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ふるさとの女性シリーズ⑬ 

たこつぼとく児島の女性〉 

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ブランクトン 

や海草が多く、また潮流もはやく魚類 

の棲息に缺適であるから、といわれて 

います。しかし昨今ではここの浅瀬に 

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 

津井だこは大きさもころあいで、海底 

の生楼条件から身がひきしまっており、 

味に深みがあります。また下津井だこ 

はおもにたこつぼなわで捕獲されます 

が、素焼きのたこつぼも近隣で製作さ 

れています。児岛の女性は働き者とい 

われています。この50年間に急速に発 

達した児岛の繊維産業の底力もまた女 

性の勧勉さに負っていますが、そうし 

た生活のなかにも女性特有のおしゃれ 

の感覚が養われています。 

場所岡山県倉敷市児島下津并港 

モデル赤松真美さん 

L赤松史朗（児島C)令嬢 

デザイン早野威男撮影藤谷亮介 

OUR COVER THIS MONTH 

Series on Regional Womanhood ol .Japan (15) 

THE OCTOPUS-TRAPS AND THE WOMAN OF KOJIMA 

Doting the coastline oi the Inland 

Sea oi japan are numerous fishing 

centers which have nourished from 

time immemorial. One oi these is 

the fishing port of Shimotsui, the 

main port of entry to Kojima. Today, 

this city is renowned throughout the 

country lor its marine products, 

particularly the large succulent octo¬ 

pus which goes by the name of 

••Shimoisui octopus . 

The delectable flavor of the Shimo- 

tsu i octopus is due largely to the 

favorable conditions of the sea bed 

where they thrive. The ocean bm- 

tom in this neighborhood abounds 

in plancton and seaweeds and the 

currents are sufficiently fast to provide 

the optimum conditions tor nourish¬ 

ing sew life. Unrortunatcly, the 

modern malady of industrial pollu- 

lion has become evident even in this 

sleepy fishing town and the industrial 

wastes from the petrochemical indus¬ 

trial combines and the mushrooming 

manul'aciuring plants arc beginning 

to threaic*n the fishing grounds.I he 

Shimoisui octopus arc cherished by 

goumets because ihey are oi' tlic right 

size and the Hesh is tender but firm. 

The flavor, moreover, is lasting on 

the palate. The octopus are caught 

by means oloctopus-traps which arc 

earthen pots strung on long lines oi 

rope. These pots are produced 

locally making the octopus fishing 

industry of Shimoisui entirely sell- 

supporting. 

The women folk of Shimotsui are 

famous for being conscientious and 

diligent hard workers.1 he labor 

forte ol' the large scale textile in¬ 

dustry of Kojima is mainly drawn 

from this source. Notwithstanding 

tlie com para live remoteness of this 

region, the womenfolk of Shimoisui 

are progressive and well up to the 

times in their fashion and thinking. 
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蠢纖腦 
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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1)、一石二鳥という。あとは、趣味のゴルフをたまに 

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。現在の研究テーマほ、「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 

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。 

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 

ライオンズクラブのある国であれば、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 

つけ、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。 

やる程度。 





私の反省 

く東京クラプ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H比親#のために尽くされ 

た故今村栄吉氏が，#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「.FJ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兑せていただい 

た。このとき私は，ライオンズM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 

……人類愛の名において，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？1f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 

石パt欣一が会民となり，3月21日のチャ 

—夕ーナイトで，日の丸があげられ， 

「冇が代jを歌ったとき，無总識に流れ 

るあつい涙で箅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 

かにはお衣理で名を迚ねた有名人もあっ 

て，例会に出席する会贯がだんだん少な 

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，私が泡取¥医学校に入ったと 

き，ある同期生から*枯木，というあだ 

名をつけられ，それ以来，沲取時代は 

•枯木、で通してきました。その总味は, 

平凡だが貝数のうち，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 

出席という箱務を采たしていれば，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。 

くサービスと出席概念〉 

私ども束京クラブの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 

オンをシンボルマークに戦いたとき，ラ 

イオンズ7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，出席とは何そや，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 

古川正重 

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 

ズム离楊のための会Hの人格形成の手段 

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 

的は违せられない」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。 

くむすび〉 

出席したために健氓に忠まれたのか， 

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，桔神身体医学 

的に考えると，莪務を采たすことは健版 

によい，と思います。それで，いずれに 

しても，おかげさまで健旗に想まれまし 

て，会貝としてのa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 OCTOBER SPIRIT 

100万はひとつの道標 

強さとは，一部の悲?Si論者のV、うよう 

にip.なる金钱的な成功のみを怠味するも 

のではありません。金銭上‘の扭得が唯一 

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。M年にわたり，1〇月とい 

う月が会員增強月問として特に指定され 

ているのは-中.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 liHかれます。お 

そらく，いまこの瞬問にも，100万人目 

の会员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，わが協会の発城を示す 

ひとつの確かな道標として人きな意味を 

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t.100万会Mの逍標は，人類のなか 

にも理想と卓見の持ち主，ffl解と同情と 

が平和へのヵギであり，多くの名•が求め 

ても得られなt、允火感をもたらすヵギで 

あると信じてMわない人々がむ:作する， 

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.S 

と生気.あふれる若い会Wの入会を得て力 

を強めることが必®です。彼らの参加に 

■よって，ライオニズムの目的速成のため 

欠くことのできない人Wのができる 

のです。 

新会UW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 
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以し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Mが力を発撺 

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#:であること 

を強調し，排他主在や，いわゆる忠まれ 

た少数という特権;ff:識を捨てて，桢Mに 

選び抜かれた，奉仕の心IV:い候補者だけ 

を，それも推薦者が十分な入会前の指淖 

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M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人会式 

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 

よう配硪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只を 

つくらないよう，すべての会Mが同じ仲 

問として参加できるよう気を配らなけれ 

ばなりません。 

ーノ;•において，祈会tuこは，n分の入 

会が特別の,g味をもつこと，また会i-iと 

なったときは，地域社会に対して，率仕 

のためにわが身を棒げるのだというn党 

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，u分が全 

1!1: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，向分は文明 

に浴した自由人として，世のなかでも患 

まれた人問のひとりでいられるのだから 

——を返すことになるのだという自党を 

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 

1!!]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M 

がこれらのエネルギーをかきたて，脱落 

の尨機にたつ仲問をよみがえらせてブJ気 

を与えることです。 

会设は指嵘杏であるばかりでなく，扁 

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，ガバナーを通 

じてW際会Mまでこれを報告しなければ 

なりません。それはある.®味ではクラブ 

の独自性の褒返しなのです。 

では，いかにして新会员を換'得しこれ 

を保持するか？「魔法の数」——100万 

会M——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#が国家や政府の泣脳を相手- 

に堂々 と 話 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Hのことを,话すのはよいこと 

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W増強月問の精神を生かして， 

年末までの3力月問に，めざす成采をか 

ちとるよう努力しましょう。避けたい減 

少をつぐなう总味においても，俊秀な新 

会1名もしくは2名をふやしましょう。 

企III:界に対するその使命を遂行するた 

めには，ライオンズ旧際協会は最大限の 

協力に賴らねばなりません〃みなさんの 

絶大な支拨をお願いします。 

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」となるよう、各クラ 
プの努力が望まれます 
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ろうあ者のために 
IIow Lions Can Help The Deaf 

世界中に，少なくとも10人にひとりは 

耳の不mhな人がいるといわれます。米 

国だけを例にとっても——n分が生活し 

ていくこの世界の音の一部，あるいは大 

部分を咄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•や統み8!: 

きの能力に賴らなければ，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年前にすベて 

をいいつくしています。「私は目がMえ 

ないのと同様，耳も聞こえません。耳が 

咄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_®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 

が咄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趵です。こ 

のために，国際埋识会では，ライオンズ 

の10大活動部門のひとつに，『聴党保護 

とろうあ者福M』を採択しました。 

全世界のライオンズ7ラブは，この® 

要な奉仕分野への参加を考磁されるよう 

に要詁します。ここに掲戴する汽料は， 

ろうあに閲する36本的な説明と，各地域 

におけるろうあ名•向丨ナの活動形態のいろ 

いろを捉示するものです。 

耳の障害に3つのタイプ 

聞くという作用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つの小さな卄—— 

槌骨，砧竹，アブミ卄——を通って伝わ 

る。ァ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。 

「昍く」.ということは刺激を受けた神経 

からの合図が临に伝えられて初めて迷せ 

られる。そこで音の怠味が解説される。 

正常の場合はこの全過程は瞬問的に作®J 

する。 

しかしながら，合図を受信する脳の部 

分——聴党jilts組織——が故障している 

場合，あるいはこの合図が脳に述する途 

中で妨宵されたり，ゆがめられた場合， 

音は怠味をなさないか，あるいは振®/が 

受信されないかのいずれかになる。 

耳の障宵は大きく 3つのタイプに分け 

られる。 

⑴伝導性の障Wの原因は聴道の内部の障 

甯物である。このため音波は内耳まで十 

分伝述されず，音はすべて押し殺される。 

この神;の障Wは！!•に巽物が入ったときに 

起こる。子供であれば，耳にあめ玉や裒 

などがつまっていることもあるし，また 

成人によく！mLられる例に，綿玉のつめ忘 

れがあげられる。最も一般的な障密は屮 

耳にW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;总•の閉寒 

である。 

⑵感党神経性の障窗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。この夕 

ィプの障害は，別名，感党神経系，神経 

感党性，あるいは，神経性ろうあ，知党 

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 

liHこえ，音はしばしば?LれてRHこえる。 

⑶中枢性障害は，耳からの合図が_こ伝 

達されない場合を指し，その原wは内耳 

の蝸牛殼の障密である。あるいはまた， 

脳が刺激を受信しながら，それを正しく 

解説できない場合もゼえられる。この夕 

イブの障ぶ名は言槊をW1くことはできて 

も，それを理解することがむずかしい。 

耳の障害に関する珲門家には次の3種 

類がある。 

(1)耳科珲門医——K7:卜、？ L•で4の診嵆， 

治療に的たる。 

⑵耳#明喉科医——で，耳と同 

時に烨，のどの母門I欠:。 

⑶聴能I?門医:——文卞修士兮または竹学 

博士号をもち，[欠:療以外の検赍や難聴の 

训練などの#門家。 

ライオンズの活動例 

多くの点で，ライオンズの聴党保護と 

ろうあ者福M委ii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 

m人福祉の活動委只会の任務とR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 



の公共機関を通じて灾施することができ 

ます。労力のm複をさけるため，各クラ 

ブは7ラブ独I’Jの活動を始める前に，こ 

のような公共機関が灾施している活動'ど 

調べてみるようおすすめします。 

聴覚保m 

検診 

⑴個人または集団検診による聴党テス 

卜の灾施。学童の埸合は学校当局との協 

力によって，また就学前の幼児，尚齢者, 

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 

って夾施する。常に地元の,医師会にまず 

連絡をとること。 

⑵追加検診を行なう。 

⑶聴党テスト用の機器を，学校，診療 

所，病院等へ贈る。 

⑷検診および（または）治療用の巡回 

屯の贈与または饩金援助を考える。 

医療奉仕 

冇资格の専門眩によるm聴器具の,调悠， 

あるいは治療のための手術を突施する。 

必要な場合は也者の輪送も手配する。 

耳の銀行(Temporal Bone Bank) 

死後の中耳，内耳の侦造を調べること 

は，耳の踔杏の原W究明に大きく w献し 

ている（生存中はこの調许はできない）。 

耳の障連のある人は，ろうあ研究財団が 

耳科研究のために方施している耳の銀行 

に，1:1己の内耳組織を奇託されたい。 

聴覚研究 

⑴耳陴宵防止のための研究を援助する。 

⑵地元の大学病院や医療（または耳 

科）施設と迚絡をとる。 

⑶住民大衆に向けて耳の障•,!?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 

⑴補聴器の贈与，修絡，取りかえ等。 

雖聴の児童や成人向けに，必要に応じて 

補聴器の贷与もあっせんする。 

⑵専門医による診察，治療およびM聴 

器の調整等を爽施する。 

⑶困窮者に対して，甩池，器具等を供 

与する。 

⑷使用済みの屯池を染めて，これを!！ 

価で新品と取りかえてもらう。 

広報活動 

⑴騒音公杏——騒行が聴党に及ぼす影 

博，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。 

⑵地元璣閲と提携して教宜活動を:^施 

し，ろうあの原因，周期的な耳の検診，耳 

の障迅の予防ゃ蛏減等について知らせる。 

⑶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 

⑴ろうあ老，難聴杏の教育にAたる# 

n教師の费成所への献金。 

⑵耳の障宵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'#付。耳の不〔':!由な学生の就職あっせ 

ん，および稃門的な援助。 

⑶耳の不13由な児童のために聴党訓練 

川の器具（学校用の）を贈る。 

⑷特殊教育を必要とする児童をもつ家 

おふたりの門出に 

ふさわしい 

新しいホテル 

'地下鉄朿西線 < 九段下 > から0分 

東京駅から車で5分/羽田空港から車で30分 

、高速道路 < 西神田ランプ> から1分 

0ご婚礼のパンフレットをお送りいたします。 

〒102朿京都千代田区飯田橋1-1-1 3(03)264- 1111 

大阪案内所0(06)345-1783名古屋案内所》(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（可能な活動にっいて関係機 

関に照会のこと） 

ビデオテープ，字嵇入りフィルムの供 

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 

耳の復帰訓練小;！——説話療法，読唇 

術，聴力訓練，カウンセリング等-を 

調査し，援助する。 

指話通訳 

児逭，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 

⑴ろうあ者，難聴*のために，各植の 

就職あっせんを行なう。 

⑵職：*訓練所内に耳の不ti山な人たち 

の特殊コースを設けるように手配する。 

⑶会社や地域の主だった人々を対象と 

して，耳の不[ii由な人でもできる仕屯の 

補類やその範囲について知らせる運®;を 

すすめる。 

社交活動 

⑴ろうあ者，難聴者のためのカウンセ 

リング活動（相談貝）を奨励する。 

⑵ろうあ者-または難聴方の集団交流行 

事を開催または支援し，必要に応じて輪 

送も行なう。 

⑶レ7リエーション 

取り組むべきか、いなか？ 

Wクラブの肛面する質問は，当然， 

『ろうあ者のための奉仕に取り組むべき 

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漭の音もない。 

木々の葉のそよぎにも風の—音を昍かず， 

みどり児の泣き声も，愛の言葉も間か 

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？)いっています。 

「——それは最も大切な刺激一ことば 

を伝え，思考を促し，人問としての知的 

交流を保証する音声——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。 

朝に礼拝あなたの 

マイホームに 

心の 

やすらぎを. 
夕に感謝 

^社 
600京都市下京区七条通新町東入 
笟話京都（075)371-3131~8.0124 
駐車場完備年中無休カタログ呈上 
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Y E Pの目的は？ 

