
ww:;卜..：年j-二：：：卜九H 付A.H-Kttl物：i T 
以行一1"]'一十=:免行«!:&讲 

7 



585.000 
5402/344 

ロイヤル•才ーク-スチールの芸術 

JP AUDEMARS PIGUEI JD 
/II La plus prestigieuse des signatures g 
丄JM. 敢布であることのしるし 丄JUL 

術と言われています。最も堅く、細工の困難 形をしたネジ。このすべてを超越する機能美 

ロイヤル.オークは新しいスチールの彫刻芸 そして超耐水性を生み出すための、8個の六角 

なスチールに、オーデマ•ピゲのアーチストは は行動派の紳士にのみ映えるオーデマ.ピゲ 

躍動する生命を与えました。八角形のべゼル、 のものです。 

i5escか 日本デスコ株式会社 

大阪区瑾町通4 26 I 東和ビル TEL252 8833(ft) 

東京*中央区鈕座I 13 I 三晃ビル TEL563 -I73l«t) 
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月2日京都市 3都国際会館大ホールはライオンズとその!^でうまった 

代嫌貝1,947名参加者2,100名 

a 
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イオニズムの発展を誓い合ってへほほえみつわかれむ次回開催地は鹿児島市 

分科会では熱^な討議がなされた 

多忙なあなたの科学秘書 
メモをとるかわりにワンタッチで音を録る 

竹広の内ポケット 

確認する，思芩する.伝達する,リボー陀作る， 

国弗:小蝥の約％のサイズと奸さが好評。 

取扱代理店 

〒530大阪市北K玉江町2— 10(06)448-4419 
(大阪ロイヤルホテル地下アーケード街） 

田中ビジネス•マシンズ㈱ 
亍460名古M市中K新栄町3 — 23(电新町電停前） 
©(052)262-1611背窠所/静网•長野•富山•金沢 

中并霉51センター 
亍801北九州市門司K袈門司1一12 — 4 
«(093 )32-4027 

光洋無線電機㈱ 
〒〇63札栊市北3条西2 TH 
«(011)231-5431支店/旭川•小W 

サンキ通信機株式会社 
来京都千代田区神田伸保町317-3 
都ビル0(03)264-8254(代表)〒101。 
-■. ... 

メモコード， 《ック，クーポン（1 

①»人申し込み台②诳活逢絡が欲しい 

③々タログを送って欲しい 





kmi 

▼+し榥市内9クラブは大会記念ァクテ 

ィビティとして（財)高松宮妃癌研究基 
金に2,500,000円を贈った 

◄ひときわ高い拍手のなかを両殿下ご臨場 



来年は金沢で会いましようミニチュアの加黄まといを振る次回M催地金沢市内7クラブの面々 

なお次期ライオン誌日本語版編集者には複合地区会則第8条2項にょリ両複合地区大会におい 

て」菜^莹5，指名された 



数字が社名を変えました0 

レジスター 

25.1% 端末機 
会計機 
加算機 
24.6% 

日本ェヌシー•アール株式会社 
(旧社名••日本ナショナノレ金钱登録機株式会社） 

明治、大正、昭和と三代にわだって親しまれて 

きた“ナショナル金鈸登録機”は、時代とともに 

大きく成長し、これまでの“金銭登錄機”のワク 

を大きく越えた総合情報処理機器メーカーに 

成長しています。 

時代の要求と技術革新にともないレジスター 

だけでなく、会計機、コンビューター、端末機 

など情報処理システムを構成するビジネスマシン 

を次々と開発、さらに、微小カプセル、マイクロ 

フィッシュ、PCMUビジネス•フォームなどの 

化学部門、情報伝邋の分野にも進出。上の図を 

ごらんいただくまでもなく、“金錢登録機”以外 

の多くの分野で、あなたのビジネスのお役に 

立っています。 

「日本ナショナル金錢登録機株式会社jから、 

「日本エヌ•シー•アール株式会社」へ。このたび 

の社名変更は、企業の呼び名やその顔を変えると 

いうだけでなく、さらに大形化、多様化していく 

ビジネスの世界で、もっともっとお役に立つ会社で 

ありたいという決意をはっきり表明したものです。 

社名は変わっても、お客さまのご满足をモットー 

とするわたくしたちの姿勢は変わりません。 

進歩を求めて変化する 

computer/ 
^terminal/ 
東京*区赤坂トト2会107聲582 6111 



安全管理 〔サーチナ•バイオスター7つの特長〕 

健康管理 

自己管理 

1健康づくりに 

明かるい生活づくりに 

能率のよいビジネス活動に 

4.効果的な学習に 

〇.ミスの防止に 

〇勝負の決め手に 

r 人の心を理解するために 

ベイオリズムを組み込んだサーチナ•バイオスター.エレクトロニック 

人間は出生と同時に、各人異なる生活のリズムを持って 
おります。23日を周期とする身体リズム（P)、28日を周 
期とする感情リズム（S)、33日周期の知性リズム（丨）こ 
のP、S、丨のバイオリズムは、今日世界的学説として 

各国のあらゆる方面で採用されている。このサーチナ 
バイオスターは正確な時を刻むと共に人間生活の好、 
不調を指示するので安全管理（事故防止）、健康管理、 
経営管理に重要な役割リを果します。 

，■で汽 思考力減退 

I.鍬*私爪の决他H 

• XWtt- 

-吸邪. 体W不安定 

サーチナ•バイオスター 

エレクトロニック 
のリズム図解 

♦生年月日により、技術者があなたの 
バイオリズムをセッテンダいたします 

限定製品(300個) 
スイス•サ—チナ社製 

世界の新特許 



70 67 64 3 

グラビアカラーロ絵 

★スタンプ•クラブへのいざないくそのI > 

澤田修太郎 41 

駐在貝だよリ 29 事務局通信 59 
海外レポート 33 今月の表紙 60 
オークブルックだより 34 お手なみ拝見選評 62 
俳 m 39 編集室 62 

B3Km 
ソフトなルーバー、たての線が美しい 

Solar V1 
日エ装株式会社 

日テすシ3：>株式会社 

日米7.〒ず販売株式会社 
社長福岡勇（東京LCM) 

