「学

者」の語源はギリシア語の「ひま」の意味で，

学問は「何のために」という目的をもってや

るものでないとし，会合なども無目的なもの

ほど価値があるので，何の利益も伴わないし，

必ずしも出る義務のない会に出るのが社交で

あり，高次の会であると，例会のあり方を示

唆しています。

☆期待される新しい芽（1967年12月号）ライ

オンで50周年を記念して，世界の青少年から

募集した「平和論文」に，日本では総計39，

049通の応募がありました。各地の入賞作42

点をまとめた論文集を読んで，評論家村松剛

氏は若い人々が呪文的平和論から脱皮するこ

とを期待し，その意味でライオンズのこの仕

事は評価されると書いています。

☆創設期の初心にかえれ（1968年8月号）

「アクティビティに関する11章」の第1章と

して，ライオンズのアクティビティとは何か

を考えてみました。この1年間，各地で会員

にゲストをまじえて座談会を開き，11章をま

とめて「ライオンズ文庫」1号として発行，

好評を博しました。

☆東西の交流に大きな寄与（1969年8月号）

日本ライオンズが打って一丸となって準備し

た第52回世界大会（東京）は，海外から1万

の会員家族を迎えて盛会でした。大会直後の

インタビューでブライアン国際会長は，これ

までの世界大会で最高のものと激賞，東西文

化の接点として日本ライオンズの位置と実力

が認識されました。

☆奉仕のなかの奉仕（1970年9月号）調和と

進歩を標榜して6カ月にわたって記録的な観

覧者も動員したエクスボ’70に，日本ライオ

ンズは身障者センターを建設して協力しまし

た。拠金した全国ライオンズ，労力奉仕した

地元ライオンズ，そして喜々として世紀の祭

典に参加できた身障者と，まさに三位一体の

調和美をなしたアクティビティでした。

☆若いみどりを生命の限り（1971年7月号）

複合地区分割の1年を終えて6月初旬，大阪

と静岡でそれぞれ複合地区大会が開催されま

した。上田常隆，松岡精三両議長が年次報告

で，両複合地区の一体性と協調を訴えていた

ことが印象的でした。

☆日本ライオンズ20年と今後の展望（1972年

7月号）そして20周年を迎えたことし，標題

のテーマで会員から原稿を募集，141点の応

　　　　　ト募作品から6点を選んで発表しました。曲が

り角とか原点にかえれとか，批判と反省の声

ばかり高いなかで，全国にこれだけ多数の会

員がまじめにライオニズムに日々精進されて

いることは，頼もしいかぎりでした。

　いささかてまえみそ的小史となりまし

たが，いわんとすることは，ライオン誌

は読み捨ててほしくないということです。

温故知新，ライオニズムの道はライオン

ズマークにふたつの顔のあるように，つ

ねに過去と未来をみつめることだからで

す。小史のなかの記事その他，こんな話

題はライオン誌に載らなかったろうかと

いうお問い合わせを歓迎します。ゼロッ

クスをご希望の方にお送りします。

1971－72年度ベスト・エッセイ賞

　ライオン誌では，1年間の寄稿者のな

かから最もすぐれた原稿をお寄せいただ

いた方を選んで，ペスト・エッセイ賞を

竹森　竜馬 （埼玉県・大宮C）

登村ヘンリー　（棘銀座c）

毎年お贈りしています。委貝会で審議の

結果，ことしは下記の方々にお贈りする

ことになりましたので，発表します。

関門旅情

デモクラシーと民主主義の違い

メキシコ風土記

1971｛王9月　号

1971｛干10月号・

19724F2月号

1日30分、寝ながら

運動不足を解消！
アメリカ生れの

STAO『『ER
　　　　　　　　　　　健康医療機

正価￥160，000分割払いもあります

井上　文雄 （兵庫県・相生C）

交歓会飛びある記 1972年5月号

嘩、

　腰の運動・全身減量とストレス解消

誉

大久保鹿弍

榊原　　勝

（兵庫県・尼崎束c）

（茨城県・土浦亀城c）　シンガポールの繭子

10，000歩の効果

　　■　　　　　騰

で肥痛止リζ

（厚生省許可第｜203号）

　灘　　灘
萎巌婆；

㍑奮；
講どあ

覧竃i

　　スタファー総発売元

　　太平商事株式会社
　　渋谷区渋谷2の10の10（仁丹ピル）

　　〒150TEL（03）409－5264（代表）

コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

iクーポン券（L－9）1カタログが欲しいi
；2説明にきて欲しい3電話連絡が欲しいi
・　　　　　丁　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
iご住所　　　　　　　　　　　　　　i

iご氏名

19724r　6月号　iお電話　　　　　　　　ご職業
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座談会

ノーノ

緊急提案をめぐって

茂森　1年前にやはりここで座談会をや

　　　　　　　　　りまして，皆さん方

　　　　　　　　大いに発言されて，

　　　　　　　　　それが非常に好評だ

　　　　　　　　　ったわけです。きょ

　　　　　　　　　うもひとつざっくば

　　　　　　　　　らんに発言していた

だきたいと思います。1年もたっており

ますから，また新しい問題も起こってい

るし，たとえばこの間，テルアビブ事件

の問題で，束の大会では160何万円か集

まって，見舞い金とした。西の大会では

これが否決されたというように，同日開

かれたふたつの大会で違った方向をとっ

たということも，ひとつの問題になり得

るんじやないかと思うんです。東西がふ

たつに分かれてもう2年たったわけです

から，この辺でその問題の批判も含めて

触れていただければ幸いです。

北林　ものの考え方が東西違ったからあ

あいう決議になった，というのではない

のです。実は技術的な問題で，ああいう

結果になったのであって，その問題を全

然討議してないんです。考え方が全く違

っているとはとうてい考えられない。

槌橋　緊急提案なり，緊急動議なりとい

うのは，議案には入ってないけれども，

実はこういう問題が出ている，そこでこ

れを取り上げるかどうかというのを決め

て，じゃあどこの分科会でこれを検討し

ましょう，というのがほんとうじゃない

か。

上保　ああいう緊急提案というものは，

そのときの空気に支配されちゃうものな

んです。したがってはっきりそれ自体を

見きわめた賛成，あるいは反対というの

は出てこないで，出すほうもその場の場

当たり的なのが多いし，通った場合も，

必ずしも全部が賛成じゃなくても，ワァ

ーということで通っちゃったりする。最

も悪い民主的な採決方法だと思います。

橋本　L槌橋がおっしゃったようなプロ

セスで当然出てくるべきなんです。だか

らいまL上保がおっしゃったように，そ

ういうチャンスをねらっているとすれば

少なくともライオンズの会議のあり方と

しては，ちょっとおかしいんじゃないか

と思います。だからあれは西の代議員が

皆しっかりしていたということです。結

果的にね。

三輪　アクティビティ分科会というもの

があるのに，それを

通さずに総会にかけ

るというのはまずい

ですね。感謝の決議

などは別として，か

っこうな分科会があ

る場合はそこで討議すべきですね。

北林　地区大会なんかで毎年いろんな議

論が出されますね。しかしそれがどう取

り上げられるかというと，毎回同じよう

な問題，同じような結論しか出ない。し

かもムード的にパチパチと手をたたいて

それで終わり，と。もう少し議論をやり，

十分検討した結果の結論ならばいいんで

すが……。だから私は，大会のあり方と

いうものが今後の大きな問題になると思

うんです。

槌橋　結局あの場合でも，少なくともセ

コンドの賛成演説がいりますね。賛成演

i　　　　　出席者　　　　　　i

i前年度E，W複合地区会則委員　　　i

i三輪信一（委n長・静剛，い浜松c）　　i

i上保嘉保（神奈川県・横浜中央c）　　i

i小野祐護G副／腺・会津若松C）　　　i

i北林琢男倭貝長・広島・映c）　　　i

i橋本左内（大阪府・堺c）　　　　　　i

i槌橋秀一（兵n煤・神戸C）　　　　　i

l司会　　　　　　　　　　　　　i

i茂森唯士（前編集者・東京杉沮三C）　　　i

i6月19日　東京・ホテル国際観光に　i
…　　　　　　て　　　　　　　　　　　　i

●⇔・・・・・・・…冊・・・・・…“σ・．香・冊．“…“・’・・…⇔・“・・・・…“・日・…“・．・…タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…‘

説をやらせて，それに対する反対演説を

やらせて，それから採決という手続を当

然とるべきじゃないですかね。

橋本　そこにいた人たちにとっては，予

備知識ゼロですからね，特にあの場合は。

ですから少なくともある程度の思考の時

間を与えていないと，問題ですね。

「副」の問題

茂森　話題を変えまして，今年度の会則

委員会の功罪は……。どういう点にプラ

スがあり，どういう点にマイナスがあっ

たか，何かございましたら……。

北林　ことし一番物議をかもしたのは

「ライオンズ必携」ですね。その初めの

ほうに「ライオンズの運営について」と

いうのが新しくつけ加わったんです。こ

れがいろんな問題を引き起こしていたん

です。特に「副」の問題で，1年間いろ

んな話題を提供したようですね。
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茂森　ええ，そうですね。たとえば副幹