2年間にわたる302 E複合地区YEP 

委員長の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 

惯，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YE P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贽重な時 

問をさいて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 

同じメンパ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®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YE P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問では，盛んに 

YEPが行なわれているそうです。航空 

運®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 

才，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 

ィ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， 

グルーブ交換のみをお世話するというこ 

とです。 

MD 4には16の地区があり，M D 302- 

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 

0MURAとが文通で打ち合わせをすれ 

ば，仕事が単純化され，スムーズに連ぶ 

し，間違いがありません。 

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 

EPS,本来7ラブ単位で交換をたてる 

のがほんとうの姿です。7ラブのなかで 

英語の得意な方がY E P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 

航するよりも航空連赁が安くなるので交 

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月中には来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 

E Pだけは，ライオンズの他のプロジヱ 

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， 

Y E Pは铈年10月ごろから文通がP屈始さ 

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M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哚す 

ることができます。 

アメリカのMD 4は，キャビネットの 

交代とは別に，独の継続事業としての 

組織が確立しています。 

Y E P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 

捷k 

病気にならない体造り 
1954年ローマ法皇ピオ12¢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。■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。 

好評.グ 
1 個（100粒入） 

特大（300粒入） 

家族用（600粒入） 

目曾荃用セット 

1ヶ月分 3,000円 

3ヶ月分 8,000円 

6ヶ月 分 15,000円 

I 6,000円 

\ 10,000円 

.す；元 

D-M棚-粒 
申込方法一直接、電話でどうぞ。TEL03(264)2671(代） 

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。 

資料進呈 
その他詳しくお知りになりたい方は口—ヤノレビ 
リ_の小fTf•を無料でお送りします。 

ローヤルゼリー総合企業 

麵サン♦ケン株式会社 
東京都千代田区飯田橋1-7-4想102 
TE L(03) 264-2671(代) 
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返さぬよう，心に残ったことをき残し 

たいと思います。 

提い間の経験から，私はTWISS委 

員長と話し合い，派造交換生の年齢を最 

も歓迎される17歳〜21歳にすることにし 

て，□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览いたり，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。MD 4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4う。25歳とい 

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，派遗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 

少ないのに獠きました。 

あの程度では毎n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0そして，ホスト家庭との冏 

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，習似，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#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。 

この1年を顧みて 

ことしこそは3 J1中に交渉を済まし， 

5月中には，琪務完了，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，II際茁報と屯詁 

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福 

不明で返送というふしぎなこともあり， 

新W1記事のように，アルパイト配违只の 

無责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/]26nには，突に不愉快なこ 

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 

むすこさんと朿京タワーに行ったおり， 

巡回中の3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, 

さらにパトロール屯で愛宕署に連行され 

たと私宅に堪話がありました。 

帰宅した私は斑いて，爾話で，「私は 

ライオンズクラブの朿日本のYEP委员 

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 

卜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，パスボートをど 

こにでもE 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®が必要なら，ライ 

オンズのYEP委員長よして書きましょ 

う……」と賴みましたが，私の中し出は 

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害かされ，指紋を取 

られたということで，帰宅してもそのシ 

ョックで夕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 

でもたいへん憤概しておられました。 

ドナルド君は，日本の3察から受けた 

冷たいもてなしを，E3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7ラブは，特に？？察 

関係では非常に好；®的に協力しています 

が，私どものライオニズムの善.は，3 

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，R 

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愦 

设ですが，本年はYEPとは思えない若 

いU米男女の下品な抱擁が目立ち，私た 

ちは何のために■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 

ベルで考え豇す時期が来たと思います。 

さて，私がどうやら委員長の重责を采 

たせたのも，実はめん.どうなことをやっ 

てくれた，さらに隐れた「縁の下の力持 

ちjがいたからなのです。それは，E複 

合地区ガバナー協謎会审務局の藤平局長 

と伊予部嬢でした。 

できるだけ，私はC1分でタイプライタ 

一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2Pをほう 

り出して，2 □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，私は原文を迸いて，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 

激しい派遗計画の表づくり，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• 

オーベン委員，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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使ってt、ます 

女子プtl界のクイーン 
樋 口久子162cm 52kg 

レデすズII和•を決する本女/■•ブロ;8 f檐>に今ザ•も勝ち、通算 

5連勝。ネ1i"in家のチャンピオンの峰を..v，ている.. 

飛ばすことよせること。人れること„どの技をと，てもも3 .流.、 

とくにil:碲この卜.ないウッド•シヨ/卜のt/Jれ味は、1 乃，ブuさえ 

みを狰く 内：.、ifflfしているアメリカにも、チャコのフンは 

雾い〇いtぐ、I丨本が席る悅界的ブレーヤーである.、 

〈新製品〉，ひJiヲ议フ芒デノ心クラブ 
12本セノト（組作せmm ¥ igz,ooD 
•グランドモナーク•，ドm. skt y I3D,DDD 

世界の四大スポーツ-力- 

泛美津濂 

HIZUNO 



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1C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。 

セイコークォーツ必=新発売 

日づけ.嗜日付 日づけ付 

ステンレス個j •ハードレックス 

ガラス• メタルパンド 
75,000円 70,000円 

ステンレス彻j •皮バンド 69,000円 64,000円 

特別高精度品 
セイコークオーツ VU (Very Fine Accuracy) 

日づけ•曜日付 

ステンレス側•無反射ハートVックス 

力•ラス• メタルバンド 
135,000円 

木氺氺ホホ本木氺氺氺氺ネホ氺ホ氺氺本木*ネ本 

•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くクィックチェンジ〉 

•秒針がI秒ごとに動く くステ•ンプ運針方式〉 

SEIKO 
tzィ]-•株式会社服部時計店 

く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 



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 

誉会貝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，ある宗教団体の機閲雑誌に掲載さ 

れた「ライオニズムとその国際性——ア 

メリカが01[面する人種問題」と®する帰 

朝報宙の：1己帘が一緒である。現在80歳を 

こえた老齢にもかかわらず，この精力的 

なご活蹓を知ってまず眾唢した。 

L黒川の今回の渡米にはふたつの動機 

があって，そのひとつはベンシルバニア 

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 

了 Kにあるライオンズ7ラブを歴訪して国 

際的な兑地からァメリカにおけるライオ 

ンズ7ラブの現状を親しく見冏すること 

であった。 

母校大学における講演と諸行事.に出席 

した後、ハリスバーグ，シカゴ，エーム 

ス•デモイン（アイオワ），デンパー， 

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」と题する講演をされた。どの7ラブ 

においても1'1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，ァメリカのごとく，そ 

の人n1位6000万に対し黑人わずか200 

0万という社会怡勢下では，いかにL黑 

川が「ライオンズの会fiも黑•白人種の 

差別をすべきでない」と53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，迫憾ながらいまだ「道 

遠し」の感なきを得なかったそうである。 

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月兮と1966外: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，ffl极するが，1926乍ホノルルの 

パン.パシフイク.ユニオンの;5紀をし 

表彰播を抱く L黒川 

ていた当時，いまだ非公式のホノルル7 

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 

锊」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Kし，「白人」の文字を条項中 

から抹消し「会眞は人種のいかんにかか 

わらず，资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 

aした。これがためl黒川は，ホノルル 

7ラブの代表として本土に派逍され，21 

のクラブを遊説して，ついに会則修正委 

贝会をつくらせ，1926年，サンフランシ 

スコにおける第10回IM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。 

この結采1926年1011には，中国の天渖 

にライオンズクラブが誕生し，その後メ 

キシコ，キューパ，フィリピン（25番 

目）日本（37番目）等とライオンズクラ 

ブ[1際協会が文字どおり世界の国々に進 

城してに至っていることは，もはや 

既定の尔実である。 

1966年6月，ハワイ.マウイ岛ワイル 

夕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:賛を受け，ハワイ大学内にL 

黑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黒川肛也の，国際協会の揺藍期にお 

けるこうした功紐を苡饺して，日本ライ 

オンズでもL黒川を跖釤する動®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 

紹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回束洋及び東 

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 

M (元地区ガバナー）がいち早く L黒川 

の業«を評価し，大会に同Lをゲスト• 

スピーカーとして招聘し，「束洋の安定 

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 

地区ガバナーL田中豊一，地区幹事L外 

W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黒川を招聘し， 

V-くその功労を顕釤したのであった、。 

L黒川は，14歳のとき，郷I[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，現在世界宗教平和迚盟の 

リエー/ン•セ7レタリーとして前妃京 

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许 

られた際，ホノルルクラブは特に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_の表彰式を挙 

行し，その表彰楣を授与したが，これは， 

ひとりL黒川の栄誉にとどまらず，H本 

のライオンズにとっても誇りであり，ま 

ことにご同®;•の至りである。 

(兵庫県•尼崎C ) 
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25周年を目ざして 

日本ライオンズ史編纂を 
上 田 常 隆 

私がライオンズ7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口する。 

先日も横浜市内のあるメンパーの方か 

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3ンズの俥大な所はどん 

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 ァはどういう;®: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日束京で全国大 

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j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，党えて 

いる先玴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。 

キークラブで，10年史ゃ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，せめてゾーン琳 

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" 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雖を訴えるような 

ら，これから先，年がたってから作ろ 

うとしても，ますます編览がむずかしく 

なるだろう。 

火は，20周年記念事業のひとつとして, 

*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 

*25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 > 302地区史、になる。 

これには，恒久的な機関をHく必要が 

ある。たとえばs編IS委员会，といった 

ものである。そして各ゾーン.，単ークラ 

ブは毎月その委員会に資料を提出する责 

任を負うことにする。 

それらの具体策については至急柬西の 

ガバナー協謎会にかけてご検討を願い， 

至急®員会，爽行機関（たぶんライオン 

誌日本語版に付設されると思う）の発足 

を強く希望する。 （元ガバナー.東京C) 

管理職(人間）ドック 
院長L.八木俊一 

東京都千代田区永田町2— 10— 2 ヒルトンホテル隣り 

T B Rビル内 八木(成人病）クリニック 
T E L (581) 3856-3857-3912 
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数字をどう読むかがエグゼクティブの課題では 
キヤノン•ノヽ。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。责任ある地位に 

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(：も同行する心強き計算機です。 

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霣源方式=乾電池• 

NiCdバッテリー*カー八ッテリー.AC電源 

W CQ fドライパッテリーカセット) 
辛DO,UUU (ソフトヶース付乾電池別ノ 

NiCdバッテリーパック，チヤージヤー 8,500円 

參冇名デパート•冇名浓務機诉，文具店•カメラ仿 
m器席で手に取ってお試しください。お求めには便 
利な剂賦制度もござt、ます。お氣耗にご相談ください。 

•カタログをご諮求ください。お申込みはL係へ。 

Cation 
Jt-Ltazu 

キヤノン販売株式会社 

東京/〒105來京《5港区芝公阐2-6-15 0(03)432-8251 

大版/〒541大Kiti柬区瓦町5~39大販化級ビル0(06>20卜6761 

札幌(011)231-1313仙台（0222)66-4151水戸（0292)24-8934新海(0252)45-5366 M?f(0262)27-6960前掐(0272)21-2762大宵(0486)41-9122千葉（0472)43-9648横浜(045) 

211-0953聆岡（0542)52-7148名古^(052)851-4551金沢(0762)63-7186京都(075)223-0441岡山（0862)22-5591商松(0878)5卜7121広岛（0822)28-3203福岡（092)41-2394 

札W•进央キヤノン（011)56卜7064秋田•秋mCBM(0188)33-1021仙台•釘城キヤノン（0222)23-2153京都•平安キヤノン（075)801-8771 



自黄出版のバイオニア (株)北斗社 

企画部 
東京都文京区本郷5-25 

-I6L 号® 03(811)4350 

自費出版をお勧めします 
♦あなたの心の財産として 

•あなたの業績を伝えるために 
原稿整理•レイアウトおよび印刷管理など、 

■本づくりに関するわずらわしい業務、いつさ 

いを当社がお引き受け致します。 

会員の特典一資料無料送付/「自費出版   
のしおり,--,製作の手引き」などお送り致しま 

す/会員募集中/小雑誌『あなたの本Wなど 

無料で定期的にお送り致しますVお忙しいあ 
なたに/•プロ.ライタ—が取材、テープ集 

绿などをし、原稿づくりをお手伝いします。 

プナルアの泉(《lf銥I著/紀行/上製本/B6判/152頁) 

ぅろ覚え(前原勝樹著/随筆/並製本^056判/254頁) 

陣中手記再録(安達種美著/戦記/並製本/036判/152頁办 

回想(小林泰一著/自伝/並製本/A5判/224頁) 

高木忠信教授•業績集(上製本/B 5判/112頁) 

鴛•鴦(桜井菊三•文子/歌集/上製本/2分冊/B6判/128.160頁) 