本社〒103東京都中央区日本橋3 — 15 — 4 TEL (03)272-2011(代） 
工場亍243-03神奈川県愛甲郡愛川町中;聿桜台TEL (0462)85-0462(代） 

北海遒•束北•束京•；《崎•;相南•金沢•舲岡•名古屋•大阪•四国•広岛•九州•ハワイ 
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全国大会 
第19回各地区大会 

お手なみ拝見63ここに愛の泉あり 
日本ライオンズクラブ分布図 

わが町わがクラブ輪 島 撮影/藤谷伊I郎19 
家連載I 

ライオンと呼ばるる人① 小国博之53 

〇 3 

☆夕焼け湖畔の悲報.樋口たかし 
☆真昼の夢.力善博美 

〇 4 

☆ホホエミツワカレム.中嶋英一 
☆歩めそしてしつかりと.加贺喜之助 

☆平和の塔除蘇式に参列して.中島正久 
☆十年を顧みて思ぅこと..川崎誠蔵 



“A YEAR，S JOURNEY 

TOWARD 

HUMANITARIAN SOLIDARITY” 

by George Friedrichs 

President 

Lions International 

ra際会長. 

ジョージ'•フリードリクス 

一二…“：：，::. 

mm 
「世界のライオン握り合ぅ手に 

心がかよぅ」へのI年の歩み 

私が光栄にも国際協会会畏に就任して以来、ラ 

イオニズ厶の進路は「世界のライオン握り合ぅ 

手に心がかょぅ」の達成へと大きく近づいてまい 

りました。私の任期中の最も注目すべき成果は、 

ライオンズ国際協会会員がことしの春で百万人を 

突破したことで、これは社会奉仕団体としては初 

めてのことです。 

また、二万六千番目の7ラブが結成されたこと 

も、私の誇りとするところです。新しい7ラブが 

結成されるごとに、地域社会の改善や思まれない 

人々の救済に献身的な努力を惜しまない7ラブ会 

員の、M極的かつ公共性に富んだ活動の恩忠を受 

ける地域がふえることになります。 

ここ一年間の地区およびクラブのレベルで、多 

くの新しいアクティビティ計画が開発されました。 

そのなかで、Sも力が注がれたのは「環境保全」 

のa動です。世界中のライオンズは、公害反対運 

動や天然資源の節約に個々の参加を呼びかけるた 

めに、いろいろな計画を準備しています。 

それから、国際協会事務局の基本的な組織変更 

が行なわれました。なかでも会員の皆さまに関係 

の深いものは、国際的アクティビティおよび事業 

計画開発部の設置です。文化および社会的背景は‘ 

それぞれの7ラブが所在する地域によって異なり 

ますが、共通した問題を研究分析し、世界中至る 

ところのライオンズクラブで活用できる計画を開 

発していくのが、この部の任務です。 

国際協調計11Jも拡大され、国境を越えた7ラブ 

間の協力による事業や、互いの友好に深い関心が 

よせられています。 

青少年交換計画によって、多くの若者を外国の 

文化に直接触れさせることができました。 

ニカラグアで起きた悲惨な地震や、アメリカ合 

衆国西部のサウス•ダコタ州ラビッド市とフイリ 

ビンを襲った洪水のときには、ライオンズは経済 

的援助とともに、数トンにおよぶ衣類、食料品、 

毛布、その他の生活必需品を、家を失い困窮して 

いる何干何百の被災若に送りました。 

十月の「世界ライオンズ奉仕週|/!|」には、年々 

多くのライオンズが参加しているということです。 

参加されるライオンズは、人問対人間の奉仕がど 

れほど人の心をあたためるものであるか、困奶し 

ている人が援助の手を差しのベられたとき、どれ 

ほど深く感じ入るものであるかを、身をもって知 

ることができます。 

「国際ライオンズ財団」に対する寄付は、毎月增 

加しており、人道的目的のために効果的に使われ 

ております。災害犠牲者に対する救援金は、ほと 

んど「国際ライオンズ財団」から支出されていま 

す。また、奨学资金制度は、外国からの出资金で、 

学生が高等教育を受けることができるように、多 

くの国で実施されています。 

この一年は成功の年、前進の年、そしてインス 

ビレ—ションの年でありました。人間が互いに手 

を結び合い、共通の大義のために努力することに 

よって、地域社会を、国家を、そして全世界を改 

善することができ、また、病人、身障者、ひとり 

暮しの人、恵まれない人々に希望を与えることが 

できるということを、明白な事実として、tit界百 

四十七の国および領域のライオンズが証明しまし 

た。この成果は、りっぱな志を持った人すベての 

誇りであり、ライオンズ全体の誇りであります。 

それが「世界のライオン握り合う手に心がかよ 

う」を遂行tていった活力であります。 



E複合地区ガバナー協 

議会議長吉永通雄 

W後合地区ガバナー協 

議会議長古林兆一 

1972〜73年度 
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年次報告 E 

きわめてM^深い二十周年記念式 

典をとり1Tぬい、新た•なる発Mへの 

高らかなローアのあと、第ーランナ 

—として昨年七月から、私たちが地 

区ガパナーに就任しました◊そのII 

後、梅雨あけのm中紫雨が全国各地 

を襲いました。Mちに複合地区では、 

被災地区に対し、緊急積立金から二 

百三十万円の援助を行ないました。 

これが呼び水となって、被災地周辺 

の7ラブ、および各地区の多くのク 

ラブが救援活動に立ち上がり、大き 

な成果をおさめることができました。 

今年度のフリードリクス国際会提 

のテーマは「世界のライオン扼り 

合う手に心がかよう」でありました。 

これに基づいて、昨年八月のフイリ 

ビン大水»の際には、各クラブから 

約五百二十六万円が出められ、さら 

にまた、十二月のニカラグア大地銳 

の際には、約六百二十万円の救援金 

がItiめらnました。いっぽう、フイ 

リピン•パギオに平和の^を建設す 