事とか，副なんとかというのを認めると

か，認めないとかいう……。

北林　しかし少なくとも私は，皆が

「副」の問題を本気で考えてくれたとい

うことはプラスであったと思うんです。

茂森　しかし地区のほうへ行きますと，

「副」はりっぱに，堂マと制度的にある

ものとしてやっておりますね。

北林　西のほうはだいぶ様子が変わって

きましたよ。「副」というものはやむを

得ず置くけれども，これは堂々たる役員

とは考えにくいという方向になってきま

した。クラブによっては，できるだけ置

くまいという気持ちが出ています。そし

てクラブの運営はクラブ理事会の全体責

任においてやろうではないか，と……。

茂森　しかしやっぱり統一して徹底させ

ないといかんのじゃないですかね。ある

クラブではあるし，あるクラブにはない

というのは……。

北林　いや、これは便宜上置くのであっ

て，ほかのクラブには通用せんというこ

とははっきり言っていますし，地区大会

でははっきりとそういうふうに結論を山

しました，．

橋本　キャビネットで「副」を置くこと

をやめるべきですね，

次の段階は。キャビ

ネットだけ置いて，

なんでわれわれは置

けんのかという反発

がこないように，制

度にないキャビネットの「副」というの

はやめるべきだと思います。

茂森　しかしキャビネットの場合，「副」

は全然必要ありませんか．

北林　地域が広くて，1司一人でふたつの

地域に行くことができないという場合も

あり得る。

槌橋　私のほうではどうしても必要だ、

という意見のほうがだいぶ多かった。ど

うしても必要ならば置かなきゃしょうが

ない。ただ最終の線はL北林の言われる

ように、あくまでも内部的な問題なんだ

ということでいいんじゃないか。

小野　こう考えたらいけないんですか、

副幹事という名前をつけた人がいなけれ

ば，幹事の代行はできないんですか。そ

んなことはないでしよう。そうするとそ

のときそのときに幹事の代行をする人を，

いわゆる副幹事と称するということなん

ですよ，ね。

北林　その代理をする人をあらかじめ決

めておくということですね。

小野　それもあらかじめその人に特定し

ておく必要もないで

すよ，ね。だから副

幹事という制度がな

くちゃいかん，とい

うことではないと思

うんです。

茂森　副幹事を置くという必要よりも，

何か役職につけなければいけないような

雰囲気があるんですよ。これがライオン

ズとして，はたして正しいかどうか。

三輪　ぼくも反対の理由はそこですね。

しかし実情によって，いろいろ「副」を

たくさん置くキャビネットもあって悪い

とは言ってないんです。それが正式なも

のであっては困る，というだけです。

北林　W4地区はこういう結論を出して

います．「副1はあくまでIE式の役員で

はないから、極力クラブ役員の連体責任

において述営されることが望ましいが，

クラブの実情によってどうしても代理が

必要になる場合には，代理を置くことも

できる。しかし対外的に役員として認め

られないことは当然である、と。

茂森　それでいいと思います。それを徹

底させればいいんですよ，

会則の多様化

北林　会則委員会の功罪のことが途中に

なっていますが，「ライオンズ必携」を

発行した時期がことしはたいへん遅れま

して，来年度はぜひ注意していただきた

いと思うんです。もうひとつは，今回本

格的に「会長必携」を改訂したというこ

と。それから，特にL槌橋のたいへんな

ご努力で「会計必携」を抜イこ的に修正し

たということです。いまそれを扱ってい

るキャビネットの幹事さんなんかは，非

常にありがたいと言っておりました。で

すから「ライオンズ必携」「会長必携」

「会計必携」この3本立てについて，ひ

とまず答えを出したということです。

三輪　やっと，この3部作が完成したわ

けです。

北林　完成とまでいくかどうか，ちょっ

とわからんけど……。

槌橋　技術的に内容が充実したとかなん

とかいう問題以前に，いままでの「会長

必携」が，一番重要な会長にあの程度の

テキストで指導していたというのは，ラ

イオンズのインテリジェンスの問題だと

思うんですよ。それを大きく取り上げた

というところに一番大きな功があると，

私はうぬぼれているんですがね。

茂森　今年度の検討はそれでよくわかり

ましたが，今後の課題はどういうことで

しょう。

北林　「ライオンズ必携」をさらに完備

したものにしようという仕事と，「会長

必携」でも委員会のところでまだ若干残

っている部分があります。これをぜひや

らなければいけない。

茂森　ところで各クラブで独自の会則を

つくっているむきが相当ありますし，私

どものほうも1回つくって，いま改訂中

なんですが、そういうことはどういうふ

うにみられますか。

北林　私はむしろほんとうに勉強される

こ㌶麟”『『1懇　　ならば’各クラブが

独白の会則をお持ち

になればいいと思う

んです。それがめん

どくさいから，まあ

まあ標準版で失敬し

ておこう、というのが多いんじゃないか

と思います。

茂森　こういう例があるんです。次期会

長の問題，これは第1副会長をほとんど

次期会長にし，第2と第3は絶えずかえ

るということです。そういう不文律ので

きているクラブが，われわれの地区では

多いんです。

北林　ところが、私のクラブは会長にな

り手がないんです。だから，そういうル

ールをつくったってだめなんですね。

茂森　いや，われわれのほうもなり手が

ないから，それをつくっておくと非常に

13



はっきりしていいんです。逆に今度はな

り手が多すぎて，けんか別れしているよ

うなクラブもあるんです。そういうクラ

ブも，第1副会長が必ず会長になるとい

うルールがあれば，けんかがなくなる。

槌橋　神戸クラブは15年ぐらい前から，

エスカレーター式に

やっているんです。

第3副会長ですと，

まあ3年ほど先のこ

とだからと，わりあ

い受けるんですよ。

そういうメリットはあるようです。

三輪　私のところは人数が多いんで例に

ならないかもしれないが，毎年ごっそり

3人副会長をかえるんです。それでたい

がいの者が副会長の経験はあるという自

信を持たせるんです。

小野　そうしますと，会長を選出すると

きには苦しむんじゃないでしょうか。

三輪　いや，230人もおれば，いくらで

も候補者はおりますわね。だから生き生

きとした姿というのは，やっぱりこんと

んとしているんじゃないですかなら蒸留

水と違って，いろんなパイキンもおるし

（笑声）。日本中にいろんなルールがあっ

ていいと思うんだがね。神戸のようなル

ールもあれば，私のほうのような慣行の

あるクラブもある、と。ライオニズムの

悟りのひとつは，いろいろあらアね，じ

ゃないかね。多様性の尊重というか。

茂森　基本さえつかんでおれば，ね。

三輪　それなりに意味があるんだ，と。

北林　ただそれには前提があるんで，い

ろいろあらアねで，多種多様なんでもか

って放題じゃ困るんでね。

ME■

　　　野田豊商事株式会社器　　　東大阪市中小阪200番地の18　〒577
　　　・・L×阪（・6）｛；……：8：↓2

東大阪布施ライオンズクラブ会員
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ルールとは…？

会則委員会とは…？

三輪　しかしいま日本はルールにいかれ

ているからね。いろいろあらアねといっ

たほうがいいんだよ。帽子だってゼロか

百かでしょう。いや，帽子は帽子でまた

いいところがあるよ，で済むんですがね。

それをあれはもうかぶらんというのは，

全部かぶれというのと同じ思想ですよ。

だから案内に立つ人とか，今度の行事に

は皆そろってかぶってアクティビティし

よう，というときには，何もさからわん

でかぶればいいんで，それはそれなりに

零点ではないですよ。なんでも零点では

ないという思想が，ライオニズムじゃな

いかと思うんだがなあ。

上保　私は，法律と同じように、やっち

ゃいかんというタブーのものをはっきり

させるのが，会則委員会に要求されてい

るひとつのものだと思うんです。いろい

ろあらアねということもひとつのことで

すが，ここへ持ち込んできたのは．これ

をやるべきであるか，やっちゃいけない

のかということを判断してもらいたいか

らで，いろいろあらアねじゃ片がつかな

いときが多いように思うんです。

三輪　決めてもらわなければやれないとー

いう考えはおかしいんで，それじゃまる

で自立性がない。決めるのはおれだとい

う気持ちをもう少し起こせと言いたいで

すね。ラィ’オニズムというのは，端々ま

で決めるようには仕組まれてないんだよ

ね。なかにはL上保の言うように，ほん

とうに会則委員会で方向づけしなければ

困るということもあるけど，そうでない

のもたくさんありますよ。持ってくるこ

と白体が自立性がないですよ。

茂森　両方のご意見の，よいところを生

かしていくこと以外にはないですね。帽

子のごときは，白然のうちに慣習づけら

れて，よい方向にきているように私は思

うんですがね。

三輪　だんだん，うまくきてますね。

槌橋　私はさっきL茂森が言われた，今

後の会則委員会のあり方という問題で特

に感じているんですが，いまの帽子の問

題なんかでも，政策的に右にするか左に

するかという問題と，これが論理的に正

しいかとか，この条文の解釈はこれでよ

いのかとかの，いわゆる正と否の問題と

の区別が，もうひとつできてないんじゃ

ないか。ライオンズクラブの組織そのも

のが，いわゆる三権分立になっていない。

司法権というのは会則委員会がつかさど

るべきなんでしょうけど，これはあくま

で行政の下にあるというかっこうになっ

ている。一応そういうかっこうにはなっ

ているけれども各クラブ，あるいは複合

地区あたりでも，会則委員会というのは，

おれは最高裁判所なんだというくらいの

自覚を持った活動がいるんじゃないか，’

と思うんですがね。

上保　それと私，最近の世情をみて思う

叢

叢

ことは，　もっと権威

というか，組織を尊

重するように指導す

る必要があるんじゃ

ないか。これは学生

騒動に限らず，ライ

オンズのなかでも，粗織としての行動が

阻害される傾向があるようです。

三輪　私はむしろ反対で，ライオンズと

いう閉ざされた社会での組織公害が問題

だと思います。地位にあるものの権威の

もとは，決してルールにあるんじゃなく

って，チームリーダーとしての能力にあ

るんで，どうも古い人は上からの力で締

めつけたがるところに，弊害があるんで

すね。ルールばかりを読むとライオンズ

がいやになるんで，あらゆる問題に賛成

もあり，反対もありでいいじゃないです

か。

槌橋　どうもアメリカと日本の国情の違

いというか，デモクラシーの考え方の違

いがあるようですが，たとえば統一アク

ティビティを行なう場合はもっと徹底的

に討論して，厳選すべきですね。会則の

会費条項は，これ以上は取られないとい

う保証でもあって，大会のその場の空気

でパッと決められることには，やはり反

対の声が強い。ライオン誌なども，議論

になりそうなものは載せないような傾向

があるが，積極的にもっとそんな問題を

取り上げていったらどうですかね。



第11回東洋東南アジア大会にご出席の皆さま

韓国ソウルへは、κ刀」【がいちばん便利です

9月27～30日の4日間、韓国ソウ

ルで開かれるライオンズクラブの

東洋東南アジア大会には、日本か

らも大勢の方がご出席になります。

あなたも二れを機会に、「静かなる

朝の国」韓国をお訪ねください。

東京・大阪・福岡からソウルへは

韓国の航空会社・KALがいちばん

便利です。東京と大阪からは、そ

れぞれ午前の便と午後の便があり

ます。また、福岡～ソウル間を飛

んでいるのはKALだけ、九州地区

の皆さまには特に便利です。

◎

東京：03　2113311㈹　大阪：06　244　1111代　福岡092　419101　4　名古屋：052　2312731　2　札幌：0｜12812021　2　広島：0822　22　2811沖縄：（那覇）68　11｜0　0401



より確かな精度をきざむためにS㎜の精密技術に

エレクトロニクス技術を導入。水晶とlCを利用した

腕時計セイコークオーッ。水晶発振から生まれる高精度を

あなたの腕でお確かめください。

セイコークオーツω＝新発売

ベ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ

…硬。。テンレス側．＿，．！日⌒日づ当

、ガ・…タル・・ン・　，85’°°°円8°’°°°円…

i＝；㌫ドレックス175’…円、7・’…円1

　　　　　　　　　　　　－　　←一．　・　．　一　　　　　　　．　→　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
ステンレス側・皮パンド　　　69，000円　64，000円1

‘　．　．　　　　　　　　↓　　　　．　．．．　」

特別高精度品
セイコークオーツtrノ：・〃（Ve・y　Flne　Accu，aCy）

［　　　　　「日づけ曜日付
ト　　　ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロロ

ステンレス側・無反射ハードレックス
　　　　　　　　　　　　　　　135，000円
ガラス・メタルバンド

＊　‡　＊　＊　傘　＊　＊　＊　牢　＊　＊　車　■　＊　＊　＊　ホ　‡　＊　＊　卓　＊　＊　＊

●曜日の表示は和英両文字が使えます。

●日づけ・曜日の修正が簡単な〈クィック売ンジ〉

●秒針が1秒ごとに動く＜ステップ運針方式〉

水晶発振の腕時計

翫馴輌㍗
〈わしいカタログご希望の方は、〒104東京都中央区京橋2丁目5番地　（株）服部時計店・宣伝部まで
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奉仕の本質

　ライオンズのモットーは「われわれは

奉仕する」という言葉である。しかし奉

仕ということの本質は何であり，現代の

社会生活のなかでどのような意味を持つ

ているかという点については，必ずしも

明らかにされてはいないようである。私

はライオンズ1年生の原点に立ち帰つて，

「奉仕」の本質と意義とについて考えて

みたいと思う。

　ライオンズクラブ国際協会の目的の1

項に，奉仕を志す人々についての注意と

奉仕の効用について書かれており，奉仕

の具体的な表現については，ライオンズ

道徳綱領のなかに指示されていて，その

実際的な奉仕活動が，ライオンズのアク

ティビティであるとされているのである。

　自分の経済的利益を目的としないで，

同情し助力し私財の提供を行なうことは，

むかしから宗教団体も行なってきたし，

社会事業や慈善事業の名のもとに洋の東

西を問わず実行されてきたことである。

しかし多くの場合，経済的利益を求めな

いかわりに社会的名声を欲することが目

的であったり，布教の手段や選挙運動や

売名行為に利用される場合が多く，必ず

しも純粋な奉仕活動ではなかったようで

ある。また，反射的に同情し助力し私財

を提供することは，刹那的，衝動的な

「熱した頭脳」による反応であって，必

ずしも本質的な奉仕行為とはいいがたい

のであり，お祭り騒ぎや金持ちの道楽と

いうような非難をさえ受ける危険性があ

るのである。

　物や金さえ与えれば，それが援助であ

り奉仕であるという考え方は，相手の人

格を無視し傷つける可能性があり，場合

によっては援助を当然のことと考え，依

頼心を強めて，人間にとって最も大切な

自立心を失わせる悪習慣を助長するとい

う逆効果を生むことさえある。ロンドン

大学のニコラス・カルダー教授は，欧米

の先進諸国による東洋の後進諸国に対す

る経済援助について論じた文章のなかで，

西洋と東洋における幸福観の理念の違い

について述べておられるが，幸福観とい
　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　

うのは，ものとこころの均衡であり，限

りなく増大する欲求，欲望に対して物質

の供給が十分でなければ，そこには激し

い欠乏感が生まれ，欲求不満に苦しむの

であると説明している。西洋の物質文明

は，この欠乏感を推進力として展開した

のであって，欠乏を意味する“Want”と

いう言葉は，そのまま「欲する」という

意味を持ち，欲するがゆえに努力して，

物的生産が拡大していったのであり，そ

れが欠乏一欲求一闘争という西洋文明の

精袖的特色なのである。ところがこれに

反して，自然環境に順応することによっ

て生活のよろこびを見出そうとした東洋

の場合には，自然によって与えられるき

わめて限定された物資の条件に，こころ

の方を1順応させようとつとめてきたので

ある。西洋では欲望のおもむくままに放

任したのに対して，東洋ではひたすら欲

望をおさえて自然に従いながら，そこに

幸福観を見出だそうとしたのであって，

東洋における精神文化の大きな特色がそ

こから生まれたのである。

　カルダー教授は，この幸福観の相違を

無視して，物資さえ与えれば援助が行な

われると考えている欧米諸国の，東洋に

対する経済援助の方法は根本的に誤まり

であると論じているのであり，今日なお

大きな問題である低開発国援助や南北問

題について，重要な反省を促しているの

であるが，われわれがライオンズにおけ

る奉仕の問題についても，深い示唆を与

えてくれる問題提起であると思う。

無償の用役

　サービスという用語は，奉仕とも訳さ

れるが，同時に用役とも訳される。奉仕

という言葉は「仕えまつる」意味であり，

封建的な時代色を色濃くたたえているの

である。しかし「用役」という言葉は，

今日では経済学上の用語であり，「社会

的に有用な労働」をすべて用役とよんで

いるのである。生産的労働が，生産物の

一部に吸収され加えられて，用役は同じ

労働でも，それ自体が社会的に役立つ労

働として作用するのである。医師の診察，

治療行為であるとか，教師の行なう教育

行為であるとか，商人の仕入れ，販売な

どの商業行為などは，形にあらわれる生

産物を作らないにしても，’社会のなかで

は欠くことのできない大切な労働なので

ある。今日の経済学では，用役もまた重

要な生産的労働であると考えられるよう

になった。それは生産という言葉の意味

が変わってきたためである。生産という

のは単に物を作るということだけではな

くて，その物が人々の欲求に満足を与え

る効用（ユティリティ）を作るという意
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味で考えられるようになってきたのであ

る。効用は目に見えないものであるが，

それが生産物に付随して人々の生活に役

立っているのである。このような考え方

に立てば，効用を持つ労働（用役）もま

た生産的な労働であるということができ

るのであって，医師も教師も商人もとも

に効用の生産者なのである。しかし，社

会的に有用な用役のなかには，無報酬で

しかもきわめて重要な用役のあることを

忘れてはならない。その最大なものは家

庭における主婦の家事労働である。主婦

は家庭を維持し，家族の欲求にこたえる

ために，炊事，洗濯，裁縫から育児，看

護，買物など，細かくいえば百数十種類

の用役を，無報酬で行なっているのであ

る。主婦の労働を支えているものは，夫

や子供たちをはじめ家族に対する愛情で

あり，なんらの代償も求めようとはしな

い誇り高き労働なのである。

　わが国における戦後の経済高度成長は，

愛情に基づく家庭内の家事労働を，社会

的労働の生産物である電化製品，インス

タント食品、既製服などの流入によって

破壊，変質させることによってはじめて

達成されたといっても過言ではない。こ

れらの生産物を購入する資金を獲得する

ために，出稼ぎ，共稼ぎが激増し，鍵っ

子が生まれ，愛鏑に基づく人間関係が家

庭のなかから失われ，それに変わって打

算と拝金主義が台頭して，今日のような

精神的荒廃が生まれているのである。生

産第一主義から生活中心に，政治的経済

的な発想の転換を要求されている今日，

家庭の再建築の検討はもちろんであるが，

かつて家庭のなかに脈々と生きつづけて

朝に礼拝

タに感謝

あなたの

マイホームに

心の

やすらぎを………

仏檀のメーカー

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呈上
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きた奉仕の精神の再確立こそが，現代の

急務であるということができるのである。

奉仕の精神

　ライオンズクラブの生まれた1917年は，

アメリカが第1次大戦による空前の好況

時ではあったが，特に経済が繁栄期を迎

えているときほど，社会的矛盾は表面化

してくるものであって，その点高度成長

によってさまざまな社会問題の発生して

いる現代の日本とよく似通っているとい

える。その意味では日本ライオンズに課

せられた奉仕活動に期待するところが大

きいといえるのである。

　奉仕は無償の用役であり，社会的に有

用な労働の提供であることが明らかにな

った。しかも奉仕の根源には深い人間愛

の精神と，自分の属する地域社会に対す

・る連帯意識と強い義務観とがなければな

らないのである。したがって形にあらわ

れた奉仕活動（アクティビティ）も大切で’