かった。お恥ずかしい次第である。ンドが世界に誇るタージマハルを 様にょる??い物語、下って鎌介時 たびと同様、ィンド救ラィについ 

若い旧知の記者が来た。記者も 臨む旧都アグラの地に、JALM 代における一一ii上人や忍性律師の て梅n新liaと「テレビ3手」が熱 

このことについては勉強不足だっ Aの病棟が建設されたのである。 宗教的人問愛の救世済民のひとり 心に取り組まれ、大きな関心を-t!f 

たので、率直に記念日の由来を話 そして、現在貧困のどん底にあっ も拾てぬ弥陀の弘Kの展開である。せてくださった。幸い地域全体と 

した。やがて、本題のインド救ラ .て二百五十万のライ想者が絶望し それはとりもなおさず、インドの しての協力態^が盛り上がってき 

.の話に移ること三十分。 つつも、わずかにJALMAを通 釈尊の教えそのものなのである。 た。私はこれらの大新問やテレビ 

さる六月三日、日本ライオンズ して日本の愛の手にひとすじの望 二十四日、新11}]記事が報道され 局に対し、地元紙や関係紙はもち 

二十周年記念式典に姿を見せた宮 みを託して、苦悩の日夜を続けて ると同時に、今度は引き統いて、 ろんであるが、限りない感謝と敬 

啼博士。その博士が十四日ニュー いるのである。さらに私は、次の 「岩手テレビ」からffi話があって、窓をささげたい。それに反して三 

デリー着陸寸前、日航機iffl難と. ネ—ル首相の言葉を追加した。い 『二十七日朝「おはよう岩手」の 〇二全体としても、またE複合地 

ぅ事故によって尊い生命を断たれ わく「タージマハルは妻に対する 番組に出て十分liij程度インド救ラ 区としてのライオンズの立ち上が- 

たのである。 博士が日本ライオン 夫の愛のシンボルであり、その隣 イについてステ—ジに立ってほし りと実践が、一部クラブを除いて 

ズの大会決議によりインドへ派逍 にできた救ライセンタ—は日本国 い』とのことである。もちろん万 は、何と低調なことであろぅか。 

されたのが昭和三十四年である。 民の人類愛のシンポルである」と。障を繰り合わせてお引き受けして、残念なことである。六月号今月の 

その献身的努力と熱誠はインド上 若い記者は熱心に耳を傾け、ペン 当日その責を采たしてひとりでも 椅子棚において前国際理事、L安 

下の大いなる期待となり、また日 を走らせた。さらに私は協会発行 多くこの運動に対する理解を深め 田梅吉から「老人クラブに笑われ 

本の国民的愛の運動の展開ともな のパンフレットを示して説明を試 ていただくよう、懸命の努力を払 ぬために」の一文をいただいて、 

り、ついにガンジ—首相の願望と みた。すなわち、日本の救ライの つたのであった。 

ネール首相の悲願は達成され、イ 歴史である。天平の昔、光明皇后 考えてみれば、さる二月、この 

愛の矜鐘と拝聴する次第である。 

(岩手県•水沢中央C) 
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山海の珍味 

節を問わない才—ルシ—ズンであ ろいろあるのである。しかし、と 

る。その上、ものにょっては世界 にかく I家の贷事を効率ょく架し 

中から集まっている。細分化すれ いものにするために苦労している 

ば、おそらく何万種もあるのでは ことは間違いない。だから、たと 

柏岡精三 ないか。全く笟くべき種類である。え少々食欲不振を党えても、夫た 

救ライに思ぅ 

新聞とテレビ 

日本人の平均寿命は男七〇 

戦争と平和の意味の重さがいまさ 

ら身にしみる思いがする。 

材料もさることながら、料理法 

るものは、すなおに、しかも心を 

込めて感謝の意を表わすべきであ 内田正善 

六月二十三日、朝日新聞水沢支 

七歳、女七五.五八歳と戦前に比 も日本ほどパラエティーに富んだ 近ごろのように物資が豊富にな 

ベて五割ほども仲び、世界の長寿 国は世界でも珍しいのではないか。ると、つい「食」のありがたさを 六月二十三日、朝日新昍水沢支 

国の仲間入りをしたという。「人 日本では、いわゆる洋食もすっか 忘れがちになる。考えてみれば、 局からm話があった。二十五日は 

生五〇年」の定説も今は昔、「古 り日常料理に取り入れられ、さい 私たちのいちばん大切な生命を維 救ライの日なので取材にお伺いし 

希の祝い」も意味をなさなくなっ はての知床の宿でも和洋食を取り 持するものは食物であり、それは たいとのこと。インド救ライとい 

てしまった。戦前並みだと私など 混ぜたおぜんが出てくる。逆に外 すべて「自然の恵み」のおかげで うきびしい5i実をかかえている私 

とっくに寿命がきてしまって、ァ 国で日本食が日常料理になってい ある。海の幸、山の幸というよう には、この救ライの日という制度 

ポロの月世界など知るよしもなか る例は、flflいたことがない。つま に、かつては日本にも自然に対す に答えるだけのS料の持ち合わせ 

ったに違いない。 

その寿命の伸びた要因のひとつ 

に食生活の改善があげられている 

ことは周知のとおりである。食生 

活といえば、私たち年配の者にと 

っては、あの戦中戦後を思い出さ 

ないわけにはいかない。 

先日、何かの拍子で百貨店の地 

り、そぅいぅことである。 る感謝の念には深いものがあった。がなかった。急いでアジア救ラィ 

現代日本の繁栄は、いわば自然に センターに.m話を入れた。おりよ 

1 
対する感謝の念を物質万能という 

魔性の化け物に売り渡して捋たも 

、新井総務さんが出られた。 

六月二十五日は、救ライの仕事 

のにすぎないのではないか。おか にお心を砕かれた貞明皇后様のお 

げで、私たちはPCBやカドミウ 

厶、その他有機水銀とか/a薬入り 

誕生日であり、皇后ご逝去の年、 

この日を国家としての「正しくラ 

それほど多彩な材料と料理法が という"開闢以来味わったことの イに対する理解を深める日」とし 

下食料品売り曝に入ってみた。た ありながら家内やとついだ娘にい ない山海の珍味に舌鼓を打たざる て「救ライの日」を制定、以来、 

いへんな混みようである。それに 

してもこの豊かさはどうだ。とに 

かく口に入るものは何でもある。 

それも貯蔵法や促成法の進歩で季 

わせると、毎日のお惣菜には頭を をえない羽目になったのである。 今年が二十周年に当たるので特に 

痛めるという。この現象はどうや せっかく寿命が伸びたというのに 本年は天皇、皇后両陛下ご臨席の 

らわが家に限ったことではないら 

しい。三六五日のことだから、い 

—ままならぬ浮き世とは、この 

ことであろう。 (大阪梅田C) 

もとに記念式典が当日九段会館で 

あげられるのだ、といぅことがわ 
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7〇年代におけるライオンズクラブ 

原点復帰運動 

わがMのライオンズクラブは，1952平 

に淖人されて以米20平問に急速に発圾を 

とげ，现在会U数においてァメリカに次 

ぎ世界第2位となった。じかし，いまゃ 

M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」との叫びが 

問こえるに垒ったのである。この段点復 

帰の.S衣は，ライオニズムを深く理解し， 

1‘1己のH常行動を，またクラブ連営をこ 

の怙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jおよび 

「ライオンズ市比愛W:#:章」は，ライオ 

ンズの站本fl念に坫いた規定であり， 

「ライオンズの替いjは，その主要な理 

念の災約で:あるとみることができよう。 

「1¢い」は，自由，友愛.知性の高揚な 

どのく >1念をもって，会員の行動の原 

動力としているものである。これを指绰 

原理.としてn常生?,1；•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 

把握して行则するものであって，原点復 

帰;！動の1:1的もここにある。 

ライオニズ厶の社会化 

「U際協会のH的」「道徳綱領」および 

愛闽返苺」などの规定は，会Hを 

対象として制定されたものであるが，会 

(Iを通して-般にも浸透することを 

制定各は期待していたと推測される。 

(「協会の目的j笫一项,「市民愛国憲 

雄」沈!一項など参照) 

ライオンズの会iiifi强にはみずから限 

界がある。それゆえ（こ会H外の一般mW 

に対しては，ライオンズクラブを押.解し， 

これに協力することを必然的に求めるこ 

高 宮 誠 

とになる。IS1際親#,世界平和に貢献し 

ようとする「II際協会の0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Kさせる」と1让界の人々 

を対象としている。それは会Wが中心と 

なり会以外の人々にライオニズムに战い 

てM際親#思想の苦及をはかることを总 

味する。また地域社会の改淬についても， 

その地域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。地域社会の住尺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规定を自己のH 

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，7ラブの规 

定を遵守し，クラブ員以外の者に福祉亊 

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，地域社 

会の一部の者に哿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。地域社会の市尺にライオニズム 

を理解浸透させることは、上記の批判を 

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 

机織して，その述営の站本方計を確立し 

てはどうだろうか。特別委ii会の研究課 

題としては，次のごときものである。 

〇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屯業 

の—-瑁となり得るものを逸5ヒすべきであ 

る。このためには，その地域の|’1治体お 

よび社会福祉協a会などの灾施している 

福祉事業の実情を把握し,それに漏れて 

いる屯業の.中で,緊?1：:でしかも民間団体 

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，社会福祉屯業家の専門的意兌を聴取 

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#的な哿付行為は避 

けられ，計画性のあるアクティビティの 

•火•施によって，その効采が10年. 20年後 

にはその地域社会の瑁境改善となってあ 

らわれることを期は-し得る。 

〇例会の運営方針——例会は会Mが繁雑 

なビジネスの雰叫気から脱して，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'？;(一 

転してライオンズ怙神に触れるK f[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j第1項 

から始め，これを会長に唱和して会以一 

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 

の规定を数回にわけて研究することも， 

新人会i-iにライオニズムを理解させ，ま 

た旧会{i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，tW揭ライオンズ规定の災行に努 

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イ1'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.スピーチも望!ましい 

が，いまひとつの案は，各クラブ叫でそ 

れぞれ適、1'Iな,;'fi題を持っている会貝をス 

ビーカーとして交換することである。 

〇ライオニズム社会化の手段-地域社 

会の小•中.高等"7:校の学芸会あるいは 

逆励会にライオンズ坫神を知らせる適当 

な印刷物を記念品と共に生徒に®って， 

ライオニズムをPRすることは，生徒の 

みでなくその家班にもS•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‘上施することは板めて望まし 
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いことである（当nのアクティビティに 

ついては，ライオン誌1970午8月号掲載 

の英国ライオンズ.デー参照）。. 

社会施設に金品を贈呈する場合には， 

-中.にそのものを届けることをせず，これ 

はライオンズ褚神の発み•の結采である旨 

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 

すめるべきである。当日一部のグルーブ 

が小学生F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 

接に接触することになり，「ライオン 

ズクラブは，その社会とは無鉍の存在で 

ある」という市民の相する印象をなくす 

今に役立つであろう。 

ライオンズクラブが地域社会の一般市 

Kからの孤立を免がれ，かつライオニズ 

ムを齊及する方法として，時問と労力を 

提供して地道に効采をあげ得るもののひ 

とつとして「人車およびi|_f*経営などに 

I乂.1する怙報センター」の開設が巧えられ 

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a会，教育委員会，商工会a所および 

その他の公共機関の協力によって一般w 

Kの相談に対し，問®!解決のために示唆 

と必要な愔報を提供する範muことどめる。 

〇国際性の強調——世界各国に散在して 

いる会员が，ライオニズムによる強い信 

念をもって，世界平和の理想をそれぞれ 

の国，それぞれの地域社会において普及 

につとめるならば，その効采は大きいで 

あろう。国際問題の研究を，例会などに 

おいてときおり行なうことも必要であろ 

う。また，外Mのライオンズ7ラブとの 

問に行なわれる青少年交換においても， 

学生の派逍7ラブは人選後ライオニズム 

を会得するように绰き，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埋 

解させるようにすべきである。 

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 

を会報に掲賊して，クラブ内外に頒布し 

て，派逍•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。 

重悪な国際問題に関する公開講演会を 

適時開催して，会aはもちろん一般市民 

の旧際関係についての関心を高め「的•界 

の人々との問に扣互玴解の枯神をつちか 

う.」ようにつとめることも，きわめて必 

ft:なことであろう> 

結び 

人類社会の健全な発Mのためには，そ_ 

の根底に個人の健全な倫邱‘觀がなくては 

ならない。しかるに相絞く全世界的规松 

の人戦によって，迫衣退廃の徴候がIH:界 

的にあらわれるに至った。 

われわれライオンズが，K14；において, 

各地域社会において，ライオンズ怙神の 

普及発展に努力することは，このlit界史 

的.®:衣•のある連動に参加することである。 

この意箱を認識して①例会運営の一大刷 

新②クラブ独nのアクティビティの遂行 

③ライオニズムの社会化などを中心的活 

励として，わがI料の尺主主®社会の発珉 

に貢献し，米来に対しパラ色のビジョン 

をもって激勁の70外•.代を邁進すべきであ 

ろう。 （千葉県.船橋C.) 

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

カセットテ—プによる通信教育 

•有名講師による 

個人指導制です 

•テレビであなたの 

姿がみられます 

方教室 
【内容】全10卷38000円 

人前であがらぬ法/話の材料の集め方/ 
話のまとめ方/あらすじの作り方/よい 

人間関係をつくる話し方/部下にやる気 

を起こさせる話し方/結婚式でのあいさ 

つのコツ\アクセントやナマリの矯正法 
\モデルスピ—チ集/ほか 

江川ひろし監修のカセットテ！プ 

朝礼虎の巻 
•話のネタがビッシリ/これさえあれば朝礼の話題に困りません 

【内容】 
集中と継続/今やらねばいつできる/やめたい病をなくそぅ/機械 

にも愛情を/成功する社員しない社員/人生の主役と端役/ほか 

全50話練習用テ—プ•全文収録の新書本付19、000円 

，社長•重役の 

テラックス•スピIチ•セミナ. 
-3日間コース 

東京東京文化会館(上野)にて 

名古屋 ホテルニユー名古屋にて 

n月4 

キム 島 広島リ 
« »»»/ 

-サイドホテルにて 
■ ■1 J I 〇 

n 月 w .20.21 

7- J < 1/ If ^ 

n 月30日 *]2月- 

日 

日 

日 
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ZENGAN 
COLOR 
SHEET 
GLASS 

FOR 
SUNGLASSES 

サングラス用レンズ 

《色板眼鏡生地》 

fブルー 

色別 
グリーン 
スモーク 

Iブラウン 
(1.2.3.4号色） 

■ D本で初めて開発した色板眼锐 

生地 
■均一の厚味に色調も均一 

■有窖光線完全遮断 

■光学界の推威名•の推奨する眼镋 

生地 

お!?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 

国際青少年キャンプ 
とライオンズ 

—ァメリカ— 

アラバマ州モントゴメリークラブの後 

援で開催された第9回国際青少年キャン 

ブは，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7の国 

際協会琪務局を訪ねたとき，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-はキャンブ場に参加したH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 

-アメリカ- 

1972年4月24日，バージン諸島のセイ 

ント.トーマスのお祭りパレードに，全 

国チャンピオンのパトン•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.リバウドがつきそった。 

このパレード当E3は非常に暑い日で，行 

進者のなかから迸さのために倒れる人が 

相次いだ。彼らはセイント.トーマス病 

院につぎつぎと述ばれたのであるが，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 

—スにメンバーが立ち，倒れた子供たち 

をつぎつぎと運び，大氓に至ることなく 

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 

——アメリカ- 

コネチカット州ウィンザー.ロックス 

クラブ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m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 

は饩金援助を認めないので，ウィンザ 

—.ロックスクラブに話がもちこまれた。 

同クラブは夫人の往復切符をitうことを 

承認し，さっそくカリフォルニア行きの 

飛行機に問に合うよう準備をすすめた。 

リバーサイドのマーチ空取基地内にお 

けるアメリカ空眾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，その一週問後に，母親にM守 

られながら静かに息をひきとった。 

国際a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名のライオンと身陣児によ 

って作られた大きなライオンの像を視察した 
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蕋出有効期間 
昭和48年9月 
30日まで 

切手をはらず 
にお出しくだ 
さい。 

11111 料金受取人払 11111 郵便はがき 

取京中央M承認 Q]回回-□口 
1554 

(受取人) 

東京都千代田区 

内幸町二— ー ーー八 

NHICサIビスセンタI 

教材部行 

-(切り取り綠)- 



NHKft^h 
ふるさとのうた——購入申込 
貴センターからの案内状を読んで、次の;rリ申し込みます。 

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=いずれかに〇印をお•つけください。 

1mm 2 ^ .勧菜銀行3他の銀行i i 

申込セット数. 