ることになりましたが、その後この 

事業には、W複合地区も参加するこ 

とになり、七•力％相当の建設資金を 

現地に送ることができました。 

私がここで強調したいのは、金額 

の大きさではありません。これらい 

ずれもが、現地のライオンズとの迚 

携のもとに行なわれ、ra際会Mのテ 

Iマを力強く推進することにな：' た 

といぅことです。 

日本ライオンズニ十周年のあと5r 

受けたこの一年をふり返ってみて、 

仏は会M&位が山梢みされている様 

様な問題を、深刻に考えてみるべき 

時期にきていると考えます。なかで 

も特笊したいのは、アジアのライオ 

ンズの問題と公W問題です。 

現在、経済大国日本とアジアの関 

係がよく^S3になりますが、R本ラ 

イオンズでも、アジアのライオンズ 

との関迚を、ft期的視野に立って検 

討すべき段階に達していることを、 

柬泎•朿南アジア大会に出席して祕 

感いたしました。 

最近クロ—ズアップさnている公 

害、部市の荒悅、，rl然破增等の問姐 

も大きなl.1!]®です。会：2：のなかには、 

これらの問题と浪人なかかわり合い 

を持つ職！の方もおられると存じま 

すが、地域社会の注Rのひとりとし 

て、またライオンズ会nとして、こ 

れらの問題を避けてiiflnる特権はな 

いのであります。むしろ、稻瘐的に 

これらの問Mに対処することから、 

新しい時代に即応するアクティビテ 

イが生まれるものと^えます。 

最後に、これまでガパナI協^会 

の述営に力強いささえとなって、常 

に研鑽精進された各種委員会に対し、 

心から感謝し、年次報告といたしま 

す0 

朴ギ六月、メキシコ•シティで開 

催されたガパナー•エレノト•セミ 

ナーで、私たち七人のガバナーは、 

かたい友t,vに結ばれました。wm以 

来、酷^のなかを私たちは、それぞ 

れの地Kで元気旺盛な公式^問に努 

力し、年度のHU半でほとんどのクラ 

ブを^[.nJすることができました。定 

期の四回にわたるガバナー協a会の 

ほか、さらに三回もK時協議会を持 

って、十分に複合地区としての足並 

みをそろえることができました。 

本年は、W複合地区にとっては二 

十^年に当たり、神戸クラブと大阪 

クラブでは盛大な祝賀会が持たれま 

した。また、フリードリクス[M際会 

kがW—一地区年次大会にはるばる 

J臨席され、あたたかい友t,vの交換 

か行なわれました。 

新规結成のクラブも、四月ni在十 

六を数え、会3:数もMじく二千七百 

四十三名のW加をみました。これは、 

H本ライォンズの隆々たる発Mを示 

すものだと信じております。各クラ 

ブ会M、並びに全メンバーのご協力 

のたまものであると感謝しています。 

ft地LX苹次大会も盛大に、厳^に、 

M.Mに開催され、まことにご同慶に 

たえません。奉仕がますます活発に、 

時と埸所を選んで、さらに新しいア i 

イデアのもとに行なわれていること 

が、大会報告からもぅかがえます。 

熱心なメンバーのご協力のおかげで 

あります。 

本年度における複合地区の奉仕は、 

七月の台風被害見舞金を四地区にお 

贈りしたことから始まりました◊沖 

縄役帰記念のジャブジャブ池建設は、 

各地区のご努力が実って、近日その 

完成式をみる述びとなりました。フ 

ィリビン•パギオの平和の塔は、W 

;三地区に最も多く力を入れていた 

だき、またインド救ライは、全地区 

からのご協力をいただいて采たすこ 

とができました。 

YEP委員会は、各地区において 

数回の会合を持たれ、,M整が十分に 

采たされて、来たる八月には、はな 

ばなしい活励が嵌開されるはずであ 
ります。特に、会M子弟以外の派逍 

学生を坩Mして、アクティビティと 

しました。レオ委員会は、活発な会 

合のもとに、各地Kの大きな格差を 

Ifriめるべく、新描想を打ち出して努 

力中であります。会I1IJ委M会も数次 

の会合にょり、国際本部からの迚絡 

に十分対処することができました。 

S謝しております。 

大きくふり返ってみて、本年度は 

みずからの発意にょる新しい国際的 

ア7ティビ•ティを成し得ませんでし 

た。これも、仲びんがために屈する 

といぅ気持ちであることを、忘れて 

はなりません。►■•••!• 
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302E - W複合地区 

第19回年次大会決議（抄） 
酽:•他 •鬌 iu^MI■:, 

(これは识19问极合地K大公の:i:な決,；ft巾/f(の 

抄以です-IWllinli) 

〔両複合地区共通〕 

1•複合地区会則改正について 
№1際理1If会の決定による地区娄•の 

名称変更および追加に従い、複公地区会 
则を次のとおり改正する。 

A. 第16条キャビネット榀成ム1および地K娄U 

1.キャビネット偶成tlを次のとおりとする。 
地区ガバナー、前地区ガバナー、地区名苷迎 

問会诚艮、デビュティ.ガバナーキャビネット 

幹V、キャビネット会，汁、地KPR姿lUh地 

区会UW強妾Uii (DM DC)、地区国際協調 
委員長、地区脔少年交換委员長、地区CARE 

委（Uし地Kライオンズ惜栩娄UK、地区エク 
ステンシ3ン委UU、地区視力保護盲人福祉委 
员長、地区聴力保護ろう者福扯委員長、地区レ 
才委tU：そ、ゾーン•チXアマン、その他地[メ:ガ 
バナーの任命する杏 

B. 奶18条キャビネット描成tlの任務 
8. 地区国際協調委员長は地(Kガバナーの指す*|( 

のもとに、国際間の相互理解と協力の推進に当 
たる。 

9. 地区靑少年交換委貝長は地ド:ガパナーの指 

神のもとに、iv•少平の义換指弗をm当する， 

13. 地区視力保護官人福祉委员長は地Kガパナ 
一の指揮のもとに、視力保,灌およびff人のため 
の訧活動を遂行する1 
14. 地区聴力保護ろう者福扯委員長は地区ガパ 

