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ふるさとの女性シリーズ⑮

つぼと〈児島の女性〉

備讃瀬戸には昔から内海を代表する

名漁場が多く、かつては児島の表玄関

であった下津井の港もそのひとつです

が、いまでは「大だこ」だけが代表的

な産物として残っています。下津井だ

この美味は備讃の海底にプランクト

や海草が多く、また潮流もはやく魚類

の棲息に最適であるから　といわれて

味に深みがあります　また「掌井だ

はおもにた　つぼなわで捕獲されます

素焼きのた　つぼも近隣で製作さ

れています。児島の女性は働き者とい

われています。 の50年間に急速1

達した児島の繊維産業の底力もまた女

性の勤勉さに負っていますカ そうし

た生活のなかにも女性特有のおしゃれ

います。しかし昨今では の浅瀬に

も石油化学基地や工場群が進出し　漁

場の荒廃が目立ちはじめています。下

孝井だ　は大きさも　ろあいで、海底

の生棲条件から身がひきしまっており

OUR　COVER　THIS　MON1’H

の感覚が養われています

場所　岡山県倉敷市児島　下津井港

モデル　赤松真美さん

L赤松史朗（児島C）令嬢

デザイン　早野威男
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　L古川正重、東京クラブのチャーターメンバーで、現在会

長。老舗東京クラブでは、初めての大正生まれの会長になる。

ことし6月3日、日本武道館で行なわれた20周年記念式典の

席上で、20年間例会皆出席の表彰を受けた。

　職業は、耳鼻咽喉科と形成外科の医師。有名歌手の音声の

管理などをしている。現在の研究テーマは、「ヒトの表情の

情緒工学的考察」というユニークなもの。

　皆出席の秘訣は、やはりなんといっても健康ということで

あろう。L古川の健康法は、タバコを吸わない、酒はたしな

む程度、つまり、「医者の不養生Jをしないということであ

る。そして、，よく歩くこと。毎日通勤には地下鉄を利用し、

遠回りになるのだが、日比谷公園の木立ちをぬけて通ってい

る。車は、ずっと以前からやめている。排気ガスの問題を考

えあわせると、車に乗らないことは、個人ができるサービス

でもあり、一石二鳥という。あとは、趣味のゴルフをたまに

やる程度。

　海外で行なわれる学会に出席することもたびたびである。

ライオンズクラプのある国であれば、都合をつけて必ずその

土地のクラブの例会に出席し、メークアップとしている。

「仕事は一流（最高のものを）、生活は二流（並みでよい）、趣

味は三流（へたでもよい）」を生活のモットーに、健康に気を

っけ、あたたかい家庭の雰囲気につつまれて、ひとりのライ

オンとして生きてきたら、いつの間にか20年間皆出席になっ

ていた……そんな感じだから、L古川にとって、20年間の例

会皆出席は驚くにあたらない。ごく平凡なことでありごくあ

たりまえの結果なのである。

治鑑
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　　〈東京クラブ創立に参加した動機〉

　戦後の混乱期も終わらんとしていた昭

和26年（1951）の秋のことだったと思い

ます。戦前からフィリピンに渡り，戦前，

戦後を通じて同比親善のために尽くされ

た故今村栄吉氏が、鼻をわずらって私の

ところに通院していらっしゃったおり，

彼に宛てた「……日本にライオンズクラ

ブをつくりたいから尽力してほしい」と

いうマニラからの手紙を見せていただい

た。このとき私は，ライオンズ国際協会

というものを初めて知りました。

　思えば，多感な少年時代にはぐくまれ

た母校校歌の一節「……やめる，よわれ

る，なやめるを，救わん仁の術，ここに

…… l類愛の名において，世に光明を照

らしめよ」を口ずさみながら，青年時代

は海軍軍医として従軍し、そして矛盾と

混乱の戦後を手さぐりで暮していた私に

とって，フィリピンから差し仲べられた，

恩讐を越えてのライオニズムという愛の

手は，まさに「暗夜の灯」ともいうべき

ものでありました。

　〈枯木も山のにぎわい〉

翌年3月5日の結成式に参加し，故L

’枯木、軍医殿の勇姿

古川　正重

石川欣一が会長となり，3月21日のチャ

ーターナイトで，日の丸があげられ，
「’

Nが代」を歌ったとき，無意識に流れ

るあつい涙で鼻がつまるほど感激したこ

とを忘れることができません。結成式の

ときは30名ほどでしたが，チャーターメ

ンパーの数は56名となりました。私は無

名の最若年者でありました。しかし，な

かにはお義理で名を連ねた有名人もあっ

て，例会に出席する会員がだんだん少な

くなって，あるときは10名そこそことな

ったこともありました。

　その昔，私が海軍軍医学校に入ったと

き，ある同期生から㌣古木、というあだ

名をつけられ，それ以来，海軍時代は

“枯木、で通してきました。その意味は，

平凡だが員数のうち、ということであり

ます。そこで私は，このライオンズクラ

ブでも「枯木も山のにぎわい」を任じて

出席という義務を果たしていれば，何か

とお役に立つようになれるだろうと決心

し，最後のひとりになってもやってみよ

うと考えたまでのことでした。

　　〈サービスと出席概念〉

　私ども東京クラブのL上田常隆は，

「原点にかえれ」と申されました。原点

に立って考えますと，1917年6月7日，

故メルビン・ジョンズ氏によってライオ

ンズクラブと名づけられ，百獣の王ライ

オンをシンポルマークに載いたとき，ラ

イオンズクラブならばこそ，人類を客観

視し得る立場に立つことができるように

なった，と思います。したがって，ライ

オニズムの本質は，そういう立場からの

「人類愛的サービス（humanitarian　ser，

vice）」にある，と信じます。

　しからば，出席とは何ぞや，なぜ義務

づけられているのだろうか，という反論

のあることは知っています。私自身でも

リオデジャネイロにおける美容外科学会

これについて多くの疑問をもたなかった

わけではありません。

　現在の私は，出席とは，このライオニ

ズム高揚のための会員の入格形成の手段

である，と思います。したがって，出席

したからサービスができたとは．必ずし

もいうことができないと思います。けれ

ども，「よい手段を尽くさずしてよい目

的は達せられない」という考えから，私

のような平凡なものは，まず出席から始

めようと思ってきたわけです。

　　〈むすび〉

　出席したために健康に恵まれたのか，

健康であったから出席できたのか，とい

うことは，「にわとりとたまご」のこと

わざのようなものですが，精神身体医学

的に考えると，義務を果たすことは健康

によい，と思います。それで，いずれに

しても，おかげさまで健康に恵まれまし

て，会員としての義務を守ってきたまで

のことです。それなのに，あのような栄

えある式典で晴れがましく表彰を受けま

したことは，身に余る光栄と存じまして，

恐縮しているわけです。

　日本ライオンズの会員の皆々さまから

示されたあたたかい心づくしにはありが

たく感謝しながらも，あのような光栄に

浴するに値しないものであると深く反省

しています。
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100万にいま一歩
THE　OCTOB［R　SPIRIT

100万はひとつの道標

　強さとは、一部の悲観論者のいうよう

に単なる金銭的な成功のみを意味するも

のではありません。金銭王の損得が唯一

の動機であったとしたら、ライオンズの

ような組織に今日の繁栄はあり得なかっ

たでありましょう。

　しかしながら……前進なくしては後退

あるのみです。長年にわたり、10月とい

う月が会員増強月間として特に指定され

ているのは単なる偶然ではないのです。

　100万会員に到達する日が近いとは，

ライオンズのなかでよく聞かれます。お

そらく，いまこの瞬間にも，100万人目

の会員が人会を夢みているのです。100

万という言葉が何も不思議な力をもつと

いうのではなく，わが協会の発展を示す

ひとつの確かな道標として大きな意味を

もつからであります、，現代の社会は反感

と無関心のはびこるひねくれた世のなか

です，100万会員の道標は、人類のなか

にも」型狂｛と1；t見の持ち主、」川解と1司†青と

が’r和へのカギであり、多くの者が求め

ても得られない充実感をもたらすカギで

あると信じて疑わない人々が存在する，

ということのあかしなのです。

よりりっぱな会員を

　しかし、全員が心をひとつにしなけれ

ばなりません。すなわち，数多くの熱意

と生気あふれる若い会員の人会を得て力

を強めることが必要です，，彼らの参加に

よって，ライオニズムの目的達成のため

欠くことのできない人材の補充ができる

のです。

　新会員増強はただ数がふえたというだ

けにとどまってはなりません。人会した

BY　6EOR6E　FRIEORICHS

PRESIOENT

llONS　INTERNATIONAL

以ヒ、これを保持しなければなりません。

このときこそ，クラブの会長が力を発揮

するときなのです。ライオニズムとはと

もに分かち合うべき共通の善であること

を強調し，排他主義や，いわゆる恵まれ

た少数という特権意識を捨てて，慎亜に

選び抜かれた，奉仕の心厚い候補者だけ

を，それも推薦者が十分な入会前の指導

をしてはじめてクラブに迎え入れるので

なければなりません。

　クラブ会長はまた，新会員の入会に際

して，簡素ななかにもおごそかな入会式

を設けるよう留意しなければなりません。

これによって新会員は自分のために特別

の栄誉が与えられたと感じるのです。ま

た、新会員がクラブというものに感動し，

そこに用意された友情の喜びを見出せる

よう配慮するのも会長の責任なのであり

ます。同時に，クラブ内に孤独な会員を

つくらないよう，すべての会員が同じ仲

間として参加できるよう気を配らなけれ

ばなりません。

　一方において，新会員には、自分の入

会が特別の意味をもつこと，また会員と

なったときは、地域社会に対して、乍仕

のためにわが身を棒げるのだという自覚

を心に刻んでもらわねばなりません。さ

らに，そうすることによって，自分が全

世界とこの社会に負っている借り　　つ

まり、この社会のおかげで，自分は文明

に浴した自由人として，lll：のなかでも忠

まれた人間のひとりでいられるのだから

一を返すことになるのだというlll覚を

もってもらわねばならないのです。

チーム　ワークのなかで

　奉仕と献身のこの心は，一瞬に消える

火花であってはなりません。それは絶え

8

問なく燃えつづけるかがり火でなくては

ならないのです。最も大切なのは，会長

がこれらのエネルギーをかきたて，脱落

の危機にたつ仲間をよみがえらせて勇気

を・ケえることです。

　会長は指導者であるばかりでなく，扇

動者あるいは「音頭とり」ともなって絶

えずチームワークを保ち，ガパナーを通

じて国際会長までこれを報告しなければ

なりません。それはある意味ではクラブ

の独自性の裏返しなのです。

　では、いかにして新会員を獲得しこれ

を保持するか？「魔法の数」－100万

会員一といえどもそれだけですべて事

足れりというわけにはいきません。国際

協会の指導者が国家や政府の首脳を相手

に堂々と1活し合えるだけの強い説得力と

ならねばならないのです。

　100万会員のことを話すのはよいこと

ですが，100万会員を代表して話し合い

をするのはもっとよいことです。まして，

それらの会員が奉仕精神にもえる世界の

市民として活動するとすれば、なおさら

のことです。

　10月の会員堀強月間の精神を生かして，

年末までの3ヵ月問に、めざす成果をか

ちとるよう努力しましょう、避けたい減

少をつぐなう意味においても，優秀な新

会員1名もしくは2名をふやしましょう。

　全llll界に対するその使命を遂行するた

めには、ライオンズ国際協会は最大限の

協力に頼らねばなりません．みなさんの

絶大な支援をお願いします。

注：国際協会では、100万人目にあたる会員

をこんどの世界大会に招待し、壇上で紹介す

ることを計画しています．今年度が　100万

人目ライオン誕生の年1となるよう、各クラ

ブの努力が望まれます．
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　世界中に、少なくとも10人にひとりは