クラブ名 地区 ライオンズクラブ 

おところ 
〒 

おなまえ 



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 

ふるさとのうた一全9巻 
解説=竹内勉 •全国の正調民謡集——151曲 

編集=A/H#C 1北海迨 輓場音預北,毎荷方節江差追分江差三下りなど131111 

発行サービスセンター2ゼ北①，聿幸！しょんから節津幸至よされ節南部牛追い。貝南部木挽。貝など171111 

3秋田おばこ秋田甚句本荘追分庄内おばこ新庄節など171111 

4 k北③ さんさ時雨大，魚11貝い込み長持11貝相馬流れ山相馬二遍返しなど171111 

5閲！^八木節機節木更，聿甚句大島節秩父音頭など161111 

6111佐,度おけさ相川音I頁越中おわら節山中節菜種の花など161111 

7屮部②伊那節木曽節 農兵節名古屋甚句郡上節など15llli 

宮津踊り確山節伊勢音頭串本節安来節など181111 

f) jし小1、|黒田節正調博多節五木の子守卩貝朝花谷茶前節など221111 

•お問い合わせ.お申し込みは 

A/H/Cサービスセンター 
■■1 い;’.ffi r代IIIK内例2-1 18 

03 5014111内 ¢(14276 

特価=15,800円 
体裁=総布貼り豪華帙入り•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） 



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 

—(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。 

スポンサークラブは岡山クラブで、郷土 

ライオンの大先镅原勝己元ガバナーの肝 

人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 

ィビティ」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菸1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、「小さな親切連動」 

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人れることにより 

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 

Sを堅持しています。 

わがクラブのある児益は、H本砬初の 

W立公阐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.四国を結ぶ 

瀬戸大橋の児岛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 

ラブは、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宵います。 

(倉•敷市•児島C会長） 



明治初期に建立され、多くの人物を*出した児島海員学校 



ノ、。リへ〇豪華ジtンポ 
ヨーロツノ、。はハ。リの朝から.〇 

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。 

パリに始まりパリに終わるといわれるョーロッパの旅。 

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•ヨーロツパへ週9便を直行運航 

•北極回りジャンポは東京発毎週火曜'_で尖;？*!。、土曜 
/AF?73«?i 3S) 
\パリへ瘋行メ 

•南回りジャンボは東京発毎週火曜です。 

•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«由«で儿SUと北極回り«、南回0練でAZ/儿/LHと«携邐航しています。 



親善と相互理解をめざして 

ソウル大会開かる 

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日に裨国最初のクラブとしてソ 
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。 
「団結と相互尊敬j (Togetherness and Mutual Respect) 
のテーマのもとに、ェ’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#®旗の入場式（下） 

1972年9月28日発行 
ライオンズ.マークと韓国伝 

統棋様をあしらったデザイン 
で4色、グラビア印刷。額価 
10ウオン。デザイナーLee 

Keun Moon.150万枚発行 



大会に先だだち、参加者を代表して国際会拔、国際理事、各地区首席代表が銅袵洞国立墓所を参抨 

家 

智>.ぶ 
念^^! 

：：f 

梁鐸植市设に人形を贈り、感謝の意を表した 
ライオンズより 

へ顆❹零 ，np- JuSS^Bfc MBBir * 

..... _^mm^m 

大会を記念して昌廋苑に建 
てられた高さ4にの時計塔 

: 

.也参 

フリfドリックス国際会長と各国首席代表による記者会見が朝鮮ホテル 
特別会食室でもたれ、ラジオ、テレビ、新wiを通じて全国に報逍された 



大会決議（抄） 

第1項〜第7項金鍾沁国務総理に対する感謝決議0 

梁鐸植ソウル市長に対する感謝決議。フリードリックス 

国際会長に対する感謝決議0小国博之国際理事、安田 
梅吉元国際理事に対する感謝決議0大会をホストした 

韓国のクラブおよび大会組織委員会に対する感謝決議。 

韓国の関係政府機関に対する感謝決議。報道機関、パ 

ンド、ボーイスカウト、ガールスカウト等に対する感 

謝決議0 

第8項302 E複合地区束京クラブの上田常隆を1973 

〜75年度の国際理事候補者とする。 

第9項1973年第12回東洋•東南アジア大会をタイ国 

バンコクで開き、1974年第13M大会をホンコンで開く。 

第1傾メキシコ•シティ国際大会の際に提示された 

方針（6 )に従い、当地域の現•元国際理事で名誉委 

興会をつくる。 

第11瑣1976 ~78年度のU本以外の国際理事候補者は 

303地区（ホンコン、マカオ）に割り当てる。この候補 

者は、1975年の東洋•東南アジア大会に拢出され、万 

場一致の決議を得るものとする。 
第1城本大会は国際会則を次のように改正するよう 

要求する。 
(A) (1)国際的な常設の選挙委員会を理事会に設け 

る。 
(2) 第3副会長はすべての地区の投票によって選 

出する。 
(3) 理事会構成員はそれぞれの当該エリア内の 

地区の投票によって選出すること。 

(B) 東洋、東南アジア地域のめざましい会員増加、ラ 
イオニズムの進展にかんがみ、マイアミで開かれ 

る国際大会において国際会則第5条1(a)項を 

改正して、当地域に1974年から3名の国際理事を 

害IJり当てる。 
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かわいい金星国民学校生徒のコーラス 徳寿宮の国務総理招宴会アトラクション 

TSUNE-TAKA UBD/K 
Candidats for Inti Director, 1973-75 
h japan 

そろいのハッピ姿の推進委員による東京クラブ 

上田常隆国際理事候補キャンぺーン（上）と朝鮮ホ 
テルで開かれたカクテル.-パーティー 

大会には金鋪沁国務総理も出席、「ライオンズは 

親和と奉仕の念の下で、利害とか勝敗が介入する 
余地のない、純粋に相互扶助のみが実現される独 

特のうるわしい集いである」と挨拶ざれた 

卿,., 



ACTIN/ITY 

ようこそD 51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。 

ライオンズクラブをはじめ、三沢米軍、自 

衛隊、膂察など約100人が動員され、市内大 

通りを2日がかりで運ばれた。D 51君は、市 

民をはじめ全国のS L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〈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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*胸像 
*各種記念品 

.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。このアクテイビテ 

イ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 

千葉県•東金 

'-• < .ノン.,....！,'…’ 



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I万歩。_アルコーが通動不足を解消します 

A ■疲労感のない歩行運動ができ， 

運動不足を解消します。 

■足からくる老化現象を 

予防します。 

■スポ-ツ前後のトレ-こングに®適です。 

■運動不足による肥りすぎを防ぎます。 

Y 3M23HNHK々メラレポフトで紹かされました。丨 

jpitz>-|…口 ？卜，超短波株式会社 
--通産省型式K可番号V95—236号 — 

■0IH—149，500円特許申請中 
_通瘇雀®式眩可#号w 

サンキ通信機株式会社 都ビル0(03)264-8254(代丟）〒^ 

•取扱代理店 ロイヤル•ファ 

田中ビジネス•マシンズ㈱ 

中井電気センター 

光洋無線電機㈱ 

都ビル0(03)264-8254(代表)〒101 
人阪山•北K IUI:町2-1〒530 
(人阪ロイヤルホテル地ドアーケード街） 
〇 (06) 448-4419 
名古屋市中K新栄町3 — 23(朿新町笟停前）〒460 

0(052)262-1611常窠所/静岡•長野•窃山.金沢 
北九州市門司K柬門司1一12- 4 〒801 

〇 (093) 32-4027 

礼枓市北3条西2 丁目〒〇63 

〇 (011) 231-5431支店/旭川.小樽 

アルコー•メモコード•クーボン(L-II) 

①眯人申し込み台 ②カタログを送って欲しい 

③從,话述絡が欲しい 

小型テープレコーダーで 

,確実なクイックビジネスに/ 

—----- 
J ユ__ 

テープレコーダー 

(オーストリア） 

メモコードK70 

切報の収集と伝達を 

スムースに/ 

MEMOCORD K70 
尺きさ14.5X7.7X2.8ctn •歌さ330g 

'地淞中. 3也池_3小 

/V•を鉍る，確認する 

也々する，记速する 

リボートを作る 

■デラックス ■スタンダード 

¥78,500 ¥65.000 
2時間録音(往復）1時間半録音(往復） 

(2機Mともテー•プ、览池,特殊マイク付） 

I却/屯d、切テープレコーダー 

の約^の経さとサイズ 

が、背U：の内ポケット 

に人って、 

馊勑力を発抨。 

歩くとなぜ若返る 
«*lifr人^ 

芹沢勝助先生に聞/ 

——なぜ歩くと健康によい 
のですか？. 

芹沢第Iに内臟が強くな〇 

ます。肺活置が增し、全身の 
血管に血がゆきわたるからです。 

第二に背骨がまっすぐになり、 

腰が安定し、足腰が丈夫で若 
々しくな〇、中年ぶとりが防 

げます。 

——どの程度歩いたらよい 
でしようか？. 

芹沢人それぞれによって違 

いますが、一定の期間、|定 

の時間で歩くことですね。 
けれど都会ではお年寄りが散 

歩するには車やスモツグなど 

条件が悪すぎるので、そんな 

時はアルコ|等運動器を使う 
のがよいでしよう。. 
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▲ L小島剛夕（劇画 

作家）のサイン会、 

子供たちは大軎こび 

◄重症者はメンパー 

が車で直接家庭より 

■BhI 

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力所を指定して集まってもらったが、特に重 

症児についてはメンバーが直接、車て: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1〇〇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。 

旧友との出合い 

^^汲みかわしふるさとを語る 

忙中閑一服の漬Mなり 

ふるさとで再会を約す @ 
屬4蕃1¢)? 

^|渋谷9玄坂上先%拈463.2312代表)丨办 

ef!華 
3羡|駅一1»^3ガ|ド沿い 

_«拈866.15〒一512 
_ ふたりのためのrィナ—サロ.〆 

=暴f 
ふるさとtt中. 一PS電話866.7082 

渴外旅行へお出かけの節はご|«下さい。 

特別のご«»を»り計らいます。 

各 <赛>?ハヮィ 
ハワイ.ホノルルワイキキグランドホテル内 

各#赛«ヮイキキ 
へワイ.ホノルルビルトモアホテル内 

4¢#)?-1ツポン 
マカオ•リスボアホテル内 



シンガポール航空（SIA)は、25年の経驗とボーイング•ジェットにバックアップされた 
サービス網を、世界の半分以上に張りめぐらせています。 

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で逢ぇるよう 

願っておりますの 

いつかまた… 

Airlines 
シンガポールの空を 

MSAからひきついだSIA 



斎藤清の版画 5 

於VJ一 
LIONS GALLERY 

花と少女(Flower and a Girl) 1971年制作 



鐘 編啟 iiSl mm 

謙 mm 
wm 

m 

mm, 

竊■動 
，趣 

ip 
& 

'■■m 

WM 

影（Shadow) 1970年制作 



レ、まお住まいの家をそのままに 

ひと部屋から始められる、全室暖房0 
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.新しい溢風暖M機 

パ菱MICSクリーンヒーター.一台一 

台がC/Hとまったく同じ使!)き.いわば 

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 

暴木造•鉄筋どちらにも設置可能 

•排Wガスは強制屋外排氕方式です 

_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 

•自動溫度調節器（ルームサーモ） 

で常にお望みの室温が保てます 

♦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 

參薄形で場所をとりません 新しいガス燃焼方式MICS 

VGB • 30 Fく吸排欠式> (6〜ioft用 

樣學価格 88,000円 
VR-30EirwA 6-1〇嫌用 

推申価格 49,000円 取ft•霣別 

VRB-30E〈吸排乂式 >i6〜lovtMj 

51,800円 取付《別) 

新しいガス燃焼方式から生まれた- -新しい温風暖房機 

=菱7匿ノ圓ンヒ圓夕■ 
お問い合わせは〒100 IK«K都T代H1K丸の内2.2.3 .费IKWt株、本社•作/器赏«部218-3146•冷熱赏隹部218-2955 A未来を関発する ズ5 

=mmm 4 





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，柬には，伝説的な近代ゴルフ 

7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パランス理論を発表 

し，カンだけに頼っていたパランスを数 

示化する計器をつくった。現在，グリッ 

プエンドから•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パ28U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時問半，ニューョー 

7へは4' 時間半かかるァメリカ中央部の， 

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 

長野英次 

トコース，Happy Haunting Course (た 

のしく，たびたび行くコースの意）とエ 

場，そして彼の自宅がある。 

最初の2 U問は，仕事の話と工場見学 

で赀やした。 

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+7から真新しい帽子と英国 

製のスモールボールを出して，私にくれ 

た。なかなか人問的魅力のある人である。 

彼のブライべートコースは，‘ 9ホール 

ズ（3，050 r,パー36)。よく手入れの 

行き届いた各ホールには，大型の敗水器 

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，檇図的に 

も抜群の風致で，宵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 

度はブレーショーツだ。 

いよいi開始，1番は395Tのミドル 

ホール（パー 4)。You N0.1 Honor と 

声をかけられ，スプーンをふるう。ティ 

—ショットは190 くらい，ゴーオン 

ニアービン。雖なく一打即入で，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。出足惡し。 

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 

った〇 

72歳の老友は，最高ブレーヤーではな 

い。セオリストであろうが，スイ■ングと 

いい，絶妙の奇せといい，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 

I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， 

自分の発見したパ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7■—のあこがれであるのかも 

しれない。 

彼のHandicraft工場は何の変竹もな 

いが，ご多分にもれず若者•たちは部会に 

敗り，孫をかかえた老熟練工50人足らず 

が世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。子供のない彼のエ 

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，パイオリ 

ンにおけるガルネリウス，ストラディパ 

リウスのごとく，wmな迫座として珍重 

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。こちらの人は力 

ンサスといわないで，カンザスと呼ぶ。 

禁洒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 

り洒場）などはない。 

ケニス.スミスに会え，しかも彼のブ 

ライべートコースでブレーをした[1本人 

は，私がふたり目である。今回の，は， 

趣味と実益を兼ねた，わが生涯最良の 

Sweetest Memory であった。 

(大阪C) 
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「つつ」か「つ」か 

ライオンズクラブの歌「また会うH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月兮本棚で， 

「つ」が正しいのに「つつ」とJ!:いたも 

のがある，と山口県岩国錦7ラブのL村 

井一郎が？f告を発しておられた。 

はたして「つつ」か「つ」か。 

歌の怠味は「ほほえみながら別れよ 

う」ということである小ら，「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，「15ほえみつ別れむ」な 

ら「ほはえんだ。それで別れよう」とい 

う怠味になって，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j总味になる。「行きつ戻り 

つ」は「何度も行ったり戻ったりして」 

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」という怠味である。前記の「つ 

つ」もこの「つ」がふたつ合わさったも 

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」はひとつだから問遠いか。 

突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音とか音数を 

気にする表現には，「つつ」と使うと有- 

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S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」の意味に用いられ 