ナーの指揮のもとに、聴力保護およびろう者の 
ための諸活動を遂行する 
15. 地Kレオを:は地区ガバナーの指撺のも 

とに、レオクラブ結成および活勑の报進指墚に 

当る。 

2.ライオン誌特別負担金に関する特別措置 
について 

PJドル交換レートの流®！化および川紙 

代等諸物価の尚騰により、次期ライオン 
誌閲係財政の推移は測り難きものがあ 
る。期中において調整を要する取態も予 
測されるので、もしそのような?JMfiが生 
じた場合、ガバナー協a会はライオン誌 
特別负担金の額の変更をすることができ 
る。（ただし変勑幅は）j額5円を上回らざる 

こと、および次期大会において正式承,ほをう 

るごとく手！)2きすること0  Eのみ） 

3.東洋•東南アジア地域からの国際理事増 
員について 
來洋• ili南アジア地域のlit界における 

会U数を考成して、当地域から選出され 
るII際理Wの数を攻行の2名から3名に 
增Hするよう、11際協会に要Sする。 

4 •国際役員の選挙制度改正について 
次の改正案を国際協会に要望する。 

1.m際役uの投，は、クラブからの代議nが国 
際大会に出席できない代汲tiはm際大会の〇 
〇日前までに到芯するよう文;印でm瞭本部あ 
て投，する。 

2 • N際の投切はその.Areaから立候補して 

ぃる候捕若のみを対象として行なう。 

3. ㈤際A会においては、代ぷUが投以した淠と 
文遵による鹄とが姒3|•され、i&f：m i?{杏が国 
際会K•から当逝を穴せられる。 

4. 进爭および投”のW理は、㈤際即卞会が定.め 
る細則に従い、国際埋识会が設既する逸举管 
埋組織によって行なわれる0 

5 .候補者の経歴、政見等は逸举W理組織がライ 
オン誌その他の文,けをもって各クラブに公平 
にまた適切に周知させなければならない。 

5 •インド救ライアクティビティについて 
E =次年度(1973—74)より2力年問、 
年間会員1人当たり100円、計200円を 
拠出する。 
w=会員1人あて年問100円を拠出す 
る。ただし，救ライ」については実tfiを 
十分に研究したうえ、突行すること。 

〔E複合地区〕 

1.地区分割について 
A. E- 3地区を空知、石符、後志、胆振、日 

尚、桧山、渡岛と十勝、釧路、根室、上川、 
宗谷、留朋、網走の2地区に分沏する， 

B. E- 7地区を新闳リ,1、群馬県と栃木！U、茨城 

W、T谁阽の2地区に分別する。 

2.北方領土復帰運勤参加について 

北方領土復帰迚動tこついて挙げて参加 

する。その仔細については次期ガバナー 

協述会に一任する。 

3 .アクティビティ，スローガン 
「住みよい環境、緑の奉仕」 

〔W複合地区〕 

1.地区特別運営费について 

会fll名当たり1力月100円以内を150 

円以内に改める。 

2 •沖縄復帰記念子供の国（じゃぶじゃぶ 

池）について 
拠出金額45,034,574円の中から45，00 

0,000円を沖縄へ送金し、残額34 ,574円 

は余剰金として、緊急桢立资金援助引当 

金に充当する。 

3 .アクティビティ•スローガン 
「青少牢に愛と希望を」 

1973ィ4年度ガバナー協議会 

複合地区会則第5条2项に丛き，E.W両 

複合地区ガバナー•エレクト予備会aにおい 

て、次期協謎会議長および副诫Kは、次のよ 

うに決定された。 

〔E複合地区〕 

腿 加藤正見ほ—去地1%%) 

副議長(幹取）木村昌男(為-5けU) 

副_長 木村義岛(I—6地gガパナミ) 

〔W複合地区〕 

議長 橋本宜太郎(笑—Pjmc) 

副議長(幹事）武田輝一(«—6地|ガパナ万) 

副诫畏 石塚菊二郎#一7严1パナて) 

美術彫刻像 

ライオン像、他、多数有り 
アクティビティ等記念行取 

に御利用下さい 

東京都新宿区西新宿1一15— 1 
3(03)342—5251 

東京新宿C し大滝貞三 
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302 W—4地|乂: 1973〜75年度国際理事候補者 

出クラブ 

1918巿1 1127111： 

«現職 

淹川産業㈱社M 

湖郤観光㈱社R 

«ライオンズ歴 

U1SJクラブ*チャーター.メンノ、 

1964〜65平会玆 

1965〜66勺.：ゾーン.チェアマン 

1966〜67平デビュティ•ガバナー 

京都四クラブ 

1906年9ナ125日生 

«現職， 

松浦法fMf務所所長 

«ライオンズ歴 

京都西クラブ•チャータ 

1968〜69%:会 

1969〜70乍ゾーン•チ 

1970〜71イ!•：デビュティ 

大阪道顿抛クラブ 

1915年11月10日生 

«現職: 

(有）橘Mひ/永代衣取締役 

«ライオンズ歴、 

大阪道顿堀クラブ•チャーター•メ 

1965〜66乍地区幹市 

1968〜69年会長 

1972〜73年デビュティ•ガバナー 

ンパ 

302 W 

西宮クラブ 

1902平ion 1 n 土 

«現職' 

大関泗造㈱監作役 

トョタカ〇— ラ兵|小:㈱副社长 

《ライオンズ歴 

西クラブ*チャーター.メンパ 

1964〜65平会K- 

1967〜68づpゾーン•チヱアマン 

1969〜70尔デビュティ•ガバナ 

介敕中央クラブ 

189抑8月19□生 

〈<現職 

越符外科阢院院K- 

«ライオンズ歴、 

ft败中央クラブ•チャーター•メン 

1964〜66尔会M 

1966〜67年-ゾーン•チヱアマン 

1970〜71平デビュティ•ガバナー 

302W—7地K 302 VV—3地K 

鹿児/:5クラブ 

1900ザ10月24日生 

《現職 

㈱山形M顧問 

《ライオンズ歴 

鹿Vd ftクラブ•チャーター.メンバ 

1962〜63勺:会M 
1963〜64外：ゾーン•チiアマン 

1964〜65勺.：デビュティ•ガバナー 

1969〜70平地K幹1If 

大牟田中央クラブ 

1903年8月27日生 

く<現職 

(有)_石油店代表取締役社R 

«ライオンズ歴 

大牟IUクラブ•チャーター•メン 

1965〜66ィr.会提 . 