耳の不自山な人がいるといわれます。米

国だけを例にとっても一自分が生活し

ていくこのllt界の音の…部、あるいは大

部分を聞くことのできない人は1千万人

近くもいるのです。

　23万5丁人は全ろうで，指話や読み書

きの能力に頼らなければ，考えや思想を

理解することができません。

　ヘレン・ケラー女史は40年前にすべて

をいいつくしています。「私は目が見え

ないのと同様、耳も聞こえません。耳が

聞こえないということは目が見えないと

いうことほどには重大でないにしても、

より深いより複雑な苦しみなのです。耳

が聞こえないことの方がはるかに大きな

不幸です」と。

　ろうあ者の問題をライオンズの目標と

して取り上げるのは妥当な措置です。こ

のために，国際理事会では、ライオンズ

の10大活動部門のひとつに，『聴覚保護

とろうあ者福祉』を採択しました。

　全世界のライオンズクラブは，この重

要な奉仕分野への参加を考慮されるよう

に要請します、ここに掲戴する資料は，

ろうあに関する基本的な説rり］と，各地域

におけるろうあ者向けの活動形態のいろ

いろを提示するものです．

耳の障害に3つのタイプ

　聞くという作川の大部分は内耳でおこ

なわれる。音によって起こる振動は鼓膜

で受けとめられて，3つの小さな骨一
ツイ　　　　チン

槌骨，砧骨，アブミ骨一を通って伝わ

る。アブミ骨からの振動が内耳の耳液に

伝えられ、音を脳に伝える神経に伝達さ

れる。

「聞く」ということは刺激を受けた神経

からの合図が脳に伝えられて初めて達せ

られる。そこで音の意味が解読される。

正常の場合はこの全過程は瞬間的に作動

する。

　しかしながら，合図を受信する脳の部

分一聴党記憶組織一が故障している

場合，あるいはこの合図が脳に達する途

中で妨害されたり，ゆがめられた場合，

音は意味をなさないか，あるいは振動が

受信されないかのいずれかになる。

　耳の障害は大きく3つのタイブに分け

られる。

（D伝導性θ）障害の原囚は聴道の内部の障

害物である。このため音波は内耳まで十

分伝達されず、音はすべて押し殺される。

この種の障害は耳に異物が人ったときに

起こる。1㌧供であれば，耳にあめ玉や豆

などがつまっていることもあるし，また

成人によく見られる例に，綿玉のつめ忘

れがあげられる。最も一般的な障害は中

耳に見られ，耳あかがつまっていたり，

あるいは，はれやうみによる聴道の閉塞

である。

（2）感覚神経性の障害は音波が内耳まで達

しながら，それが脳まで伝わる合図に正

しく変えられない場合に起こる。このタ

イプの障害は，別名，感覚神経系、神経

感覚性，あるいは，神経性ろうあ，知覚

性ろうあ等の名で呼ばれる。普通は，こ

の障害をもつ人は高音よりも低音がよく

聞こえ，音はしばしば乱れて聞こえる。

（3）rll枢性障害は，耳からの合図が脳に伝

達されない場合を指し，その原因は内耳

の蝸牛殻の障害である。あるいはまた，

脳が刺激を受信しながら，それを正しく

解読できない場合も考えられる。このタ

イプの障害者は言葉を聞くことはできて

も，それを理解することがむずかしい。

　耳の障害に関する鯉1：門家には次の3種

類がある。

（1）耳科可ll門医一医学博1：で⊥「の診察，

治療に当たる。

（2）耳鼻咽喉科医　　医学博士で，耳と同

時に鼻、のどのly門医。

（3）聴能ll∫：門医　　文学修ヒ号または哲学

博L号をもち，医療以外の検査や難聴の

訓練などの15：門家古

ライオンズの活動例

　多くの点で、ライオンズの聴覚保護と

ろうあ者福祉委員会の任務は，ライオン

ズの伝統となっている活動，視力保護と

盲人福祉の活動委員会の任務と同列のも

のであり，次にあげるのは，この部門に

おける大ざっぱな活動例です。ここにあ

げる奉仕活動のあるものは，州立，国立

9



の公共機関を通じて実施することができ

ます。労力の重複をさけるため，各クラ

ブはクラブ独自の活動を始める前に，こ

のような公共機関が実施している活動乞

調べてみるようおすすめします。

聴　覚　保　護

検診

　（1）個人または集団検診による聴覚テス

トの実施。学童の場合は学校当局との協

力によって，また就学前の幼児，高齢者，

その他の成人向けとしては，公衆衛生当

局や地元のろうあ防止機関との協力によ

って実施する。常に地元の医師会にまず

連絡をとること。

　（2）追加検診を行なう。

　（3）聴覚テスト用の機器を，学校、診療

所，病院等へ贈る。

　（4）検診および（または）治療用の巡回

車の贈与または資金援助を考える。

医療奉仕

　有資格の専門医による補聴器具の調整，

あるいは治療のための手術を実施する。

必要な場合は患者の輸送も手配する。

耳の銀行（Temporal　Bone　Bank）

　死後の中耳，内耳の構造を調べること

は，耳の障害の原因究明に大きく貢献し

ている（生存中はこの調査はできない）。

耳の障害のある人は、ろうあ研究財団が

耳科研究のために実施している耳の銀行

に，n己の内耳組織を寄託されたい。

聴覚研究

　（D耶章害防止のための研究を援助する。

　（2）地元の大学病院や医療（または耳

科）施設と連絡をとる。

　（3）住民大衆に向けて耳の障害について

の広報活動を行ない，研究開発のための

協力を呼びかける。

難聴者のために

　（1）補聴器の贈与，修繕，取りかえ等。

難聴の児童や成人向けに，必要に応じて

補聴器の貸与もあっせんする。

　（2）専門医による診察，治療および補聴

器の調整等を実施する。

　（3）困窮者に対して，電池，器具等を供

与する。

　（4）使用済みの電池を集めて，これを廉

価で新品と取りかえてもらう。

広報活動

　（1）騒音公害一騒音が聴覚に及ぼす影

響，騒音をなくすために何をなすべきか

　　等について一般の世論を喚起する。

　②地元機関と提携して教宣活動を実施

し，ろうあの原囚，周期的な耳の検診，耳

の障害の予防や軽減等について知らせる。

　（3）映画フィルム，ラジオ，テレビによ

るスポット，およびパンフレットなどを

作製する。

ろうあ者福祉

教育活動

　（1）ろうあ者，難聴者の教育に当たる専

門教師の養成所への献金。

　（2）耳の障害をもつ学生を対象とする奨

学金制度の新設，あるいは既成の制度へ

の寄付。耳の不自由な学生の就職あっせ

ん，および専門的な援助。

　（3）耳の不自由な児童のために聴覚訓練

用の器具（学校用の）を贈る：

　（4）特殊教育を必要とする児童をもつ家

　　欝

繊羅

鍵欝

おふたりの門出に

ふさわしい

新しいホテル

　　　　　　　　　　　　　東京・九段

ニクプ〃cノ巴∠∠Z

Oご婚礼の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

大阪案内所奮（06）345－1783名古屋案内所δ（052）541－1915
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庭に対して財政援助をおこなったり，相

談にのったりする。

視聴覚教材（可能な活動について関係機

関に照会のこと）

　ビデオテープ，字幕入りフィルムの供

与。難聴者，ろうあ者向けに，教育，娯

楽，家庭用の機器類を補充する。

復帰訓練

　耳の復帰訓練事業一説話療法，読唇

術，聴力訓練，カウンセリング等一を

調査し、援助する。

指話通訳

　児箪，成人向けの法的，社交上，医療

上の対話に必要な通訳の有無を調査し，

これを提供する。このような手段がある

ことを障害者に知らせる。

職業あっせん

　（Dろうあ者，難聴者のために、各種の

就職あっせんを行なう。

　（2）職業訓練所内に耳の不白由な人たち

の特殊コースを設けるように手配する。

　（3）会社や地域の主だった人々を対象と

して，耳の不自由な人でもできる仕事の

種類やその範囲について知らせる運動を

すすめる。

社交活動

　（Dろうあ者，難聴者のためのカウンセ

リング活動（相談員）を奨励する。

　（2）ろうあ者または難聴者の集団交流行

事を開催または支援し，必要に応じて輸

送も行なう。

　（3）レクリェーション

取り組むべきか、いなか？

　買クラブの直面する質問は，当然，

『ろうあ者のための奉仕に取り組むへき

かいなか？』ということになります。

　応えるかわりに，考えてみてください。

　笑顔に笑う声なく，

　歌に楽の調べなく，

　岩にくだける白波に怒濡の音もない。

　木々の葉のそよぎにも風の音を聞かず，

　みとり児の泣き声も，愛の言葉も聞か

　ず……

　耳がきこえないということを，ヘレ

ン・ケラー女史はこうもいっています。

「一それは最も大切な刺激一ことば

を伝え，思考を促し，人間としての知的

交流を保証する音声一を失なうことな

のである」と。

編集部注：前月号につづいて、これは英文

ライオン誌9月号から訳出しました。この一

連の記事はアクティビティの再分類というこ

とで、いまのところ標準会則の事業委員会名

とは無関係です。なお訳文の不適当な用語に

ついては、今後の研究に待ちたいと思います。

朝に礼拝

夕に感謝

あなたの

マイホームに

心の

やすらぎを………

仏壇のメーカー

600京都市下京区七条通新町東入
　　電話　京者β（075）371－3131～8・0124

　　駐車場完備年中無休カタログ呈上
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’

登　村　ヘ　ン　リ　ー

YEPの目的は？

　2年間にわたる302E複合地区YEP
委員長め大役をようやく終わり，ホッと

したところです。

　さて，複合地区YEP委員会というも

のがどんな仕事をしたのか，一般のライ

オンズの方々には，おそらくわかってい

ただけないと思います。なぜなら，わが

子をYEPに参加させた方々のなかでも，

私どもの存在に全く気づいていないライ

オンも多いのですから……。

「ライオニズムを理解したホスト家庭の

あたたかい善意に迎えられた外国の若者

たちが，その家族の一員となり，その家

族を通してその国の生活，正しい言語習

慣，思考の相違点を学び，将来の国際的

友好と世界平和の建設に役立てよう」と

いうのがYEPの目的です。

　そうした有意義な目的であるからこそ，

大ぜいのライオンズメンパーが貴重な時

間をさいてYEPに奉仕しているのです。

　しかし，この大切な点をよく理解して

いない一部の若者や父兄が存在していた

ことも否定できません。同じライオンズ

のメンバーでありながら，奉仕に徹する

同じメンバーの善意を理解しないのはど

ういうわけでしょう。

　海外にあこがれる若者はたくさんいま

すが，どんなにYEP参加を望んでも，

招待してくれるホスト家庭の数には限り

があります。ホテルや民宿ではないので

す。善意で，しかも無償で世話してくれ

るホスト家庭なのです。そこをよく考え

てほしいと思います。

　YEPは，わが家に子供がいようとい

まいと，まずわが家のドアを開放して，

未知の若者をわが子としてあたたかく迎

え入れることから始まるのです。ところ

が日本の一部の人は，わが子を海外に安

く遊びにやることから始まるようです。

ライオニズムはどこへいったのでしょう。

複合地区YEP委員会の意義

　さて私どもの仕事の内容です。

　毎年夏が終わると，新しく任命された

世界各国のYEP委員長の名薄が送られ

てきます。

　そのなかから「これは…」と思う委員

長を選び出し，青少年交換計画の可能性

を打診するための手紙を何十通も書いて

送るのが，私の最初の仕事なのです。

　しかし，いつも同じことなのですが，

ほとんどがナシのつぶてで送りっぱなし。

望みの持てそうな返事をくれる委員長は，

本当にわずか数名にすぎません。

　アメリカとヨーロッパ間では，盛んに

YEPが行なわれているそうです。航空

運賃が日本へ来るより安いからだと思い

ます。

　オハイオ州のように，私の手紙がタイ

ミングよく会議直前に到着したというの

でさっそく会議にかけ，最初から40名と

いう大量交換の可能性を知らせてくれた

のは，ほんとうに珍しい例といえます。

　私どもE複合地区委員会は，三重県か

ら北海道までの東日本8地区のYEP委

員長のかわりに渉外の仕事をしたり，大

阪から沖縄までをお世話するW複合地区

委員会と，合同会議を開催しWとEとが，

それぞれ分担した渉外の進行状況を話し

合い，そこで交換可能な人数を計算し，

日本全体の地区に割り当てるための協議

を重ねてから，E複合地区YEP委員長

に集合していただいて，E複合地区内で

の割り当てや，その年度の方針，あるい

は各地区の希望などを話し合います。

　1972年度の私の分担は，MD4（カリ

フォルニア，ネバダ）テキサス，オハイ

オ，フロリダ等の大量交換可能地域と，

ジョージア，コロラド，カンザス，ニュ

ージャージー等の少数受け入れ地域との

交渉でした。

　W地区では，MD19（ワシントンD

C），イリノイ，インディアナ，コネチ

カット，カナダ，オーストラリア，西ド

イツ等を分担されました。

　ここでハッキリしておきたいことは，

私ども複合地区YEP委員会の仕事は，

グループ交換のみをお世話するというこ

とです。

　MD4には16の地区があり，MD302’

の日本には15の地区があります。この16

の委員長が日本の15の委員長と，それぞ

れが文通したらどういうことになるでし

ょう。31人の手間もたいへんなら郵便料

もたいへんです。その上，複雑すぎて間

違いも起きやすくなります。

　そこで16の地区を代表する委員長TW
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ISSと、15の地区を代表する委員長T

OMURAとが文通で打ち合わせをすれ

ば，仕事が単純化され，スムーズに運ぶ

し，問違いがありません。

　私どもの複合地区YEP委員会の存在

価値はここにあることを知っていただき

たいのです。

　私どもはグループを扱うのですが，Y

EPは，本来クラブ単位で交換をたてる

のがほんとうの姿です。クラブのなかで

英語の得意な方がYEP委員長になり，

海外のクラブに呼びかけてYEP活動を

自由に進めてくださればいいのです。

　でも，海外と文通のできないクラブも

あるので，そこで交換計画をたてるわけ

です。グループで交換すると，単独で渡

航するよりも航空運賃が安くなるので交

換生自身，あるいは父兄やクラブの負担’

も楽になります。またオリエンテーショ

ンも，グループで行なえば経済的になる

でしょう。　　　　　’

YEPの健全発展のために

　8月中には米日交換生がそれぞれ本国

に帰り、海外から日本の交換生が戻って

きます。それで私どものYEPに対する

奉仕も終わるわけですが，このようにY

EPだけは，ライオンズの他のプロジェ

クトとは奉仕期問が全く違います。一般

の役職は6月末で任期が終わり，7月1

日から新しい方々で運営できるのですが，

YEPは毎年10月ごろから文通が開始さ

れ，4月，5月が準備の最盛期，そして

ほんとうの仕事は皆さまがホッとした7

月から8月にかけて行なわれるのです。

　そこで一番大切なのは、新任のYEP

委員は，7月から前任者を補佐しながら

交換生に接していくことだと思います。

そうすれば，来年は次の新任者を指導す

ることができます。

　アメリカのMD4は、キャビネットの

交代とは別に，独自の継続事業としての

組織が確立しています。

　YEPもどうやら終わったところで，

今年度を振り返ってみると，いろいろな

ことがありました。同じ失敗を再び繰り

神秘のローヤルゼリーを1つ1つすくいあげて採乳する

ン

病気にならない体造り

〃

、

1954年ローマ法皇ピオ12世が愛用していらい、ヨーロッパ、

アメリカ、ソ連各国で爆発的反響を呼んで、ついに日本に

も上陸しました。各国の科学技術陣は、その神秘性に魅了

されて、商品化に取組んできたが、いまだ完成をみていな

いのですσここに、サン・ケンは、2億円を投下した氷点

下40度Cの真空凍結乾燥技術と多くの学術研究陣の協力を

えて、念願の「ローヤルゼリー粒」を完成しました。あなた

様の健康管理に、ぜひ一度、真価の程をお試しください。

　　1個（100粒入）
　特大（300粒入）
　家族用（600粒入）
‘il

　贈答用セット

1ヶ月分　3．000円　，、

3ヶ月分　8．000円

6ヶ月分　15．000円

　　　｛　　　　6，000円

　　　10、000円

繍麟鐸鍵

藷

　
§

o・鞄Jb榿り・粒

申込方法一直接、電話でどうぞ。TELO3（264）2671㈹
　　　　　　ハガキの方はライオンズ11月号とご記入のうえお申し込み下さい。

その他詳しくお知りになりたい方はローヤルゼ

リーの小冊子を無料でお送りします。

　　　　　　東京都千代田区飯田橋1－7－4⑮102
　　　　　　TEL（03）264－2671　㈹
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返さぬよう，心に残ったことを書き残し

たいと思います。

　長い間の経験から，私はTWISS委

員長と話し合い，派遣交換生の年齢を最

も歓迎される17歳～21歳にすることにし

て、日本の各地区委員長に協力をお願い

したのですが，いよいよ決定された名薄

を出発前に点検して私は驚いたり，情け

なくなりました。

　地区により，最低が15歳，最高が25歳

でした。MD4にも16歳は数名いました

が，最高は打ち合わせどおり21歳でした。

　15歳の英語の通じない少女を送られた

ホスト家庭はさぞ困ったことと思います。

本人も苦労したことでしょう。25歳どい

えば，アメリカなら子供のふたりぐらい

はある父親の年齢で，YEP交換生を預

かるライオンズメンパーのなかにもかな

り若い人がいるので，25歳の交換生は，

少し強引な気がします。

　私は，日本の代表として恥ずかしくな

いりっぱな若い男女を，少数精鋭主義で

選出し，派遣したいと願っていたのです。

　E1地区は交換生の教育には特別に力

を入れ，オリエンテーションにも毎年進

歩向上しているようですが，地区によっ

ては，英会話の練習も甘くされているら

しく，出発時に私が直接英語で話しかけ

ても，満足に返事ができる者はきわめて

少ないのに驚きました。

　あの程度では毎日の生活も不自由だっ

たでしょうし，訪問国を正しく理解し，

日本を正しく理解させることも困難だっ

たでしょう。そして，ホスト家庭との間

に誤解による気まずい問題が起きなかっ

たらしあわせです。

　宗教，習慣，考え方の異なる国だから

よほどしっかりと英語を勉強していかな

いと，不必要な誤解を招きやすく，国際

親善をそこなうことがあれば，来年度の

YEPに思わぬ支障をきたすかもしれま

せん。そうなると，私どもが一生懸命つ

くりあげた協力地区も，一年だけで終わ

りを告げ，泣くに泣けない情けなさを味

わわねばなりません。

　交換生も，父兄も，一般ライオンズ会

員も，YEPが健全に発展するように，

協力してほしいと切望します。

14

この1年を顧みて

　ことしこそは3月中に交渉を済まし，

5月中には，事務完了、7月の出発と受

け入れをノンビリ待つ……という計画は，

またしてもムダ。

　3月，4月，5月の3回に分けて送っ

たというテキサスのホスト家庭リストも，

最後の段階まで届かず，国際電報と電話

で確認するという事態に追い込まれてし

まいました。

　私あての郵便物数通がアメリカへ居所

不明で返送というふしぎなこともあり，

新聞記事のように，アルバイト配達員の

無責任な誤配も全くなかったとはいえな

いようでした。

　また，7月26日には，実に不愉快なこ

とが起きてしまいました。

　カリフォルニアから来ていたドナルド

という18歳の少年が，ホストの大学生の

むすこさんと來京タワーに行ったおり，

巡回中の警察官に呼び止められ，パスポ

ートの提示を求められ，ホスト家庭に預

けてあるといったところ，派出所に同行，

さらにパトロール車で愛宕署に連行され

たと私宅に電話がありました。

　帰宅した私は驚いて，電話で，「私は

ライオンズクラブの東日本のYEP委員

長で，本人はライオンズYEPで来日し

た交換生です。パスポートは，私がホス

ト家庭に預けておくように指示したので

す。彼らはまだ子供で，パスポートをど

こにでも置くので，紛失すると帰国時に

困るから持ち歩かぬように申しました。

したがって法律に違反しているなら，私

が責任をとり，始末書が必要なら，ライ

オンズのYEP委員長、として書きましょ

う……」と頼みましたが，私の申し出は

無視されました。

　ホストの奥さんがパスポートをすぐに

届けたのに，「YEPは金持ちの道楽だ」

という意味のいやみをいわれ，ドナルド

君は英文の始末書を書かされ，指紋を取

られたということで，帰宅してもそのシ

ョックでタ食もせず部屋に閉じこもって

しまった……ということで，ホスト家庭

でもたいへん憤慨しておられました。

　ドナルド君は，日本の警察から受けた

冷たいもてなしを，n本の思い出のなか

から消す、ことはできないかもしれません。

情けないことです。

　日本のライオンズクラブは，特に警察

関係では非常に好意的に協力しています

が，私どものライオニズムの善意は，警

察官には、すなおに理解できないものな

のでしょうか。

　YEPは本年のように拡大すると，日’