あるが，地域ライオンズを構成する個々

のライオンの，人間愛と社会的連帯意識

を深める努力が最も大切であると思うの

であって，その精進の積み重ねを通じて，

はじめて国際協会の目的とする「事業の

能率と道徳的水準を高める」ことが可能

になり，「徳が徳を生む」社会的な連鎖

反応を発生させることができるのである。

　愛のきずなで結ばれる人間関係が，最

も純粋な姿であらわれるのは，食卓を囲

む家族たちであるといわれる。働く者も，

働きのない老人や子供たちも，平等な食

　　1ケ月分約18，・・‥￥2．500　送料サーピス

案内書“女王蜂の奇蹟，，

　　　　　送料共￥200

生産者団体日本王乳協会
　　　　　1∪諸深沢光一
〒390松本ll」中央2－1－8TEL2－2608

事を分かち合い，助け合い，いたわり合

うのであって，キリスト教では，神が最

も身近にあるのは家族が食卓を囲むとき

であると教えている。また宗教に対して

批判的であるソ連邦においても，スター

リンの時代に，祉会主義社会の建設に最

も必要な基本である平和と互助と平等の

精神は，家庭の団らんのなかから生まれ

ることを強調し，家庭生活を重視する政

策転換を行なっているのである。家庭生

活における愛と連帯感の失われつつある

今日の日本において，ライオンズの奉仕

活動は，日本人の精神生活を復活すると

いう意味からもきわめて重要な役割りを

になっていることを自覚しなければなら

ないのであり，道は正しく暮らしの底に

あるのである。ライオンズが会員の例会

出席を強く要求するのは，奉仕の精神に

徹する社会的連帯と人間愛を身につける
　　　　　　　　　　　　　　　　
ための，楽しくもまた厳しい修錬のため

であり，そしてこれがライオンズ1年生

である私の心構えでもあるのである。

　最後に，私の愛好する詩の1節をライ

オンズの皆さんに捧げたいと思う。これ

はドクター・キャンペル夫妻が国際会長

当時，日本を公式訪問された際，両陛下

に拝謁の案内をすると，大いに感激して

私にくれたものであり，私なりに訳した

ものである。

　　　　’太陽があなたがたの顔に輝き

　　　　そよ風があなたがたの背をよぎ

　　　　り

　　　　恵みの雨があなたがたの山野を

　　　　うるおす

　　　　これら雨，風，太陽とともに

　　　　健康で幸せでありますように’

日本ライオンズの限りなき前進と，ライ

オンズ各位の，ますますのご健闘ご繁栄

を心からお祈りして，この稿を閉じたい

と思う。　　　　　（元ガパナー・東京関東C）

　前記Dr．　Campbellから与えられた

詩の原文は次の通りです。ご参考までに

　　“The　sun　to　your　face，

　　The　wind　to　your　back，

　　The　rains　visit　your　field，

　　May　y皿have　the　health，

　　To　be　happy　with　these．”



畦曜…　　　3澗1m
　　◎石森プロ・毎日放送・東映

　　　　　　　　　　　　　　　、簗

　　　鰹犠講　鐵『5巻
・　製作／東映株式会社　東映ビデオ株式会社

　　仮面ライダーは改造人間。世界征服をたくらむ

　　悪の秘密軍団ショッカーを相手にサイクロン号

　　は走る。ライダーキックー発！仮面ライダーは

　　戦う、人間の自由のために…………。

　　〈第1話〉怪奇ハエ男　　　く第4話〉海蛇男

　　〈第2話〉怪人カメストーン　〈第5話〉怪人ジャガーマン

　　〈第3話〉アマゾンのギリーラ

　東映8ミリカラー映画セット各巻とも￥4，900
　　　　　　　　　　　　　　　図ステレオソノシート
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戦記シリーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

製作／東宝株式会社　　　　　　i
太平洋戦史〈第1部＞　　　　　　　　　　　　　　i

●媒湾攻撃●連合艦隊の偉容●躰の南進●i
ミ。ドウェイ沖繊．ガダ，。カナ，。静轍・i

サイパンの攻防戦●他。　　　　　　　　　　　i

太平洋戦史〈第2部＞　　　　　　　　　　　　　　i

●出撃する零戦●東京を空襲するB－29●沖縄　　；

★フィルムタイプはスーパー・シンクル。　叉’　　　　　　i

●申込書の送り先＝

〒108東京都港区芝浦4－2－8

㈱大沢商会メールオーダー室

●電話によるお問合せは
田島亀ヤチダまでTELO3（455）0111

発売元笊№猿ｪ商会

■■■1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1
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「仮面ライダー」「太平洋戦史」特別申込書
私は、下記のように申込みます。但し、代金は「代金引換郵便」
にて現品が送りれてかり郵便局にて支払います。

おなまえ

昭和　　　年　　　月

印

日

年令　　才

■

ご住所T

TEL おしこと

二希望の個所にO印をおつけください。

票離ζニコ　　　ロ
〈第2話〉怪人カメストーン　　　ロ

〈第3話〉アマゾンのギリープ　　ロ
〈第4話〉海蛇男　　　　　　　　　　・［コ

〈第5話〉怪人ジヤガーマン　　・□

●戦記シリーズ
太平洋敬史〈第1部）　　　　　　・

太平洋戦史く第2部〉

　　　　　　　　　　　　・口
　　　　　　　　　　　・・ロ
テープタイプロオーブンリールロカセ・ト

合計　　　巻　　　金額￥
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①スタイリー
アメリカ生まれの美容器、全身運動に最適

特価23000円

②詰詰江㌫けで強．体・づ・・

　　特価34，000円

③チャームサイクル
　健康のリズムを整えるぺ

、

㌫惣麟腹筋、u、
　特価30，000円

⑪シルバー型

④H－2F型
　ポールチェンジ全自動、強弱切替付の高級品
　使用しない時はモミ玉が格納され応接椅子に早変り！

　　特価59，000円

轟…　　　恕芸一
鱗

鱒

いつまでも若く美しく健康でありたいと願う
のは、人類不変の真理です。その願いにお応
えする各種美容健康器具の一部を紹介してみ
ました。ニニに掲載以外にも約27社同0種類の
製品を取扱ってございますので、品名もしく
は、その特徴を書いて送って下されば、お届
けさせて頂きます。又、各資料等のご請求券
と同封の上下記宛迄、お問合せ下さい。

⑤M－88型
　ゆつたりとしたすわり心地

強弱二段切替付
　特価43，000円

⑬デラックス型
　43，000円
　タイマー付で豪
　華レザー張、手
D造りの一級品
（全国のゴルフ場

　に設置品です）

鷲翻

⑩P～7型　27，000円

　　　　　　　38，500円⑨ゴールド型
　美容のプランニングに便利なタイマ
　ー付
　他にスーパーゴールド型　56，800円
　強弱無段コントロール付の最高級品

　もございます。

ホーヨーベルト只今大好評の秘密
ソフトでリズミカルなその娠動刺激は新陣代謝を活

発にし、血行をよくするため体の各部分の余分な版
下脂肪を取リのぞき身体の均整をはかると同時に末

梢血管の働きを増進させます。この効果がはりのあ

る若々しいプロポーションを作り、美容・健康管理
に大きく貢献するのです。また心臓に負担のかける
事のないホーヨーベルトは足の衷から、首筋迄の巾

広いマッサージができます。全商品強弱3段切替、広
巾、細巾Wベルト付です。全国有名百貨店、ゴルフ

場にも展示中（類似品にご注意）又、会貝の方には
特別価格もございますので、下記の資料鯖求券に、

品番を書いてご送付下さい。

⑥KO－1型
　豪華なレザー、もみ具合のよさが評判

　　特価35、000円

⑦足首、土ふまずの

製

　　　（使用例）

　　　　　　　⑧肩コリ、背筋
疲労回復に　　の痛み取りに

瀞 大変好果的で
す。

お問合せ・お申込みは　　　　　　　〒451名古屋市西区菊ノ尾通2～28

㈱ホーヨー中部支社⑪052（565）1395（代表）

本 社東京都新宿区北新宿4～17～6
’静岡営業所　静岡市小黒3～92～1

福岡営業所　福岡市住吉5～7～17

智03（362）7701（大代表）

智0542（86）0437（代　表）

容092（41）2077（代　表）

　　　　　　　お買上げの商品のお届けは、アフターサービスの都合上、お近くの代理店・販売店よ（お願い）
りお届けさせて頂く場合もございます。尚、当社より送付させて頂いた、品代は、郵便振替か銀行振込と

なります。

資料請求券
THE－

1－■ON
lNJAPANESE
　　9月号



第2回アイバンク運動全国大会

10月28日、古く美しい町倉敷で

田中孝正

　昨年3月11日，沼津クラブ（E－2地

区）がホストクラブとして沼津市公会堂

で開いた第1回アイバンク運動全国大会

は，ライオン誌，各新聞などで大々的に

報道された。静岡県下を中心にその運動

の波紋は大きく広がり，献眼登録者が次

第にふえた。一方，沼津クラブの献身的

な努力で32人が光を取り戻すなど，人類

学の上に立ったアイバンク運動の鼓動は，

日を追って伝播していった。そしてつい

にW－2地区に点火し今秋10月，岡山県

倉敷市で第2回全国大会が開かれること

になった。

　沼津クラブのレポートによると，沼津

大会におけるディスカッションは，アイ

バンクの設立，登録者増加の方法，手術

の問題などアイバンク運動の進め方や一

般へのアプローチとアピール，各地の実

情報告などが中心となって熱心に討議さ

れ，意義深い大会となった。その席上，

岡山県下のアイバンク運動についても報

告がなされた。

　玉野渋川クラブのL高畑，金光クラブ

のL柴田らの報告されたところによると，

岡山県はアイバンク運動の先進県であり、

L三木行治知事（岡山クラブ）がなくな

られた際，その眼は，ふたりの女性に贈

られた。おそらく全国でのライオン角膜

提供者第1号であろう。また岡山大学名

誉教授だった故L畑文平医博（岡山烏城

クラブ）もご遺族の方が失明者に提供さ

れている。第3号は3年前になくなられ

た倉敷クラブの平田旭治元会長で，没後，

直ちに移植され，兵庫県下の青年によみ

がえった。

　このように岡山県ではアイバンク運動

が盛んで，ライオンズが中心となって献

眼を推進してきた。それは昭和36年7月

当時知事だった故L三木が，「耳には音

を、目には光を」のスローガンを掲げ，

知事（医者）みずから，献眼登録第1号

となって県民の前に範をたれ，強力な運

動を全県下に展開したからである。ヒュ

ーマニストとして名望の高かった同知事

のこのひと声は，社会の各方面から共感

を呼び，同年中に25のアイバンクが誕生

し，献眼登録者も700人にのぼるという

驚異的な数字を記録した。

　倉敷市に近い宗教の町，金光町の金光

クラブが全国のクラブのトップを切って

集団登録を行なったのもその年の9月で

ある。このことはライオンズがアイパン’

ク運動に乗り出したとして，大々的にP

Rされ，記憶に新しい。そしてその波紋

は次々と各地に及んで倉敷市内の各クラ

ブにも達し，昭和38年，当時の赤松会長

の手でついに全員登録を完遂することに

なった。次いで倉敷クラブがスポンサー

となった倉敷中央クラブも集団登録した。

また3年前，新しく発会した倉敷鶴形ク

ラブは，結成と同時に全メンバーに献眼

登録を呼びかけ，チャーターナイトの会

場で全員の登録を贈呈した。倉敷王子，

難崎の両クラブもチャーターナイトの席

上献眼登録をすませている。

　しかし，県衛生部の調べによると，こ

の10数年間で，登録者数は約700人増の

1，237人にすぎず，アイバンクの数もわ

ずか6つに減ってじり貧傾向をたどって

いる。また，一歩農山村部に足を踏み入

れると，迷信問題などもからんでか，な

かなか理解してもらえないのが実情のよ

うである。したがって岡山県下でも県北

は津山中央病院を除いては，アイバンク

は皆無の状況である。W複合地区では大

阪，京都，奈良，岡山，鳥取，長崎，福

岡および香川の8府県に設置されている

だけである。なかには，せっかくつくっ

たアイバンクが資金不足などから積極的

な活動がしにくいというパンクもあるよ

w←ぷ水｛』…

うで，西日本地区全体に活を入れる時期

にきていると関係者は語っている。

　このような実情に加え，ことしがちょ

うど「角膜移植による法律」制度10年に

も当たるため，ぜひ比較的熱度の高い岡

山県倉敷市から全国に呼びかけ，アイバ

ンクに対する関心を高め「盲人に愛の

手」を差し仲べようという声があがった。

この悲願は前地区ガバナーL平田陽一郎

の全面的なバックアップを受け，このた

び伊藤一郎ガパナーの手にバトンタッチ

されて，いよいよ日の目を見るに至った。

　大会は倉敷クラブがホスト，ゾーン内

の5ブラザークラブの協力で，10月28日

（土），新装になった2，000人収容の倉敷

市民会館で催される。すでに今春特別委

員会も発足し，周到な諸準備が進められ

ている。特別記念講演は慶応義塾大学眼

科教授，日本眼球銀行協会理事長の桑原

安治氏を講師として招脾することが決ま

っている。また全国各地から来会するメ

ンバーの質疑にお答えする講師には，地

元岡山大学の眼科教授，奥田観士博士

（岡山東クラブ），倉敷中央病院の眼科医

長，松山道郎博士らの権威者を予定して

いる。アイバンクの設立や眼球登録票の

贈呈など，運動を盛り上げるアクティビ

ティが企画されており，記録映画の上映

や盲人歌手の招聰も進められている。

　倉敷市は人口38万人で，大原美術館，

民芸館，考古館など文化施設が多く，い

わゆる「白壁の町」として，新幹線岡山

開通以来，観光客がとみにふえている。

（岡山から倉敷まで国鉄で16分）また鷲

羽山など瀬戸内海国立公園として有名で

あり，近くには水島工業地帯を有し，中

国地方の雄都として発展を遂げており全、

国各クラブからの多数の参加を望んでい

る。　　　　　　　　　　（岡山県・倉敷c）
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サングラス用レンズ

《色板眼鏡生地》

色別

ｧlli

　（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

■有害光線完全遮断

■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

22

章星念たクラ　のば等　るに子沖ト式
旗条式そラブこ言る弁記゜は弟縄ソ典両
が旗典うプかれ葉日務念　な’各ンはL掲’最でだらはが本官式　や他ク高米の
揚ラ大あけの’あかの典　か同ラ等軍帰
　　　　　　　　　　　　に胞ブ弁基国さイのるの参台つらこの
れオ感゜参加風たの祝感　 行多の務地ス
たン激そ加がのと参辞激　な数ラ官内ビ
こズはれの問たい加のは　　　　　　　　　　　　わをイをの1と旗’にたにめうにな’ @れ迎オはクチでと式もめあ日こ感かワ　　　　　　　　　　　　たえンじラに
あ並典までわ本と謝でト　　　　　　　　　　　　てて・めブよ
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ライオンズ・アジア大会には是非、お持ち下さい。

なぜ皆様がJCB国際カードをお持ちに

なるのでしょうか。

川：界120ヶllll（7）ホテル・レス1・ラン・航空

会社・レンタカー・㌧1」｛門店などでサインだ

けでご利用になれ、通貨交換のわずらわしさ

や、llB発前にlljをllJ，Ulする必要もなく、

ご利川代金の決済は、ご利川後約3ヶ月あ

とになり、ドル不安、通貨不安もないからです。

（アメリカン・エキスプレス・カード）
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パリーの加盟店にて
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　　　　　　　　　　（JCB）日本クレジットビューロー

本社〒101東京都千代田区神田駿河台1－6　　　　　　　TEL（03）294－4611（代）
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　　古都鎌倉のライオンズ