人牟m屮夬クラブ•チャーター•メ 

1967〜69%:会长 

1970〜71外：デビュティ.ガバナ 

/ \ 

ンパ 
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_=19乃〜74年度ガバナー.エレクト紹介■•が: 

横浜南クラブ 

1907年7月17日生 

《現職，， 

(財)神奈川自動荦学校中村教習所所長 

《ライオンズ歴、‘ 

横浜南クラブ•チャーター•メンバー 

1966〜67尔会長 

1971〜72勺-:デビュティ•ガバナー 

中:京赤坂クラブ 

1922年11月15日生 

《現職>. 

㈱今地ビルディング収締役社長 
《ライオンズ歴ぃ 

束京千代田，來京赤坂クラブ•チャータ 

1964〜65年会R 

1969〜70年ゾーン•チヱアマン 

1972〜73年-デビュティ•ガパナ 

； 302 E—2地(X 

淹澤治助 

大垣クラブ 

1927年5月14日生 

《現職•• 

岐建木材㈱代表収締役社M 

三立開発㈱代表取締役社長 
《ライオンズ歴，、 

大垣クラブ•チャーター• メンパ 

1964〜65年会長 

1965〜66年デビュティ•ガパナ 

淹澤家風㈱仕長 
《ライオンズ歴ぃ 

長野7ラブ.チャーター 

1966〜67年会技 

1970〜71年デビュティ 

302 E—7地区 

新潟東クラブ 

1914年4月1日生 

《現職， 

松原眼科医院院長 

《ライオンズ歴” 

新铝电クラブ•チャーター•メン 

1960〜62年会長 

1962〜63年ゾーン•チ:tアマン 

1967〜68年.デビュティ•ガバナ 

旭川中央クラブ 

1914年8月11日生 

《現職，， 

野村木建：!:業㈱収締役社畏 
《ライオンズ歴》 

旭川中央クラブ•チャーター•メ 

1965〜66年会長 

1971〜72年ゾーン•チヱアマン 

1972〜73年デビュティ•ガパナ， 

郡山クラブ 

1910年10月23日生 

《現職> 

阿武隈開発㈱代衣収締役会良 
《ライオンズ歴、 

郡山7ラブ•チャーター•メンバ 

1963〜65年会長 

1965〜66年ゾーン•チヱアマン 

1968〜69年デビュティ•ガバナ• 

盛岡クラブ 

1918年5 )! 3日生 

«現職" 

㈱糸屉代表取締役 
《ライオンズ歴《 

盛岡7ラブ•チャー 

1970〜71年会長 

1971〜72年ゾーン 

1972〜73年デビュ 

チェアマン 

I 
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太平洋戦争中“世界で极も漫れた种埃”と呼U 

れた「零戦Joこの零钺の誕生から、ハワイ奇W、 

ミッドウュイ空中戦など。素唷らしい戦關方法と 
パイロットのドキュメントです。 

① 零戰（前編）.¥5,800 
② aim(後編）.¥5,800 

•各卷とも、200フィート白•黒 

參光学録音•サウンドテープ付 

貴重なカラー版 

栄光の戦鬪機 

日本語版製作•東宝株式会社 I 〇を 

ダンボやバンビ…とくれば、世界の子供たちに夢と 

感勅を与えてくれた、ディズニーの長編マンガ映 
画です。名作をよりすぐって5点。8ミリカラー映 

画に集大成しました。親子3代でお楽しみください。 

〈新発売〉 

(j><ンビ 
②ダンボ 
(D<まのプーさん 
④ 101匹わんちゃん大行進よりホ•ンゴとノくーデタ 

⑤ おしゃれねこアリストキヤツト 

•各巻ともスーパー8 

春カセットテープ付… ¥7,500 

★光学録音、磁気録音は特注にて 
承ります。 m 

♦送り先= 

®108東京都港区芝浦4-2-8 

(株）大沢商会メールオーダー室 

♦電話でのお問合わせは 
03(455)0111までどうぞ。 

発売元■■株式会社 

〇〇大沢商会 

「ウォルトディズニー」「戦記シリーズ」特別申込書 
私は下记のように申込みます。但し、代金は「代金引換IB便Jにて 
現品が送られてから、«便局で支払い3す。 

★ご希3の個所に〇印でご指示ください。 

參ウォルトディズニーシリーズ〔カセットテープ付〕 

①パ > ヒ..;〇 

ほ)ダンホ.1) 

③ くまのプーさん.[j 

④ 101匹わんちゃん大行進よ0 

ボンゴとパーデタ.1_J 

(Dおしゃれねこアリストキャット.し」 

參«記シリーズ 

笨戦(前).  1_ 

5P戦（後).C. 

说黄島（前).：：.:.L 
说黄島（後). •{! 