米両方に，甘やかされた若者たちが，い

ろいろな問題を起こしてくれたようでし

た。

　空港での涙の別れは毎年見る美しい情

景ですが，本年はYEPとは思えない若

い日米男女の下品な抱擁が目立ち，私た

ちはf可のために貴重な時間をさいて奉仕

したのかと，さびしい空虚な報酬を得た

気持ちでした。この辺でYEPを国際レ

ベルで考え直す時期が来たと思います。

　さて，私がどうやら委員長の重責を果

たせたのも，実はめんどうなことをやっ

てくれた，さらに隠れた「縁の下の力持

ち」がいたからなのです。それは，E複

合地区ガパナー協議会事務局の藤平局長

と伊予部嬢でした。

　できるだけ，私は自分でタイプライタ

ーを打って手紙を書くようにしましたが，

とてもひとりでやれるようなものではあ

りません。うっかりすると，仕事をほう

り出して，2日も3日もタイプを打って

いなければならないこともあるぐらいで

す。そんなとき，私は原文を書いて，あ

とは伊予部さん，ときには，急ぎの返事

は藤平氏に原文を書くことまで頼みまし

た。

　外国との文通の整理，W複合地区との

打ち合わせ，E各地区への連絡やら委員

会の開催，交換生の名薄の整理，変更の

激しい派遣計画の表づくり，国際電報電

話の世話，空港通い等おふたりには，た

いへんやっかいをかけました。

　また，W複合地区の菅野委員長，ギ・

オーペン委員，兼松委員，それに多くの

YEP関係の方々には，たいへんお世話

になりました。ここで皆さまに厚くお礼

申し上げる次第です。　　　（東京銀座c）
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より確かな精度をきざむためにSEIKOの精密技

術にエレクトロニクス技術を導入。水晶と旧を利用

した腕時計セイコークオーツ。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

日づけ・曜日付 日づけ付

ステンレス側・ハードレックス

Kラス・メタルパンド
75，000円 70，000円

ステンレス側・皮パンド 69，000円 64，000円

特別高精度品
セイコークオーツ1”『・イ（Ve・y　Fl・e　Accu，。cy）

日づけ・曜日付

ステンレス側・無反射ハードレックス

Kラス・メタルパンド
135，000円

＊　＊　＊　＊＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊＊　＊　＊＊　＊　＊　＊　＊＊　＊

●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〈クィックチェンジ〉

●秒針が1秒ごとに動く＜ステップ運針方式〉

tzイコー・株式会社服部時計店

くわしいカタロクこ希望の方は、〒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



隠れたライオンズの功労者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒川直也の近況

　京都山科に在住のホノルルクラブの名

誉会員L黒川直也から，5月の渡米を前

にしてそのご通知をいただいた。最近、

滞米中の動向をつぶさに報じた英文の手

紙と，ある宗教団体の機関雑誌に掲載さ

れた「ライオニズムとその国際性一ア

メリカが直面する人種問題」と題する帰

朝報告の記事が一緒である。現在80歳を

こえた老齢にもかかわらず，この精力的

なご活躍を知ってまず驚1嘆した。

　L黒川の今回の渡米にはふたつの動機

があって，そのひとつはペンシルバニア

州にあるディキソン大学（母校）の200

年祭，並びに同窓会50周年祝賀会に出席

することと，いまひとつはその帰途諸都

市にあるライオンズクラブを歴訪して国

際的な兄地からアメリカにおけるライオ

ンズクラブの現状を親しく見聞すること

であった。

　母校大学における講演と諸行事に出席

した後、ハリスパーグ，シカゴ，エーム

ス・デモイン（アイオワ），デンバー，

サンフランシスコ，ハワイ・ホノルル等

で7つのクラブを訪問し，内6回の例会

に出席して「ライオニズムとその国際

性」と題する講演をされた。どのクラブ

においても自身の終生の悲願としている

人種を超越した真のライオンズの国際性

を強調されたが，アメリカのごとく，そ

の人口1億6000万に対し黒人わずか200

0万という社会情勢下では，いかにL黒

川が「ライオンズの会員も黒・白人種の

差別をすべきでない」と勇気あるスビー

チをされても，その反応は予想以上に根

深いものがあり，遺憾ながらいまだ「道

遠し」の感なきを得なかつたそうである。

　　日本のメルビン・ジョンズ

　L黒川については，すでに本誌1963年

12月号と1966年10月号に，日本のメルビ

ン・ジョンズ的存在として紹介したこと

があり，重複するが，1926年ホノルルの

パン・パシフィク・ユニオンのlt「記をし

　　　　　　　　　　　表彰楯を抱くL黒川

ていた当時，いまだ非公式のホノルルク

ラブのチャーターメンパーとして入会し

たが，国際協会の会則に「ライオンズ会

員」は白人のみに限る」という人種差別

的条項があったので，ホノルルクラブは

これに抗議し，「白人」の文字を条項中

から抹消し「会員は人種のいかんにかか

わらず，資格ある者は入会できる」とい

う条項修正案を大会に提出することを決

議した。これがためL黒川は，ホノルル

クラブの代表として本土に派遣され，21

のクラブを遊説して，ついに会則修正委

員会をつくらせ，1926年，サンフランシ

スコにおける第10回国際年次大会で，さ

しも困難とされたこの人種差別条項を削

除さすことに成功したのであった。

　この結果1926年10月には，中国の天津

にライオンズクラブが誕生し，その後メ

キシコ，キューバ，フィリピン（25番

目）日本（37番目）等とライオンズクラ

ブ国際協会が文字どおり世界の国マに進

展して今日に至っていることは，もはや

既定の事実である。

　1966年6月，ハワイ・マウイ島ワイル

タにおけるハワイ州ライオンズ第30回地

区年次大会で「人種差別を撤廃させた功

高島　三次

労者」として，当時のバーンズ知事ライ

オンから賞賛を受け，ハワイ大学内にL

黒川を記念して特別講座を設けることが

提案された。

　　　日本ライオンズの誇り

　L黒川直也の，国際協会の揺藍期にお

けるこうした功績を賞賛して，日本ライ

オンズでもL黒川を顕彰する動議が出さ

れたことがあったが，直接ライオンズに

関係がないとして，ついに却下された。

　ライオンズの会員から人種差別を撤廃

させたホノルルクラブ，特にL黒川の功

績はひとり日本ライオンズのみならず，

国際協会にとっても，まことに偉大なる

ものがあると思うのである。

　L黒川の在住する京都地区では，196

4年9月京都における第3回東洋及び東

南アジア・ライオンズ大会で，当時の地

区ガパナーL中村直勝，地区幹事L村上

薫（元地区ガパナー）がいち早くL黒川

の業績を評価し，大会に同Lをゲスト・

スビーカーとして招聰し，「東洋の安定

とライオニズム」と題する講演を依頼し

たことがあった。また、兵庫県地区でも

地区ガパナーL田中豊一，地区幹事L外

賀常治が第13回地区年次大会で広くライ

オンズの功労者としてL黒川を招聴し，

厚くその功労を顕彰したのであった＞

　L黒川は、14歳のとき，郷里のお寺を

飛び出して渡米し，その半生をアメリカ

で過ごしたが，現在世界宗教平和連盟の

リエーゾン・セクレタリーとして前記京

都の山科で奉仕の余生を送っておられる。

　先般の渡米旅行の帰途ハワイに立ち寄

られた際，ホノルルクラプは特にL黒川

のために5月30日，陸海軍ホールにおい

て45年チャーターメンパーの表彰式を挙

行し，その表彰楯を授与したが，これは，

ひとりL黒川の栄誉にとどまらず，日本

のライオンズにとっても誇りであり，ま

ことにご同慶の至りである。

　　　　　　　　　　　（兵庫県・尼崎C）
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25周年を目ざして
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　ん

　　　　　　　　　日本ライオンズ史編纂を

上 田　　常　　隆

　私がライオンズクラブに入ったのは，

決して新しいことではない。にもかかわ

らず，ライオンズに関する知識の足りな

いことを恥ずかしく思うものである。

　ところが他のライオンからみると、私

が相当古いライオン歴を持っているから，

何でも知ってるだろうと思いこんで，色

色の質問をしてこられるには閉qする。

　先日も横浜市内のあるメンバーの方か

ら質問をうけたのだが，それは至極基本

的な次のようなものであった。

「メルビン・ジョンズの偉大な所はどん

なところか」

「真のライオニズムとは何であるか」

「なぜマークにライオンの像を使ってい

るのか」

「ローアはどういう意味を表わすのか」

　など数項目あったが，これらについて

は平素，知っているように思ってはいる

ものの，さて，こうあらたまってまっこ

』うから質問されると，質問者の満足のい

くような回答ができない。もちろん，私

に満足な返事ができないから，多くのラ

イオンも同様だろうと速断するのは軽率

であるが、少なくとも私は「ライオニズ

ムの基本精神について詳しく教えてもら

いたい」という質問に答えるために，あ

らためて，にわか勉強をせねばならなか

ったことは確かである。

　また，ことしの6月3日東京で全国大

会が開催されたとき，アトラクションと

して企画された「日本ライオンズ20年の

歩み」の中で、私が「インド救ライとラ

イオンズクラブ」と「スズラン給食」を

語ることになったのだが，さていよいよ

となって，正確さを期そうとするには，

あらためて過去の歴史をひもとかねばな

らなかった。

　一事が万事，色々の機会に，どうして

もまとまったライオンズ史がほしくなる。

　いまはまだいい。20年前，日本ライオ

ンズクラブ発足のときのことを，覚えて

いる先輩ライオンがおられるから。しか

し，それでも歴史というものは，残して

おかなければならないものなのだ。

　単一クラブで，10年史や15年史を作り、

私もよくいただくのだが，なかなかあか

抜けしたのがあって，うれしくなる。

　しかし，302地区全体のライオンズ史

には，いまだお目にかかっていない。発

足以来20年がたち，これだけの大組識を

持っている日本ライオンズクラブ全体の．

歴史ができていないのは，不思議である。

　あるいは，こういう人があるかもしれ

ない。「1クラブとか，せめてゾーン単

位なら作れるだろうが，302地区全体と

なると，容易に作れないのではないか」

と。

　それならミ302地区史．は不要かとき

くと，「それは必要だ」というだろう。

　いまにして作製の困難を訴えるような

ら，これから先，年月がたってから作ろ

うとしても、ますます編纂がむずかしく

なるだろう。

　実は、20周年記念事業のひとつとして、

ミ20年史、を作っておきたかったが，そ

れもできなかったとすると，いまからぜ

ひ作っておくべきである。やがてくる

治5周年記念事業．のひとつとして発足

するのは，どんなものだろうか。いまか

ら作るなら，302地区一本。将来はEと

Wが別々に作ってもいいではないか。そ

の方が作りやすくもあり，将来は，合わ

せて一本としてミ302地区史、になる。

　これには，恒久的な機関を置く必要が

ある。たとえばミ編纂委員会、といった

ものである。そして各ゾーン，単一クラ

ブは毎月その委員会に資料を提出する責

任を負うことにする。

　それらの具体策については至急東西の

ガパナー協議会にかけてご検討を願い，

至急委員会，実行機関（たぶんライオン

誌日本1語版に付設されると思う）の発足

を強く希望する。　　（元ガパナー・東京C）

院長L．八　木　俊

東京都千代田区水田町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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数字をどう読むかがエグビクティブの課題では・…・

キヤノン・パームトロニク

数字を見つめるとき　欠かせないものになっ

ているのがパームトロニク。責任ある地位に

ついた人々の間に静かなブームを呼んでい

ます。99億円台までこなす10桁フル計算。練

習不要の完全算式通り。乾電池も使える4電

源方式。出張にも同行する心強き計算機てす。

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電源

￥58，000（》；｛；こ1各一i鐵議ID

NICdバンテリーパック1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

利な割賦制度もございま主お夕t軽にご相談ください。

●カタログをご請求ください。お申込みはL係へ。

パーム田：」7

キヤノン販売株式会社

東京／〒105来京都港区芝公園2－6－15麿（03）432－8251

大阪／〒541大阪市東区瓦町539大阪化繊ピル廿（06｝202－6761

札幌（011）231－1313仙≠r（0222）66－4151水戸〔0292）24－8934新潟（0252）45－5366長野（0262）27－6960前橋（0272）21－2762大宮（0486）41－9122千葉（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

札幌・道央キヤノン（011）561－7064秋田・秋田CBM（0188）33－1021仙台・宮城キヤノン（0222）23－2153京都・平安キヤノン〔075）801－8771
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70年代におけるライオンズクラブ

・⑳・・・・…一・…一順 рﾌ一試案哺一…一・…1・・Illl・

原点復帰運動
　わが国のライオンズクラブは、1952年

に導人されて以来20年間に急速に発展を

とげ、現在会員数においてアメリカに次

ぎ世界第2位となった。じかし，いまや

質の向上をはかるべきであるという反省

期を迎えて「原点にかえれ」との1叫びが

聞こえるに至ったのである。この原点復

掃の意義は，ライオニズムを深く理解し，

自己のU常行動を、またクラブ運営をこ

の精神によって行なうことであると解す

べきで、「ライオンズクラブ国際協会の

目的」「ライオンズ道徳綱領」および

「ライオンズ市民愛国憲章」は，ライオ

ンズの基本理念に基いた規定であり，

「ライオンズの誓い」は，その主要な理

念の集約であるとみることができよう。

「誓い」は，自由・友愛・知性の高揚な

どの基本理念をもって，会員の行動の原

動力としているものである。これを指導

原理として日常生活を営む決意を固める

ならば、これこそライオニズムの原点を

把握して行動するものであって、原点復

帰運動の1－1的もここにある。

高 宮 誠

ライオニズムの社会化

「国際協会の目的」「・ ｹ徳綱領」および

「巾民愛国憲章」などの規定は、会員を

対象として制定されたものであるが、会

員を通して・般巾民にも浸透することを

制定者は期待していたと推測される，「

（「協会の目的」第・項、「巾民愛国憲

章」第．．・項など参照）

　ライオンズの会員増強にはみずから限

界がある，それゆえに会員外の…’般市民

に対しては，ライオンズクラプを理解し、

これに協力することを必然的に求めるこ

とになる。国際親善，世界平和に貢献し

ようとする「国際協会の目的」第1項に

は「世界の人びととの問に相互理解の精

神をつちかい発展させる」と世界の人々

を対象としている。それは会員が中心と

なり会員外の人マにライオニズムに基い

て国際親善思想の普及をはかることを意

味する。また地域社会の改善についても、

その地域住民のライオンズクラブに対す

る理解と協力を要することは明らかであ

る。地域社会の住民中にはライオンズク

ラブに入会はしないが，ライオニズムの

崇高な理想に基く前記の規定を自己の日

常生活の指針としたいという共鳴者もい

るであろう。

　ライオンズクラブ会員は，クラブの規

定を遵守し，クラブ員以外の者に福祉事

業を行なっていればそれで足れりと理解

している者もあるようだ。その結果は，

次のような批判となってあらわれている。

すなわち「ライオンズクラブは，地域祉

会の一部の者に寄付を行なう篤志家の団

体で，一般市民とは孤立した存在であ

る」と。地域祉会の市民にライオニズム

を理解浸透させることは、ヒ記の批判を

なくするに至るであろう。

クラブ運営について

　クラブ運営については、特別委員会を

組織して、その運営の基本方針を確立し

てはどうだろうか。特別委員会の研究課

題としては，次のごときものである、

○アクティビティの選択　　基本的態度

としては，その地域社会の社会福祉」‘業

の・環となり得るものを選定すべきであ

る。このためには、その地域の自治体お

よび社会福祉協議会などの実施している

福祉事業の実情を把握し，それに漏れて

いる’ド業の中で、緊要でしかも民間団体
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であるライオンズクラブの事業として適