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N 

じであることに気がつかれよう。 

原文を辭i訳せられた先浓が，こういう 

点をご存じであったかどうかわか'らない 

が，「つ」でも叫違っていないことは確 

かである。 

(広®佐fl'lC) 

林昌司 

るtitの中の声は，取なる慈禅事業のごと 

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 

こんなに有能な秘書が無給で雇えます。 
オフイスや、ご家庭に、ぜひ一台お備え下さい。 

高性能カセツ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、迚動使用等、自由な組合せ使用 

が可能な万能機です。 
◎ FM/AMの留守鉍迕でねらった衍報はバッチリ録音。 

©asm.午前、午后表示付の正確無比なデジタルクロック 

(24時タイマー内蔵) 

◎ 90分問のスリープタイマー内疏でお崧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）でお党めの 

様に自由Wftの組介せ可能„ 

◎内蔵コンデンサーマイクによ1)インスタントビジネス録昔ま 

たは夜間枕元でのヒラメクアイ'デアを逃さず八ッチリ録音。 

◎付诚のテレホンピックアップによ1)爪要な電話は完全に録音。 

◎ H党し、アポイントメントアラーム内蔵。 
◎オフィスに..台、ベッドに..台、エグゼクティブの回園I品J 

株式会社エースインターナショナル 
東京都豊島区高田丨一40—丨〇〒丨71 Tel 03 (984) 741 1~5 
東京ショールーム：東京都千代田区有楽町2の4 S03(50l )3920 
神戸ショールーム：神戸市生田区新港町ボートターミナル内 

S078(33l)9606 

' 二' . -^> 

ilk T00011^ 

現金正価：¥29,800を 

特別価格：¥2 7,800 害留送料••都内Y8100 地方Yiooo 

付厲品：本体、カセットテープ、イヤホーン、リモートマイク、テレホンピックアップ 

品物は、代金到®後急送いたします。 
代金お支払方法 

I .銀行振込み…三和銀行池袋支店 
2.小切手または現金送金 

カタロク 1g求券 
エグゼクテイブ48 

mm 
FM/AM DIGITAL CASSETTE CORDER- 

E3SE3BBBB 
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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 

火つけ役的役割を采たしている，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閲係に立ち， 

ライオンズの存在の窓義を確認すること 

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7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」述動を展開するこ 

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 7 

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，仙台市束一 

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?々な 

る方策を立て，これを実行しようという 

のである。 

趣行 

社会の一M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菜があっ 

てこそ，お互いの生活ができ，也きてゆ 

けるのです。 

職業にW!®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 

は感謝しましょう。 

「ありがとう_」という心で毎日を送りま 

し±ラ》 

社会奉仕は，—この心から生まれます= 

ライオンズクラブの奉仕粘神も，ここ 

にあるのです。 

(宮城W • (IIIft C) 

く東京日本橋クラブから呼びかけ〉 

「愛のライオンズ文M<:」にあなたのクラブ 

も参加しませんか，とこれは淑京H本撝7 

ラブ（立川孟美会技）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,，福音館窗店の協力で,同7ラブ 

では毎印.7リスマスに児童図Cfを各種施,没 

に贈ってきたが,昨年は子クラブ孫クラブ 

を通じて地力'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 

さらに企Mの7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童話など約5力' 1111•の 

提供を受けているので, 501111-取位の梱包に 

して17ラブ4〜6倘までのご希望に応ず 

るとのことである。ご希望の7ラブはクラ 

ブ名，注所，会Wf,と奇贈f•定光および# 

望個数を明A!して， 

東京都中央区八丁堀1 — 5 — 1本八重洲 

ビル來京日本捣ライオンズクラブ 

あてに申し込まれたい。先蒞Plfiに受け付け， 

定数をこえると打ち切られることになる。 

全国の交通迫児や身体障害児など，思ま 

れない子供たちへのクリスマスプレゼント 

にしたいというのが朿京日本捣クラブの;S 

向で，とくに協力fif店の希望で小中学校や 

幼稚143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朿京日本橋 

クラブの理诉会でいろいろ討論の結采，図 

Mおよび捆包諸経'技は日本皓7ラブで負扣 

するが，送料：^は屮し込み7ラブでft担 

されたい。ただしァ7ティビティ報告にあ 

たっては，1梱包あたり12,500円の図S代 

の半额とその送料を申し込みクラブで,H_上 

されたい，との中し合わせがなされた。な 

お，参考.SMとして，饰贈クラブから名人 

りの本棚を添えていただければいっそう効 

采的ではなかろうか，という声もあった 

不幸な境遇にめげず，褚いっぱt、に生き 

ようとつとめている子供たちに，この「愛 

のライオンズ文陳」が希错の灯となるよう 

(こというこの呼びかけに，多数のクラブか 

らの反®が期待される。 

47 



インド救ライの 

拙稿「C星落つ」が本誌8月号に掲敕 

されて以来，多数のお手紙をいただいた 

ので，Eねて一言申しあげたい。 

お手紙の多くは賛成；®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 

その规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，応用の操作に入るべきで，時の流 

れと変化を考え，幅広い视野に立って述 

営に当たるべきである。 

前年度W 5地KガパナーL田杉競は， 

その拈槲的行動により，ライオンの杏:S 

に訴えて地区を動かし，閲係官庁を動か 

してついにその在住中5,000万円のパキ 

スタン腓尺按詉玟金を搜得し，11迚に寄 

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，吉永ガバナーエレクト 

(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赞 

成を将て265万余の蘇•金に成功し，豇ち 

前年度，W 5地区はパキスタン雖民救 

援に対して铰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「アジアの雖民救済はアジア人の手 

で。そして，□本ライオンズで救援しよ 

. 

木村昌男 

にイスラエル大使に贈:;！して迫憾の,®を 

表した。 

あるいはまた，当日の政策分科会にお 

いて，バギオa霊碑建設問題も提案され, 

出席者全員の寶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-规则F3本-にこだわ 

るとき，交通事故被災肖をしていたずら 

に悲劇に追い込む。交通小故等の被災者 

は思み薄い人々が比較的多い。规則，規 

則で裁判にかけ,あるいは放Eされ，賠 

ff(保険業務は遅々としていたずらに時問 

をかせぎ，2年とたち3年が経過する。 

長期問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 

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……」に同怠し，地区のみならず， 

全口本から，関係官庁から協力を得て， 

_(額な愛の金品は万mの波搿を越え，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ベきであ 

り，人類愛に燃えねばならぬと思う。 

テルアビブ空港乱射1办件をはじめとし 

て，II本の国際信用失墜はあまりに大き 

すぎる。人道主義大«を受赏したメンツ 

にかけても，国際信顿回復のためにも， 

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 

地区元ガバナーL上田黹降がインド救ラ 

イ協会理识民に就任された。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1Sしてやま 

い人|!1】愛があり，理解があれば悲劇は救 

われるのだ。 

ll'l: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。 

「现在，日本はGNP访2位である。し 

かし，H本ライオンズは何もしていない。 

われわれは，長い問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。 

ない。 

E1,E 2地区の各7ラブより，イン 

ド救ライ事業継絞を本年•度の重点目標と 

するSご迚絡をいただき，はなはだ心強 

い次第である。 

M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® •横浜南.c) 
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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。 

会员は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，小さいお子さま迚れはなか 

なか出にくい状態で，毎月1回の®合の 

通违は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）で食屯不要のために考えついた 

ことです。「ゆかり会」の定例i:nこは， 

お当番のライオネスが， 

「今晩はご主人の例会ですよ，おW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nっておられ 

ます。 

「ゆかり会」は，5名の当#制で，2力 

月交代を全i1で受け持っておられます。 

例会には，ゲストを招いて冇益なお，〗？;•を 

叫いたり，クラブ会iiのお医名さまを招 

いてスライドを兑ながら成人痫のお,ほを 

うかがったりしておられます。また，ラ 

イオンにftけずに，老人ホームゃ孜護施 

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?:Vんだ15/1です。 

毎年.，6月と12月の家族会には人勢の 

出席をみますが，梅月会っておられるの 

で呰面識のある方ばかり。ライオン会ii 

との交流もスムーズです。7ラブのが務 

所が一戸述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,講涔 

などもあり，なかなかの活M!ぶりです。 

クラブの屯務所を利用されるので，ライ 

オンの仕氺内容もよくご理解いただき， 

和の粘神でまことにおだやかな「ゆかり 

会」は，先き細りの様子もなく 7年問も 

絞いています。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 

を制服とし，Sも制服がそろえられ，W 

nの圯まりも乂楽に出席できるようなシ 
ステムになっております。 

fc勁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」 

にあたたかく迎え入れられ，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，かつてはご夫姿を例会場にお招 

きしておりましたが，最近は，夫人の方 

は一切「ゆかり会」で'jiき受けておられ 

ます。 

クラブの行讲にも'锁槲的にお手伝いを 

中し出られ，夫麥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 niw • taamm 

奉仕の原動力…スタミナづくりに…/ 

純生ローヤルゼリ 
(100%) 

1ケ月分的18? ¥2,500 送料サービス 

案内書“女王蜂の奇蹟，， 
送料共¥200 

生産者団体日本王乳協会 
代表者深沢光一 

〒390忪本出中央2-1-8 TEL2 - 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^^ 

減量と健康づくりに 

アメリカ生れの 
健康医療機 ':r 

カイロプラクチック療法 
(脊髄•矯正法）の原理を採用 

スタファーの特徴は- 

寝ながらいくつもの運動 
が楽しめます。 
心臓に負担がかからず、 
8歳から80歳台まで安心 
してお使い戴けます。 ，没.，^1’ 

厚生省許可（東用）第1203号 スタファーS-1型 

【あらゆる運動(駔足、縄飛び 

サイクリング…など）が、 

健凍によいと判ってはいて 

も、多忙な現代人に連動を 

すすめることは大変むづか 

しいことです。 

★スタファーは、楽に崧なが 

らにして独特の仲びと収縮 

の運動を^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1-1への活力を违います。 

rご主人の疲労回復に、奥梯 

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、ご家族の煺® 

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- 

地区別にお願い致します 

言青才 t 券 (L11) 米スタファーを試してみたい 

住所 ①都合のよい日 月 日午前•牛後 

氏名 ②打合せのm•話を入れてほしい 

職業 来カタログを送ってほしい 

来すぐ購入したい 

■西日本地区（60サイクル） 

日本スタッファ-株式会社 
大阪市南区久ノr:エ門町33(御堂筋•道頓堀橋/北） 
〒542 TEL(06)211—6747〜9 

■東日本地区(50サイクル） 

太平商事株式会社 
東京都渋谷区渋谷2— 10 —10(仁丹ビル） 
〒150 TEL(03)409 — 5264(代） 



(東京八重洲口〉 

(大阪心斎橋) 

(横 浜) 

(豊 橋) 

(高 m 
(福岡•小倉) 

(大 分) 

(鹿児島) 

㊈今井（礼 視) 

高島屋（東京日本橋) 

高島屋（横 浜) 
松 屋（東京.銀座) 

西武（東京.池袋) 

そごろ（東京•有楽町〉 

松坂屋（東京•上野) 

松坂屋（名古屋) 

叙勲、受章、賀寿等の 
かがや〈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。 

各国特許 
盛岡勇夫発明 

(美術銅像） 
胸像•立像 

レリーフ（浮彫肖像） 

•…（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 

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番として『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「ひとを绰く灯」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，相談眞，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 

パ•ハバナ7ラブ）は，8月6日ハバナの病院で死亡，コラ 

ゾ博士は1M5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IEさは，自分が指绰者の組織を代表していると 

いう自党のなかにある。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责任をフルに認識 

しなければならない」 

コラゾ会.長の任期中に，会W数は60,933名の純增をみた。 

これは1年問の增加数の最高,11：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。 

コラゾ博士はハバナの.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 

パの初代地区ガバナー，また，当時協会中最大のクラブであ 

ったハバナクラブの会長を2期，それぞれ歴任，国際問の相 

互理解の增進に锁極的に活躍，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好らし，美•術品の収 

集と旧友の思い出を楽しんでいた。迫族は夫人と令息。 

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•ハーディー氏の葬依 

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，遗族はミルドレッド未亡人。 

皆勤賞：執行委员会では，このほど新しい100S出席H•を 

出すことになった。このビンは许出席5半目から始まり、さ 

らに5年ごとにタブを取りかえる，受;Tiff格は，いままでと 

同じで，5年迚絞の皆出席，さらに5の倍数年の竹出席に対 

しては，5年ごとにそれぞれ;n•状が発行される。 

丸丸屋物五屋ハ屋 

澤 キ形 
大大野丸藤玉卜山 

(カタログ送呈) 
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桓武天皇が平城から、この地乙訓 

に遷都され、長岡京として十数年間 

都が置かれたが、種々の内紛のため 

惜しくも平安に都が遷り、その玄関 

口としても「乙訓のffl」は、人の往 

来でにぎわった。 

また、山崎の油商人や、秀吉と光 

秀との山崎合戦、嵇末での鳥羽伏兑 

の戦いなど、日本歴史の重要な姿を 

登場させた由緒の多い土地である。 

京の洛西にあたるこの地で、宮大 

エ商として多くの社寺を建て、今□ 

に及んでいるが、いまも私の先人た 

ちの残した建物の中に、向日神社を 

はじめ善峰寺、三鈷寺、十輪寺など 

がある。 

さて、本年五月に、国宝茶席「如 

庵」と「-iltTI院」の移築の仕事を無事 

終わることができた。 

茶席「如庵」は、織田信長公の実 

弟有楽.Sが京都建仁寺塔頭正伝院を 

復興されたときの茶室であるが、明 

治末期に朿京の三井本邸に移り、昭 

和になって/戦火の及ぶのをおそれ 

て大磯の別邸城山荘に再度移された 

ものである。 

「如庵」は、柿板®:入母屋風のffi根 

の妻を正面に向け、左方に入り込ん 

だ土間庇を形づくり、妻には大悔筆 

「如庵」の額を掲げている。その外 

観は、利休風な草庵茶.Mと少し異な 

り、どことなく端正な描えをつくっ 

ている。茶窀の内部は二畏半台口で、 

四畳半の中に床を取り入れたよぅな 

形であり、「筋違のIn]」ともいわれ、 

また^の腰に高くIffを張って;eKの 

変化を企てているので別名「Iff張り 

の席」とも呼ばれている。 

この京都に生まれた「如庵」がこ 

のたび岐阜以犬山城下のft-:境の地に 

移築されたのであるが、この織m冇 

楽奇の生まれ故郷に帰り7tfき、また 

この仕事を京都の私が施工させてい 

ただいたのも、何か不思aなW縁を 

感じるのである。 

この作業にあたっては、国宝委員 

会の諸先生方をはじめ、ili京文化W 

研究所の指導によるもので、きわめ 

て愤重そのものであった。建物をレ 

ントゲン透視により、その壁体内の 

仕組みや、權造部の仕口の状態を調 

査検討されたのには全くmいたもの 

である。この仕事を通して、「科学」 

と「建築」と「漆芸」との総合した 

手法を多く学び取ることができたの 

も幸いなことである。 

また京都洛南、「八幡」の地にあ 

る「松花堂」茶苑の各復元工事のと 

きにも、「宗旦の土床」の趣に感嗅 

し、「滝本坊の閑S軒」の棺の床柱 

や®り口の納まり、点前座のたたず 

まいを兑ては、南方録にある「草庵 

ヲ»院ノゴト7取サパキ」という教 

えをあらためて考えさせられたもの 

であった。 

あの独特の美しさをもつ檜皮葺の 

W料を採粜する職人(原皮®と呼 

ぶ)は、ロープー本に命を託して立 

木のままの檢の大木の鬼皮を傷つけ 

ずに取る。危険な作業や、仕事の都 

合で仙人のようにほとんどを山中で 

好らす職人が細々ながら働いている 

現状である。また京壁の「聚楽の水 

捏」、「磨iif」や「油®」、「パラリ 

璧」などの古来からの左官の技法を 

心得ている職方たちも老い、社寺、 

数寄Kを手がける大工、襖帥など伝 

統建築に携わるすべての職方が、 

平々細まりつつあることは、心さび 

しいかぎりである。 

この移り変わる世相のなかにあっ 

て、先人たちが心血を注いで残して 

こられたこれらの技法について学び 

受け、次の世代に伝えようとする職 

方たちをどうすべきかという多くの 

lillMをかかえて、私なりに惝み絞け 

ている。 
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私シリーズ -㉙ 

安井洋太郎 

日神社境内にて（右側し安井) 