テープタイプ』1オープンリール〇カセット 
合計 卷金av 

太平洋戦争の末期、日*米両国が国遝を賭けた“硫 

黄岛攻防申r沾惨な戦いのすべてを米国の勇敢な 
カメラマン6人が、戦記史上で初めて、カラー映 

画で描影しました。そして27年。米国防総省から 

初公開された全容を8ミリ•カラー映圃に榀mし 
ました。 

①硫黄島（前》).¥9,000 
(?)硫黄島（後》).¥9,000 

•各巻とも、150フイート•カラー 

•サウンドテープ付..••• 

mm 



〔ふたつの顔〕金沢駅から七尾線に乗 

り継ぎ、急行で二時|«,|]、その終漭駅が漆 

器の町、輪岛だ。薄Mi色の低い沿がたれ 

こめ、その下を甲.r*-.:一:い声をあげて舞う力 

モメの胙たち、こうした海辺Mi;tには：！： 

小^独特の詩t,'/が感じられる。 
輪ai市I昭和二卜九牢三月市制を布 

き、^在人口四•力余。TI1街地の通りに立 

ち並ぶ名物の「朝1|1」は、風物詩のひと 

つである。近郊！g家の女たちが毎朝のよ 

うに沾新な野菜を、采物を、またrfii辺の 

女たちは早朝水揚げされたばかりの蚱魚 

を街頭にならべ、通りは忽ち：g人たちの 

_かな社交の«と化す。一種独特の#州 

VIを持ったこの朝市風-])1-は、mぜわしい 

部会の人たちに心のやすらぎを与えるの 

か、近ごろ観光的要^も大きくなつた。 

輪岛のもぅひとっの颜、とぃぇば漆器 

であろう。あたたか味のある感触と渋味 

——これこそ日本人が古くから追い求め 

てきた美,S識の與象ではないだろうか。 

〔素朴な音の世界〕輪aラィオンズク 

ラブの陵塚修兵衛、塩山徳雄、田谷忠ft 

Lの経常するエーSを観せていただいた。 

これら漆器業者を、この辺りでは淡師W 

さんの名で呼んでいる。 

m谷エ3:は、保竿問の创業というか 

ら、今から約三百ハキもの昔から、漆1!::ムー 

筋に生きてきた伝統を感じさせる。漆の 

調合は、その：：：の湿度が微妙に影^する 

そうで、*老のカンにたよるしかないと 

いう。同エーSでは八十歳になる老婆が、 

もっぱらこの調合を受けもっていた。漆 

桶に棒を入れ、スッと持ちあげ、そのた 

れ具合を見る時の老婆の目はするどく光 

っていた。 

広いI1Wでは、十数人の職人たちがそ 

れぞれの工程を受け持って、一心に乎を 

©Jかしている。漆器の乾燥は、漆の特性 

をよく考姐された上での特桢の方法が採 

られ、エ房内ではどこもスト—ブに薬罐 

がかけられ、その薬siから湯51が立ちの 

ぼって、少しむし署いくらいであった。 

ここではモーターの回る音も無い。ベ 

ルトや歯IKのきしむ音も無い。皆といえ 

ば、：一人たちが研ぎに使用する木炭や石 

片の、ゴシゴシという素朴な音だけであ 

る。忘れかけていた素朴な文化の音とで 

もいうのか、ホッとした安堵すら党える。 

〔孤独の部屋〕最後の仕上げは上淦り 

である。上塗りは極度に塵埃をきらう。 

だから上逆り職人と、逮り上がった物を 

逆ぶ人のほかは、上钹り部®にははいる 

ことは出来ない。静かだ。窓ぎわの椅子 

で、ひとりの職人が無表情に一定のリズ 

厶をもってハケを動かしている。この人 

はいま、いったい何を考えているのだろ 

うか。孤独の中の、ほんとうの自由を楽 

しんでいるょうにもみえる。最後の化rh 

を待つ器と、その男との、ふたりだけの 

対話が静寂の中に[1Hこえてきそうだ。 

この孤独の部屋に、潮騒がli'r]こえてく 

る。ここは能登の北の端、この先はもう 

日本rf/iだ。 

〔漆器関係のメンバ—が多い〕さすが 

(:漆器の町、ライオンズクラブのメンバ 

Iも会H四十五名中、十九名が漆器閲係 

者である。日®漆芸作家、沈金の角野W 

次、蒔絵の井波唯志、柿木章、西塚誠 

一、相上俊郎らの巨匠も顔をそろえてい 

る。ライオンズ活動もきわめて熱心で、 

互いにょきライパルとして親睦を深めて 

いる。角野は二代目会長をつとめ、井波 

は現会長、柿木はテ—ル•ツイスタ—と 

してrs蹣、クラブ発展の功労者でもある」 

角野、井波、柿木いずれもチャーター• 

メンバ—。その他、塗師屋さん(免器製 

造業)では、鹿塚修兵衛、田谷忠、塩III 

徳雄、久保田耕三、奥田93、若岛^11平、 

熊野毅、岡垣^二らのLがいる。®塚、 

山谷、塩山、若岛、岡垣らはいずれもチ 

ャーター•メンバ—で、田谷は初代^1 

副会長をつとめた。 

輪岛クラブは一九六九年九：！！：に結成、 

というまだ新しいクラブである。それだ 

けに奉仕活動に対する熱怠は大きく、こ 

れまでにも目を見はらせる数々の龙玷を 

箏げてきた。辺境に生まれたライオンズ 

だけに、この地域には今後改善のための 

11:题が、まだまだ多く残されている。しか 

し、漆芸の提い伝統をふまえたこれらの 

ラィオンズが/rf^な}？:-動を進めているこ 

とは、心強い限りといわねばならない。 

輪島漆器 

輪W漆器の起源については{セ町時代の中W 
(一四六〇ハ小顷)、紀州m来の僧が伝えたとす 

る説が祚遍化されている。また、能登半«は、 

奈良時代の後期、平安時代のHU期に、大隙人 
の^Trfや渤悔m使節のたびたびの訪れがあり、 

大陣文化が移入されている。輪.；3漆器の起源 
をこの頃に求め、大陕伝来とする説も有力で 

ある。これらの他にも^^あるが、伝説、frf 

説の域を出ない。Kい歴史をもつものとして、 
やむを得ないことだろう。 

輪ft漆器は日本一,S牢である、というのが 
定説になっている。それは、漆器の下地塗り 

に漆を混ぜて使う「地の粉」(is文年問に発 
兑)が極めて以«な微粒子であること、また 

破#Iしないよう(:木地に布*^せをし、さらに 

H度も何度も漆が^られ、塗られるたびに研 
がれて仕上げられる。押通品でも四十エ程、 

i,味n iとなると六卜t.'-r.•祝以上の手数をかける。 
木地(索地忖)は1:、翌檜が主に使用され 

る。丸物は:-[•:(■:搾が使川されるが、薄い木地 

に漆がかけられ、漆は木地の細胞の中までし 
み込み、強吹がWされる。木地と漆がうまく 

とけあって、,«平で、しかも美しい漆器がM 

生する。 
ブラスチック樹脂加工製：：一が登場し、また 

印り•丄稅では機械による吹きつけ法が^入さ 
れ、一時は輪ft漆器にW難の時代もあった。 

しかし、輪aの®師たちはガンとして文明の 
力を^入することなく、古い伝統を守りつづ 

けてきた。漆器に対する自信と、誇りがあっ 
たからにほかならない。本物はやはり本物、 

仏統を守りつづけた輪ftは、近年になってや 
っと脚光をあびるに至った。多くの日本人が 

=本の心のふるさと、fz:-統を、今にして見IEL 

しはじめたからではなかろうか。(M • 〇) 

漆芸の町輪島 
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写真上より小刀下地塗りハケ素材次の3本は下地塗りハ 
ケ次の3本は上塗りのハケこれは人毛が使用されている 

◄最近になって 
このような店舗 

をかまえた店も 
できた L塩山 
徳雄の経営する 
塩徳商店この 
店の褒二階がエ 

房になっており 
いつでも見学で 
きるのがうれL 

強度を増すため布着せ（破損しやすい部分 

に布をはりつける）がされる日本一堅牢で 

あるゆえんだ 





« 7 » 

日木ライオンズ物語 

ライオンズWぬ胳会. 