切なものを選定する。かくのごとき選定

は、社会福祉事業家の専門的意見を聴取

する必要も生じよう。これによって一時

的思いつきによる慈善的な寄付行為は避

けられ、計画性のあるアクティビティの

実施によって，その効果が10年・20年後

にはその地域社会の環境改善となってあ

らわれることを期待し得る。

○例会の運営方針一例会は会員が繁雑

なビジネスの雰囲気から脱して，ライオ

ンズクラブの歌あるいはライオンズ・ヒ

ムで、心が理想の世界に導かれ，心気一

転してライオンズ精神に触れる貴重なひ

とときである。このときにライオンズの

規定を一項ずつ読むことにし，歌に続い

て起立のまま「国際協会の目的」第1項

から始め、これを会長に唱和して会員一

同が読む。また，会期の初めおよび新入

会員を迎えた場合，例会においてこれら

の規定を数回にわけて研究することも，

新人会員にライオニズムを理解させ，ま

た旧会員にはさらにこれを深く会得する

ために必要であろう。

　また，前掲ライオンズ規定の実行に努

力した経験を中心とした会員のスビーチ

を例会において行なうことは非常に有益

である。これらのメンバー・スビーチ以

外ときにはゲスト・スビーチも望ましい

が，いまひとつの案は，各クラブ問でそ

れぞれ適’1］な話題を持っている会員をス

ビーカーとして交換することである。

○ライオニズム社会化の手段　　地域社

会の小・中・高等学校の学芸会あるいは

運動会にライオンズ精神を知らせる適当

な印刷物を記念品と共に生徒に贈って、

ライオニズムをPRすることは，生徒の

みでなくその家庭にも浸透する機会とな

るであろう　また、地域社会にライオン

ズ・デーを実施することは極めて望まし



いことてある（当日のアクティビティに

ついては、ライオン誌1970年8月号掲1伐

の英国ライオンズ・デー参照）。

　社会施設に金品を贈「IIする場合には，

｝liにそのものを届けることをせす、これ

はライオンズ精神の発露の結果てある旨

を伝え、ライオニズムを表明した印刷物

を添えて贈り，これを読まれることをす

すめるへきである。当日一部のグループ

が小学生下校の際，地域社会の全域にわ

たり，交通整理にあたることは，市民と

直接に接触することになり，「ライオン

ズクラブは、その社会とは無縁の存在て

ある」という市民の右する印象をなくす

るに役立つであろう。

　ライオンズクラブが地域社会の一般巾

民からの孤立を免がれ，かつライオニズ

ムを普及する方法として，哨問と労力を

提供して地道に効果をあけ得るもののひ

とつとして「人事およひ‘1卜業経｝：｛なとに

関する情報センター」の開設が考えられ

る。この事務は，事件の解決のために結

末まで関与するものではなく，社会福祉

協議会，教育委員会，商工会議所およひ

その他の公共機関の協力によって一般lll

民の相談に対し，問題解決のために示唆

と必要な情報を提供する範囲にととめる。

○国際性の強調　　世界各国に散在して

いる会員が，ライオニズムによる強い信

念をもって、ll堺’1’和の理想をそれぞれ

の国，それぞれの地域召会において醤及

につとめるならば，その効果は大きいて

あろう。国際問題の研究を，例会なとに

おいてときおり行なうことも必要であろ

う。また、外国のライオンズクラブとの

問に行なわれる青少タ1交換においても，

学生の派遣クラブは人選後ライオニズム

を会得するように導き，また受け入れ側

も歓迎・歓送の会合において，ライオニ

ズムによる学生交換の真の意義を深く理

解させるようにすへきである。

　学生は，帰国後滞在家庭を中心とした

訪問国のクラブ活動についての印象記を

自己のクラブに提出することとし，これ

を会報に掲載して，クラブ内外に頒布し

て，派遣・受け入れ両クラブ間の相互理

解に資することが望ましい。

　重要な国際問題に関する公開講演会を

適1時開催して，会員はもちろん一般巾民

の国際関係についての関心を高め「lll界

の人々との問に相互理解の精神をつちか

う」ようにつとめることも、きわめて必

嬰なことてあろう．

結　び

　人類社会の健全な発展のためには，そ

の根底に個人の健全な倫理観がなくては

ならない。しかるに相続く全lll界的鳥↓模

の大戦によって、道義退廃の徴1侯がlll界

的にあらわれるに至った。

　われわれライオンズが，日本において，

各地域利会において，ライオンズ精神の

普及発展に努力することは、この世界史

的意義のある運動に参加することである。

この意義を認識して①例会運営の一大刷

新②クラブ独自のアクティビティの遂行

③ライオニズムの利会化なとを中心的活

動として，わが1日の民1二主義社会の発展

に貢献し，未来に対しパラ色のビジョン

をもって激動の70｛1代を遇進すへきであ

ろう。　　　　　　（千葉県・船橋C）
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サングラス用レンズ

《色板眼鏡生地》

色別

　　　（1．2．3、4号色）

■［］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
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国際青少年キャンプ
　　　　　　　とライオンズ

　　　　　　　　ーアメリカー

繊i

　アラバマ州モントゴメリークラプの後

援で開催された第9回国際青少年キャン

プは，18力国の青少年を集め，6週間に

わたる研修と旅行の共同生活であった。

一行がイリノイ州オーク・ブルックの国

際協会事務局を訪ねたとき、ジョニー・

パルポ第2副会長があたたかく迎えライ

オニズムの目的と事業について解説した。

写真はキャンプ場に参加した日本人学生

のハシモトゲンタロウ君（大阪）と語り

合うパルポ副会長。

4月の暑い1日

一アメリカー

相次いだ。彼らはセイント・トーマス病

院につぎつぎと運ばれたのであるが，そ

のかげには，セイント・トーマスクラブ

の会員の協力ががあった。パレード・コ

ースにメンバーが立ち，倒れた子供たち

をつぎつぎと運び，大事に至ることなく

無事パレードを終えることができたので

ある。

死の床へ走る母

一アメリカー

　コネチカット州ウィンザー・ロックス

クラプと赤十字の協力によって，74歳の

母親がカリフォルニアの空軍病院にいる

息子の臨終の床にかけつけることができ

た。

　老齢年金で生活しているアンナ・デニ

ング夫人は，息子が重病の床についてい

ることを土地の赤十字に知らせたが，ア

メリカの赤十字の規則はこの種の問題に

は資金援助を認めないので，ウィンザ

ー・ロックスクラプに話がもちこまれた。

同クラブは夫人の往復切符を買うことを

承認し，さっそくカリフォルニア行きの

飛行機に間に合うよう準備をすすめた。

　リパーサイドのマーチ空軍基地内にお

けるアメリカ空軍病院でのふたりの再会

は，涙をさそう感動的な場面であった。

　息子は、その一週間後に，母親に見守

られながら静かに息をひきとった。

　1972年4月24日，パージン諸島のセイ

ント・トーマスのお祭りパレードに，全

国チャンピオンのバトン・トワラー・グ

ループが参加した。このグループのひと

つハンティントン・サンダラーズには，

ニューヨーク州グレート・ネッククラブ

の幹事Lエド・リパウドがつきそった。

このパレード当日は非常に暑い日で，行

進者のなかから暑さのために倒れる人が

国際協会第1副会長トリス・コフィンは，

ノルウェーのガバナージョー・スティアリ

ングに招かれ、1名のライオンと身障児によ

って作られた大きなライオンの像を視察した
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貴センターからの案内状を読んで、次の通η1申し込みます。

なお、代金の15，800円は、現品が送られた後に支払います。

お支払方法一いずれかに○印をおっけください，
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豊かによみがえるくらしの四季

日本の心をうたう正調民謡の一大集成

解説＝竹内勉　　　　　　　●全国の正調民謡集一一一151曲

編集＝∫∨Hκ　　　　　　　　1北海道鯨場音頭北海荷方節江差追分・工差三下りなど13曲

発行；〃VHκサービスセンター2東北①津軽し・んか櫛津軽よされ節南部牛追・唄南部木挽・貝など17曲

　　　　　　　　　　　　　　　　3東北②秋田おは・秋田甚句本荘追分庄内おば・新庄節など17川1

　　　　　　　　　　　　　　　　4東北③さんさ時雨大漁・貝い込み長持唄相馬流れ山橋二遍返しなど171川

　　　　　　　　　　　　　　　　5関東八木節磯節木更津甚句大島節秩父音頭など16曲
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　　　　　　　　　　　　　　　　9九州黒田節正調博多節五木の子守唄朝花谷茶前節など22曲

●お問い合わせ・お申し込みは

JVHκサービスセンター
llL‘；ハ、督じ「｛［＼川区内・｝・田12　1　18

1じ、，「1　03　501・4111　1勺南｛4276

特価一15，800円
体裁＝総布貼り豪華巾失入り・愛蔵版

解説書＝A6判上製本434頁・全歌詞付き・写真70葉入り

収録時間＝9時間（カセット9巻）
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考ヅ

日本最初の国定公園の指定をうけた鷲羽山から眺めた瀬戸内海

地域とともに歩ゆむ

高田尚浩

　わが児島クラブは、1955年12月に結成、

翌1956年3月、35名のチャーターメンバ

ー（現在13名）で認証された。全国では

17番目のクラブ、今年は17年目を迎え17

番と17年が重なる年でもあるわけです。

スポンサークラプは岡山クラブで、郷土

ライオンの大先輩原勝己元ガバナーの肝

入りで誕生したクラブで、現在は会員数

94名を擁しています。

　旧児島市（現倉敷市）は、織物と学生

服の製造で日本一であることは有名で、

かつては、月2回の例会で「どうだもう

かるか」の挨拶から「ウイ・サーブ」に

かわり、従来聞きなれなかった「アクテ

イビティ」という言葉や行動が、町の気

風を一変させたのである。

　エクステンションについては、1965年

に児島鷲羽クラブ、本年5月には灘崎ク

ラブを生み、親ライオンとしての責務を

はたしながらクラブ活動につとめていま

す。

　アクティビティとしては、土地柄勤労

青少年のための奉仕事業を重点的に行な

い、特に　「皆んなで守ろう社会の秩序」

の地区スローガンでは、ライオン自身が

その模範となることを心がけています。

また、クラブ内では、「小さな親切運動」

をスローガンにかかげ、会員自身が実践

するとともに、地域住民の間にもこれを

広めようと研究を重ねております。ライ

オンズの基本的なもの、本質的なものを

常に語りあい研究しあって、ライオンズ

活動の中に新風を取り入れることにより

老化現象を排除しながら、楽しい雰囲気

の例会づくりにつとめています。ちなみ

にわがクラブの出席率は1967年以降100

㌫を堅持しています。

　わがクラブのある児島は、日本最初の

国立公園の指定をうけた瀬戸内海に面し、

景勝の地として、また中国・四国を結ぷ

瀬戸大橋の児島一坂出ルートの拠点でも

あり、今後の発展が約束されています。

その地域社会にあって児島ライオンズク

ラプは、地域の問題を常に把握しながら

ウイ・サーブに努めることを誓います。

　　　　　　　（倉敷市・児島C会長）



織物と学生服の製造では日本一。その工場の一部

　　　　　　　　　　　　　　　　　し⇔一

江戸時代には主要海路として栄えた下津井港

♪一淑

明治初期に建立され、多くの人物を輩出した児島海員学校



ヨーロッパはパリの朝から……。

美味しい物を食べて飲んで旅を楽しむ。こんなフランス

風の行き方をすべてパックしたのが、エールフランスの

豪華ジャンボ。いまエールフランスは北極回りの直行便

を含め、週3便のジャンボをパリへ就航させています。

パリに始まリパリに終わるといわれるヨーロッパの旅。

あなたのヨーロッパも、エールフランスのジャンボでパ

リからお始めください。

●パリ・ヨーロッパへ週9便を直行運航

●北極回りジャンボは東京発毎週火瑠鰐莞駕翻、土曜

　（A！7㌍遥1譜

●南回リジャンボは東京発毎週火曜｛＾1晶⇒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おり東京発毎週水・金の2便です。

エールフランスはモスクワ経由線でJL　SUと北極回η線、南回η線でAZ／」し／LHと提携運航しています。
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第11回東洋及び東南アジア大会は、9月28日から30日まで韓国の首

都ソウルで開かれた。1959年2月12圓に韓国最初のクラブとしてソ　・　㌧　　パ

　ウルクラブが結成されて以来、第5回大会についで2度目。今回は　．

　　155クラブ、6，000名のライオンズがホストした。　　「£　　∵　　　）『馳〆「

　　「団結と相互尊敬J（Togethemess’and　Mutual　Respe書t）

　　　のテーマのもとに、エリア内の各国から3，500名が参加し、ソウ　　　　，

　　　　ルはライオンズー色に塗りかえられた。

　　　　写真は市民会館での開会式と各国旗の入場式（下）
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1972年9月28日発行

ライオンズ・マークと韓国伝

統模様をあしらったデザイン

で4色、グラビア印刷。額価

10ウォン。デザイナーLee

Keun　Moon。150万枚発行
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　　ようこそD51君
　　　　　　　　　　　三沢C（岩手県）

　岩手県三沢クラブでは国鉄の電化の波に押

され、姿を消しつつある蒸気機関車D51型を

青少年の社会教育の資料にと永久保存を計画

し、5月5日子供の日に三沢市中央公園に設

置した。

　ライオンズクラプをはじめ、三沢米軍、自

衛隊、警察など約100人が動貝され、市内大

通リを2日がかりで運ばれた。D51君は、市

民をはじめ全国のSLマニアに見守られなが

ら無事、市内中央公園に到着した。

　当日の様子は新聞、テレビ、ラジオで報道

され、市民の関心の的になった。同時にライ

オンズクラブについても詳しく報じられ、ラ

イオンズクラブの大きなPRとなり、市民の

間に正しい認識を深めることができた。
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当クラ’プ10周年のアクティビティとして泉谷

中学校に水痩教育助成のための実習船ライオ

ンズ号を贈った。．　　　（北海道・稚内C）
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騨

繕

灘

⑨ウシの日“の午後、市営海水浴場神ケ浜に

恒例の励の芸術大会Jを開催。小申学生、

mO余名が参加した。　　（石川県・輪島C），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鋼

　　　　　　　　　　　　　＿．緬⊇ぷ編滋謹畿」
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｛

山紫水明の城下町のシンポルで、最近、汚染

度がひどい谷山川の清掃奉仕を、泥まみれに

なりながら行なった。　（兵庫県・出石C）

8月1日、YEP交換学生は淡路キャンプに

おいていざなぎ神富を参拝し、おかぐらを押

　　　　　見した。

寸　　　　　Lヨ、
↓ち　　　　　　　」　　　　、一　　ぺ　膓

　　　（兵庫県・いざなぎC）

、［

戯只i

ヘ　　ガ」　．

撰鱒慧慧難撃膓讃撲籔慧，江総

　　聡　　　　7月24日から8月3日、発音障害の子供を対

ξ　　　’　・象に・後昌亮一先生を購師に招いて発音矯正

　　　○　　購習会昏開購した。　　（和歌山県・新富C）

芦i、鱗譲、

鱗畿；雛蹴繊．

筆

悟，

賠

’子供たちに交通知識を教え、深刻化する交通

㌧禍を担≦そうという趣旨てS束通公園に星踏

式ゴーカート15台を寄贈した。（長崎申央C）

難｝

ぽ、羅

瀬戸内海に浮かぶ無医地区、温泉郡中島町二

神島ヤ無料鯵療奉仕を行ない、多大の感謝を

受けた。　　　　　　（愛媛県・松山道後C）
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毎夏7～8月の毎日曜日ごとに九十九里町片貝