撮わ/岡崎信幸 



Bg和47年6肖8日 (木5^日丄 

デルト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——そして輝かしし、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レ、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-種類か二棟類の限られた物件し力待ち 
分わせない会社が多いなかで、当社は全フロリダ朴Iの七力所 

にニュータウンを建設し、非常なご好評をt、ただし、ております。 

当社の社名にちなんでデルトナとf,つマナられたニュー 
タウンは、1962年に完成した人U8,000人の町ですが、 
すでに97%まで売れてぃます。美しぃ海辺の宅地、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 
ぃます。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。ぃちばん 
新しぃサニー.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、 
また新しぃハ。インリッジの宅地もオープンしました。これら 
はぃずれも完璧な都市計画にもとづぃて建設されたニュ 
ータウンで、全部マックル兄弟の創意にもとづぃて設計 

されました。どんな場所でも、どんな価格でも、どんな 
棟類でも、どうぞご遠慮なくご注文くださぃ。デルトナ社 
はきっとご注文通りの物件を開発してぃます。フロリダ 
の一等地に投資して、あなたのすばらい、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。 

デルトナ社の経常名-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 
兄弟は代にわたってフロリダ 

の建設t界にft献したX門です 

3 
k fhe Deltona Corporation 

Pあなたの飾かしい农來を％ くパートナー 

Franchised Agent: 

日本総代理店大同産業（株） 

•申し込み書送り先TI04-9I東京都中央区京橋郵便局私害箱丨13 

申込 害 
将来のために不舯布:投資したいと思いますが，デルトナ社のフロリダの物ftに間する,げ細 

な资料をお送りください。ただし、nうかどうかはお約束できません。 

私の希望する物作は下記のものです。 

□投資用 □家 屋 □宅 地 □営業用地 
Mr. 
Mrs. 
Miss. 

(お名前） 
TEし 

i'E 所 亍 Address. 

フロリダ州政府許可番号 AD 4072(K)(B) 

きようから全面自由化 

海外の不動産取得と対外直接投資う 

表 
発 

省 
蔵 

j禺〜く,rr-«>1する^^ 

iヒ-，外-—-^パがこれらの漂迄は 
么 Z结」⑽ tluLi'.lrnlnnI- X 

:他に移す.でして、货m— 41'i繫KちWすつは泊u)^^ 

IL^ . 

11 •.ている，UK 

r〜レ-、〇说考はずtef ?1一 

1で— 0);wll-* 
1黑—癸—$っ 

こしよ〇ヒいぅも<7)で、なかでも丄無4|;;1| 
一.—i ついては「収l!'•«r-—- 

tu t ぃ-—>c/=” 
一る-)ヒにより、黧S?H的V:' 

一Acてぃても、W外ャ地ゃ4 

ベが,ls-v>rねることになる' て-L 

蘭 

日 



卜SET (W4.I9) ¥ 309,000 

スチールシャフトクローム三重仕上 

本社東京都千代田区神田西福田町2聖徳ビル 
TEL 東京（03) 252 — 0886番(代表) 

本年7月以降の新価格 

王者として君臨する 
世界最高のクラブ_ 

>■ニス•スミスJ 
KndlSiiii 
Wand-mde to hit you 

_ケニス•スミスジャパン 
大雅貿易株式会社 

本社大阪市北区曽根崎新地2の15マエダビル 
TEL 大阪（06) 343—1551番(代表） 大阪し畏野英次 

あかつきの^かなm-を掎きにけり 

(愛知姑美浜)横田忠二郎 

音もなく海の向ぅの揚花火 

(愛知県南知多)内田白花 

月-fisと雲の一朶の過ぎてより 

(愛知拟名古M瑞穂)中神きおい 

高野去る谷の撫子見返りつ 

(愛知®岡崎)中根芙美女 

学間にもどる子送り法師蟬 

(岐阜)桑原信子 

朝^に藪の日が透く塔礎石 

(岐阜)下條千映子 

築の箦に網乾きをり築不漁 

(群馬W:前橋敷岛)岸善之助 

人兑れば昼较をすすめ箸に耐ふる 

(北海道阐館朿)松本菊生 

•我こめて佐贺も久留米もけじめなし 

(福岡県久留米)南 熊太 

萩括る花こぼさじと心して 

(兵陳県1)森川素杉 
涼しくて法話に人のあふれけり 

(兵)*U県尼崎西)西中美代志 

何時来ても靜かな古刹みちをしへ 

(兵県尼崎西)田中萵志 

菅列りし山下草を/IJりし山 

(石川IM:金沢)本岡歌子 
納経をしてゐる遍路ほととぎす 

(香川県綾歌郡)安岡赤外 
住みたしと思ふ山家の縁涼し 

(香川県多度津)有田一條 

山宿の岩菲に別る朝かな 

一峽の雨あらあらと岩菲濃く 

(宮城県MO服部あい子 
夕日落つおしろい花は咲き揃ひ 

(長野®岡谷)丸山利江子 

茄子rlけて終りぬ夜の厨ごと 

(長崎県川棚)加藤石楼 

ラムネ売る木曽の山水樽に引き 

(奈良)岩井 弥 

裸の子浜昼顔の花の中 

(新潟南)荒川放水 
秋近し牧草濡らす通り雨 

(新潟南)久住吐心 

旧盆を守りきし村守りをり 

(新潟南)蒲原ひろし 

生垣を四角に刈るも盆用意 

(新潟南)難波三椏 

.草市の花屑ばかり一队 

(新潟南)高橋卯木 

桔梗の明日咲き頃といふを買ふ 
(新潟南)高橋てる 

注迚用の稲乾す道の続きけり 

(新潟南)山田南山 

上の市下の市あり盆の市 

(新潟南)山内大刀 

炎天に早や稲架組みのはじまりし 

(新潟県柏崎米山)重田炮附子 

二人して滝へ案内の僧夫妻 

(岡山哚備前)浦上新一郎 

雌阿寒の喷煙の上の雲の峰 

(岡山県井原)内田白笛 

被災地のまだ生々しH蕨 

(岡山県笠岡〕虫明月大 

咲きつづけ今朝一休み紅蜀葵 

(岡山県児岛«羽)大淹久香 

葛の葉のさわぎてしばし孤雨 

(岡山県窥)貝原清子 

晚涼やネオンの上の生駒の灯 

(岡山県矢掛)小野ただし 

古代史を探る一行麦は穂に 

(大分県四日市大分)元重廉直 

花莫蓮に山宿瀬音あるばかり 

(大阪大正)竹下多嘉子 

御詠歌の舞台組立て地蔵盆 

(大阪府八尾)橋内五畝 

熊笹の一山なして蟬しぐれ 

(東京日本橋)小倉文子 
振りむきて語り継ぐなり萩の径 

(東京隅田川)金井乙雨 
31なりしところ浮葉の末枯るる 

(富山W礪波)小中勿思 

〔選句〕 
晚涼やネオンの上の生駒の灯 

、 小野ただし 

☆選者の言葉☆ 
この句と並んで 

フロントに一灯残し夜の秋 

の一句があるので旅の一泊の興をょんだもの 

と思ぅ。黒々とある夜の生駒の姿、またネオ 

ンの渦の中の旅宿等、旅情、季節がょく消化 
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ステレオ写真彫像 
STEREO PHOTO SCULPTURE 

>胸像 

説明書進呈 

近くの刀根山(とねやま)の庄屋宅に 

隠れていた。村人が岡町に帰ってくれ 

といくら頼んでも、束庵は笑って相手 

にもしない。 

村人はしかたなく、彼の家屋敷を売 

った金を屈けたが、もはや自分のもの 

ではないとはねつけた。村人たちは評 

謎して、その金で田地六反(六〇ァー 

ル)を買い、東庵田は皆で世話して、 

収穫の半金を贈ることに決めた。その 

年は豊作だった。収穫の半金を贈った 

が、東庵は受け取るいわれがないと断 

わった。閉口した村人は相談のすえ、 

村中の人たちが集まって、三日三晩、 

飲めや歌えで踊りぬき、やっとその金 

を使い果たした。 

次の年も収穫の半金が、村人の頭痛 

の種であった。評議の時「義裔さん 

(朿庵の号)は生き神様だろう。その 

金でお宮を建て、義斎さんを祭ろうで 

はないか」と話が決まり、義斎明神と 

いうお宮を建てて祭った。 

ところが、翌年の秋にそのうわさを 

li'rlいた朿庵は、住みなれた刀根山を捨 

てて再び行くえをくらました。彼は各 

地を放浪したのち、大坂九条の兵庫屋 

に身を寄せていた。天明六年(一七八 

六年)に老境のわびしさから、死に場 

所と心に決めたのか、思い出の刀根山 

に帰って間もなく、波乱に富んだ生涯 

の幕を閉じた。その墓は大阪府豊中市 

柴原町の安楽寺にある。 

天明六年丙午十二月十日 

園井東庵之墓 

一兮賴奇、生国筑後国久留米之産 

也有故刀禰山住居、行年六十九歳 

病両 

朿庵田はその後も刀根山の村民が共 

同耕作して.、収權は全村民に分ける。 

また朿庵の命日(太陽肘に換算)五月 

三十一日は村民の定休日として、^庵 

のf3徳をしのぶといぅ。 

昭和十年五月、柬庵の一五〇年忌に 

当たり村民は金を集めて、豊中市刀根 

山元町の常楽寺に『隠医東庵翁』のWI 

彰碑を建てた。碑文は文学•医学博士 

富士川游が軎いたが、簡潔ななかにも 

含蓄に富んだ名文である。SL訳すれば 

次のとおりである。 

「栄利を無視して、よく万物を救う 

は古の隠医なり。朿庵の如きは誠に 

その人ならんか。富贵に超越し、仁 

術を以て救済するを事とす。窮尺多 

くその恩忠に頼る。当今の俗医は権 

勢に走り、利益を競いて':mら恥じず。 

彼等をして翁の風格をIn]かしむれば、 

恥じざる者なからんや。桜井谷の諸 

子、碑を建てその徳を釤す。また医 

を戒しむる礎石たるべけんや」 

室町時代から日本医術の根底に、儒 

教の思想を入れ「医は仁術」を唱えて 

久しいが、こんなに強烈な仁術はlif]い 

たことがない。朿庵が孤独と贫困の内 

に、贫K救済に生涯をささげた大慈悲 

は、ドクタ—ラィオンでなくても、大 

いに考えさせるもの^:ある。 

(福岡県•久留米中央C) 
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医者が生き神様になった 

小野正男 

天涯孤独の放浪医、医術はぅまいが、 

権力者が大きらいな偏屈人、その一生 

を貧民の医療に奉仕して、生前から神 

と祭られ、死後も村中で祭り続けてい 

るという世にも不思議な話がある。こ 

の仁医は園井朿庵といい、九州久留米 

藩の産、今からざっと二〇〇年も昔の 

ことである。 

筑後国上妻郡福島町(福岡県八女 

市)の浪人東庵は、宝暦九年(一七五 

九年)四十二歳のとき何を感じたのか、 

医術修業のために京都へ旅立った。京 

都の誰に医術を学んだか、その後どう 

したかはさだかでない。東庵の行動が 

わかるのは、明和安永年間(一七六四 

—八〇年)に青木甲斐守の麻田城下 

(伊丹空港のすぐ來部)に開業してか 

らである。 

その当時「容貌は驻だ奇にして、H. 