高度成長の由因は何か 

.一九六二年度のW-一地区ガパナ—L 

ひ藤五朗は、ライオンズの庶民性を",n.冷 

された人として、いまもその信奉^はra 

两方面に大ぜいいる。飾りのない杖を片 

手に、悠然と地区大会などに姿をあらわ 

し、あたりを牌睨するときは、何か近VJf 

りがたい威压を感ずるが、話を切り出せ 

ば人なつこい笑みも桴かぶ。エキスポ,70 

では、率先して身障^の>li椅子を押して 

歩き、苦手ライオンに汗をかかせた。こ 

とし八十二歳を迎えるとはとても思えな 

い、*il-td:のょぅな逻鑠ぶりである。 

一九六二年四月、東京•千駄谷の体育 

館に内外の'W瀬を染めて、日本ライオン 

ズ创立十周年記念式典が催された。イタ 

リアー〇八-T地区から五十名余の会：：：、 

家族がはるばる参加し、增上でnal姉妹 

地区极携の盟約がかわされた。fjl出物と 

してカンタルッテイ地1Kガバナ—が持参 

された「アキレイアの■«.*§」は^在、a* 

京•上野のffl立•西洋美術館に保Wされて 

いる。その式典に前後して十年史刊行の 

機逆が盛り上がり、編災娄只会が*II織さ 

れ、一年後の一九六三年二：：：：にでき上が 

ったのが、『ライオンズ国際協会H本地 

区十年史』(写离)である。一九六二尔 

二月までに結成された三百七十八7ラブ 

全部の小史と、ハキ次大会の決議災、歴代 

地Kガパナーの一一想Mなどを収めた、B 

五判.二三八Hの、いまとなってはw'-p:な 

文献である。 

その巻頭に、当時の伊藤五KI-Jガバナー 

が「日本ライオンズ今後の展望」と題す 

る一文を草された。「将来を知るために 

は先ず、過去に於いて日本ライオンズク 

ラブが何故にかくも急速に発展したか、 

その由Wを考えてUる必要がありますL 

という^き出しで、L伏藤は三つの原W 

をあげている。ひとつは平和条約前後の 

アメリカー辺倒の日木の状況、次は日本 

,«»*来から竹.、：g的な道徳として、欧米のと 

は;®味を異にしているかもしれないが、 

「奉仕」の観念があったこと、そして最 

後に最も大きな«1闪として「1!!;^性」を 

持ち出している。逆説的に、日本ロータ 

リークラブの特権的排他的性格が、11KIV: 

的な：：：本ライオンズクラブの発Mを.w^i 

にしたという論である。 

「少し大袈裟な比喩を川いれば、平安朝 

の1!!;民が当時の奈良、比叙山のW族的宗 

教を邱解出来ず、又その門戸が庶民に鎖 

された時、親憐の『#人もて救わる、況 

んや恶人をや』という、何人をも救济し 

ようという絶対他力門に、ドッと押奇せ 

たことにも似ている。その後この庶民性 

が、H本ライオンズの生命になったと私 

はUI心っている」と。そしてこの庶民性と 

ライオニズムの尚邁な粘神は両立しうる 

と！：く信じ、十ハキ後の日本に、当時四百 
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思、い出のアルバムから 

10周年式典にてアキレイアの壺を前に 

五十のクラブが、千にふえることも困難 

でないと展望されている。現実にはその 

予想をはるかに上回る千七百の7ラブが 

二十周年を寿いだのであるが、L伊藤は、 

庶民性は同時にいろいろの危険を内蔵し 

ており、特にモラルの低下が最も懸念さ 

れるといぅ赘告を忘れていない。温故知 

新、さらに大きな発展の踏み台に立つい 

ま、それは頂門の一針として心にとめて 

おくべきことばではあるまいか。 

歴史を透徹した視点 

日本ライオンズの急速な発展の原因に 

ついては諸家の言があるが、おおむねそ 

れらは、戦後日本の復興と引きつづく経 

済.急成長という外的要因と、前記の庶民 

性、若さとパイタリティという内的要因 

に災約されるようである。ただ、一九五 

八年と一九七〇年の英文ライオン誌に寄 

稿された二人のライオンが、すこし変わ 

つた興味深い視点から日本および日本ラ 

イオンズを紹介しているので、取りあげ 

てみたい。 

に知己も多く、英語版ライオン誌の依頼 

.を受けて、日本および発芽後六年の日本 

ライオンズの生育を綴ったものが、一九 

五八年三月号英文ライオン誌に「芙しき 

日本」として掲«された。そのなかで、 

L石川は第二次世界大戦を経た日木の大 

きな変化の特徴を三つあげている。ひと 

つはパブリッ7•サービス(公共心ある 

いは公徳心)の観念の芽生え、それがこ 

の六年の間に日本の各地にライオンズ7 

ラブ結成の機運を醸成したこと。次に、 

新^法の発布によって女性の地位と体位 

が向上させられたこと、そして最後は、 

平均夯命が延びたことである。これらの 

変化を生んだものは、知識科学の発^に 

負うところもちろん大であるが、あえて 

自分の独断的推論を許されるならばと、 

いまひとつの原因をあげている。 

「戦中、戦後にわたる十二年余のあいだ 

われわれは食榀と衣料、そしてBi眠さえ 

も不足な日々を過してきた。そうした?? 