海岸へ救護班を設け、海水浴客の診療奉仕活

動を行ない、本年で5年目を迎えた。本年は

参加医師19名、会員15名の計34名で、取り扱

い治療件数57件であった。このアクティビテ

ィは患者はじめ観光協会あるいは警備本部か

ら非常に感謝され、今後も続行する予定であ

る。　　　　　　　　　　（千葉県・東金C）

＊高級バッジ
＊メダル

＊トロフィー

＊カップ

＊楯

＊胸　像

＊各種記念品

信用・歴史・技術の　備

7幸∫1徽章
蝿（葺《苫6r・〈（1日1ズニ，し↓2t」ヒ1　－　3　－　1　（　，し」～ヒ『ド電｛亭｝が∫）

TEL（262）0101（代｝　（26】）2651



日本赤十字社において目録を手渡すE複合地区協議会識長、L吉永通雄。

　フィリピンのルソン島では、この7月、モ

ンスーンによる大雨で洪水。死亡者が400人

を越す大被害であった。さらにそれに伴い、

コレラ発生、飢えに直面している洪水被害者

による食糧暴動などが起こっている。

　フィリピンは、周知のごとく日本ライオン

ズが20年前に誕生するきっかけをつくったス

ポンサー国である。

　そこで302E複合地区では、水害見舞にと

8月31日、日本赤十字社を通じて見舞金300

万円をフィリピンに贈った。この見舞金で毛

布6，000枚が購入され、現地に送られるとの

ことである。さらに9月22日には、フィリピ

ン大使館を通じてマニラの国際理事あてに体

温計、医薬品（持田製薬協力）等200万円相

当の物資を送ったb

足は老化のバロメーター《1日1万歩》を提案します。

30分、足をのせるだけで1万歩。一アルコーが運動不足を解消します。

　　　　　　　　　　　　■疲労感のない歩行運動ができ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’i　　　　　　　　　　　　　運動不足を解消します。

　　　　　　　　　　　　■足からくる老化現象を
　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　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すぎを防ぎます。

　　　　　　　　　　　　　3月23HNHKカメラレポートで紹介されました、。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造元
　　　　　　　49・500円特許申請中　　　　イト＿超短波株式会社

　　　　　　　通産省型式認可番号　▽95－236号

i象鷺詩’鵬韻

i鱗難…
iう等るやはこ定ぞ
i，°運のスおとのれ
i　動でモ年で期に
i讐弓賭間ξ
i　使んなが　一　　　　　　　　　て
i　うなど散　定違

　　　げ々腰第血ま芹
　　　ましが二管す沢

？i’

　l　　　　　i
ぱ　　　…
㌶離㌘i
・畠礫ξi
　康　生1：学ぜ　i

溺蓼i

　　　　小型テープレコーダーで

　　　　確実なクイックビジネスに！

緊蕊． ｱ’、：響職欝籠：

　　　　　　　　　　　　　　，、　科学秘書
　　ヤヘコ

．　馨⊥‘i繭㌃
　　　　　　　　　　　　　　　』’　　　　　　　　　　　　　　　　（オーストリァ）

　　　　　　　卜　W：　．　メモコードK70
　　　　　　s
　　　　　　　　　　“　　　　　’　情報の収集と伝達を

　　　　　　　　　　　　　　・　　　スムースに！

　　MEMOCORD　K70
・大きさ14．5×7．7x2．8㎝　・承さ330　g

・電源　単3電池3本

■デラックろ　　■スタンダード

￥78，500　　　　　￥65，00p

2時問録音（往復）1時間半録音（往復）

　（2機種ともテー’プ、電池、特殊マイク付）

1、：を録る，確認する

思考する，伝達する

リポートをf乍る

国産小型テープレコーダL

の約％の軽さとサイズ

が、背広の内ポケット

に人って、

機動力を発揮。

●取扱代理店

サンキ通信機株式会社轟醜蟄罷額蟹9議；♀i畠
　　　　　　　　　　　　大阪市北1く：1；．江1町2－1〒530
ロイヤル・ファーマシー　（大阪ロイヤ几ホテ’レ地ドアーヶ一ド街）
　　　　　　　　　　　　a　（06）　448－4419

田中ビジネス・マシン綱㌶霊驚！㌫21㌫隠劉黙゜

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

光洋無線電機㈱；’摺閲惣目支11㌃．榊

アルコー’、メモコード・クーポン（L－1り

　①購人申し込み

　③電話連絡か欲い

　　氏名x

②カタログを送って欲しい

　　　　職業
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身障児の楽しい一日
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西武園到着、メンバーが誘導

西武園の好意により

確保された観覧席に

着いて、弁当、菓子、

みやげ等を配布。
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▲L小島剛夕（劇画

作家）のサイン会、

子供たちは大喜二び

＜1症者はメンバー

が車で直接家庭より

送迎。

　東京小平クラブは、8月10日肢体不自由児とその家族

を西武園の花火大会に招待した。結成以来はじめての形

式の行事であるだけにあらゆる面から研究を重ね、往復

あるいは現地での事故その他の面で不都合のないようつ

とめた。メンバーは、1名につき2～3家族を割りあて

責任を持って事故防止と親睦につとめた。また集合は、

小平市内4カ所を指定して集まってもらったが、特に重

症児にっいてはメンバーが直接、車で送迎した。

　私たちライオンズの奉仕活動をよく理解してくれ、当

日は100名をこえる参加であった。日ごろ、家に閉じこも

りがちで、このような催しに参加するチャンスの少ない

この子らの喜びように、私たちの日ごろの努力も報いら

れた感じ。このアクティビティのもようはフジテレビが

取材し、翌11日の「リビング4」の時間に「身障児に楽

しい一日を」というタイトルで放映された。
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大夙一一

　　　　　　毎朝9：30
　　東京一シンカポ「ル便

　　　　　　　　羽田を出発
タイペイ

　　　ホンコン

ノ＼γノ
　　　　　ベ＞rク

．汰双一三ンが亦ら’レ便・

翻川θよク
　　　靭／000硲！
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シンガポール航空（SIA）は、25年の経験とボーイング・ジェットに！“〃アップされた

　　　　　　　　　　　サービス網を、世界の半分以上に張りめぐらせています。

口NOON

　ZU姫

きのうのあの方

きのう

わたしが会ったあの方

ローマのカフェで

そして

また機内で

わたしたちは

一緒にシンガポールへ

“なにかご用は？”

ほほえみかけたわたし

飲みものはレモンつき

ソテーにはソースをかける…

あの方の好みは

よく存じていますわ

わたしが会ったあの方

いまはもう遠く…

でもまたあの方と

SIAで逢えるよう

願っておりますの

いつか　また…

5晦叩o怜
川怖■5
　シンガポールの空を

MSAからひきついだSIA
ぴ∞

　os△K’



花と少女（Flower　and　a　Glrl）1971年制作

一一一
T



影（Shadow）1970年制作



いまお住まいの家をそのままに

いま住んでいる家に　そっくりC／H

の快適さがブラスできたら…．こんな

夢が実現します．新しい温風暖房機

．：菱MICSクリーンヒーター．　・台・

台がC／Hとまったく同じ働き．いわば

ふやしていけるC／Hです．この冬早速

まず・部屋にいかがでしょう．

、、　　・、L　、

■←一一

鳩¶w｛汐
嘘＼’‥

●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Lいガス燃焼方式MICS

●維持費は　いままで

　のガスストーブなみ

●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・30P吸排気式・16ヨo畳｝｝1

酬1酪88，000円取付酬
VR・30E排気式・・6ヨ04’r用

標棚格49，000円取ff酬
VRB・30E吸排気式，‘6－10畳1寺1

酬｛酪51，800円取1憤》・1

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

菱匝喧ヨワ■」7ヒ■ヲ■
　　　　　　　　　　　　　菱i、E機　株　 イs社・侍こ’t三機29旙『業剖；218’3146・、∫｝熱営業音6218．2955、｛｝〔都r代川｝ズ九子、1勺2・2・3

新しい温風暖房機
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国際本部に

日本ライオンズ庭園完成

†一一ク　・プ，し　’クカライすン　ズ国際協会

本部ピ，し軒築を祝　 て、日本ライすンズ

は、日本庭園を寄1増、　ニノレほど’七成した
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ケニス・スミスとプレーする

　ゴルファーならだれもがご存じのよう

に，西にメッカ，セントアンドルーズが

あるなら，束には、伝説的な近代ゴルフ

クラブづくりの始祖ケニス・スミスがい

る。50年近くも別格扱いでクラブ業界の

トップに君臨しているその秘密は，手づ

くりの人の魂がこもっているからだ。

　いまから44年前の1928年，ケニス・ス

ミスは世界で初めてバランス理論を発表

し，カンだけに頼っていたバランスを数

示化する計器をつくった。現在，グリッ

プエンドから12夕のところに支点をおい

てつり合いのとれる重さをオンス表にし

た彼の理論を，世界中のメーカーが取り

入れている。

　その有名なケニス・スミスの招きを受

けた私は，6月28日から3日間，カンザ

スシティに滞在した。ミズーリ河をはさ

んでカンザス州，ミズーリ州にまたがる

のがカンザスシティ。サンフランシスコ

からジェット機で3時間半，ニューヨー

クへは4時間半かかるアメリカ中央部の，

麦の主産地として知られる静かなこの町

のダウンタウンに彼の会社がある。ここ

から50訂離れた森の中に彼のブライベー

長　野　英　次

トコース，IlapPy　Haunting　Course（た

のしく，たびたび行くコースの意）と工

場，そして彼の自宅がある。

　最初の2日間は，仕事の話と工場見学

で費やした。

　30日朝，10時キッカリに彼が迎えにき

た。きょうは，夢にまでみたこの老友と

サシでプレーする日だ。．赤いキャディラ

ックのトランクから真新しい帽子と英国

製のスモールポールを出して，私にくれ

た。なかなか人間的魅力のある人である。

　彼のブライペートコースは，’9ホール

ズ（3，050丁一，パー36）。よく手入れの

行き届いた各ホールには，大型の散水器

が舞い続け，名も知れぬ野鳥がさえずり，

群れかっている。そのさまは，構図的に

も抜群の風致で，宮中の御苑でさえも及

ぶまい，と感じたほどであった。

　クラブ8本とくつを借用，こちらの支

度はプレーショーツだ。

　いよいJi開始，1番は395　T一のミドル

ホール（パー4）。You　NO．1110norと

声をかけられ，スプーンをふるう。ティ

ーショットは190丁一くらい，ゴー　 オン

　ストレート。2打はチョロ。－3オンで

ニアービン。難なく一打即入で，パー。

Oh！Good　Wayとほめられた。老友

は3オン，2パットのボギー。出足悪し。

最終的に私が48－48，老友は43－51。も

とより勝負の明暗は問題でないが，老友

は遠来の客に心使いをしてくれたようだ

った。

　72歳の老友は，最高プレーヤーではな

い。セオリストであろうが，スイングと

いい，絶妙の寄せといい，どうしてどう

して凡手ではない。

　コースの脇に，奥さんとふたりで暮ら

している，山小屋風のもの静かな彼のた

たずまいがある。美しい自然に囲まれて，

芸術作品を生み出すのにふさわしい雰囲

気。手づくりを固守し，モデルも変えず，

自分の発見したバランス理論に対し自信

と良心に満ちあふれている彼。だからこ

そ，ゴルファーのあこがれであるのかも

しれない。

　彼のHandicraft工場は何の変哲もな

いが，ご多分にもれず若者たちは都会に

散り，孫をかかえた老熟練工50人足らず

がllt界中の注文に追われている。クラブ

の納期は1年余りもかかるが，彼にはこ

れ以上スタッフをふやす気も，金もうけ

も興味がないようだ。子供のない彼の工

場は，1代限りであろう。彼のクラブは

だんだん「幻の名器」と化し，バイオリ

ンにおけるガルネリウス，ストラディバ

リウスのごとく，貴重な遺産として珍重

されるときがくるかもしれない。

　ケニス・スミスは，アイリッシュ系の

シアトル生まれである。こちらの人はカ

ンサスといわないで，カンザスと呼ぶ。

禁酒法がまだきびしく生きている唯一の

州である。もちろん、Speak・easy（もぐ

り酒場）などはない。

　ケニス・スミスに会え，しかも彼のプ

ライベートコースでプレーをしたU本人

は，私がふたり「1である。今回の訪問は，

趣味と実益を兼ねた，わが生涯最良の

Sweetest　Memoryであった。

　　　　　　　　　　　　　　（人阪C）
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「つつ」　カ・　「つ」　カ・

　　ライオンズクラブの歌「また会う日ま
　　　　　　　　　　　　　　
　で」は，「ほほえみつつ別れむ」か，「ほ

ほえみつ別れむ」か。本誌9月号本欄で，

「つ」がIEしいのに「つつ」と書いたも

のがある，と山口県岩国錦クラブのL村

　井一郎が警告を発しておられた。

　はたして「つつ」か「つ」か、、

　　歌の意味は「ほほえみながら別れよ

　う」ということであるから，「つつ」が

・正しいことはいうまでもない。

　「つ」は過ぎ去ったことをあらわすこと

　　　　　　　　　　　　　　ばであるから，「ほほえみつ別れむ」な

　ら「ほほえんだ。それで別れよう」とい

　う意味になって，理屈に合わない。

　　では，「つ」は誤りか。

　　なるほど，「つ」はひとつなら過ぎ去

　ったことをいう場合に用いられるが，こ

　の「つ」がふたつ用いられると，「何度

真　下　三　郎

　　　　　　　　　　　　　　　も繰り返す」意味になる。「行きつ戻り

つ」は「何度も行ったり戻ったりして」
　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　ロ

ということ，「とつおいつ考える」は

「ああでもない，こうでもないと何度も

考える」という意味である。前記の「つ

つ」もこの「つ」がふたつ合わさったも
　　　　　　　　　　ロ　　　　
のだから，「ほほえみつつ」は「何度も

何度もほほえみながら」となるのである。

　では，「つ」はひとつだから間違いか。

実はそうもいえないのである。というの

「ありがとう」運動

　ライオンズクラブのアクティビティは，

クラブ活動の枢軸である。

　しかるに、このアクティビティに対す

は，歌のように5音とか7音とか「f数を

気にする表現には，「つつ」と使うと音

数がはみ出る場合がよくある。そういう

ときに，ひとつの「つ」を使って「つ

つ」の意味に代行させる，という便法が

むかしから数多く存在するのである，

「つ」だけで「つつ」の意味に川いられ

る　　こういう用法を知っていると，

「ほほえみつ」が「ほほえみつつ」と同

じであることに気がつかれよう。

　原文を翻訳せられた先輩が、こういう

点をご存じであったかどうかわからない

が，「つ」でも川違っていないことは確

かである。

　　　　　　　　　　　　（広鳥佐nlC）

林　昌　司

る世の中の声は，単なる慈ll㌍封業のごと

く誤って解しているきらいがある。いま

こそその誤れる認識と，そして皮相的な

こんなに
オフィスや

有能な秘書が無給で雇えます。
、ご家庭に、ぜひ 台お備え下さい。

FM／AM　DIGITAL　CASSETTE　CORDER

高性能カセットテープレコーダー＋高感度FM／AMラジオ＋曜日・午前午后付デジタル時計

◎スリーインワンで単独使用、連動使用等、自由な組合せ使用

　が可能なノ∫能機です。

◎FM／AMの留守録音でねらつた情報はバッチ11録音。
◎曜日、’｜：前、午后表示付の正確無上ヒなデジタルクロック

　　　　　　　　　　　（24時タイマー内蔵）
◎90分間のスリープタイマー内蔵でお寝み前の音楽が楽しめます。

◎ラジオ（又はテープ）で眠ってテープ（又はラジオ）でお覚めの

　様に自由自在の組合せ可6旨。

◎内蔵コンデンサーマイクによリインスタントビジネス録音ま

　たは夜間枕元でのヒラメクアイデアを逃さずバッチリ録音。

◎付’属のテレホンピックアップにより屯要な電話は完全に録音。

◎日覚し、アポイントメントアラーム内蔵。
◎オフ・スに允べ・ドに㌔エグゼクテ・プの回固回

株式会社　工一スインターナショナル
東京都豊島区高田‥40－｜0〒17｜TelO3（984）7411～5
東京ショールーム：東京都千代田区有楽町2の4宕03（501）3920
神戸ショールーム：神戸市生田区新港町　ポートターミナル内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宕078（331）9606