つ老いて益々盛ん」であり、「無欲恬 

淡、奇行に富む」「性磊落且つ貧民救 

済事業に身を役ず」という。束庵はも 

はや五十歳を越えたぶ男で、貧乏なの 

に欲がなく、ときどきとんでもない事 

をして、人々を獠かしている。 

東庵の医術はすぐれていた。そのう 

え貧しい病人には、どんなに遠くても 

すぐに往診して、よい薬を与え、薬代 

は取らない。かえって、米や品物を忠 

むので、城下ではたいへんな評判にな 

った。 

間もなく、東庵は藩医に取り立てら 

れた。あるとき領主の病床に召された 

が、彼の着物があまりにきたないので、 

領主は自分の箭物を与えた。その帰り 

道に、老乞食(こじき)が苦しんでい 

る。東庵は診察して薬を与え、寒さに 

震えている乞食に領主の着物を着せて 

ゃった。 

翌朝見舞うと、その乞食が侍たちか 

ら半殺しにされている。驚いてわけを 

聞くと、「こいつが殿様の着物を盗ん 

で着ているので、たたき殺してやる」 

という。東庵はきのうのいきさつを話 

して、自分の着物を乞食にやり、領主 

の着物と着かえて、お城に行った。 

東庵には堅苦しいお城勤めは性に合 

わない。何度も辞職を願い出たが許さ 

れないので、ついに仮病をつかい、数 

日後に病死届を出させた。領主は驚い 

てiiAliけ役を出すという。柬庵は新し 

いm(かん)の中にかくれた。見届け 

役や彼の急死をI1Hいて集まった人々の 

嗅きのうちに葬式が行なわれた。いよ 

いよ理葬という時に、東庵は棺の中か 

らとび出して、「エンマ大王の許しを 

受けて生き返ったぞ」と叫びながら、 

走り出して姿をくらました。 

朿庵は近くの岡町に迎えられ、新し 

い家を建ててもらった。ここでも貧し 

い病人には薬や米を思んだが、禄をは 

なれているので、借金はふえるばかり 

だった。そのころ、数人の医者から見 

放された大金持ちの難病を、奇跡的に 

なおした。金持ちがお礼に金一両を出 

したら「お前の命はたった一両か」と 

突き返えした。金持ちの六右衛門は恥 

入ってわび、朿庵の借金を全部払わせ 

てもらった。 

一時はあきらめた領主^、束庵のう 

わさを聞くにつけ、高緑で迎えようと 

家来をつかわした。どんなに断わって 

も家来が帰らないので、衷から再び姿 

を消した。岡町の人たちが探したら、 
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酒席につきものの粋な艰——次の宴会には 
貴方も「味のある都々逸」で，どうぞ…… 

►基本曲普通•粋な•渋い卩只い方の指導 
►懐メロ入り明治一代女/唐人お吉〆祗囡小唄 
►民謡入り佐渡おけさ/会津磐梯山/米山甚句 
►小謡入り咨き送る/しのぶ恋路/春雨 
►新内入り明為/貝づくし/正夢 

(速習レコ—ド） 

指導：柳家龜松 
教材は…特轚ソリット• •ンートL P 4枚.都々A 

K本1冊• なアルパム•ケース入りです• X189 1日本俗曲学院ライォン7、係 
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歯の椹威者たちの推せんするuu式のみがき 

方は、実際上、大変むつかしく、二式のみが 

き方になりがちです0ブロクソデントは、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 
(部品丨つIつ•全体の二重防水） 

& .1 j 
_ > 

価格9,5 00円（送料当社負彳旦） 
<ブラシ4本•ハンガー付〉スペア.ブラシ丨本丨50円 

10日間試用無料 
丨〇日ws式して下さい。お気に召さない方はご返送下さい 

參申し込み先（クーポンに記入の上お送り下さい〉 
リーベルマン.ウェルシュリー内ブロクソデントサービス 
千代田区九の内丨の6の4 交通公社ビル内 

TEL 束京03(216) 56 7 1(代） 

ブロクソデント試用クーボン 

ライオンズ•クラブ 

的',''_''_'_華^^^^ '叫!1| 
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スイスの精密工学、歯科医学者、デザイナー 
が:^求し抜いたDHE1BSBBBEIQBBDD 

E3国際クラスの双眼鏡 
ハンターグラス8X 

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;！ 

•丈夫で雨ぬれにも強い ヶ-ス•ストラップ付¥30,000 

目盛付なので 
籲僅かな馴れで距離を読む事ができる 

世界の*良品を提供する 

世界的光学器械メーカー 発売元 東京アームス株式会社 
製造元株式会社ライト光機製作所 • 164束京都中野区中央1-29-9 TEL 03 - 365-丨141 (代） 

日本クレジツト•乜ンター 
品川L.田辺信夫 本社/東京都中央区銀座3-8-10 朝日ビル9F 品川L.田辺信夫 ス 
支店/八重洲口 •銀座 虎ノ門 名古屋•札1K •福岡 

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 Q 562-1636 へお電話下さい。 
.低利で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祖保ご融資j 
も当社にお委かせ下さい。必ず、ご満足いただけます。 

-都々逸の教Hを送れ/」 
と，お申込み下さい。 

代金後払ぃで，5B以内に 
お届けいたします。 

■読者特価 2、700円 



両地区合同会議 

〔YEP委員会〕 

9月18日（月），13時から第1回合同会謎 

がE複合地区ガバナー協淡会事務局で開催さ 

れた。 
本年度のY E P計画についての基本方針が 

話し合われた。主な亊项は次の通り。 

1，派逍する学生はSよりJIに重点を蹬く。 
2，チャーター機は現時点では使用しない。 

3，派;i5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|»]の連絡車項。 

〔国隙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回酋題 

委M会がガバナー協議会1If務局にて開催され 

た。 
_題は第11回束洋•細アジア大会におけ 

る上田IS際理事候fifi者のキャンベーンをどの 

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®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提およびアジア大会 

参加济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口，ホテル国際観光にて第1回迚絡 

会謎が開催された。この会議には前年度の委 

SKにも参加いただき，前年度のYEPに閲 

しての反省1Jf项，その他諸問題について話し 

合われた。 

今年度は派逍生の選抜には特に注;Sを払い 

派逍生としてふさわしくない学生は送らない 

ように、各委员畏に责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 

逍生，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。 

〔YEP小委員会〕 

9月2日，新大阪ホテルにてYEP小委员 

会が開催された。 

本年度の派逍生派;]5方計について次のよう 

に検討された。 

1，量をふやすよりもHの向上をはかること。 

2, 本年度の派逍学生数の目標の検討。 

3, 原則として海外滞在および派逍生経験者 

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逝していく。 

〔臨時ガバナー協議会〕 

9月9日，10日，淡路& (西淡町）にて臨 

時ガバナー協謎会が開催された。 

1，長期計画委員会規程（改正案）が承認さ 

れ，長期ビジョン委貝会委員長および長期 
アクティビティ委員会委貝長が決定した。 

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;儀を 

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，次回協謎会会議に 

再提案することとした。 
5,緊急桢立金委貝会および委nが決定した。 

〔議長•副議長会議〕 
9月15口，新大阪ホテルにて議長•副議長 

会議が開催ぐれた。 

1, 長期計画委贝会の设期ビジョン委員会な 

らびに長即アクティビティ委fl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委员長 

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 

会則委貝会 

上保嘉保(E.5 •横浜中央） 

塩原有(E-1•束京） 

坂本重雄(E-7 •水戸) 

北林琢男(W.4 •広岛中央） 

描播秀一(W-6 •神戸) 

柏岡怡三(W-1•大阪梅田） 

国際大会委具会 

江崎鈇郎(E 2 •静岡） 

佐久問大吉(E1•東京浅莩) 

村并三郎(E.6•岐阜南） 

藤井健造(VV-6 •川西） 

片倉暉敏(W-3 •佐钗 

梅原ヴ(W-4 •徳山） 

Y E P委霣会 ！ 

逋栗文夫(E1•東京） 

高撺勝(E-1•柬京文京） 

石井次男(E 5 •横浜東） 

松辱壮(W-1•大阪） 

ギ•オー^ン(W.5 •京都橘） 

兼松正(W-6 •神戸西） 

芦田矩敬(W-3，g原） 

長期叶画委員会 

安田梅吉(E.6*W阜） 

迫水久常(E-1•東京) 

福岛正雄(E-1•來京日本麻 

三輪信 一(E-2 •浜松) 

近江逸邱(E-8 •仙台中央) 

長期ビジョン委U会 

清水三郎 

委fl4名米定 

長期ア7ティビティ委会 

大谷敏夫 
委员4名米定 

国際理亊候補者推進委員会 

佐藤三蔵(E1•東京関東） 

大森繁(E-1•束京日相) 

酒并忠博(E-1•束京) 

熊野遠夫(E-1•東京) 

佃光雄(E1•束京浅草) 

緊急積立資金委貝会 

吉永通雄(E.1•來京浅苹） 

江峭鉄郎(E-2 •静岡) 

岡本康夫(E.3 •小樽) 

佐々木将城(E-4 •青森） 

田仲哲蔵(E 5 •横浜西) 

山田治男(E.6 •金沢） 

授智光(E_7 •干葉） 

星野俊八郎(E-8 •会津若松) 

古林兆一(W.1大阪束） 

平岡益夫(W.2 •徳岛眉山） 

松下英志(W.3 •佐背) 

大谷敏夫(W.4 •広岛鲤城） 

済水三郎(W.5 •京都洛哚） 

深沢初治(W-6 •姫路鶩城） 

大河原建男(W.7 •日田) 

レオ委風会 

岩村譲 一(E-1•來京新宿） 

真野俊介(E.2 •名古屋西) 

金峋郡平(E_5 •横兵神訓) 

古川博也(W-1•豊中) 

岸正明(W-2 •商知鹰城） 

福田律三(W-3 •大村） 

寺本淳巳(W.6 •神戸柬) 

ガバナー協m会事務局管理委員会 

福田善次郎(E-1•束京池袋） 

抑内宗次(E-1•東京豊岛) 

篠田博正(E.2 •名古M中） 

高描進(E-7 •干菜） 

山口隆義(E-8 •山形) 

古林兆一(W-1•大阪束） 

伊藤一郎(W.2 •高知鹰城) 

池田悟 一(W.3 •佐世保） 

大谷敏夫(W.4 •広岛鲤城〕 

済水三郎(W.5 •京邰洛限） 

杉本正雄(W-6 •洲本） 

木村連三(W 7 •熊本第一） 

バギオ平和の塔建设委霣会 

鈴木街:E1•束京池袋） 

平子岩吉(E-2 •名古屋中） 

田上義也(e-3 

京五郎(E.4 •能代) 

勝俣進(E-5 •甲府） 

監査委員 

清水八束(E-5 •甲府中央） 

市橋督(E4 •福井） 

西村孝人(W-5 •京都桃山） 

按并俊一郎(W-7 •宮崎橘） 
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☆第1回ライオン誌編集委員会 
複合地区会则の改正に伴い，今年度から各 

地区ガバナーによるライオン誌日本語版編染 

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日朿京九段のホテル• 

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 )，岡本甜夫（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)，木村遨三（W - 7)の各編集委員 

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 

资産の部 48.459,689 ft依の部 28,140,218 

流動資 産 (43,540,500) 流動負債 (27,658,418) 

金 1,399 米払 金 14,327,291 

4 ffj 金 9,076,706 iW受会 13,205,430 

迪知預 金 10,000,000 預り金 39,057 

定期預 金 10,000,000 仮 爻金 86,640 

郵便掀荇貯金 2,847,590 

相価証 券 2,828,100 

颁布 品 167,250 固定負* ( 481，800) 

貯 蔵 品 270,280 退職給与引当金 481.800 

米収入 金 5,549,710 

m \l ^ 川 2,792,465 

仮払 金 7,000 

正味財産の部 20,319.471 

固定資 産 ( 4,919,189) 祐 金 8,943,366 

什器偏 品 2,122,630 找越収支走額金 1,233.960 

«嘯却的金 厶1,188,321 
934.309 

祀诂加入棟 113.600 

打资心価証券 324.420 1期収支{額免 10.142,145 

敷 令 702,029 

差人保証余 2,844,831 

n 48.459,689 >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 

オンズクラブの活勁に対する正しV、認識 

を齊及するためにライオン誌を発行する。 

そのために広く閲心のある闽際的•国内 

的な話題を染め，国際埋琪会，両複合地 

区及び各地区のW報を捉供し，各クラブ 

の活動報告，各会只の息兑発表の場をつ 

くる。 

前项の機能を采たすため，ライオン誌 

日本語版は国際会uij第10条，&合地区会 

110® 8条及び国際埋淇会の定める合衆[J1 

以外の国のライオン誌発行に閲する規則 

の諸規定に基づき，柿月1回定期に発行 

する。 

と角川源a編集者のほか，オブザーバーとし 

て#門委員会委員，小ra陴之国際理事の合計 
25名。 

午後1時開会，角川編災者あいさつのあと 

委員技に吉永委員（E複合地区議長）を互選， 

下,化議案を漭議のうえ採決された。 
11971-72年度決灯 

2 収支差額金の処分 

31972-73年度予览 

4編集委員会方訃 
51972年度編集者,什画 

以上の諸案を検討可決のあと，編災委iiか 

らそれぞれ，今後のライオン誌編集上の指針 

となるW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- 

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16者が， 

編災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。 
笫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——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，难a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 

反省とともに新編災者を迎えての軌道修正の 

方法などを検討した。8月下句，専門委員会 

と編災委員会によって諸,S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 

批判と反涔こそわれわれの魂です。仏つくっ 

て魂入れずの恐に落とさぬために，传様のご 

協力をお願いします。 

☆東から西から 
9月6u，滋クラブのlm武雄， 

翌7こは新潟八干代7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 

仕入れる各地のクラブ活勋ゃメンパーの勁向 

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 

m•にかたよ、ためにも地方会hのお立ち 

饰りをもっとお颐いしたいところです。ライ 

オン誌小務所は東京駅八IE洲口から來へ徙少 

20分，日本橋高島屋の裘，昭和通りに面した 

油脂業会館3階にあります。今度の上京に備 
えて，也話271-7065を手帳にメモしておいて 

ください。ちょっとした時問のアキにぜひ一 

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。問口 3問，10坪く 

らV、の部屋の四半分に天井までこみ上げられ 

たライオン誌の山，これが全部の約4分の1 

と咄いて2度ビックリ。4つのスチール•ケ 

ースにいっぱいの宛名力ードが，向動印刷機 

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1日せいぜい1万枚の仕事&i， 

9万部の個人発送に，封筒印刷だけで延べ9 

Hかかるということです。仕事坳では数人の 

おばさん方が，器用な手さばきで封入とノリ 
张りに余念がない。そのかたわらでは淑京都 

内分を23区分に区分け作業が，床いっぱいに 

広げられて，地方の地方の审町村はクラブ取 

位でいいのだが，來京，大阪の大部市分は7 

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。 
☆アラシを呼ぶ男女 

秋の旅行シーズンに先がけて，9月15，16, 

17日，奥日光へ職W旅行に出かけました。か 

ねて雨女，雨男の恶名高い者ぞろいのことと 
て來じていたところ，采たせるかな台風21兮 

の〇!£•供をくらいヌレねずみとなっての也•照货， 

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V、でたどり着いた朿武日光 

駅では，日英両II旗の飾りつけのなかを，ヒ 

ース英酋相がニッコリとホームに降り立つ姿 

が垣叫兑られました。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M男よ，早くわが垠務所に坝われておくれ。 

☆ライオン誌にもコンピューターの波 

iii近，ライオン誌をご览になっていて，活 

版の义卞がきれいになったような気がしませ 

んか，灾は，7月兮から従来の組版からコン 
ビューター机版に変わったせいなのです。そ 

こで，わが編災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 

日，ハ版印刷KK板橋少槊部へ見学に行って 

きました。抱当の方から，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h家製コンビュ 
ーターに知識を詁め込んできました。今後は， 

コンピュータ飢版の利点を誌而に生かしてい 

きたいと思っております。/乙うご期作/ 

☆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月兮よ 

りタテ•きになります.より説まれ，親しま 

れるライオン誌に脱皮し劣うと研究した結沿， 

タテWきがよかろう，ということになり火施 

するわけです。もちろん，内杯而についても， 

これまでのアンケートをもとにして，桨しい 

ものにしていきたいと存じます。ご愛説のほ 

どお願いします: 
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P毎日新聞 

日•祭日 N00N-9P.M 

大阪北新地永楽町一39 

TEL (344)6664-6 

STEAK GRILL 

RON 

STEAKS & ROAST BEEF 
ニューヨークタイ厶ズに紹介された 
世界的に有名なロンのステーキです 

美術彫刻像 
一流作家製作 

く立像•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.価格表は御屮出下さい 

ライオン像、他、多数仃り 

アクテイビティ等記念行’li 

に御利用下さい 

株式 
会社 ら乏広業販売 

東牙、都新宿区西新宿1一15一 1 
a 342—5251 

東京新宿C L.大滝貞三 

議 
議 
議 
顏 

各種記念品、お誕生祝ご結婚祝は 

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 

束京支店：東京都中央区銀座スキャ橋ショッピングセンター 
〒104 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 Pg 
〒450 電話名古屋(052)571—1111(内線4518) 

* n 

r:八、、 

議 
國 
li 

鱺靈驪驪驪醒麗驪緘 
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-0366 
-9821 
-7886 
-2331 

56 
58 
36 
62 

-7498 
-1255 
-3778 

福島飯坂 

タボート，ヨット，水. 
特殊W索サウナ風呂. 