　　　　　　　　　　　　高野　清

　鎌倉クラブは、19661ド11月に結［友し、

1967f卜5月2111、　llf都錆〔f↑にふさわしく

建長ウ三境内の鎌倉バ1：：園講堂で、外交官と

して著名な沢田節蔵Lを初f（会長に迎え

てチャーターナイトを行なった。

　チャーターメンバー47名で発足し、本

年満5周年を経て、現在会貝数は58名で

あり、大学教授、有名な医師、古都の住

職など市内の有力者等々、多L済々であ
る、，

　結成記念アクティビティにおいて、当

時社会的な問題となった、占都の保存を

とらえて、『古都鎌倉の未来像』と題す

る懸賞論文を暮集し、特異なアクティビ

ティとして注目をあびた．また、地域社

会に直接結びついた数々のアクティビテ

ィにも心をくばり、たとえば、古都の埋

もれた史跡に道標を立て、あるいは寝た

きり老人のために寝具と絵画を贈り慰

め、あるいは精薄児童の施設である清和

学園の建設にあたって協力、結成以来・

貫したアクティビティを続けている　ま

たこの施設の建設にあたって、古切手の

収集を全国のクラブに呼びかけたことが

ある，これは大きな成果をあげることが

でき、わがクラブの自慢のひとつにもな

っている。

　資金獲得には、「青少年に愛と希望を」

等々、その年のスローガンをかかげて、

毎年チャリティ・パーティーを行ない、

その益金を計画的なアクティビティ資金

としている。このパーティーも近年では、

鎌倉市の・・種の名物となっているようで

ある。

　私たちは、小さくとも地域に密着した

アクティビティを続けながら、歴史と文

化の都鎌倉にふさわしい知的を求めなが

ら、ウィサーブにつとめている。歴史の

ある占都鎌倉をびひ1度はご訪問ドさい。

　　　　　　　　　　　　　　．鎌台c1

＜鶴岡八幡宮

▲松ケ岡文庫（東慶寺）

　日朗上人土牢（光則寺）
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いまお住まいの家をそのままに

　　　　　　　　　　セントラルヒ　ティング
いま住んでいる家に　そっくりC／H

の快適さがプラスできたら…．こんな

夢が実現します．新しい温風暖房機
　　ミクス
三菱MICSクリーンヒーター．一台一

セントラルヒーティング

台がC／Hとまったく同じ働き．いわば
　　　　セントラルヒーティング

ふやしていけるC／Hです．この冬早速

まず一部屋にいかがでしょう．

●据付けは壁に排気穴を開けるだけ

●木造・鉄筋　どちらにも設置可能

●排気ガスは強制屋外排気方式です

●やわらかな暖かさ　加湿機構つき

●VGB－40Fなら一台で二部屋暖房

●自動温度調節器（ルームサーモ）

　で常にお望みの室温が保てます

新しいガス燃焼方式MICS

●維持費は　いままで

　のガスストープなみ

●ガス器具として最高

　級の安全機構を装備

●薄形で場所をとりません

VGB－30F〈吸排気式）〈6－10畳用）

騨｛酪88．OOO円（鮒費別・

VR－30E〈排気式〉（6～10畳用）

榊価格49，000円（取｛恨別｝

VRB－30E〈吸排気式〉（6～14畳用｝

標劇酪51．800円〔取1†費別・

㌔ぷ，

繧㌔

新しいガス燃焼方式から生まれた

一一一お問い合わせは…〒100東京都千代田区丸の内2・2・3

菱㎜ヨワ■’7ヒ■」7■
　　　　　　　　　　　　　1菱電機1株）本杜・住宅機器宮業部218・3146・ll｝鎮旙「裳部218－2955

新しい温風暖房機

入慧鑓稲
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　メキシコ・シティの市内に、「3つの文化」広場と呼ばれる

一角がある。先住民族アズテック人のピラミッド、征服者スペ

イン人のサンチァゴ教会と聖十字架修道院、そしていまの外務

省の近代的ピルが、そこに奇妙な調和をもって立ち並んでいる。

　6月28日朝10時、有名なコロンブス像前の広場でとつぜん上

がるブラスバンドの音、第55回ライオンズ世界大会幕開けのパ
レードの始まりである。数奇の歴史の町の大通りを、各国のラ

イオンズが色彩豊かな装いで行進した。20世紀の征服者ライオ

ンズの手には平和の旗印しあるのみ。

　日本ライオンズの参加者は15名のガバナー・エレクトをはじめ

153名、小国博之国際理事の当選、ゴールデン・ペン賞を受賞

したE6地区、加藤匡夫駐墨大使の講演など、数々の話題をの
こした大会であった。吉永通雄、榎智光、清水三郎、神戸利夫

各Lと竹内修一氏から写真を提供して頂きました。（左は喜びのプ

リードリークス新国際会長夫妻）
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＊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

7幸∫1徽車
東京郁千代田区九段北1－3－1けし段下電停前）
TEL　（262）　0　1　0　1　　（代｝　　（261）　2　6　5　1
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加藤駐墨大使の講演

アルバレツ・メキシコ大統領（左から3人目）と国際役員

メキシコ世界大会に

参加して
　　　　　　　　　　富井基博

　メキシコの世界大会に出席して、パレ

ードが…番楽しかった、というより、パ

レードを大いに楽しんだといった方がい

いだろう。開会式の華である各国国旗入

場式も、日の丸が入場する前に時間の都

合で全貝会場から帰路につかねばならな

かったり、閉会式の日本選出の小国国際

理事決定を拍手で祝うはずのものが、飛

行機の出発時間の都合でその寸前に席を

立たねばならず、日本から参加したライ

オンズにとっては、パレードこそ世界大

会に参加したという実感を与えてくれた

唯一一’のものであっただろう。



　それにしても、時間に対するきびしさをいやというほど味あ

わされているわれわれに、この大会の何という時間の無視、私

はこれを責めてよいのか感心してよいのか、いまだに迷ってい

る。というのは開催地がのんびりムードのメキシコだからでも

あるまいが、予定の時間がきても一向に始まらないことに、会

場を埋めた会貝（ほとんどアメリカ人）からだれ…’入非難する

声もなければ、開会を急がす声もあがらないからだ。これが寛

容の精神なのだろうか。それとも、じっと待つことこそエチケ

ットなのか、アメリカ人のおおらかな性格を改めて見直した。

これが日本におけるライオンズクラブの催しだったら、どうだ

ろうか。

　むずかしいことはさておき、陣笠をかぷり陣羽織を羽織って

行進するわれわれを、沿道のメキシコ人の大人から子供まで、

男も女も親愛のまなざしで叫ぶことば“ビヤ　ハポネ（日本万

歳）！”の声と、それらの人々と交した握手の掌の暖さを、私

はいつまでも忘れることはないだろう。　（W5地区会計・京都

洛陽C）
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地区・ クラブ役員勢ぞろいぱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1α

　E1地区では7月18日、地区内各クラブ合
同ミーティングを帝国ホテルで開催、新任の

キャビネット役員はじめ140クラブの会長、
幹事、会計が一堂に会して、昼食をはさみ前後

2時間の有意義な時を過ごした。例年は3役　　。

スクールと称して、汗をかきかき数時間の講

義が行なわれていた。メキシコの世界大会か

・ら帰国早々の吉永通雄ガバナーが、とくに3

大指針として、ライオニズムの高揚、価値あ

るアクティビティ、単一クラブの充実をあげ

キャビネット役貝はじめ各クラブの役貝の一

人一人が、「この1年が人生の1年」と考え
協力されたいと挨拶、つづいて迫水久常前国

際理事から、小国博之国際理事の当選はじめ

世界大会および国際協会、理事会の動きを簡

単に報告、とくに日本ライオンズの声価が国

際ライオンズのなかでいよいよ高まっている

ことを強調された。
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だれにでも簡単にあつかえるアカイのVTR

■ 綴・、
’ぷ

　”．・1

　　　、タ

ζ＝　、

綱

■アカイのポータブルVTRの特
　長は多様性にあります。　ビジネ

　スはもちろん、レジャー、スポ

　ーツ等用途は無限です。しかも、

　だれにでも簡単に、録音、録画

　再生ができます。

■TV番級の録画も楽しめ、　VT

　Rの録画を家庭の大型TVにも
　再現できます．

AKAI　ポータブルビデオ　llO　DX－￥345，000

　　　　　　　　　1｜0スーパーDX￥393，000
●AKAI　SSローン、頭金なしの分割払い…AKA｜クレジットをご利用ください。

ワンタッチで音を銅
~ぼ超小型・長時間録音の

　　　　　科学秘書

　　テープレコーダー

　　　小型テープレコーダーで

　　　確実なクイックビジネスに！
メモをとるかわり 負T驚ξ鞭。

社rオーストリア）

メモコードK70
情報の収集と伝達を

　　スムースに！

音を録る，確認する

思考する，伝達する

　リポートを作る

国産小型テープレコーダーの

約％の軽さとサイズが、背

広の内ポケットに入って、

　　　　機動力を発揮。

MEMOCORD’K70
・大きさ14．5×7．7×2．8㎝・　・承さ330g

・電源　単3電池3本

■デラックス　　■スタンダード
￥78，500　　　　　　　　　￥65，000

2時間鋒音（往復）1時間半録音（往復）

　②機桶ともテープ、電池、特殊マイク付）

サンキ通信機株式
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）

赤井電機／赤井商事

代理店

　　　　会社黍醜鐵誘器欝9議苗畠

VTR’メモコード・クーポン　（L－g）

①購人申し込み＿台　②カタログを送って欲しい
③7E、活」皇采各力守汰しい

　　氏名

　　f主所

x電話

職業

〒番号
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★ブラウン管のない魔法のテレビ

NV－2125　　￥368，000

地球に青空をとりもどすように

人の心に愛の絆をよみがえらせたい

おかねでは、はかりきれない生甲斐の尊重が

ビデオカセットの願いです。

日々の生活から、人生のイベンドまで

ビデオカセットをもつ喜び、使う楽しみ

みなぎる充実感；そ、新しい価値。

豊かな精神への旅だちがはじまります。

20世紀最大のピック商品へ

………
ｳあ、一番乗りをめざしてください。

／＜編蟻謙繊繰，
　　熟　～攣

　　　　　　　　　鰯・望，

＼

・　’、．　パ5・

いt・
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お願い

　アクティビティの写真を編集部までお

送りください。ひと目でアクティビティ

の内容がわかるようなものを希望いたし

ます。記念写真や贈呈風景のようなあり

きたりなものはなるべく避けてください。

白黒写真（カラーは印刷上不適当）で、

大きさはキャビネぐらい、写真の裏また

は別紙に、必ずクラブ名とそのアクティ

ビティの簡単な説明（200字程度）を添

付してお送りください。

無医村地区で無料診療を行なった。総合病院

なみの医療奉仕団に、住民は皆大喜び、次々

と診察を受けていた。　　（岩手県・久慈C），

思子｛”導べr

デ雑．w

弘

知意遅れの子供たち110人を潮干狩に招待し

た。子供たちは、夢申になってアサリやハマ

グリをとっていた。　（兵庫県・神戸湊川C）

）

さ・

籔1一

’tμ　’　・

，，』　三

、「ライオンズの森」建設の3力年計画を持っ

ているが、二のたび会員総出で作業を行ない、

第1期工事を終わった。　（千葉県・君津C）

5周年記念アクティビティとして、老人ホー

ムのお年寄りたち60余名を漫才に招待した。．

皆笑いころげていた。　　（兵庫県・南淡C）

1
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’渡、，1義1瀕鴻2碩ざ市内9校の祷殊学級児童83名量織’ぼ嶋

蹴ぽ禰擁織畦、交歓軽会戦行な懸鱗
㌻・磯麟紺酔髄L為1殊婦佐鱗ぷ

　㍗　》　　　　　・　　　　、

㌧

10周年記念事業として、現在造成申の∩町¢～　、

木の森」に植樹を行なった。会員たちも何や

ら楽しそうであった。　（神奈川県・箱根C）

・ドラ劫蹄戟ぽご孤縫つ燃畦議癖・
、内の公園14カ所に設置畷』。．殴置作業ぱ議嚥，硬蕊1蒲

め鷺よって酷った6仙疎・繰桜G携懸

抄磯 @　灘鍵難饗灘講

寅口、

懸竃 蹄篶

水難防止の立て札1噺つ砿軸礪険后・編‖

咽所に立てた・水の瓶い季節だが・危険なぼ廷’織
所でぱ遊ぱないでほしい。湘岡県・大川c）に』；3

2

、

神社の境内の除草清掃を行なった。あわせて　，

清掲用具（一輪車、かま、ほうき、くまで等）　　　、

を寄贈した。　　　　　　《富山県・黒部C》

、

／

ワ・

矧

市内の寝たきり老人52人を慰問して、衷＃距、

をプレゼントした。昨年1明にもぺま鱗熟奪‖

輪継れている・ Q懸勲゜騰
　　　　　　　　　　　欝灘難馨慧i難



フロリダに土地投資をお考えですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■速に発展するマルコ・アイランドの住宅地

デルトナは最高のサ」ビスをお約束します。

7つの巨大なニュータウンー定評ある
信頼性　　そして輝かしい過去の実績
インフレに対抗する絶対確実な手段というものはありませ

ん。しかし、よい土地に投資するのがいちばんとは権
威筋の意見です。

先見の明ある投資家の間で、いま急速に発展している

フロリダに土地投資が盛んなのも道理です。あなたも

きっと同じことをお考えと思いますが、問題はどうし

て実行するかということです。

マックル兄弟経営のデルトナ社のニュータウンは、こ

れまで何万という方々にご満足いただいております。

どんな条件であれ、ご注文にぴったりのフロリダの物件

をお目にかけることができます。一種類か二種類の限られ

た物件しか持ち合わせない会社が多いなかで、当社は

全フロリダ州の七ヵ所にニュータウンを建設し、非常な

ご好評をいただいております。

潴灘
　　，，伺

：ピ

　　づ　ほノ

品⇒w鯵
x

ご』亀，止・

デルトナ社の経営者のマックル

兄弟はフロリダで知らないもの

がないほど有名です。マックル

兄弟は三代にわたってフロリダ

の建設業界に貢献した名門です。

当社の社名にちなんでデルトナと名づけられたニュー

タウンは、1962年に完成した人口8，000人の町ですが、

すでに97％まで売れています。美しい海辺の宅地、マルコ

・アイランドの地価はすでに1965年当時の二倍に上って

います。スプリング・ヒル、シトラス、スプリング、

セントオーガスチン・ショアも非常に好評です。いちばん

新しいサニー・ヒルズの場合は、最初の4日間で100万

ドルの宅地が売約ずみになりました。今年3月より、

また新しいパインリッジの宅地もオープンしました。これら

はいずれも完壁な都市計画にもとついて建設されたニュ

ータウンで、全部マックル兄弟の創意にもとついて設計

されました。どんな場所でも、どんな価格でも、どんな
種類でも、どうぞご遠慮なくご注文ください。’ fルトナ社

はきっとご注文通りの物件を開発じ（います。フロリダ

の一等地に投資して、あなたのすばらしい未来を築くため、

下記のクーポンをすぐ切り抜いてお送りください。

「⇔’‥’一゜”一一’’’’”一’一’守”一一’’’’’’’’’’’’’”°”一’’’”°’’”…’一”°一’”亀一一’一“°’°’”一’’’’”°’”一一’”・一一一…　一・一・…　一

コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

1　　　●申し込み書送り先　東京都中央区京橋郵便局私書箱目3　　　　　　　　　　1
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

1　　　　　　　　　　　　　申　　込　　書　　　　　　　　　　　　　　i
i将来のために不嚇投資したいと思いますが、デルトナ社のフ。リダの物件に関する詳細・…
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

i　　な資料をお送りください。ただし、買うかどうかはお約束できません。　　　　　　　　　　i
i　　私の希望する物件は下記のものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

i口投資用口家屋口宅地口営業用地i　　Mr．
　　Mrs．（お　名　前）
　　Miss．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL

住　　所
Address．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フロリダ州政府許可番号　AD4272（Kパ8）
・’参・一・一一一・・●一一一一．・・一・一一・一一一一一一●一．一・．一．一一一一一一一一一．．・⇒一一一■一一．．一… @　一・一一一・一一一一．一・一・一一一．・・．・●一・・一一…　　．．ロー・・．．・・一一．一一．一一」
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赤い裸婦（Red　Nude）　1950年制作
「



裸婦（Nude）1966年制作
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K氏の死

高　橋　昭　三

　かねてより私どものクラブに推薦しよ

うとひそかに考えていたK氏は，やがて

春も間近の3月に，51歳の若さでなくな

った。

　K氏はある会社の若手重役で，精力的

な仕事ぶりで人望厚く，将来を嘱望され

ていた有能な経営者であったが，胃ガン

におかされ，手術のかいなく惜しまれつ

つ世を去った。

　彼とは縁あって10年来の親交をいただ

き，特に健康をそこねてからは，私を主

治医として選び，すべてをゆだねてくだ

さった。私は職業柄しばしば死の場合に

立ち会うけれど，彼の死ほど私の心を打

ち，多くの感銘を与えられたことはなか

った。

　彼は2年ほど前に胃ガンの手術を受け

たが，予想に反して手おくれであったた

め，応急手術で終わった。3カ月ほどで

一応職場へ戻ったが．ひょっとしたこと

でこれらの事情を彼はすべて知ってしま

った。そのようなあるとき，病気のこと

で彼からいろいろと相談を受けたことが

ある。胃ガンはどうしようもないけれど，

仕事だけは一人前の健康な人と全く同じ

ように続けるつもりであること，周囲か

ら決して慰めや手かげんをしてほしくな

いこと，決して弱音をはかないことなど

の心のうちを打ち明けられたとき、私に

は返す言葉の一片も頭に浮かばなかった。

彼の部下の人々へのあたたかい思いやり

も，誠実な言葉と態度も，豊かな教養と

品位も、さらに仕事にかける情熱も，こ

の異常な状況のなかで，いささかも変わ

りなかった。しかし彼のすべてを知る私

にとっては，彼の一日一日が苦しい死と

生の長い戦いの日に思われた。

　この正月過ぎ，突然病状が悪化してか

らも，周囲の者に対する態度はそれまで

とほとんど変わらず，私や看護婦，看病

の家族，親戚の人々に対する純粋なねぎ

らいや感謝の言葉が多く，笑いを忘れな

いユーモアもあり，ときには死に直面す

る病人であることを忘れさせるような落

ちつきがあった。死が近づくほどに，人

々に生きる者のよろこびを教え，力を与

え，人々の心にほのぼのとした愛を感じ

させずにはおかなかった。

　臨終が近づき，私は彼の脈をとり，呼

吸を見守りながら，心のなかで「彼こそ

ライオンと呼ばるる人」の詩の言葉を何

度も読み返した。彼は私どもと同じライ

オンではなかったが，彼の生きた日々に

私は，ライオンとしての生き方を教えら

れ，彼の臨終のときに，私はひとりのり

っぱなライオンを失ったさびしさを，し

みじみ感じた。　（北海道・小樽グリーンC）

　　　　　　　ほほえみつわかれむ

村　井　一　郎

　ライオンズクラブの会合が終わったと

きに歌う「また会う日まで　Till　we

meet　again」，この歌は平易であるが，

なかなか楽しい歌である。

　ところがどうしたことか，ライオンズ

必携（第11版）78ページにおいても「ほ

ほえみつつわかれむ……」となっており，

いろんなクラブのチャーターナイト，何

周年記念といった式典場などにはり出さ

れている「また会う日まで」の歌詞も，

その多くが「ほほえみつつ」となってい

る。

　　　　　　　　　　　　　　　
　私には以前からこのつつが目ざわりで

しかたがなかった。これはだれかが，ど

こかで間違えたにちがいないのだが，早

急に訂正しないとスローガンのIntellig・

ence（知性）が泣くというものである。

　私が入会のときにもらった「日本ライ

オンズの歌」という本には，「ほほえみ

つわかれむ……」とはっきり書かれてい

るので参考にしていただきたい。

　　　　　　　　　　（山口県・岩国錦C）

ひとりのライオンとして

坂　倉　元　生

　激変する世界の諸情勢の中で，円切り

上げ、景気振興などの多くの課題を残し

た咋年，9万人に近い日本ライオンズク

ラブに，皆さまの歓迎を受け入会させて

いただいた。

　ことしは沖縄復帰，不況克服の力強い

動きが期待され，高度福祉社会の実現の

年である。国民の租税負担感が非常に大

きいといわれているが，私の職は税理士

であり国民所得に対する租税負担率を調

べてみると，経済規模がこれだけ拡大し

ているにもかかわらず，国税，地方税を

合わせて18．8％と最近数力年同水準とな

っている。アメリカの29％，イギリスの

39％，ドイツの30％，フランスの27％に

比べ決して高くない現況にある。

　近代化の促進，完全雇用と所得水準の

向上などの目標を達成した日本経済は，

高輸出，高設備投資型の経済成長から，

高度福祉と新たな内外均衡達成のための

対策を樹立し，真の繁栄のとびらを開い

ていかなければならない。それは，これ

までの成長の成果を生かしていく道に通

じるものといえよう。すでに日本はアジ

アの一国でなく，世界のビッグボーイで

ある。

　人つくりといえば，世上，それは教育

であるという。教育は学問に属するもの

であり，学問といわれるものには，いま
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世は科学万能ともいうべきであるが、科

学でないものも含むのである。

　稲はみずから成長して米をみのらせる

が，お百姓さんはその自己（稲）成長の

条件をつくり，肥料を与え，育てるので

ある。そしてこのことを米つくりという。

人つくりも同様である。社内教育の教育

担当者も農夫の心理と論理をもって教育

にあたるべきである。経営についての人

つくりの学がマネージメントそのものと

考えられ，われわれの多数は経営者であ

り，産業界という場にいるもので，学者

は大学という象牙の塔にいるものである。

それがどこにいるかという場によって人

つくりの本質は変わらない。自動車つく

りのごとき科学的分野は，経験が重要で

あり，知だけでなく実際の経験も，実に

学問である。

　草木でさえ，成長をいとなむ。人間も

このような原理を指針としつつ，実践を、

目的や動機にかなう，意味と価値あるも

のたらしめることのできるように，実践

主体の実践力を形成するのが人つくりで

ある。それは，地域社会へ奉仕するライ

オンの使命ではなかろうか。

　われわれ経営者は経営者能力の開発と

みずからが経営者であるとともに，すで

に人間であることからくる公共的，人間

性の立場を十分究明するとともに，公共

的・対境的な学び方を将来迫られるであ

ろう。

　私はライオンズの一員としてまず小さ

い地域祉会の奉仕者たらんと献身し，信

頼を得べく心がけている。

　　　　　　　　　　（三重県・四日市C）

レオの認識について

金崎郡平
　近時における青少年の非行の数々，暴

力ざた、各種犯罪などを思うとき，社会

奉仕を目的とし「青少年に愛と希望を」

「明るい社会を」と幾度かそのスローガ

ンをあげてきたわれわれライオンズクラ

ブが，レオクラブの組織をもちながらそ
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獅　子　吼

のエクステンションもすることもなく，

かけ声だけで何らなすべきこともなかっ

た過去を反省しなければならない。われ

われは，かつて，数々のアクテイビテイ

が何百万，何千万円，いま日本における

その累計が百億円に達する金額の奉仕を

してきた。中には不滅の金宇塔をうち建

てたりっぱなものも数あるが，これはと

思われるようなものも少なくない。これ

らにまさるとも劣らない未来への投資，

それは青少年の育成であると声を大にし

ていいたい。

　われわれにできなかった夢を次の世代

に果たさせるべき努力を，ひいては青少

年を通じて「明るい社会の建設を，」こ

れこそレオ組織の目的であり，ライオン

ズの誇りでなければならない。

　われわれは，お互いにあの苛酷きわま

りない戦争の前後を通じて，何十年にわ

たる辛酸とあらゆる生存競争に耐え得た

経験をもとに，一業を代表するはえある

メンバーとして選ばれた誇りある集団で

ある。その二世であるいまの青少年たち

が，いまや腐敗した政治のもとですさん

だ教育を混乱した社会の中に坤吟しつつ

ある現状（ある意味では言葉に陶酔して

いるといえるかもしれない）の中に，極

端な例として，赤軍派事件もあげること

ができよう。

　青少年の育成，それは何よりも大きな

問題であるとともに，これを通じて，明

るい社会建設への踏み台であり，社会道

徳高揚への礎石であるといえる。

　クラプエクステンション，会員の増強

は，もちろん必要であるが，最近のアメ

リカにおけるライオンズクラブの過疎異

変は，やがてわが302地区においても問

題となるであろう。人口比率から考えて，

はるかによい膨張を示している日本ライ

オンズは，人ロ1億（婦女，子供を含ん

で）に対して9万人余りのメンバーで構

成されている。これは，成人男子250人

に対してひとりの割合である。

　過去20年間に偉大な進歩を遂げたライ

オンズで，いま，質か量かの問題が討議

されている状態を思い，考えをめぐらす

とき，ゆく末は未来のライオン育成とそ

の獲得に向かっていくことが最も望まし

いと思われる。

　以上述べたことが，内面的な反省とそ

の充実をはかるわが健全なクラブの発展

につながる要点であると，私は愚考する

のである。レオは，すなわちクラブの延

長であることを重ねて強調したい。

　　　（前E5地区レオ委員長・横浜神奈川C）

一地方クラブの紹介

奥　山　春蔵

　八雲クラブは北海道の南部，渡島半島

のうち，渡島支庁管内の山越郡に属し，

内浦湾に面した，一部丘陵，おおむね平

担地で，主体産業は，70％が酪農である。

人口2万2千人の中くらいの落ちついた

町である。優雅な八雲という町名は，古・
　　　　　すさのおのみニと
事記所載の素菱鳴尊の歌とされている。

「八雲立つ出雲八重垣つまごみに八重垣

こんな便利なものが出来ました。

“無線fンターホン”用途は無限です。

正価：1セツト（2ケ）

￥9，800を

特価　￥8，500

書留送料
都内一当社負担（

その他一￥500

品物は、現金または小切手到着後急送します。

☆めんどうな配線は全く必要ない、したがって移動が自由

鴻ポーターブル

マルチテレホンレシー一バ・一”
§　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　競

‖

イ

●

、

☆電気代一ヶ月わずかタバコニ本分、経済的である§

☆自動雑音静圧回路がついているので静かな使用感

　　　　　　　　　　用　　　　途
O配線が全く必要ありませんので、ど二えでも移動して使用出来

　ます。大きな家で、部屋が五ッも六ッもある所ではインターホン

　の数をふやす事も出来ます。この場合“ナイショ〃の話しは、出

　来ませんが、どこの部屋でも通話出来て便利です。

OLOCKボタンを押して置暮ますと、例えば病院の病室とか、
　お店ですと店さきに置きますと、その場の状態が手に取るように

　良く分ります。また夜玄関、あるいは物置き、倉庫などに置
　きますと、盗難予防器ともなります。そしてまた、大きな会社

　では、会■室とか、応接室などに置きますと部下の様子が良く
　わかりC事故を未前に防止出来ます。用途は、お客様が作り出し

　て便利にお使い下さい。

好評品につき、全国に販売拡張したく、特約
販売店を募集します。詳細は右記へ。
（栃木、茨城、群馬の3県を除く。）

‖　　　　　／
…　」01NT　HE▲RING
　　大ぜい一緒に

8

δ　　・

ま　　　　　　　l

　SO　NOIZY　1
　騒音のひどい所で

　OVER・SEA　CALL
　　　国際電話に

灘

正価：￥1．500を特価：￥1，300

　　　　　　　書留送料￥150
品物は、現金または小切手到着後急送します。

本社株式会社
東京都豊島区高田1－40－10

●1個の電話器で二人で聞いたり話し
　たり出来ます。

●重い受話器を持たずに仕事を続けな
　がら電話が出来ます。
●騒音の烈しい場所、人混み、駅構内の
　公衆電話での使用にとても便利です。

●仕事を続けられるので待つ間の無駄、

　な時間やイライラが解消します。

●電話が遠い場合にもVOLUMEを上
　げて適当に調節して通話が出来ます。

●小型で軽量なのでハンドバック、ポ
　ケットの中に楽に入れて携帯出来ます。

●ゴルフ・ボーリング等の賞品、記念
　品として最適です。

エースインターナショナル
　　　　〒171　TelO3（984）7411
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獅　子　吼
○