現金正価：￥29，800を

特別価格：￥27，800　書留送料：都内∀8bO　地方Ylooo

付属品：本体、カセットテーブ、イヤホーン、リモートマイ久テレホンビックァッブ

品物は’代金到着後急送いたします゜　　　　　　　　　　iカタロク請求券
代金お支払方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エクゼクティプ48　　L銀行振込み…三和銀行池袋支店
　　2．小切手または現金送金　　　　　　　　　　　　　　　i　　　L’U
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世の批判等に対し，アクティビティを通

じて，奉仕活動の根源とその性格を明確

に認識させることが緊要である。

　すなわち，ライオンズのアクティビテ

ィは，お互い社会の一員として，社会生

活を通じて日ごろ受けつつある社会から

の恩顧に対する報恩感謝の「こころ」の

具現であり，そしてまた，社会全般の人

人のこうした「こころ」のともしびへの

火つけ役的役割を果たしている，という

ことを，とくと知らさねばならない。奉

仕活動の基本的な性格を社会全般に理解

させると同時に，確固たる信念のもとに、

奉仕活動に専念する雰囲気を地域社会の

中に醸成していかなければならない。

　こうしてこそ，ライオンズの奉仕活動

が社会生活と密接不離一体の関係に立ち，

ライオンズの存在の意義を確認すること

ができる。そして，ライオンズの普遍性

が生まれる。

　仙台クラブ少年少女委員会は，「物」

によるアクティビティと平行して，「こ

ころ」へのアクティビティが現在の社会

に必要との考えから、次代をになう少年

少女の「こころ」へのアクティビティと

して，「ありがとう」運動を展開するこ

とにした。

　この運動は，じみに気長に努力を傾け

ることが絶対に必要なので，全仙台8ク

ラブの継続的合同アクティビティとして

活動することにした。

　その具体的活動方法については検討中

であるが，本年10月を期し，仙台市東一

番町の繁華街街頭に立ち，歩行者天国の

毎週土曜日午後，及び日曜日午前または

午後，通行中の小，中学生を対象として

「ありがとう」運動を展開することにし

ている。彼らに地域社会に対する報恩感

謝の「こころ」を喚起するための種々な

る方策を立て、これを実行しようという

のである。

　趣旨

　社会の一員として、生きることはお互

い世の中の人々のおかげです。

　いろいろな仕事をする人や職業があっ

てこそ、お互いの生活ができ，生きてゆ

けるのです。

　職業に貴賎なし、といわれるゆえんで

す，．

　その世の人々のおかげに対し、私たち

は感謁1しましょう。

「ありがとう」という心で毎日を送りま

しょう。

　社会奉仕は，この心から生まれます。

　ライオンズクラプの奉仕精神も、ここ

にあるのです、

　　　　　　　　　　　　（宮城県・仙台C）

あなたのクラブも
　愛のライオンズ文庫を

難灘難念灘灘鍵馨灘繋灘

〈東京日本橋クラブから呼びかけ〉

「愛のライオンズ文庫」にあなたのクラブ

も参加しませんか，とこれは東京日本橋ク

ラブ（立川孟美会長）から、全国の特に都

会地以外の各ライオンズクラブへの呼びか

けである　福音館｛IP苫の協力で、同クラブ

では毎年クリスマスに児童図書を各種施設

に贈’、てきたが、昨年は子クラブ孫クラブ

を通じて地方のよい子たちを対象にしたと

ころ，たいへん好評だったので、ことしは

さらに全II］のクラブへ呼びかけてみようと

いうことになったもの、

　今回は明るい絵本や竜話など約5万1旧・の

提供を受けているので，5四1旧it位の梱包に

して1クラブ4～6個までのご希望に応ず

るとのことである、ご希望のクラブはクラ

ブ名、住所、会長名と寄贈r定先および希

望個数を明記して，

灘．

　東京都中央区八r堀1－5－1本八重洲

ビル　東京日本橋ライオンズクラプ

あてに申し込まれたい。先着順に受け付け，

定数をこえると打ち切られることになる、

　全国の交通遺児や身体障害児など，恵ま

れない子供たちへのクリスマスブレゼント

にしたいというのが東京日本橋クラブの意

向で，とくに協力書店の希望で小中学校や

幼稚園などをさけ、できるだけ地方の施設

や公民館へ贈ってほしいといっている。

　このアクティビティについて東京日本橋

クラブの理事会でいろいろ討論の結果，図

、ll：および梱包諸経費は日本橋クラブで負担

縷義

璽豊＿

するが、送料実費は申し込みクラブで負担

されたい。ただしアクティビティ報告にあ

たっては，1梱包あたり12、500円の図ill：代

の半額とその送料を申し込みクラブで計上

されたい，との中し合わせがなされた、な

お、参考意見として、寄贈クラブから名入

りの本棚を添えていただければいっそう効

果的ではなかろうか，という声もあった．

　不幸な境遇にめげず，精いっぱいに生き

ようとつとめている了供たちに，この「愛

のライオンズ文庫」が希望の灯となるよう

にというこの呼びかけに，多数のクラブか

らの反響が期待される。
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◎

、

インド救ライの灯

　拙稿「巨星落つ」が本誌8月号に掲1伐

されて以来，多数のお手紙をいただいた

ので，重ねて一言申しあげたい。

　お手紙の多くは賛成意見であり，激励

であったが，何通かは反対の意志表示も

あった。反対者の考え方は，あくまでも

国際会則に拘泥している。

　ライオンズクラブは，巨大な国際的組

織団体であるので，会則に準拠し，また

その規則により運営されることは当然で

ある。しかしながら，日本ライオンズも

すでに20年の歴史を持ち，一応一節は過

ぎたので，基本的操作は卒業であり，今

後は，応川の操作に入るべきで，時の流

れと変化を考え，幅広い視野に立つて運

営に当たるべきである。

　前年度W5地区ガパナーL田杉競は，

その積極的行動により，ライオンの善意

に訴えて地区を動かし，関係官庁を動か

してついにその在住中5，000万円のパキ

スタン難民援護資金を獲得し，国連に寄

託した。

　また，本年6月3日，E複合地区年次

大会においては，吉永ガパナーエレクト

（当時）の緊急動機により，テルアビブ

空港乱射事件に関してほとんど全員の賛

成を得て265万余の募金に成功し、直ち

灘

木　村　昌　男

難

にイスラエル大使に贈呈して遺憾の意を

表した。

　あるいはまた，当日の政策分科会にお

いて、パギオ遺霊碑建設問題も提案され，

出席者全員の賛成を得て協力が成立した。

　人の性はみな善である。規則，規則と

こだわらず，すなおに真心を受け入れる

ところにライオンズのよさがある。

　ハンコ日本一規則日本一にこだわ

るとき，交通事故被災者をしていたずら

に悲劇に追い込む。交通事故等の被災者

は恵み薄い人々が比較的多い。規則，規

則で裁判にかけ，あるいは放置され，賠

償保険業務は遅々としていたずらに時間

をかせぎ，2年とたち3年が経過する。

長期間に耐えられない被災者は，ついに

悲劇の事態に落ち込む。ここにあたたか

い人間愛があり、理解があれば悲劇は救

われるのだ。

　lrl；年のシンガポールにおけるアジ・ア大

会で，南ベトナム代表はかく訴えた。

　「現在，日本はGNP第2位である。し

かし、口本ライオンズは何もしていない。

われわれは，長い間の戦禍のために数え

切れぬ戦争未亡人と戦災孤児をかかえて

いる。どうぞ日本ライオンズの協力をお

願いしたい……」と，

　前年度，W5地区はパキスタン難民救

援に対して賛成者ばかりではなかった。

猛烈な反対者もあった。しかし，理屈ぬ

きで「アジアの難民救済はアジア人の手

で。そして，日本ライオンズで救援しよ

う、戦争は戦争，ライオンズはライオン

ズとして人類愛によって救援しようでは

ないか……」に同意し，地区のみならず，

全n本から，関係官庁から協力を得て，

巨額な愛の金品は万里の波濤を越え，戦

火をかいくぐって1，000万難民に贈られ

た。ライオンズはこれでよいと思う。理

屈をいう以前にまず行動で示すべきであ

り，人類愛に燃えねばならぬと思う。

　テルアビブ空港乱射事件をはじめとし

て，n本の国際信用失墜はあまりに大き

すぎる。人道主義大賞を受賞したメンツ

にかけても，国際信頼回復のためにも，

理屈ぬきでインド救ライに愛の手を差し

仲べるべきである。過般，幸いにもE1

地区元ガパナーL上田常隆がインド救ラ

イ協会理事長に就任された。新理事長就

任により，是が非でも本事業が継続され

るよう，協力されることを切望してやま

ない、

　E1，E2地区の各クラブより，イン

　ド救ライ事業継続を本｛卜度の重点目標と

する旨ご連絡をいただき、はなはだ心強

い次第である。

　同志の方々におかれては，あらゆる機

会，あらゆる機関に訴え、インド救ライ

の灯を消さぬように協力せられんことを

切に切に望んでやまない。

　　　　　　　　　　（神奈川県・横浜南C）
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ゆ　か り　会

中　村　一　子

　萩クラブは結成以来10年になり，今春

には10周年記念式典を催しました。ライ

オンズのつどいは，3代目のハッスル会

長L市原のときに結成，その名も「ゆか

り会」と命名して，以来7年になります。

　会員は50名ですが，家庭の事情で出席

不可能な人，また，近年ライオンの年齢

が若返ると同時に夫人方もお若くなり，

したがって，小さいお子さま連れはなか

なか出にくい状態で，毎月1回の集合の

通達は35名。出席者は，平均20名から25

名です。

　定例日は，ライオンの例会日にあわせ

て毎月第3木曜の正午。これは，だんな

さまが夜の例会（第1，第3木曜，夜6

時30分）で食事不要のために考えついた

ことです。「ゆかり会」の定例nには，

お当番のライオネスが，

「今晩はご主人の例会ですよ，お帰りに

なられましたら，忘れずにお伝えくださ

い」

　とライオンの例会に一役買っておられ

ます。

「ゆかり会」は，5名の当番制で，2カ

月交代を全員で受け持っておられます。

例会には，ゲストを招いて有益なお話を

聞いたり，クラブ会員のお医者さまを招

いてスライドを見ながら成人病のお話を

うかがったりしておられます。また，ラ

イオンに負けずに，老人ホームや養護施

設，身心障害施設を訪問しては，援助の

手を差し仲べています。まことにパラエ

ティーに富んだ毎月です。

　毎年，6月と12月の家族会には大勢の

出席をみますが，毎月会っておられるの

で皆面識のある方ばかり。ライオン会員

との交流もスムーズです，クラブの事務

所が一戸建てのため会合に利用されるこ

とも多く，ときにはお料理の講習や趣味

の会としてコサージ，人形つくりの講習

などもあり，なかなかの活躍ぶりです。

クラブの事務所を利用されるので，ライ

オンの仕事内容もよくご理解いただき，

和の精神でまことにおだやかな「ゆかり

会」は，先き細りの様アもなく7年間も

続いています。会合の衣服にしても，冬

はおそろいのウールの着物，または洋服

を制川］とし，夏も制服がそろえられ，毎

月の集まりも気楽に出席できるようなシ

ステムになっております：

　転勤その他でライオンの交代があって

も，初めてのライオネスは「ゆかり会」

にあたたかく迎え人れられ，まず夫人の

方からなじんでいかれます。送別会にお

いても，かつてはご夫妻を例会場にお招

きしておりましたが，最近は，夫人の方

は…切「ゆかり会」で引き受けておられ

ます。

　クラブの行事にも『積極的にお手伝いを

中し出られ，夫妻がガッチリと萩クラブ

のために協力を惜しまぬきょうこのごろ

です。

　　　　　　　　　（山日県・萩C’μ務局）

奉仕の原動カ…スタミナづくりに・

　　1ケ月分約18g・・‥￥2．500　送料サ『ビス

案内書“女王蜂の奇蹟．

　　　　　｝S料工C￥200

生産者団体日本王乳協会
　　　　　代2諸深沢光一
〒390松本市中央2－1－8TEL2－2608
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世界中で　　米国・潜水艦の中でも…

スタファータイム！卵

s カイロプラクチック療法
（脊髄・矯正法）の原理を採用

スタフアーの特徴は
寝ながらいくつもの運動

アメリカ生れ
健康医療機

！縫
7斑搬≧

⑤一一・

が楽しめます。
かからず、

台まで安心
ナます。

厚生省許可（東用）第1203号

★あらゆる運動（駈足、縄飛び

サイクリング…など）が、

健康によいと判ってはいて

　も、多忙な現代人に運動を

すすめることは大変むつか

　しいことです。

★スタファーは、楽に寝なが

　らにして独特の1申びと収縮

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。

スタファーS－1型

★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。

《お困りの方はご相談ください》

■運動不足で
■肩こり、腰痛で
■神経痛で
■倦怠、気疲れで
■半健康体で

お問合せは
下記発売元へ

信青求券 （L11）

地区別にお願い致します

：住所

氏名

職業 魯

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i

②打合せの電話を入れてほしい

Xカタログを送ってほしい

米すぐ購入したい

■西日本地区（60サイクル） ■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
大阪市南区久左工門町33（御堂倉拓・道頓堀橋／北）

〒542　TEL（06）211－6747～9
東京都渋谷区渋谷2－10－lO（仁丹ビル）
〒150　TEL（03）409－5264（代）



　目も耳もなく：目も耳もなく不自由な人たちのための対話

法，生活法を教えるユニークな教科書として『視力・聴力障

害者の独立独歩』という本が出された。著者は，かつてアイ

ゼンハワー元大統領が「ひとを導く灯」と評したリチャー

ド・ケニー博士である。この本は目と耳が不自由な人自身の

ためばかりでなく，その家族や友人，特殊教育やリハビリテ

ーションの事業にたずさわる教師，相談員，職員等この問題

に関心を寄せるすべての個人を対象として書かれたものであ

る。

　元国際会長逝く：元国際会長ラミロ・コラゾ博士（キュー

バ・パパナクラプ）は，8月6日ハバナの病院で死亡，コラ

ゾ博士は1945年～46年度の国際会長として，次のように言っ

たことがある。

「私の責任の重さは，自分が指導者の組織を代表していると

いう自覚のなかにある。この組織のなかでは、ひとりひとり

の会員がみずからの指導性およびクラブの他の会員の力を合

わせて，地域社会に対する集合体としての責任をフルに認識

しなければならない」

　コラゾ会長の任期中に，会員数は60，933名の純増をみた。

これは1年間の増加数の最高記録である。同じく任期中に，

第2次大戦終戦直後の北米，南米，中米の諸国を広く歴訪し

たが，スペイン語，英語，フランス語に堪能な同博士は，戦

禍に苦しむ人々の胸にも容易に溶け込むことができた。

　コラゾ博士はパパナの国立大学卒業後，弁護士として高名

を馳せた。国際会長就任前は，国際理事，1937年にはキュー

バの初代地区ガパナー，また，当時協会中最大のクラブであ

ったパパナクラブの会長を2期，それぞれ歴任，国際間の相

互理解の増進に積極的に活躍，多くの国々からその功をたた

えられた。

　夫人とともにハバナ市内でひっそりと暮らし，美術品の収

集と旧友の思い出を楽しんでいた。遺族は夫人と令息。

　元国際理事死去：8月9日、インディアナ州Muncieに

おいて，元国際理事A．ガーランド・ハーディー氏の葬儀

が行なわれた。国際協会を代表して元国際理事ラルフ・0．

ディカード氏が参列。故ハーディー氏は1959年～61年の国際

理事で，遺族はミルドレッド未亡人。

　皆勤賞：執行委員会では，このほど新しい100㌫出席賞を

出すことになった。このピンは皆出席5年目から始まり、さ

らに5年ごとにタブを取りかえる。受賞資格は，いままでと

1司じで，5年連続の皆出席，さらに5の倍数年の皆出席に対

しては，5年ごとにそれぞれ賞状が発行される。

　　　　　　　　胸像・立像

各国特許

盛岡勇夫発明

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㈲

高島屋（横　浜）
松屋（東京・銀座）

西　武債京・池袋）
そ　ご　う　（東京・有楽町）

松坂屋慷京・上野）

松坂屋（名古屋）

　カ
タ

ロ

グ

送
呈

）

大　丸（鯨八重洲・）

大丸（大阪心斎㈲
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
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ロ　本…冬ヨ三勝新　蘭