大利料坪.迸曳料坪 
JliiK案内所821-60 
大阪案内所771-60 

別 

四国•高松 

洲本おのころ 
大阪案内所631-8834 
名古M案内所581-0301 
東京案内所252-6288 

宝 塚 

II KI 

温泉町 
阪案内所302-8654 
都案内所463-3062 

名占W案内所582-6071 
京菜内所356-2757 

大阪天王寺 
眼下の宍迫湖に落ちる夕 
に咚くし維し風光明棚。 

名【和と大iiiJilセンター 

大阪駅よリ徒歩5分 
全空バス，トイレ付 
人-食觉100わ収存 

勺所363— 
大阪北 

听人阪駅より取で5分 
全室ハ•ス，トイレ付 
大広間舞台120设 
來克案内所363-3367 

大阪北 

志賀堅田 

名古W案内所551-7001 
大阪菜内所722-4984 
は岡案内所82—6880 
«歩菜内巧_694-7287 

全館冷BS极完備斩鲔全室パス，トイレ付 
仅谷350名搽，大広間350灶，プールなど 
识浆設備，駐革場究ffii 

i5郊W光地，柬坊坊，永平#, 
巧职ゴルフ垛， 
ボーリング垛 

福井小 

»OK予約センター（03)281 — 0035 

聽蹀K以?&7589 

SK京桨内所（03)552—1808. 1870 
ft古M案内所(052)881 —9828 
A：阪案内所（06)252—4654 

修 

裝京案内所251-5062 
K占¥菜内所581-8441 
ん阪案内所631-8834 

>K 京案内岍03(561)3831• 8240 

は觀1。：蹓6 

丰交通公tt協定 
H本旅行協定 
把5.1li光協定 
i£嵌H本ツーリスト協定 

東京渋谷 

東京柳橋 

東京案内所(661 )0766 
大阪菜内所（448)6788 
仙台案内所(23)6874 

会津若松鶴城 

備 考 

全:館冷8爱«完備 
東京案内所(03)955— 3485 

日本交通公社協定 

政府登録国際観 
阿部真 

東山グランドホテル吉 

水上温泉菊冨士ホテ 

干葉小湊菊冨士ホテル、レ. 
根田冨士雄 

政府登録国際観光旅館 

起 雲 閣 

三河屋旅 館 

：^y; 

EECQQE9DBH 

政府登録国際観光旅館 

清風 荘 
伊藤由雄 

政府登録国際観光旅館 
八 木 

八木弥太郎 

戸田家別館 寺田光郎 

政府登録国際観光旅館 
名鉄マリーナホテル 

三浦睦己 

政府登録国際観光旅館 

新大阪びわこホテル 

政府登録申請中 
ホテルやま久 

政府登録国際観光旅館 

羽衣 荘 

政府登録国際観光旅館 

明倫閣 

政府登録国際観光旅館 

湯村観光ホテル 

政府登録国際観光旅館 

若 水 

政府登録（島家新館） 
宝塚グランドホテル 

久太郎 

田原梅一郎 

〒965 
福島県会谏若松市束山温泉 

〒379群馬県利根郡水上町 
〒299千葉県安房郡天津小湊町 

〒150 
東京都渋谷区神南1 一20—5 

〒413 
熱海市昭和町4一 2 

〒250—04 
神奈川県筘根町小诵谷溫泉 

〒410-24 
静岡県伊豆修善寺温泉 

水上02787-2-3020 
小湊04709-5-2131 

東京(03) 
463-0881(代) 

熱海(0557) 
81 —3623〜5 

箱根(0460) 
(2) 2231-5 

(0558)72 — 3333(代) 
(仲田屋) 
(0558 )72— 2345(代) 

〒415 下田(05582) 
静岡県伊豆下田溫泉大浦海岸1053 2-1953 Hi! 

〒431—13 

奥浜名湖束名浜名湖橋束側 
館山寺(05352) 

2-1171(代） I 
〒431—12 舘山寺（05352) 
静岡県浜松市舘山寺町舘山寺温泉7—0019 (代） 

〒910—41 芦原(0776) 
福井県坂井郡芦原温泉3 — 803 77 — 2500 

〒910—41 芦原(0776) 
福井県坂井郡芦原温泉4 一 418 77-2008 

〒517 
三重県烏羽市烏羽1一24—26 

鳥羽(05992) 
5-2103 

〒520 — 02 
溢K県大津市本堅田町975 
(びわ湖大櫧西湖畔） 

堡田(07757) 
2-1211(代） 

〒532 
大阪市束淀川区十三束之町 
3丁目3番地 

大阪（06) 
301-8537 

〒530 
大阪市北区兎我野町118番地 

大阪（06) 
313 — 2222 

〒592 
大阪府商石市羽衣 

堺(0722) 
61 —2001(代) 

〒690 
岛根県松江市国屋町558 

松江(0852) 
22-3225 (代) 

〒669 - 68 
兵庫咚美方郡温泉町湯1269番地 

溢村(07969) 
2-1000 1代） 
TELEX 5755-756 

〒665 
宝塚市沿本町9一 17号 

宝塚(0797) 
86-0151(代) 

〒665 
宝塚市栄町3丁目10の1 

宝塚(0797) 
87-1111(代) 

〒656 
淡路島洲本溫泉 

洲本(07992) 
2-2451(代） 

〒760 
香川県高松市花園町3丁目 
$の5 

高松(0878) 
31〜0201(代） 

別府(0077) 
6-2211 

◎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束京都中央区銀座1 — 9—8奥野ビル503号㈱三水社TEL 03(562)1561〜2 



島小豆島 

日本ライオンズクラブ分布図 

1972年9月30日現在 8月結成クラブ 
クラブ住所及ぴ電B 月日 Na クラブ名 例会壜所 例会日_ 

携商工会雄所 第2 • 4冰)18 :15 SAKAI (RYOTO) 
B/26 1705堺陵柬 〒593堺市上野芝町2 丁1039-7 

椿市農*;協同組合農萑会館内0722 (78 ) 3333 

—一■ E.2地区 

t- D地凶 

7地区 

W-5地区_ 

世界のライオンズ（1972年7月31日） 
前期末 現在 

ライオ ンズ国または領域 147 147 
ク ラ ブ 数 25,848 25,744 
会 貝 数 976, 848 972, 502 
日本のライオンズ(1972年9月30日） 
地区 クラブ数 会 1数 

前期末 前期末 現在 
E— 1 141 141 8,130 8,133 
E —2 134 134 8，122 8,132 
E一 3 138 139 6,712 6,731 
E — 4 76 76 3,424 3,438 
E一 5 98 99 4,886 4.905 
E — 6 106 106 6,085 6,070 
E-7 184 184 8,907 8,978 
E-8 83 84 3,828 3,899 
小計 960 963 50,094 50,236 
W—1 111 113 7,546 7,601 
W—2 135 135 7,816 7,771 
W-3 89 89 5,621 5,593 
W—4 122 122 6,068 6,022 
W—5 63 63 3,758 3.749 
W— 6 97 97 5,690 5,713 
W— 7 124 124 5,041 4,998 
J•、訐 741 743 41,540 41.447 
合計 1，7011， 706 91,634 91,683 

巳-3地(1 

•4地区 

•8地区 

佐渡 



m 

m mi 
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） 
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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、沖級関係の部屋、鑑貸陶器の部 
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） 

この現は、備前焼でできており、古備前の研究と古硯 

の研究に贵重な史料である。銘文は「備州伊部住清霣造 

.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、岡山県内に遗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、敗戦の日本に迪り着い 

た傷心の私を慰めいやしてくれたのは、 
他ならぬ古備前の壺であった……jと昔を 
語るL難波、このあたりに氏のコレクシ 

ヨ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J 「工芸と 

は」「佗びとは」「寂とはj 「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j 

「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。 

§分を賢く売り込む利発物も、派手なメ 

—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。 



IDIOMS PHOTO CONTENT 

ヒマラヤ杉と棕櫚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。 



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J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埋屈-っぽ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、その過半数か*^逸なでぎで、「仲よしj「色即是空」「貝殼」が印 

象に残る。今月の人選作は、そのなかの「仲よしjと決定した。松 

井商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 

たご仁ということで、撖影会に参加した1)、スナップ抛影に出向い 

た1)、じっくリ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。抛影感恕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 

卜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」 

人森町クラブの柴田M軸L、 「流灯会」レギュラーメンバーでは 

來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、朱書でニツ折リを禁じていた 

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、來京数寄屋橋C) 

ノ くリて、ソ<リを買9 

日本の店（免税店） 

パリオペラ 

" i <零3' 

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 

齡ヮニ皮、ダチョウ、牛皮、ビ 
ーズ、ブチボアン製のハンド 
ハ•ツク 

•装飾品、指環、ブロ-チブ 
レースレット、ペンダント、 
首飾〇 

_ぉしゃれ時計、実用時計 
•スカ-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 
参フランス製最高級品の化粧品 
♦ネクタイ、スカーフ 
•カフスボタン 
参シャツ、ベルト（牛、ワニ、 

トカゲ） 
鲁財布、その他皮製品 
•ライター（デュポン、カルチ 
エ、ダンヒル、フラミネール） 

籲時計（テイソ、オメガ）免税 

皆様の免税店として、特別の'別リ丨をさせて頂きます。 
他の店のお他:段と比較して' ドさい。 

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) 

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％表権はライオン誌編集部に属します。 

^_I 才^^ 
キャプシーヌ通り |イタリヤ大通り 

PARIS OPERA 16. Av. de 

タクシーの運私手にお見せ下 

6 PARIS ler Tel. 073-9305 

ミュシェル•ボヤード 



ライオンズクラブ国際協会の目的 

火災で重要書類を 
失った企業の43%は 

〇 再起不能といわれます 
こうしたうき目にあわないために、《クマヒ 

ラ> め強カモードセイフをお備えください 
3時間耐火.耐衝擊のJ丨S製品です。 

最高100CTC以上の高熱で熱しても、庫内温 
度はゆうに、限界温度以下。軎類•資料• 

文献は安全です0おまけに戸締まりは100 

万変換符号錠.シリンダー錠•リロッキン 
グ装置の3段構え0近代的な建物にマッチ 
するスマートなデザイン。オフイスにおけ 

る重要害類の合理的な分散管理に威力を発 
揮します。 

☆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つてク 

ラブの融和をはかる。 

☆一般に関心のあるすベ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。 



アルハンブラ宮殿 

太陽を、空間構成に投げかける 

林立する細柱に、神秘的なたたずまいを 

つくって.光と影との美しいコントラ 

ストを見せる、アルハンブラ宮殿。南国の 

強烈な太陽を、空間構成に投げかけるこ 

の心にくいばかりの鮮やかな演出は、たた 

ずむ人の心に迫ります。 

デリケートな情感を育てるもの——として 

考えています。プライべヱトな生活と社会 
的なコミュニケーションの“窓口 •，スクリ 

ーン”として捉え、四季の変化に応じて、 

光と人間がやさしくふれあい、さわやかな 

対話を創りあげてゆく——そんな光の演 
出が、タチカワの願いなのです。 

光の問題は、文化の問題そのもの 

昔から、人々は光と影の扱いにいろいろな 

工夫をこらしてきました。その技術的な処 

理ゃ考え方も、それぞれの国柄、歴史、風俗、 

習惯により大きく違ってきています*この 

ように光と彫をどう扱ってゆくか、という 
ことは毎日の生活に結びついた問題そのも 

のであり、いわば、文化の問題そのものと 

いえるでしょう。しかし、現在の暮らしの 
中でこの''光"の問題はあまりにも粗末に扱 

われてはいないでしょうか。-もっと現代 

の生活拟境にふさわしいように ''光〃を大切 

にしたい……〇タチカワは、そう々えています> 

デリケートな情感を育てる… 

たとえば、ブラインドひとつ取りあげて 

みても、ただ単に、光を調節したり、視線を 

さえぎったり、熱を調整したりする機能的 

なものと片づけないで、私たちの生活空間 

に豊かな情緒を織りこみ、光と人間との 

新しいインテリア•ブラインドシルキー” 

すてきな12色のカラー。“シルキー”は個性 

をカラーで表現する、まったく新しいイン 

テリア•マテイリアル0スラット巾畐25ミリ 

の超薄型、和•洋室いずれにも美しく調和 
して、やわらかな四季のムードを創ります。 

(人と光の•調和を考える企業、 

3劝3 
V立川フライントエ業株式会社 

ちっと'光とかけの演出を。 
生活とのか-リあいの中て考えてごらんになリませんか 



Y 585,000 

Ref 5402/344 

ロイ"レ•才_ク-スチーノレの芸：術1 

オーデマ.ピゲが求めつつ'けたけ族的な尨の中に、'20 

⑴.•糸iiのメタル" スチールのM未をかしゴールドに 

ないメクリックでアクティブな龙しさを^L 5に表現 

しました。现代の1^性は'k活の权她化ヒルにますま 

すアクティ'ブになリます.ビジネス、スポ 

一、ソ.あら11)るダイナミ.ソクな活帅にも耐えうる 

オーデマ•ピゲを削り上げました。 

ロイャル.オークは',:K•にili•岛のものだけを求める活 

⑽的でダンディーなあなたのステイタス.シンボル 

です。 

、'ロイヤル.オーク"はネルソン提ffが十ポレオンの艦 

隊を破，た時の/;ie•艦のh的で'' 勝利のシンボル"です 

M 

顧 mrs mm 
La plus prestigieuse cles signatures 

於敁である ことめしるし 

[^ESC^D 日本デスコ株式会社 

東京•中央区银座I 13 I三晃ヒル2階TEL563 1731代 
大阪•南区塩町通4 26 I東和ビル TEL252 8833代 