嚢難灘響驚響鍵藝詫繋1…欝i黙難黙難…1

・つくるその八重垣を」からとり，徳川慶

勝卿が明治14年に選定されたものである。

　現在クラブメンバーは37名で，よくま

　とまっており交換学生の受け入れ，そし

て大小さまざまのアクティビティを行な

い，活気に満ちたクラブである。

　　この八雲クラブが地元国立療養所収容

の筋ジストロフィー患児に対し，励まし

　と，喜びを与えるため，毎年続けて，こ

としで7回目の招待遠足を6月18日に行

なった。

　今年度は珍しくも，自衛隊の積極的な

好意により乗艦周遊の幸運に恵まれたの

である。患児は，ひとりずつ病院職員，

自衛隊，八雲クラブメンパーに，抱きか

かえられ，背負われて，艦に乗せ，ある

いは車に運ばれた。

　当日は午前3時頃，雷雨が激しくなっ

てきたので，患児たちは不安なここちで

夜明けを迎えたが，関係者一同の善意が

天に通じたものか，10時ごろから晴れ上

がり，港外周遊時には微風，晴天，絶好

の気象となり，山頂の眺望も実に美しく，

患児たちの喜ぶ姿を見て，一同は胸をな

でおろし，わがことのように喜んだ次第

である。

　筋ジストロフィーという，不治の病気

は，おおむね小学校1年生ごろから発病

し，成人になるころまでにほとんど他界

の宿命を持っているようである。

　一緒に病院生活をしている友人たちが，

ポツリポツリなくなってゆく状況を知っ

ている忠児たちは，必然的に虚無的にな

らざるを得ない。

　おとなたちの好意と善意がよく理解で

きるようになり，八雲クラブが毎年行な

う行事が，明るく，楽しく生きる意欲を

ふり起こさせるうえで，はかりしれない

効果があると病院長及び職員たちは言っ

ている。北海道において，唯一のこの施

設を持つ八雲クラブはこの患児にとって

は神であり，また同時に奉仕の宿命にあ

るわけである。

　乗艦前に岸壁では交歓儀礼が行なわれ，

八雲クラブ，函館側クラブ代表，病院長，

親代表から自衛艦司令官及び各艇長に対

し謝辞があり，患児代表から各艇長に対

し，花束贈呈，各艇長からは患児に対し

日本人形が贈られ，さらに，陸上自衛隊

からは，隊員の拠金をまとめての贈呈が

あり，感激のひとこまが展開された。

　宿命を背負った，全国の患児たちに対

し，すみやかに根本的治療法が開発され

んことを切に祈り，紹介を終わりたい。

　　　　　　　　　　（北海道・函館北斗C）

欝

・麗

おふたりの門出に

ふさわしい

新しいホテル

ン励　　　　　　鯨・九段
：グラ已〃c”ノαちZ

Oご婚礼パンフレットをお送りいたします。

〒102東京都千代田区飯田橋1－1－1宕（03）264－1111

大阪案内所麿（06）345－1783名古屋案内所呑（052）541－1915
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　近ごろ，ライオネス（ライオンズ・レディー）のアクティビティへの参加協

力が目立っている。会員夫人の協力があってはじめて，アクティビティが成功．

するといっても過言ではない。ライオンズにとって夫人の協力は無視できない

のである。それは，夫人同士の親睦が盛んなクラブほど，クラブ運営がスムー

ズに行なわれているのをみても，うなずける。奉仕活動はライオンズの専売特

許ではない。まず家庭に，そして地域社会に奉仕の輪を広げようではないか。

　このページは，会員夫人の活動にスポットをあて，会員家族の奉仕精神を育

てていきたいと思います。貴クラブのライオネスの活動ぶりをご報告ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一編集部

「ライオネスの会」始末記

一戦後強くなったものにくつ下と女……というが一

福木　　通

　7周年から8周年にわたり，クラブ内

に沈滞ムー．ドが漂ってきた。

　ある理事会の議題に起死回生の妙策は

ないものかと討議されたとき，その幾つ

かの提案の中に「ライオネスの会」の設

立があげられた。その理由を要約すると，

地方都市のメンバーがライオンズアワー

を捻出するにはライオネスの協力と理解

がなければできないこと，多忙のため例

会日を忘却するライオンもあるようなの

で，この注意喚起にはライオネスが最適

である。年2回の家族パーティー（6月

23日のチャーターナイト記念，12月のク

リスマス）が充実し，ライオネス相互の

親睦をさらに深めるために，ぜひ設立し

たいというのである。

　昭和44年9月18日，当時のクラブ役員

によって「ライオネスのタベ」が市民会

館中会議室で行なわれた。おりあしく商

店会婦人部の旅行会とカチ合いながらも

30余名の出席を得た。

　席上，ライオネスの会をつくること，

会の今後のあり方について話し合いがな

され，満場一致で「設立」と決定された。

　なおこの機会にクラブに何か意見をと

求めたところ，非常に積極的発言があり，

役員諸氏が答弁に汗だくのていであった。

そんな意気込みもあってか，以後の家族

パーティーは材料を持ち寄り，手づくり

のオードブルを作ったり余興もライオネ

ス，子弟の特別出演が多く，近来にない

充実したパーティーで好評であった。そ

していつしかクリスマス家族パーティー

はライオネスの手で，チャーターナイト

はライオンの手でと分担されてきた。と

ころが最近，何もかも，うまいことばか

りはないと痛感した……。それはあまり

ハッスルしたライオネスが次回の地区年

次大会に大挙して出席しようと相談して

いるとの情報があった。まことにけっこ

うなことなのであるが，ライオンにとっ

て5月の年次大会は季節もよし，ヘソク

リを懐中に公認の慰安旅行とシャレ込ん

でいる不逞の会員？　を震憾させたこと

はいうまでもない。さらに，松井前会長

が「網走ライオンズクラブの興亡はかか

ってライオネスの双肩にあり」とかなん

とかブッたからたまらない。何かにつけ

て急速にクラブの情報が明るくなったネ

ス軍，ライオンズ用務を利用してレジャ

ー活動に奮闘？するオンミツ会員もたち

まち露見に及ぶというありさま，．全くう

れしいやらおそろしいやら複雑な気持ち

なのである。昨年度からさらにライオン

との交流を深めるため10月8日の国際ラ

イオンズ・デーのパーティーに合流した

いとの申し入れがあり不承不承認めるな

ど，着々と侵略の度が深まり，会員の中

から「われわれのみの楽しみがなくな

る」との声も出てくるほど。今後ライオ

ネスの計画に①会費徴収，②慶弔規定の

制定，③ライオネス独自のアクティビテ

ィ，④出席率向上のための協力態勢，⑤

趣味の会（華道，茶道，民謡，旅行，ボ

ーリングetc）があげられ，逐次取り入

れていくことが申し合わされた。

　ライオネスが健全に？発展されること

を，筆者は不本意ながら祈らずにはいら

れない。　　　　　　　（北海道・網走C）
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統一アクティビティの再考を

　国際会則第12条4項は次のように規定

している。

「クラブあるいは会員は他クラブの所在

地において，そのクラブの承認なしに資
金，’

ｨ晶または商業的価値あるものを求

めてはならない。

　いかなる目的のためであっても他クラ

ブあるいは他クラブ会員からそれらのも

のを求めてはならない。

　ただし，大きな惨禍または災害が生じ

た場合には；地区のキャビネットあるい

は複合地区の協議会はそれぞれ準地区あ

るいは複合地区においてクラブが他クラ

ブに援助することを許すことができる。

　クラブ間あるいは地区間であらかじめ

決定された共同事業のための援助要請を

禁止するものではない」

　第2二段で明らかなように，クラブある

いはクラブ員は，他からの資金等の支出

要請から守られている。さらに第3段で

明らかなように，キャビネットあるいは

協議会といえども，大きな惨禍または災

害の場合以外においては，クラブが他ク

ラブに資金等の援助要請することを許可

してはならないことになっている。

　近ごろ，あちらこちらで大きな惨禍ま

たは災害以外の場合で地区統一アクティ

ビティが提案されているが，会則の面か

らも一考を要することであると思う。な

ぜならば，キャビネットまたは協議会を

経由して地区年次大会に統一アクティビ

田　村　呈　次

ティの提案がなされるに際しては，提案

される以前に「あらかじめクラブ間ある

いは地区間で共同事業としての決定」が

なされていな｝Σれば，第12条4項に違反

するおそれがあるからである。年次大会

に提案され，可決されたとするならば，

その提案の趣旨のみが可決されたという

ことでなく，それがたあに必要な資金を

も含めて可決されたと理解すべきものと

思う。

　キャビネットまたは協議会は，大きな

惨禍または災害以外の場合において，単

位クラブに対する資金等の支出要請に加

担したことになる。ということは，国際

会則第7条5項およびE，W複合地区会

則第19条9項，第6条8項に反すること

にもなる。

　単位クラブは国際協会という大きな奉

仕団体の一員であるから，団体としての

規律維持のために，その会則を正しく忠

実に守らなければならないと同時に，そ

の会則によって手厚く守られているもの

である。「あらかじめ……」なくして年

次大会に提案され（このこと自体，会則

に反すると思う），過半数をもって決議

された統一アクティビティであっても，

それが自己のクラブにとって不本意な資

金等の支出要請である場合に限っては，

たとえそのクラブが少数意見で反対した

としても，連帯意識に欠けるものである

と非難することは，第12条4項を正しく

理解しているとはいえない。

　また，一部会員によれば，年次大会で

決議された統一アクティビティであって

も，それに参加する，しないは単位クラ

ブの自発的意志にまかされているのであ

って，強制的なものではないから，年次

大会に提案すること自体はさしつかえな

い，という説をなすものがあるが，こっ

けいな話である。「あらかじめ……」が

なされているならば，反対されることは

ないはずである。反対クラブがあること

は，「あらかじめ……」が十分になされ

ていなかったということであって，年次

大会に提案してはならなかったものであ

る。

　統一アクティビティはなんでも反対，’

というのではなくて，年次大会に提案さ

れる前の段階で，「あらかじめ……」を

はっきりさせておかなくてはならないと

言いたい。　　　　　　　　　（山口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）クリニック

TEL（581）3856・3857・3912
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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

STEAIく　GRILL

　　　　RON

＆

　　　　　　　　　輌コ［：コロ

輻”・　　　　＾　　’

議

裁

覆

嚢
盤懸㍊二＿ぷ＿．、、　．撚

＜

〈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

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
　　　　廿　　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・象牙製品
パッヂ・メタル・カップ・トロフィー・楯
装身具・工芸品・時計・カメラ………

各種記念品、お誕生祝ご結婚祝は

　　
吻，≡ヨ当ユ砂り・

本社営業部：京都市左京区能野神社束入　京都ハンデクラフトセンター

　　　　　〒606電話京都（075）761－0141（代）夜間専用761－5080

東京支店：東京都中央区銀座スキヤ橋ショッピングセンター
　　　　　〒104　　　電話　東　京（03）571－3274（代）

名古屋店：名古屋市中村区名古屋駅前名鉄百貨店6階
　　　　　〒450　　　電話名古屋（052）571－1111（内線4518）

彗
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医療奉仕に長期の援助

　　　　（アメリカーアフガニスタン）

　アメリカ，メイン州内（41－1地区）

のライオンズは1969年以来，毎年ケア活

動に協力しており，資金調達のためのチ

ャリティ事業を行なってきた。ライオン

ズは1969～70年に1，100㌦，1970～71年

に800㌦，1971～72年に1，000㌦集め，

この資金でアフガニスタンの医療班へ援

助をしてきた。

　ライオンズとアフガニスタンとのつな

がりは，遠くかの地で医療奉仕に従事し

ているAlan　W．　Zeller医師の生地がメ

イン州であるというわけで，積極的にバ

ックアップを続けてきた。Zeller博士は

アフガニスタンの首都Kabu1にある

Avicema病院で，カナダ人や地元の医

師にまじり勤務しているただひとりのア

メリカ人である。

　ライオンズの援助のおかげで，病院の

ほとんどの設備は整えられた。また病院

の運営のための経費は，すべてケア計画

による義援金でまかなわれており，病院

の100ペッドは保健省が管理している。

医療班は患者の世話や医師の育成に力を

入れている。この病院では年に入院患者

は3，000人，そのうち手術を受けるもの

が1，500人以上，外来患者は2万人を越

すという繁盛ぶりである。

市の美化運動に協力

　　　　　　　　　　　（アメリカ）

　テキサス州，Lamesaのライオンズは，

市で計画している美化運動に賛同して市

へ650㌦寄贈した。市の計画では役所前

の広場に庭園をつくり，レンガの島や鉄

製のベンチを置き，クラシックなガス灯

をつけたりして，かなり趣向をこらした

ものになるア定である。経費は市で％，

州で％を負担し，足りない分は民間団体

や個人の寄付でまかなう。

インド，GujaraちNarodaのライオン

ズは健康優良児コンテストを開催，まず

子供たちの健康診断を行なった。

　　　　　　8
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安来節と取っ組んで

本場どじょうすくい名人

荒木八洲雄（島根県・松江湖城C）
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◇　元国際理事逝く

　Robert　D．　Wyatt氏（1959－61年度国際理事）5月3日

逝去。長年にわたる心臓病によるもの。葬儀は5月6日，フ

ロリダ州Boca　Ratonで行なわれた。遺族は夫人，令息お

よび孫娘2人。

　Plerre　A　Germain博士（1961－62年度国際理事）の葬

儀が5月24日行なわれた。遺族は夫人と令嬢。

◇　24時間サービス

　ネブラスカ州Keameyでは，勤務時間とライオンズの会

合がカチ合うからという理由で入会をためらう必要はない。

人口わずか2万人（内5，000人は大学生）のこの町では，ラ’