　　土地投資を
　　　お考え下さい。
急速に発展するマルコ・アイランドの住宅地

　　　　　　　　　　昭和47年6月8日
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言，㍉14S川除

直
接
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面
自

由

化
大蔵省発表

デウ叶ナは最高のサー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。一種類か一二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。

ゾ
：

’プ

　㌔

覆

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

兄弟はこ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。デルトナ社

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。

　　隠お・前一　　＿

　　Address．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フロリダ州政府許可番号　AD　4072（K）（B）
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本年7月以降の新価格
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誕・己傾・d・t・6こt5・・

　　　　ケニス・スミスジャパン
直輸入販売元

蜑?f易株式会社
本社　大阪市北区曽根崎新地2の15マエダピル

　TEL大阪（06）343－1551番（代表） 大阪L．長野英次

　　　WOOD　l本　　　　　　￥　30，000
　　　1RON　I本　　　　￥21，000
　　　1・SET　（W4．19）　　　￥309，000

　　　スチールシャ7》クローム三量仕上

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

日本クレジツト・センター
品川L．田辺信夫　　本社／東京都中央区銀座3－8－10　朝日ピル9F
支店／八重洲口・銀座・虎ノ門・新宿・大阪・名古屋・札幌・福岡

lllllllll｜ll｜lllllll｜llllll★★1度，習っておくと一生の得★★1川ll川”llll▲1｜ll｜lllll川｜llllllllllllll川llllll｜削｜｜lllllllllllnlllllllll川lllllllllllll川1｜lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll里

‥三

酒席につきものの粋な唄一次の宴会には
貴方も「味のある都々逸」で，どうぞ……

普通・粋な・渋い唄い方の指導
明治一代女／唐人お吉／砥園小唄
佐渡おけさ／会津磐梯山／米山甚句

書き送る／しのぶ恋路／春　雨
明　烏／貝づくし／正　夢

（速習レコード）

レ基　本　曲

レ懐メロ入リ

レ民謡入リ
レ小謡入リ
レ新内入り

／＾〉’　｝
、（ハガキ1本で）
～

　お代と一…

■届金　’都

読け後お々
者い払申逸
特たい込の
価してみ教

　ま　’下材
　2す5さを
　デ゜日い送
　0　以　゜れ
　0　内　！
円　　に　L

　　　　　鱒柳家亀松　　瓢駕㌫：1漂，警　〒189護瓢㌍良i㌔本俗曲学院・・オ・却・
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…’” ｳの権威者たちの推せんする川↓式のみがき

i方は、実際上、大変むつかしく、＝式のみが
iき方にな・，がちです．ブ。クソデント‘ま、簡

i単【。、すばやくぼ里想的な、。⊃」ング式プ

iラ。シングをしてくれます。

i●世界で3千万人使用済．無事故

i　　　　（部品1つ｜つ’全体の二重防水）

価格
くブラシ

10日間試用無料
io日間賦して下さい。お気に召さない方はご返送下さい

●申し込み先　（クーポンに記入の上お送η下さい）

リーベルマン・ウエルシュリー内プロクソデントサービス

千代田区丸の内1の6の4　交通公社ビル内
　　　　　　TEL東京03（216）5671（f¶）

e、““““’

プロクソデント試用クーポン
　　地区　　　　　　ライオンズ・クラブ
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ザイナー
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葱
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ゴルフ

狩　猟
ドライブ

国際クラスの双眼鏡

ハンターグラス8X

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の優良品を提供する

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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両地区合同会議

〔YEP委員会〕

　9月18日（月），13時から第1回合同会議

がE複合地区ガパナー協議会事務局で開催さ

れた。

　本年度のYEP計画についての基本方針が

話し合われた。主な事項は次の通り。

1，派遣する学生は量より質に重点を置く。

2，チャーター機は現時点では使用しない。

3，派遣先および交渉窓口の分担取り決め。

4，派遣生選抜に関する件。

5＞YEP必携作成の件。

6，EおよびW複合地区間の連絡事項。

〔国際理事候補者推進委員会〕

　9月11日および20日に第2回，第3回首題

委員会がガパナー協議会事務局にて開催され

た。

　議題は第11回東洋・東南アジア大会におけ

る上田国際理事候補者のキャンペーンをどの

ようにするかということである。

1、カクテルパーティーを開催する。

2、推薦スピーチを行なう。

3、ギフトを手渡す。

4、日本国内全クラブ会長およびアジア大会

参加者にキャンペーンレターを送付する、な

どが決められた。

〔YEP委員長連絡会議〕

　9月21日，ホテル国際観光にて第1回連絡

会議が開催された。この会議には前年度の委

員長にも参加いただき，前年度のYEPに関

しての反省事項，その他諸問題について話し

合われた。

　今年度は派遣生の選抜には特に注意を払い

派遣生としてふさわしくない学生は送らない

ように、各委員長に責任をもって選抜するよ

う決められた。太平洋往復航空機の問題、派

遣生，ホストファミリーに対するオリエンテ

ーションの件，その他熱心に討議された。

努局通f

〔YEP小委員会〕

　9月2日，新大阪ホテルにてYEP小委員

会が開催された。

　本年度の派遣生派遣方針について次のよう

に検討された。

1，量をふやすよりも質の向上をはかること。

2，本年度の派遣学生数の目標の検討。

3，原則として海外滞在および派遣生経験者

　を除く。

4，年齢は満17～21歳までとする。

5，YEPの必携のようなものを作成する。

6，将来，ライオン子弟だけでなく，優秀な

らば一般子弟のものも派遣していく。

〔臨時ガパナー協議会〕

　9月9日，10日，淡路島（西淡町）にて臨

時ガパナー協議会が開催された。

1，長期計画委員会規程（改正案）が承認さ

　れ，長期ビジョン委員会委員長および長期

　アクティビティ委員会委員長が決定した。

2，沖縄復帰記念子供の国（じゃぶじゃぶ

　池）の拠金状況を検討し，できるだけ早く

　最終目標金額に達するよう，各地区におい

　て協力要請した。

3，近日中に第1回レオ委員地区連絡会議を

　もつこととした。

4，インド救ライ宮崎博士遭難死追悼アクテ

ィビティ実施については，次回協議会会議に

再提案することとした。

5，緊急積立金委員会および委員が決定した。

〔議長・副議長会議〕

　9月15日，新大阪ホテルにて議長・副議長

会議が開催された。

1，長期計画委員会の長期ビジョン委員会な

　らびに長期アクティビティ委員会委員が決

　定された。

2，沖縄復帰記念子供の国（じゃぶじゃぶ

　池）の拠金状況を検討した。

3，ソウル大会における問題点を検討した。

〔YEP委員長連絡会議〕

　9月20日，新大阪ホテルにてYEP委員長

連絡会議が開催された。

本年度各種委員会
および委員リスト

会則委員会
上保嘉保（E・5横浜中央） 北林琢男（W4・広島中央）

塩原　有（E4・東京） 槌橋秀一（W・6・神戸）

坂本重雄（E－7・水戸） 柏岡精三（W・1・大阪梅田）

国際大会委員会
江崎鉄郎（E・2瀞岡） 藤井健造（W・6・川西）

佐久間大吉（E4・東京浅草） 片倉輝敏（W・3・佐賀

村井三郎（E・6・妓阜南） 梅原　享（W4・徳山）

Y　E P委貝会
殖菓文夫（E・1・東京）

高橋　勝（E4・東京文京） ギ・オペン（W・5・京都橘）

石井次男（E・5横浜東） 兼松　正（W・6・神戸西）

芦田矩敬（W・3・島原）

長期計画委員会
安田梅吉（E’6・岐阜） 長期ビジョン委n会

迫水久常（E・1・東京） 清水三郎

福島正雄（E4・東京日本橋 委員4名未定

三輪信一（E・2・浜松） 長期アクティビティ委員会

近江逸郎（E・8・仙台中央） 大谷敏夫

委員4名未定

国際理事候補者推進委員会
佐藤三蔵（E・1・東京関東）

大森　　繁（E・1・東京日本橋）

酒井忠博（E・1・東京）

熊野達夫（E・い東京）

個　光雄（E’1・東京浅草）

緊急積立資金委員会
吉永通雄（E・1・東京浅草） 古林兆一（W・1大阪東）

江崎鉄郎（E・2・静岡） 平岡益夫（W・2・徳島眉山）

岡本康夫（E・3・小樽） 松下英志（W・3・佐賀）

佐々木将城（E4・青森） 大谷敏夫（W・4・広島鯉城）

田仲哲蔵（E・5・横浜西） 清水三郎（W・5・京都洛陽）

山田治男（E・6・金沢） 深沢初治（W・6・姫路鷺城）

榎　智光（E・7・千葉） 大河原建男（W・7・日田）

星野俊八郎（E・8・会津若松）

レオ委員会
岩村鍍一（E・1・東京新宿） 古川博也（W・1・豊中）

真野俊介（E・2・名古屋西） 岸　　正明（W・2・高知鷹城）

金崎郡平（E・5横兵襟川） 福田律三（W’3・大村）

寺本淳巳（W・6・神戸東）

ガパナー協琉会事務局管理委員会
福田善次郎（E4・東京池袋） 古林兆一（W4・大阪東）

柳内宗次（E4・東京豊島） 伊藤一郎（W・2・高知鷹城）

篠田博正（E・2・名古屋中） 池田悟一（W・3・佐世保）

高橋　進（E・7・千葉） 大谷敏夫（W4・広島鯉城

山口隆義（E・8・山形） 清水三郎（W・5・京都洛陽）

杉本正雄（W－6・洲本）

木村憲三（W・7・熊本第一）

パギオ平和の塔建投委員．会
鈴木　浩（E・い東京池袋）

平子岩吉（E・2・名古屋中）

田上義也（E・3・↓眠コ④

京　五郎（E4・能代）

勝俣　進（E・5・甲府）

監査委員
清水八束（E・5・甲府中央） 西村孝人（W・5・京都桃山）

市橋　督（E・6・福井） 桜井俊一郎（W・7・宮崎橘）
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☆第1回ライオン誌編集委員会

　複合地区会則の改正に伴い，今年度から各

地区ガパナーによるライオン誌日本語版編集

委員会が新たに発足することになったが，そ

の第1回会合が8月30日東京九段のホテル・

グランドパレスにおいて開催された。

　出席者は吉永通雄（E－1），青山房三

（E－2），岡本庸夫（E－3），高橋甫

（E－4）、安川繁次（E－6），古林兆一

（W－1），池田悟一（W－3），大谷敏夫

（W－4），清水三郎（W－5），杉本正雄

（W－6）、木村憲三（W－7）の各編集委員
　　　　　　　　　　　s
　　　　ライオン誌日本語版事務所

　　　　　貸　借　対　照　表

　　　　　　　　　　1972年6月30日現在

資産の部 48，459，689 負債の部 28，140，218

流動　資産 （43．540．500） 流動負債 （27，658，418）

現　　　　金 1，399 未　払　金 14，327，291

普嘘預金 9，076，706 前受会費 13，205，430

通知預金 10，000，000 預　　り　金 39，057

定期預金 10，000，000 仮　受　金 86，640

郵便振替貯金 2，847，590

有価証券 2，828，100

頒　　布　　品 167，250 固定負債 （　481．800）

貯　　蔵　　品 270，280 退職給与引当金 481，800

未収入金 5，549，710

前払費用 2，792，465

仮　払　金 7，000

正味財産の部 20，319，471

固定資産 （4，919，189） 基　　　　金 8，943，366

什器備品 2，122，630 繰越収支差額金 1，233，960

減価償却引’1惚 △1，188，321

934β09

電話加人権 113．60《⊃

投資有価証券 324，420 欄取支差額金 10，142，145

敷　　　　金 702，029

差人保証欠 2，844，831

合　　　　計 48，459，689 合　　　　言1’ 48，459，689

ライオン誌日本語版編集委員会方針

　日本のライオンズ会員のあいだにライ

オンズ国際協会の方針と目的を周知し，

もってライオニズムの高揚と推進をはか

るとともに，一般の人々のあいだにライ

オンズクラブの活動に対するIEしい認識

を1こ及するためにライオン誌を発行する。

そのために広く関心のある国際的・国内

的な話題を集め，国際理事会、両複合地

区及び各地区の情報を提供し、各クラブ

の活動報告，各会員の意見発表の場をつ

くる、

　前項の機能を果たすため、ライオン誌

ll本語版は国際会則第10条、複合地区会

則第8条及び国際理事会の定める合衆国

以外の国のライオン誌発行に関する規則

の諸規定に基づき、毎月ll11Dじ期に発行

する。
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と角川源義編集者のほか、オブザーバーとし

て専門委員会委員、小国博之国際理事の合計

25名。

　午後1時開会，角川編集者あいさつのあと

委員長に吉永委員（E複合地区議長）を互選、

下記議案を審議のうえ採決された。

1　　1971－72勾三度～犬η：

2　収支差額金の処分

3　1972－73年度予算

4　編集委員会方針

5　1972年度編集者計画

　以上の諸案を検討可決のあと，編集委員か

らそれぞれ、今後のライオン誌編集上の指針

となる貴重な意見が述べられ，専門委員会に

その具体化が託されることとなった。

☆誌面刷新一
　　ライオン誌専門委員会で検討中

「家庭のなかに飛び込んでいくライオン誌

を」と，新任の抱負を語った角川編集者が，

編集室に現われて第一声は「タテ組みを研究

しよう」ということだった。

　第1回専門委員会（8月3日）では「ライ

オンズ人国記」「日本ライオンズクラブ物語」

「アクティビティーここに愛の泉あり」の

3本の新企画を盛り込んだ編集者計画が発表

され、審議された。タテ組みと建頁の研究も

もちろん重要方針のひとつであった。

　7月号，8月号と編集発行業務を続けるか

たわら，編集室ではレイアウト，校正などの

反省とともに新編集者を迎えての軌道修IEの

方法などを検討した。8月下句，専門委員会

と編集委員会によって諸議案の最終決定をみ

て，いよいよ明年1月号からの誌面刷新をめ

ざして，その準備がすすめられることになっ

た，創刊15周年と10万部達成をめざしてスタ

ッフー同は張り切っていますが，読者各位の

批判と反響にそわれわれの魂です。仏つくっ

て魂人れずの愚に落とさぬために，皆様のご

協力をお願いします、

☆東から西から

　9月6日，滋賀県長浜クラブのL長武雄，

翌711には新潟八千代クラブのL高崎栄通が

来所されました。いずれもかつて取材にご協

力いただいた方で、上京のおりごとに事務所

におみえになる顔なじみで，そうした機会に

仕人れる各地のクラブ活動やメンバーの動向

が、われわれにとって何よりの参考になり、

楽しみにもなっています．ひとりよがりの編
集にかたよら〆1ためにも地方会f1のお立ち

寄りをもっとお願いしたいところです。ライ

オン誌‘1嚇所は東京駅八重洲口から東へ徒歩

20分、日本橋高島屋の裏，昭和通りに面した

油脂業会館3階にあります。今度の上京にf肪

えて，電話271－7065を手帳にメモしておいて

ください。ちょっとした時間のアキにぜひ・・

度おたずねください　決してムダにはなりま

せん，

☆雑誌の山にビックリ

　9月26日、10月号の発送に大わらわの北干

住宛名商会を訪ねました。間口3間，10坪く

らいの部屋の四半分に天井まで積み上げられ

たライオン誌の山，これが全部の約4分の1

と聞いて2度ビックリ。4つのスチール・ケ

ースにいっぱいの宛名カードが，自動印刷機

にかけられて封筒に刷り込まれていくのだが

1台の機械でllllせいぜい1万枚の仕事量、

9万部の個人発送に，封筒印刷だけで延べ9

日かかるということです。仕事場では数人の

おばさん方が，器用な手さばきで封入とノリ

張りに余念がない．そのかたわらでは東京都

内分を23区分に区分け作業が，床いっぱいに

広げられて、地方の地方の市町村はクラブ単

位でいいのだが，東京，大阪の大都市分はク

ラブ別に再配しないと郵便局で受け取ってく

れないというご主人の説明でした，

☆アラシを呼ぷ男女

　秋の旅行シーズンに先がけて、g月15，16，

17H、奥日光へ職員旅行に出かけました。か

ねて雨女、雨男の悪名高い者ぞろいのことと

て案じていたところ，果たせるかな台風21号

の直撃をくらいヌレねずみとなっての東照宮，

二荒山神社めぐりとなってしまいました、台

風一過，パス不通，徒歩の中禅寺湖めぐり，

そしてやっとの思いでたどり着いた東武日光

駅では，日英両国旗の飾りつけのなかを，ヒ

ース英首相がニッコリとホームに降り立っ姿

が垣問見られました。日本晴れの陽光を浴び

て市民に手を振るダテ男，これにあやかるお

天気男よ，早くわが事務所に現われておくれ。

☆ライオン誌にもコンピューターの波

　最近，ライオン誌をご覧になっていて，活

版の文字がきれいになったような気がしませ

んか　実は，7月号から従来の組版からコン

ピューター組版に変わったせいなのです。そ

こで，わが編集部としてもコンピュータの勉

強をしなくちゃいかん，というわけで9月20

1］，凸版印刷KK板橋事業部へ見学に行一，て

きました、、担・1の方から、コンピュータ組版

についていろいろと解説してもらって、あま

り性能のよくないわれわれの自家製コンビュ

ーターに知1識を詰め込んできました．今後は，

コンピュータ組版の利点を誌而に生かしてい

きたいと思っております。乞うご期待！

☆新年号よりタテ書きに

　ライオン誌日本語版は，いよいよ1月号よ

りタテlll：きになります．より読まれ、親しま

れるライオン誌に脱皮しようと研究した結果，

タテAきがよかろう，ということになり実施

するわけです。もちろん，内容而についても、

これまでのアンケートをもとにして，楽しい

ものにしていきたいと存じます、ご愛読のほ

どお願いします．
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〈立像・胸像・レリーフ〉
●御希望により出張撮影も致します