イオンズの例会は文字通り24時間体制で実施されている。こ

の地域には5つのクラブがある。　Kearney一夕食例会Ke・

arney（Ndon）一昼食例会Fort　Kearney，　Kearney（State）－

Kearney州立大学構内，それに新設のKearney（Breakfast）

一朝食例会の各クラブである。Kearneyクラブの会員で元

国際理事のWayne　P．　Marshall博士の説明によると，この

体制があれば，仕事や家庭の条件に合わせて転籍可能になる

ので退会の必要がなくなるということである。

　この町にはライオンズクラブのほかに活発なレオ・クラブ

がある。これはネブラスカ少年訓練所内にあって，世界最初

のレオクラブである。この町のライオンズ歴は32年前，Ke－9

arneyクラブの誕生に始まり，6年前，昼のクラブができて

から「時計とにらめっこ」のクラブ生活が始まった。いまや

真夜中のライオンズ満月の獅子吼などもと意欲満マ。

◇オリンピックへどうぞ

　ミュンヘン・オリンピックに来るライオンズ会員，家族の

人々のために，ミュンヘン近郊の10クラブでは国際案内所を

特設して歓迎に当たることにしている。ライオンズ案内所は

Hypo銀行のSchwabing支店内にあり，8月25日から9月

10日まで，毎日（日曜も），午前11時から午後7時まで開設。

交通は地下鉄が便利。ライオンズ案内所は，地下鉄本線から

オリンピック会場行きの支線への乗りかえ駅の隣にある。こ

の案内所を訪ねるライオンズ会員には出席証明書とオリンピ

ックバッジ（会員章にとり？け可能）を渡します。



両　地　区　合　同　会　議

努局通f

の手順も決められ，最終的な話し合いが

行なわれた。
　　　　クラブ用品部

日本事務所だより

〔メキシコ・シティ国際大会〕

　6月28日から7月1日までメキシコ・

シティにおいて開催された第55回国際大

会には，日本から約150名が参加したが，

複合地区設定コースのAグループは7月

5日，BおよびCグループは8日，　Dグ

ループは20日にそれぞれ帰国した。

〔ソウル大会〕

　9月28日から30日までソウル市で開催

される第11回東洋・東南アジア大会には，

7月20日現在約800名の参加申し込みが

ある。ソウル市のホテル事情は思わしく

ないが，各参加者にできるだけよいホテ

ルに宿泊いただけるよう目下複合地区推

薦の旅行代理店において調整中である。

9〔第5回各地区YEP委員長連絡会議〕

　6月28日13時から油脂工業会館9階の

会議室において、首題第5回連絡会議が

開催された。4回に分かれてカナダ，ア

メリカの各州から来日する学生の羽田に

おける受け取り方法，ホストへ引き渡す

際の手順が決められた。帰国する際は各

地区ごとに，氏名，帰国先のリストを作

成したうえ，各地区別にチェックインす

る。また派遣学生の出発，帰国に際して

〔複合地区監査〕

　1971～72年度複合地区運営費，第18回

E複合地区大会，緊急積立資金の監査が

去る7月24日協議会事務局にて行なわれ

た。また，W複合地区の西松監査委員に

も東京までご足労願い，E，　W共通会計

（20周年記念全国大会およびライオン誌

日本語版）についても監査をお願いした。

〔管理委員会〕

　上記監査に引き続き1971～72年度管理

委員会第5回会議が開催され，前田委員

長から会計報告が行なわれた。

〔YEP学生の結団式〕

　アメリカ，カナダへ出発するYEP学

生のオリエンテーションと結団式が，7

月15日（1づ豊中市で行なわれた。

〔会計監査〕

　7月20日（木）1971～72年度の会計監

査が行なわれた。

〔ガバナー協議会〕

　7月23日（日），第1回ガパナー協議

会が大阪国際ホテルにて開催された。

〔出席賞アワードについて〕

　各クラブからのご質問が多いので，出

席賞アワードについて説明します。1年

間100％出席タブはライオン歴1年目の

会員が，1年目を100％出席した場合に

該当するタブです。それぞれ2年，3年，

4年，6年，7年，8年，9年，11年，

12年，13年，14年，16年，17年，18年，

19年，21年．があります。有料（価格＠

161円）でそれぞれのクラブで購入して

該当する会員に送られる「年間100％出

席タブ」です。他のクラブ用品同様にサ

プライ注文書にてご注文ください。

　他に1年間（12カ月）皆勤出席賞タブ

があります。この賞はライオン歴に関係

なく，過去12カ月間を100％出席した会

員に贈られ，その年の国際会長出身国

（または州）を形どったバッジです。こ

の場合はE地区クラブではE地区駐在員

事務所へ，W地区クラブはW地区駐在員

事務所へ申請してください。バッジはそ

れぞれの駐在員事務所から送られます。

　なお5年，10年，15年，20年は各クラ

ブから直接に国際本部へ申請してくださ

い。無料で送られます。

　　　葛野作太郎元駐在員死去

　国際協会の日本駐在員として1957年か

ら1968年まで，新クラブの結成と育成に

尽されたL葛野作太郎（神戸C）は，さる

7月3日ガンのため亡くなられました。

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562－1636へお電話下さい．
・………・………・癡?ﾅご融資の相談をさせて頂きます。
なお、「ゴルフ会員権売買とゴルフ会員権担保ご融資」

も当社にお委かせ下さい。必ず、ご満足いただけます。

日本クレジット・センター
品川L．田辺信夫　　本社／東京都中央区銀座8－3－10　朝日ビル9F
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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（美術銅像）

　　胸像・立像

レリーフ（浮彫肖像）

叙勲、受章、賀寿等の

　　　かがやくお姿を

　　格調高い記念品

　　芸術の香り豊かな

迫真の肖像で

下記各百貨店美術部においてご注文を承っております。

㊥今井（札　幌）
高島屋（東京日本橋）

高島屋（横　浜）
松　屋（鯨・銀座）

西　武（東京・池袋）

そ　ご　う　（東京惰楽町）

松坂屋（東京・上野）

松坂屋（名古屋）

　カ
タ

ロ

グ

送
呈

）

大丸（鯨八酬・）
大丸（大阪心斎橋）

野澤屋（横　　浜）

丸　　物（豊　　㈲
藤　　五（高　　崎）

玉屋（福岡・小創
トキハ（大　分）
山形屋（鹿児島）

…・ 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4－12－4
　　　　電話　東京761－2758・1640

編　集　室

☆手紙の交換を：インド　　　　　K．Gnanasundad

　私たちインドのライオネスは日本の方々と文通をしたいので，お

手紙を出しました。まず自己紹介をしますと，私たちの主人はライ

オンズ会員として大いに活躍しておりますが，私たち（18歳～25歳

まで）も20名のグループを作って，主人に負けないほどの奉仕活動

をしています。文通を通じて日本の風俗，風習，物の考え方などを

知りたいと思います。文通のお相手は男女を問いませんが，できれ

ば女性の方を希望します。また手紙だけでなく，贈り物の交換もし

たいと思います。より多くの方々からのお便りをお待ちしています。

　住所＝Mrs．　K　Gnanasundad，　Maln　St，　Ramachandrapuram　Vi・

　a．Negaman，　Coimbatore，　Dt，　Tamil　Nadu，　South　India．

　　　　　　やま
☆’ばしょう山’の話：4月中旬，表紙撮影スタッフは，奄美大島

の名瀬クラブを訪問，今月号の表紙及び「わが町わがクラブ」の撮

影を敢行した。名瀬市役所観光課の協力もあって仕事はスムーズに

進行し，かの土地ならではの楽しい話もうけたまわった。’ばしょ

う山’の話は，そのひとつ。この言葉の意味を結論から言えば，

“嫁のもらい手のない不美人’のことを言う。この言葉の語源はこ

うだ。

　昔，島民は，ばしょう（芭蕉）の繊維で布を織った。（芭蕉布＝

沖縄及び奄美大島の特産）島内には，芭蕉を植えた山があちこちに

あった。生来の不美人は，持参金代りにこの芭蕉の山をつけてやっ

ても嫁にもらい手がない。したがって，不美人を’ばしょう山’と

言うのだそうだ。

☆新人を紹介します：望月聖子さん，22歳。聖はショウと読むのだ

そうである。静岡県三島市の出身で，ことし立正大学文学部史学科

を卒業したばかり。もちろん未婚。趣味はフルートをかなでるとい

うか，吹くというか，あるいは鳴らすというか一まだ腕前のほど

を見せてもらっていないので一だそうな。編集関係の仕事をやっ

てもらうことになります。まずはよろしくお願いいたします。さて，

これでわが編集部の女性陣は5人。女3人寄ればかしましいという

が、5人も寄ったら一体どうなるんだろう。

☆9月はライオン誌月間：それにちなんでいささかPRの記事を掲

載（10べ一ジ）しましたので，お読みください。9月中の例会で，

ライオン誌について何らかの話し合いのありますよう計画委員のご

協力をお願いします。多額の経費と少なからぬ労力を費して発行し

ている皆さまの雑誌です。読まぬと損をしますゾ，とはカゲの声，

これを表の声にしたいものです。

☆大変デス：7月は度重なる迷走台風にふりまわされた1カ月でし

たが，各地で被害を受けられた会員も数多いことと思われます。さ

て，毎月写真記事を求めて東奔西走する本誌記者も，この月，思わ

ぬ台風禍に会いましたので，そのご報告を。島根県松江に「私シリ

ーズ」と「ホビー」の取材が決まった井口幸一君，7月10日朝，岡

崎カメラマンとともに勇躍，出発しました。翌11日朝，「大変デス」

と彼から電話。「起きてみたらホテルの前は水びたし，当分出られ

そうもありません」とオロオロ声，一旦電話を切って家族にも連絡，

様子をみることにしたが，翌日も翌々日も電話が不通で一同心配し

きりのところへ，ユ3日午後ヒョッコリと出勤してきた。聞けば，パ

ンツひとつでホテルを脱出，国道でトラックをつかまえ米子空港へ

ほうほうのていのご帰還であった。
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歯の権威者たちの推せんする↑↓W式のみがき

方は、実際上、大変むつかしく、；式のみが

き方になりがちです。プロクソデントは、簡

単に、すばやく、理想的な、ローリング式ブ

ラッシングをしてくれます。

●世界で3千万人使用済・無事故
　　　　　（部品1つ1つ・全体の二責防水）

価格9
〈ブラシ4

10日間試用無料
10日間試して下さい．お気に召さない方はご返送下さい

●申」込み先　（クーポンに記入の上お送り下さい）
リーベルマン・ウエルシュリー内ブロクソデントサーピス

千代田区丸の内1の6の4　交通公社ピル内
　　　　　　TEL　東京03（2｝6）5671（f℃）

プロクソデント試用クーポン
　　地区　　　　　　ライオンズ・クラブ

住所

TεL

氏名
　　　　　　印キ・・リセ・）＜

　　　　ロロ　リハパ　ロのり　じ
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狩猟
ドライブ
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目盛付

ルーフプリズム使用によって

●小型で軽量しかも明るくよく見える

●丈夫で雨ぬれにも強い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケース・ストラップ付￥30，000
目盛付なので

●僅かな馴れで距離を読む事ができる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の優良晶を提供する

世界的光学器械メーヵ一　　　発売元東京アームス株式会社
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■疲労感のない歩行運動ができ、運動不足を

　解消します。
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　　　　　　　特許申鯖中
鷹　　　難轟　通産省型式認可番号　▽95－236号

のお問い合せは

発売元／サンキ通信機㈱
東京都千代田区神田神保町3－17－3

都ビル〒101　魯03（264）8254

製造元イトー超短波株式会社
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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
ホテル　　　旅　　　　館
ｿ　亭　　　レストラン 会　員　氏　名 営業所所在地 電　　話 備　　　　　考

福島飯坂
政府登録国、観”

zテルたかのは
阿　部　真　平

〒960－02

沒㈹ｧ福島市

ﾑ坂温泉
②3241（代）

sELEX　882－338

全節冷暖房完備
結梭ﾄ内所（03）955－3485
冾S二交通公社協定

会津若松鶴城 東山ホテル
月Rグランドホテル

吉　川　景　亮
〒965
沒㈹ｧ会津若松市東山温泉

会津若松（02422）

Q－3500

東京案内所（66DO766
蜊繹ﾄ内所（448｝6788
蜻艾ﾄ内所（23）6874

東京　柳橋
水上温泉　菊冨士ホテル
逞t小湊菊1士ホテルシrパレス

羽根田冨士雄 〒379群馬県利根郡水上町
ｧ299千葉県安房郡天津小湊町

水上02787－2－3020

ｬ湊04709－5－2131

東京予約センター

U61－4126
@　ヨイフロ

東京渋谷
政府登録国際観光旅館

zテル飛竜閣
小　原　基　邦

〒150

結椏s渋谷区神南1－20－5

東京（03）

S63－0881（代）

日本交通公社協定
坙{旅行協定
ｩ●観光協定
ﾟ畿日本ツーリスト協定

東京馬場先門
‘政府登録国際観光旅館

N　　　雲　　　閣
桜　井　清　次

〒413

M海市昭和町4－2

熱海（0557）

W1－3623～5

東京案内所03（561）3831・8240
ｼ古屋案内所052（971）0806
蜊繹ﾄ内所06（25D5684

箱　　　根 三　河　屋　旅　館 榎　本　孝　一
〒250－04
_奈川県箱根町小涌谷温泉

箱根（0460）

i2）2231～5

東京案内所251－5062
ｼ古崖案内所581－8441
蜊繹ﾄ内所631－8834

修　善　寺
肇纂修善寺グランドホテル

ﾍ鹿風呂仲田屋
植　田　　　平

〒410－24
c｝岡県伊豆修善寺温泉

　フン　’ホテル
i0558）72－3333（代）
i仲田屋）
i0558）72－2345（代）

驚謬契嬬麟㌶脇1解゜
蜊繹ﾄ内所（06）252－4654

下　　　田 下田城山ホテル 山　川　四　郎
〒415

ﾃ岡県伊豆下田温泉大浦海岸1053

下田（05582）

Q－1953

案内所
戟@京371－7498
ｼ占屋471－1255
蛛@阪361－3778

浜　　　松
政府登録遠鉄ホテル
涛Sホテルエンパイア

三　谷　正　平 〒431－12

l松市舘山寺町1965

舘山寺（05352）

V－0311（代）

東　京案内所　（563｝－0366
ｼ古屋案内所　（581）－9821
蛛@阪案内所　（362）－7886
L　脇案内所　（62｝－2331

浜　　　松
　日本ホテル協会員

zテル寸座ビラージ
三　谷　正　平 〒431－13

恤l名湖東名浜名湖橋東側

舘山寺（05352）

Q－1171（代）

㌶駕翻≡籠広　島案内所　（62）－2331

浜　　　松
政府登録国際観光旅館

R　水　館　欣　龍
新　村　秋　賀

〒431－12
ﾃ岡県浜松市舘山寺町舘山寺温泉

舘山寺（05352）

V－0019（代）

束京子約センター（03）281－0035
ｼ古屋予約センター（052）841－7589
蜊緕q約センター（06）762－9624

福井小浜 一　　　力　　　館 浦　谷　忠　弘
〒917

ｬ浜市一番町2－10

小浜（07705）

Q－2050．2051

名古屋案内所551－7001
蜊繹ﾄ内所722’－4984
ﾃ岡案内所82－1912
戟w牟’”1所667－4571

芦　　　原
　　　　　　　、ｭ府登録国際観光旅館
ｴ　　　風　　　荘

伊　藤　由　雄
〒910－41

汕芟ｧ坂井郡芦原温泉3－803

芦原（0776）

V7－2500

全館冷暖房完備新館全室パス．トイレ付
菶e350名様、大広間350畳．プールなど
竓y設備，駐車場完備

芦　　　原
政府登録国際観光旅館

ｪ　　　　　　　木 八木弥太郎
〒910－41

汕芟ｧ坂井郡芦原温泉4－418

芦原（0776）

V7－2008

近郊観光地．束尋坊．永平寺，

ｰ原ゴル7場．
|ーリング場

鳥　　　羽 戸　田　家　別　館 寺　田　光　郎
〒517

O重県鳥羽市鳥羽1－24－26

鳥羽（05992）

T－2103

空dlミュージックブール
蜚ｻ料理．底曳料理
結梭ﾄ内所821－6072
蜊繹ﾄ内所771－6012

志賀堅田
政府登録国際観光旅館

ｼ鉄マリーナホテル
三　浦　睦　己

〒520－02
?鼬ｧ大津市本堅田町975
iびわ湖大橋西湖畔）

堅田（07757）

Q－1211（代）

東京571－7126．大阪344－2950．名古屋
T81－2007。モータポート，ヨット．水上
Xキー　貸艇庫，特殊酵素サウナ風呂．プール50・エ7コ＿

大　阪　北
政府登録国際観光旅館

V大阪びわこホテル 山口久太郎
〒532
蜊緕s東淀川区十三東之町
R丁目3番地

大阪（06）

R01－8537

新大阪駅より皐で5分
S…壼パス，トイレ付
蜊L間　舞台120畳
結梭ﾄ内所363－3367

大　阪　北
　　政府登録申請中

zテルやま久
山口久太郎

〒530
蜊緕s北区兎我野町118番地

大阪（06）

R13－2222

大阪駅より徒歩5分
S室パス，トイレ付
蜷H堂1堕名収容　ユ．■　s　　　ll　　　　一

堺　浜　寺
政府登録国際観光旅館

H　　　衣　　　荘
小　島　　　馨

〒592

蜊纒{高石市羽衣

堺（0722）

U1－2001（代）

名団と大温泉センター
ｰ魏註£。｝例会場

大阪天王寺
政府登録国際観光旅館

ｾ　　　倫　　　閣 田原梅…郎
〒690
㍾ｪ県松江市国屋町558

松江（0852）

Q2－3225（代）

眼下の宍道湖に落ちる夕日はまさに箪舌
ﾉ尽くL難し風光明剛。冷暖房完備

温泉町
政府登録国際観光旅館

酎ｺ観光ホテル
朝　野　　　繁

〒669－68　　　　　　　　　　r

ｺ庫県美方郡温泉町湯1269番地

湯村（07969）
Q－1000｛代）

sELEX　5755－756

大　阪案内所302－8654
栫@都案内所463－3062
ｼ占屋案内所582－6071
戟@京案内所356－2757

川　　　西
政府登録国際観光旅館

瘁@　　　　　水 小早川賀照
〒665

�ﾋ市湯本町9－17号

宝塚（0797）

W6－0151（代）
展望　御殿風呂
W望　御姫風呂

宝　　　塚
　政府登録（島家新館）

�ﾋグランドホテル
大　島　　　満

〒665

�ﾋ市栄町3丁目10の1

宝塚（0797）

W7－1111（代）

日本・の湯の殿堂「流れる温泉・見返りの湯J

_戸・大阪よリ車で30分
S館有1室380名様収容

洲ノドおのころ
政府登録国際観光旅館

W路島観光ホテル
上　村　　　博

〒656

W路島洲本温泉

洲本（07992）

Q－2451（代｝

大阪案内所631－8834
ｼ占屋案内所581－0301
結梭ﾄ内所252－6288

四国・高松
ビ　ジ　ネ　ス　に

z　テ　ル　徳　寿
植　村　博　信

〒760

ｪ川県高松市花園町3丁目

Tの5

高松（0878）

R1～0201（代）

シングル90室　￥1．500～3．000
b　ィ　ン　31室　￥3．000～5．000

Xイート　4室　￥6．000～7．000

別　　　府
政府登録ホテル児玉
刹ﾊレストハウス

児　玉修　行
〒874
ﾊ府温泉新別府
繽B横断道路沿い

別府（0977）

U－2211

爪で別府港3分別府駅7分
瘟?黶i第1、第3．水曜日）
蜊纔A絡所531－5941
ｼ2r屋　582－4761　　東京　573－3556

◎この頁の広告申込みを受け付けております。下記住所宛にお問合せ下さい。

@〒104東京都中央区銀座1－9－8奥野ビル503号㈱三水社：TELO3（562）1561～2



日本ライオンズクラブ分布図

月日

6／1

6／9

6／12

6／15

6／17

6／18

6／12

6／18

6／18

　　　　　　　　　　　　　　　6月結成クラブ
撫　　クワプ名　　　　　　　クラブ佳所及び●胎　　　　　　　　　例会場所　　　　　　例会日時

　　SHONAI（MATSUYAMA）　　　　’
1693　庄内松山　〒999－68山形県飽海郡松山町本町32－9　　同　　　　　　　左　第1・3（水）12：10
　　　　　　　　松山商工会　（023462）2235

　　TOKYO（WASEDA）
1694　東京早稲田　〒104東京都中央区八丁堀1－5－1　　　　日　　　本　　　閣　第2・4（金）18：30
　　　　　　　　本八重洲ピル03（552）9204

　　SACAMIHARA（MINAMI）
1695相模原南〒228神奈lll県座間市相槙台153　“　　　千　　寿　　閣　第1・3（火）18：30
　　　　　　　　（株）三恵ピノレ　　0427（45）2688

　　TOKYO（HAMAMATSUCHO）
1696　東京浜松町　〒104東京都中央区八丁堀1－5－1　　　　東京プリンスホテル　第1・3（水）12：15
　　　　　　　　本八重洲ピル　03（552）5292

　　TOKYO（AKISHIMA）
1697東京昭島〒196東京都昭島市昭和町3－14－3　　　同　　　　　左第1・3（月）
　　　　　　　　上ノ原保育園0425（4DO331

　　0HITO
1698大　仁〒410－23静岡県田方郡大仁町大仁454　大仁温泉ホテル第1・3（木）12115
　　　　　　　　商工会　0558（76）3060

　　YAMATO（CHUO）
1699大和中央〒242神奈川県大和市西鶴間1－5－8　　八　　宝　　苑　第2・4（木）19：00
　　　　　　　　平塚信用金庫鶴間支店　0462（74）4927

　　SETODA
l700　瀬　戸　田　〒722－24広島県豊田郡瀬戸田町名荷387－1　同　　　　　　左　第1・3（水）19：00
　　　　　　　　瀬戸田オレンヂボウル　08452｛7）1212

　　0KAYAMA（HIKARI）
1701　岡山ひかり　〒700岡山市幸町9－6　山地ピル　　　　　岡山グランドホテル　第1・3（木）12：30
　　　　　　　　0862（23）0573

世界のライオンズ（1972年5月31日）

ライオンズ国または領域

ク　　ラ　　ブ　　数
会　　　　貝　　　数

前期末

　　146
25，342

952．026

日本のライォンズ（1972年7月31日）

地区

E－l
E－2
E－3
．E－4

E－5
E－6
E－7
E－8

クラブ数

前期末　現在
　141　　141
　134　　134
　138　　139

　76　　76
　98　　99
　106　　106
　184　　184

　83　　84

　現在
　　147
25，588

981，008

　会　員　数
　　　　　　　　30
糟シ藷、
8，122

6，712

3，424

4，886

6，085

8，907

3・8

8，136

6、744

3，432

4．949

6．087

8，943

　；878

50，312

之

小計 960　　963　　’ 50，09

W－1
W－2
W－3
W－4
W－5
W－6
W－7

7，555

7，816

5，621

6，067

3，758

5，690

5，042

1972年7月31日現在

111

135

89

122

63

97

124

11ユ

135

89

122

63

97

124
．・「・．・ウ．’・会．…　　　．会◆会．・．．．・・．・・．・・．・・・…　　　．．．・．．・．・・．．●■■●．．．●，　●●　■会■■

7，554

7，794

5，627

6，061

3．742

5，719

5，033

41，530小計 741　　741 41，549

合計 1，701　L704

W－5地区

W－6地区

91，642　91．842

W－4地区

E・3地区

E－4地区

E・8地区

E・7地区

E・1地区

E－5地区

E－2地区

E－6地区

W・1地区

W－2地区

W－7地区
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1

　若い頃からいろんな趣味に手を出してみたが、結局アプハチとら

ずに終ってしまい、いま思うと、これというまとまった何物も持っ

ていない。しいていえば、郷里の祭礼に出る八幡丸の模型を作った

り、孟宗竹や桧・榛などの板に文字を刻み、時には色紙に字や絵を

かき、その出来上りを眺めては楽しむという至極平凡なことが、こ

こ10数年来続いているところをみると、それが私の趣味といえるの

かもしれない。しかし私は仏像のもつ神秘な美しさに心をひかれ、

ぜひ一度刻んでみたいものと、この2年間夢にみるほど思い続けて

きた。ちょうど本年は私にとっては還暦の年でもある。一念発起、

1月から仏像を刻み始め今2体目の蓮台作りにとりかかっている。

余暇の一日雑事から離れ、雑念を去り、ただ一心に刻み続けるので

あるが、私にとってはこれ以上の楽しみはない。健康で生活考続け

る限り、私は私なりの趣味に生き続けるであろう。

61



LIONS　PHOTO　CONT］陸弓丁

、’・

．　　　．，〆〆1

　　〆

き晦玩，
　　　己’．，　、？＾

￥

ゾ

ザ、誌㌔鵬

‘‘、「噛

二

’

t典…

優汲

へ．’

ノ

｝

〆

、

‘　、・

譲

　ノ「

蓮

　　　　　∀

．軽い纐藏裡
　　　、，　　　∠：
　　　蛭ン冷ヤ協・ぐ「1

　　　　プ・’増　
’

　　　　　，工
ペ　　　　　　　　　　ロ　ロロウユで　コ

　　　　　．，パ“ρ．薯
　　　　　，が’o
　　　　　　～　

・穗’ @．

，望

　　　　　ゾう　、冷嚇王』．

鱗欝〉べ麟・

』

〆・

ξ』、　三、

　x’，

二1－

叢
゜‘方■’

《

志

’

」θ

’

今月の入選作

釦，垣〆・　一．二斑
・鷲・

ユ

’1

？

x吟
g唆

D

、乙

’

り　　　ぽ

】d皆ノ

　ど

’　wwφ，

タ

，

霞

’

宙返り

鶏’

　　竈卜．　　俣

・ピ

hφ　　吟．
二蟻こ・：
　　　σ戸

ぜ．1・・

擶撫＿，．、融

鱗　疏‘ボ

　　　　　　　　　ト　ぽ　　”㌔θづ、戸∵

．簸工
・蹴r嚢”

　　　ジ響鴉採

ぞ　　鰹’
．　　　　　　呈　　　　　　㎡

±

撚璽縫

　　12
外、

・｝

松井　高（大阪府・堺浜寺C）

　大阪湾も各種コンビナートの誘致によって、埋めたてられ、汚濁させられ、漁師を追い

たててしまった。ここ岸和田の船大工町もまた例外ではない。残された猫の額ほどの砂浜

で、子供たちだけが元気に宙返りをやっていた。

データ：ニコンFTN　ニッコール

55ミリ　絞｝）F5．6　冶秒トライX

ノぐン
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ライオンズフォトコンテスト選評

　　　　　　　　　　　　　　　　審査員　山田広次

　本年の梅雨から土用にかけて、台風の連続来襲となり集中豪雨が

あったり、台風被害があったり珍しい気象状況で、被害を受けられ

たクラブの方たちには深甚なるご同情を申し上げると同時に、そん

なこんなの被害記録のスナップを風景写真的にアレンジして応募し

ていただけたらバラエティのある作品を皆様にお目にかけられるこ

とになるのだと思っている。

　さて、締切りまでに応募された方の中に、新人では北上クラブの

干田端L、延岡向洋クラブの中里寛一L、高萩クラブの菅田守蔵L

レギ子ラー・メンバーでは別府クラブの山本善丸L、岐阜長良川ク

ラブの磯部潤L、東京北クラブの石川隆章L等なかなかの力作を寄

せられ、モチーフの選定、構図画調ともに申しぶんのない佳作があ

った。ことに新人、堺浜寺クラブの松井高Lは1人で11点も応募さ

れている努力家であるが、粒ぞろいの作品でその中でも土塀、宙返

り、一服の3点はいずれも甲乙がつけ難く、入選作を決定するのに

時間を要した。そこで熟慮の結果、「宙返り」を今月の入選と決定

した次第である。

　新人松井高Lの作品は、一貫して流れるねらいがスナップ風で、

こうした傾向を完成するには相当の練習時間を要するのが通例であ

る。スナップといえば普通動物・人物を主題として風景的にあるい

はそのものずばりに取材することになる。例を日本画入門にとって

みると花、鳥、山水、人物の順位で入門するのだから、人物は最後

の段階にあたるわけで、写真の場合でも同じことがいえる。動物・

人物の移り変わる状況を瞬時に固定して、しかもその描写を意図せ

る構図と造型と画調にまとめるには、相当の努力と練磨を要するこ

とは言をまたない。この点、土塀、宙返り、とも人物の決定的1瞬間

にシャッターを落として映像を固定した技術はさすがである。こと

に入選作品の場合、宙を返る子供の姿態と、かたわらでこれをあぶ

な気に見つめる友達のポーズと表情にムーブマンをもり込み、バッ

クをハイシートーンにアウトフォーカスで省略した点、賞賛に価す

る写真といえよう。

（日本写真家協会員、芸術巧：真国際連盟審査員、東京数寄屋橋C）

資　格：クラブ会貝およびその家族

サイズ　白黒写真6ツ切～4ッ切

課　題：自由写真（お好みの写真）

　賞　　：応募者全貝にライオン誌ピン、入賞者には特

　　　　　》IJ言己念IF6

締切り日　毎月15El、翌々月号に発表

審査員：山田広次（日本写真家協会貝、東京数寄屋橋

　　　　　C）

◎応募作品には、かならずクラブ名、住所、氏名、および本人ある

いは係累明記のうえ、撮影データと簡単な感想文をつけて下さい。

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

の発表権はライオン誌編集部に属します。

パリでパリを買う
日本の店（免税店）

●

’

●

’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、ビ
　ーズ、プチボアン製のハンド
　パツク
●装飾品、指環、プローチ　プ
　レースレツト、ペンダン1・、
　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
●カフスポタン
○シャツ、ペルト（牛、ワニ、
　トカゲ）

●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、オメガ）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。

乙〕。竃乙：〔
　キャプシーヌ通リ

ミ忽オ、

　　サント・オノレ街

＝＝：＝：コ［コ
　　　　　　リポリ大通り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　PARIS　OPERA　16，　Av．　de　l’OPERA　16　PARIS　l　TeL　O73－9305

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



●

ライオンズの光

真下　三郎　作

（広島佐伯C）

一本の明かり

一本の，小さな明かり

それはわずかに身の廻りを照らすにすぎない

しかし幾千万と集まれば

影と闇とをなくする

巨大な光明となるにちがいない

一本の明かり

一本の，温かい明かり

それはライオンズ精神にもたとえられる

一人の胸にともされたライオンズ精神は

たとえその明かりは乏しくとも

その光は地域社会を照らしつづけよう

ライオンズの願いは限りなく大きい

だから，すべてのライオンよ

今こそ胸の光を結集して

太陽のごとく

奉仕と友愛との輝きを

地上のいたる所にゆきわたらせようではないか

WE　SERVE（われわれは奉仕する）WE　SERVE

」

セ

■一
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人と光の・調和を考える企業

立川ブラインド工業株式会社

人間の目は、よぶたを開いたり閉し’たりづる

ことで、自然に光の調節をしていまづ

ノノイント’の働さは、ちょうどそのよぶたに

似ていよd　よぶたが目に人る光の調節をづ

るように、ノフでンドは室内に人る光の調節

をしよづ　強い日差しもノノインドを通Oと

やわらかな光に変リ、室内に落着いたやづら

ぎ’σ）あるムー一ト’をつくりよづ

調和のとれた採光は、目がまぶたの働さで守

られているように、快適な住よいづくりの大

切な条件でづ、

インテリアフライント“シルキー’句は、12色
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これがうわさの

アドバンス・パター

※美津濃がN本での独占販売権をもっています

アメリカでいま爆発的な人気を

集めているのが、このアドバンス・

パターです，．各トーナメントでも

このパター使川プロの1：位進出

が伝えられています．．、

スタイルもユニークなら、サイト

ライン・チャート（透線図）による

科学的な選択法もユニーク。

lE確無比なパットを実現します，、
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