●写真は一一回で済みます

●カタログ・価格表は御申出下さい

懸灘㌍滋＿撫
ライオン像、他、多数イ∫り

アクティビティ等記念行’じ

に御1イ…1」用’ドさい

＜ ら き広業販売
東京都新宿区西新宿1－15－1
　　　　　⑪　　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
バッヂ・メタル・カップ・トロフィー・楯
装身具・工芸品・時計・カメラ………

各種記念品、お誕生祝ご結婚祝は

　む
吻，⊆目ヨユ砂り垣

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（代戊

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）

～，．＾湿が・’拝ソα・

塗i減

琵

為

難

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

…鷲＝璽痛匡彗
大阪北新地永楽h轟司吾日



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　貝　氏　名 営業所所在地 電　　話 備　　　　　考

福島飯坂
政府登録国際観…旅館

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

全館冷暖万院備
結梭ﾄ内所（03）955－3485

坙{交通公社協定

会津若松鶴城
嚢　東山ホテル　東山グランドホテル

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（661）0766
蜊繹ﾄ内所（448）6788
蜻艾ﾄ内所（23）6874

東京　柳橋
水上温泉　菊口士ホテ1

逞t小湊菊冨士ホテルシ→くレ
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

東京子約センター

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）

El本交通公社協定日本旅行協定

結}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（251｝5684

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）223ト5

東京案内所251－5062
ｼ古屋案内所581－8441
蜊繹ﾄ内所631－8834

修　善　寺
肇轟修善寺グランドホテル

ﾍ鹿風呂伸田屋
植　田　　　平

〒410－24

ﾃ岡県伊豆修善寺温泉

　フン　　，・アノレ
i0558）72－3333（代）
i仲田屋）
i0558）72－2345（代）

糖屋姦蹴麟；ご闘；81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
ｼ古屋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　所　56　一
?ﾃ援獺i翻：！闘1広　島案内所　（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）

難竃灘iiil曙広　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）

東京予約センター（03）281－0035
ｼ古屋予約センター（052）841－7589
蜊纓¥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　82－6880
結梭ﾄ内所694－7287

芦　　　原
政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，大広問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，東尋坊、永平寺，
ｰ原ゴルフ場，ポーリング場

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

空中ミュージックプール
蜍蒲ｿ理，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びわ湖大僑西湖畔）

堅田（07757）

Q－1211（代）

リミハ；〔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，
vール（5似ξ7コース｝

大　阪　北
政府登録国際観光旅館

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

大阪（06）

R01－8537

新大阪駅より車で5分
S室パス，トイレ付
蜊L間　舞台120丑
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ll徒歩5分
S室パス、トイレ付
蜷H堂100名収容
ｩ戊’《案“斤363－3367

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

Z蓋£、｝例会場

大阪天王寺
政府登録国際観光旅館

ｾ　　　倫　　　閣 田原梅一郎
〒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筆舌
ﾉ尽くし難し風光明姻。冷暖房完傭

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
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）

日本一の湯の殿堂「流れる温泉・見返リのi乱

_戸・大阪より車で30分
S館和室380名様収容

洲本おのころ
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
ｼ古屋案内所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

丁760

＄?ｧ高松市花園町3丁目

Tの5

高松（0878）

R1～0201（代）

シングル90室　￥1．500～3．000
c　イ　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

車で別府港3分別府駅7分
瘟?黶i第1，第3，水曜日）
蜊繹癡刻鰍T31－5941
ｼ古屋　582－4761　　東｝｝（　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奥野ピル503号㈱三水社TELO3（562）1561～2



日本ライオンスクラブ分布図

　　　　　　　　　　　　　　　　　8月結成クラブ
月日　　撫　　クラブ名　　　　　　　ク，ブ住所及び竃話　　　　　　　　　例会場所

　　　　　SAKAI（RYOTO）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堺商工会餓所
8／261705堺　陵　東　　〒593堺市上野芝町2丁1039－7
　　　　　　　　　　　堺市農業協同組合農業会館内　0722（78）3333

例会日時

第2・4休｝18：15

1972年9月30日現在

世界のライオンズ（1972年7月31日）

　　　　　　　　　　　　前期末
ライオンズ国または領域
ク

会

地区

E－1
E－2
E－3
E－4
E－5
E－6
E－7
E－8

ラ

日本のライオンズ（1972年9月30日）

前期末

　プ　　数
貝　　　　数

クラブ数

　　　現在
M1　　141
】34　　134

138　　139

76　　　76

98　　　99

106　　106

184　　184

83　　84
？」こ評゜°°°’°°°「頭σ”°°’亘6召…°”二”°”°°15〔5；6｛痺’葛6；壱㌃61’

　　　　　　　現在
　　147　　　　　147
25．848　　　　　25，744

976，848　　　　972，502’

　　　会　員　数

　　前期末　現在
　　8，130　　8，133

　　8，122　　8，132

　　6．712　6，731

　　3，424　　3．438

　　4，886　　4，905

　　6，085　6．070

　　8．907　8，978

　　3，828　3，899

W－1
W－2
W－3
W－4
W－5
W－6
W－7

111

135

89

122

63

97

124

113

135

89

122

63

97

124
：」ミ評・・．．… @．・ライi・・．．・．亨▲葦＾＾・．．・・．．7．．．五；6↓b、イi：’447噺

7，546

7，816

5，62王

6，068

3，758

5，690

5，041

7、601

7，771

5，593

6，022

3．749

5，713

4，998

合計　　　　1，701　　1，706 91，634　91．683

E－3地区

E・4地区

　　　⑬i

対馬

E・8地区

W・5地区

W・6地区

W・4地区

W・3地区

五島

’a「

　　　　　i

　　奄美大島

@徳之島 屋久島

蕊
i・

ヴき

’「

]

租子島

E・7地区

E－r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

63
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童心にかえり、郷土玩具と語らうL難波（この一室は郷土玩具の部屋、所狭しと並べられ

た人形たち同士も何か語り合っているような錯覚におちいってしまう）

64
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ある部屋は美術品、ある部屋は民芸品、ある部屋は郷土玩具、ある部屋は荒物、沖縄関係の部屋、鑑賞陶器の部

屋、……と分かれており、それぞれの部屋が、生活のなかに生かされ、ひとつの物が生き生きとしている。

　古備前文正銘瓦硯（重要文化財）

　この硯は、備前焼でできており、古備前の研究と古硯

の研究に貴重な史料である。銘文は「備州伊部住清重造

・文正元年6月6日」とあるから西暦1466年、今から505

年前のもの、岡山県内に遺存する在銘古備前としては最

古のものである。また、この銘文の切方は、当時の備前

刀の銘文と書体、切方ともに一致しているところがおも

しろい。

「10年以上を戦場に生死をさまよい、捕

虜生活を終えて、敗戦の日本に辿り着い

た傷心の私を慰めいやLてくれたのは、

他ならぬ古備前の壼であった……」と昔を

語るL難波、このあたりに氏のコレクシ

ョンの心がうかがえるようだ。

　　人との対話を嫌うわけではないが、物

　との対話の方がより好ましく、動より静

カラーより白黒にひかれ、そのくせスピ

ードも大好きな僕。

　物との対話は、子供の頃より始まり、

学生の頃からわが家の倉の隅をあさるこ

　とに喜びを感じた。伊万里の鉢、抹茶の

茶碗、はたまた使い古され、便利な物へ

　と買いかえられて、ほこりをかぶってい

　る生活用具など。ながらく顧みられず、置

　き忘れられている物たちとの出会いは、

　たいへん僕の心をあたためた。なぜだろ

　う。古い物への郷愁か。いや、「美とは何ぞ

や」「芸術とは」「民芸とは」「工芸と

　は」「佗びとは」「寂とは」「作家の物

’と職人の物」「飾る物と使う物との価値判

定」　「煎茶と抹茶」　「美と宗教」　「形」

　「色」……。心と物との対話もだんだん

　と深まり、心と心が通じあうようになっ

　た。その間に僕の心を捕え、欲しくてたま

　らず買い求めた物が大変な数になり、つ

　いに各部屋にいっぱいになった。そして、

各々の物は、ほれこみ、連れ込んだ以上、

　心底見届けるまでは、僕の身近に置いて

共に暮らし語るを習わしとし、間違いな

しとの自信を得たら、各々最もふさわし

い部屋と場所を選んで置いてやる。彼ら

が僕の家に迎えられ、家族と共に暮らす

ことを喜び、楽しく幸せそうにいろいろ

と語りかけてくる。僕との出会い、各々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，の生い立ち、生まれたお国の物語、生ん

でくれた人々の思い出……。各々が、お

国柄や育ちはまちまちなのに、みな立派

な働き者で、心優しく健やかで、しかも

静かで控え目だ。彼らとの語らいは、いつ

までたっても飽くことを知らない。いつ

でもどこでも彼らの声が聞こえてくる。

自分を賢く売り込む利発物も、派手なメ

ーキャップで媚びを売る物も、病弱で神

経質な困り物も、怠け物も、ひとりよが

りで仲間からつまはじきされるような愚

か物も、出世ばかり夢見る偽善物も、一

物もいない。みな分をわきまえ、足るを・

知って感謝の祈りをささげ、真の知性と

寛容を身につけて、ウィ・サーブと人の

しあわせを祈っている。いちばんつまら

ないのは主人公の僕だ。
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　　松井　高（堺浜寺C）

　　　　　ヒマラヤ杉と椋欄竹の影をした塀の向かい側のひさしの上で、3匹の子ネコがひるねをし

　　　　　ていた。三脚に200㎜をセットし、洗面器をガンガンたたいたら、何ごとかと2匹が顔を

　　　　　のぞかせた。
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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

　「暑い寒いも彼岸まで」とは古くからの言い伝えである。昔の人

が体験から割り出した言葉は理屈っぼくなくてそれでいて真実性に

あふれている。この締め切り審査の今日今頃はめっきり秋冷えを感

じるようになった。

　秋はわびしいものだという。だからといって応募作品までそれで

あっては困るのだが、今月は珍しく作品が少なかった。それでも新

人では大阪府堺浜寺クラブの松井高Lがひとりで5点もの出品をさ

れ、その過半数が秀逸なでき’で、「仲よし」「色即是空」「貝殻」が印

象に残る。今月の入選作は、そのなかの「仲よし」と決定した。松

井高Lの作品から受ける印象は、ある程度コンテストの体験をもっ

たこ仁ということで、撮影会に参加したり、スナップ撮影に出向い

たり、じっくり考えて作品をものしたりといったぐあいにとにもか

くにも努力されている。写真がもしも芸術だとされるなら労作を伴

わねばならない。それはチョロスナ作品に比べて人に感銘を与える

度合が強い。撮影感想文にもあるがシャッター以前に構想を練り、

その計画に基づいて行動されて成功しただけあって、画面構成は完

壁で、望遠レンズを用い、前景をアウトフォーカスにぼかして画面

に奥行きをもたせ、2匹のネコにピントを合わせ葉かげをアクセン

トにして壁面に変化をつけたあたり、なかなかのテクニシャンであ

る。白ネコとどらネコのコンビもよかったし、異なる葉かげのあし

らいも気がきいていたが、欲をいえば壁面にムラがあり、水平線が

右に傾いているのが玉にきずである。

　．さて、，この他に静岡橘クラブの堀田幹夫L、苦心の作「泣き虫」

大森町クラブの柴田恒輔L、「流灯会」　レギュラーメンバーでは

東京北クラブの石川隆章L、「枯山水の裏方」がよかった。終わりに

応募郵送に当たっては厚紙ではさみ、朱書でニツ折りを禁じていた

だけたらと思っている。せっかくの傑作が折損したりしてはあたら

珠玉も台なしになって惜しい。

（日本写真家協会員、芸術写真国際連盟審査員、東京数寄屋橋C）

資　格：クラブ会員およびその家族

サイズ：白黒写真6ッ切～4ッ切

課　題：自由写真（お好みの写真）

　賞　　：応募者全員にライオン誌ピン、入賞者には特

　　　　　別記念品

締切り日：毎月15日、翌々月号に発表

審査員：山田広次（日本写真家協会員、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、ピ
　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
　レースレット、ペンダント、
　首飾り

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

　人形

男性用特選品
■フランス製最高級品の化粧品
●ネクタイ、スカーフ
●カフスポタン
■シャツ、ペル1・（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、オメが）免税

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

乙〕。竃ざ
　キャプシーヌ通リ　　　ィタリヤ大通リ

　　　　　　通

　　サント・オノレ街

＝：＝＝：コ［＝コ
　　　　　　リボリ大通り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　PARIS　OPERA　16、　Av．　de　rOPERA　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



ライオンズクラブ国際協会の目的

☆世界の人びとの間に相互理解の精神をつち

　かい発展させる。

☆よい施政とよい公民の原則を高揚する。

☆地域社会の生活，文化，福祉および公徳心

　の向上に積極的関心を示す。

☆友情，親善，相互理解のきずなによってク

　ラブの融和をはかる。

☆一般に関心のあるすべての問題を自由に討

　論できる場を設ける。ただし，政党，宗派

　の問題をクラブ会員は討論してはならない。

☆奉仕を志す人びとが自己の経済的利益を目
　的としないで社会に奉仕するようはげまし，

　商業，工業，専門職業，公共事業および個

　人事業における能率と道徳的水準を高める。

麺
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ロイヤル・オーク スチールの芸術
4

ξ．，

オーデマ・ヒ．ゲが求めつづけた貴族的な笑の中に“20

川：紀のメタル”　　スチールのII未を生かしゴールドに

ないメタリックでアクティブな庭しSを見事に表現
L圭しノニ　ユ・見イVグ1）リ膓’I」｜…（よ’ヒ㍍陥c／）ト星肇｛f…fヒヒ▲じ（こまつ→圭

　　　　らすアクティブになります………ビジネス、社交、スボ
ー．一 Eソ・・…・…あらtDるダイナミックな活旦助にも1耐え’）る

オーデマ・ピゲを創りヒげました、

ロイヤル・オークは’常に最高のものだけを求める活

動的でダンディーなあなたのステイタス・シンボル
で1す．、

“ロイヤル・オーク”はネルソン提督がナポレオンク）艦

隊を破・．た時の旗艦の名前で“勝利のシンポノピ’で’す

■　・
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＠）・本デス・株式会社

東京・中央区ε艮亨ll31三鴇．ヒル2Sお　TEL563　1731イて

大阪・南区塩町通4　26　141和ヒル　TEL252　8833ノ＾一