渋に耐える精神的肉体的条件を備えた^ 

のみが、生き残ったのである。そこで、 

生活条件が通常になったいま、滋赉にな 

るすべてを吸収し、かつて失ったものを 

取戻し、これからの活力にしようとして 

いるのである」 

十五年前にこの文章を読んだときは、 

ずいぶん乱擄な意見だと考えた。いま、 

戦前と戦後が改めて問われようとする状 

況のなかで、ひとつの新鮮な視点という 

か、目を洗われる思いに打たれるのであ 
る。時代が忙しくなつたせいか、うたか 

たのようにあらわれては消える^鴻なも 

のばかりが多くて、こうした歴史の流れ 

を鳥瞰したうえでめシニックな論潮が少 

なくなつたの|±、かえすがえすも残念な 

ことである。この視点からすれば現在の 

□本人は、滋赉のとり過ぎで自家中^を 

起こしているということになろうか。L 

石川が存命ならば、どんな対症療法を考 

えirれるか、おWIきしてみたいところで 

ある。きっと、黒プチの丸いメガネの底 

から目を光らせながら、君、それ.は世界 

に目を向け、特にili南アジア諸国の人人 

のことを親身になって考えてあげること 

だよ、とおっしやるのではなかろ、っか。 

L石川のM後の公職は「アジア財団」の 

>£問であった。 

六年周期のライオンズ編年 

し石川が「笑しき日本」を寄稿されて 

十二年後、一九七〇年十月号の英文ラィ 

オン誌に、岐阜7ラブのL安田梅吉が長 

文の「日本におけるラィオニズム」を紹 

介された。L安田はL伊藤五朗と同期の 

一九六二年度E -二地区ガバナIを経て、 

一九六八-七〇年度の国際理事をつとめ 

られた。理事在任中に、日本ラィオンズ 

最大の行寧となった第五十二回ra際大会 

«京開催にあたった。その豊Wな体験か 

ら、これも芡文ラィオン誌の懇望を受け 

て、日本ラィオンズの十八年問の発展を 

まとめて報告されたのである。国際大会 

の成功を世界のラィオンズに感謝したあ 

と、前記のL石川の文章を引用し、「そ 

の後の煤発的な日本ライオンズの発展を 
みるとき、『十分な11$•眠と滋養』がその 

原Wであるとのみはn分.は考•えちれない。 

すでにたびたびご登場いただいた東京 

クラブ初代会長L石川欣一は、ブリンス 

トン大学を卒業後、 

大阪毎日新聞に入社、 

日本の週刊誌の草分 
け『サンデ—毎日』 

の创刊にたずさわつ 

た。のち、ワシント 

ン会談の取材、ロン 

ドン支局長を経て戦 

時中はフィリピンで 

広報活動に従寧して 

いた。一九五九年六 

月のニユーヨー7国 

際大会で国際理事に 

推され、M国後、旬 

日を経ずして胃ガン 

で急死された。享年 

六十五、まだまだこ 

れからの活躍が期待 

されていた国際的文 

化人であった。当然 

のことながら、アメ 

リカはじめ海外各地 
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，漏’73夏 
ぎV〆 

5ラz/pノ(：ムつi 

★ファミリーバカンスプラン7/20(金)► 8/31(金) 
〈泊って泳いで食べて遊ぼう〉 
ご家族おそろいで涼しいバカンスを 

3名様（夕食•朝食•税•サービス料共） 
2泊3日 V 43,000 
1泊2日 V 23,000 

後楽固の大きなフロー イングブールへご招待致します。 

雪村いづみ•デ！ークエイセスショ- 

真夏の宵をすばらしいショーと豪華な 
ディナーでお楽しみください。 

7月20日（金） 
ディナータイム： 6:30PM〜8:30PM 
ショータイム： 8:30PM〜9:40PM 

お一人様¥12,000(ディナー•税•サ共） 

宿泊パッケージ特別料金 
お一人様¥17,000お二人様¥32,000 

(ディナー、シヨー、宿泊、朝食、税、サ、共） 

〒102千代田区飯田旃1-1-1 tt(03) 2 6 4 - 1 1 1 1 
大阪案内所0(06)345-1783 名古屋案内所0(052)541-1915 

東京•九段 

やはりそこに、日本人の伝統的な尺族性、 

すなわち仏教とil-t十道にないまいされて 

できてき.た真而目さ、/I•帳而さ、そして 

勤勉さをあげたい」とされた。 

伊藤、石川、安田と三人のライオンズ 

の思-Vのliijに、ili洋—西泎、古さと新し 

さといった回»の脈絡を感ずるのである 

が、それはともかく、L安田はこの報告 

遵のなかで日本ライオンズ十八年の歩み 

を、三つのステージに分けて説明すると 

いぅ、新しい方法を考案された。この物 

illiでも、その編年体を援用させていただ 

くことにした，い。 

L安田は、ライオンズ必携の「日本の 

ライオンズクラブ数、会員数、ア7ティ 

ビティー覧表」を参照しながら、一九五 

二年から一九五八年を第一期、一九五八 

年から一九六四年を第二期、そして一九 

六四年から一九七〇年までを第三期と分 

類する、六年ごとの特色づけをされた。 

そして、節づけされた年の象徴的な出来 

事をあげると、一九五二年には平和条約 

が発効し、來京にライオンズクラブが誕 

生した。一九五八年にはL石川によって 

H本のライオンズの生育ぶりが世界に紹 

介され、その年の地区大会では來西分別 

決^が行なわれ、ライオン誌日本語版が 

创刊された。一九六四年には柬京オリン 

ビックが開催され、その後の日本ライオ 

ンズの合冋アクティビティの典型となっ 

たオリンビッ7協力事業が完成した。一 

九七〇ハ小は前年の国際大会來京開催のM 

/!!•さめやらぬうち、万国博協力身障者セ 

ンタ—が完成し、複合地区が二分割され 

た。 

第一期を揺籃時代とすれば、つづいて 

成M時代、第一次货金時代を経て、いま 

は一九七〇年から一九七六年のエトパス 

に向かって投索している、第四期という 

ことになる。これをさらに日本古来の)H 

にあてはめ、二十四年を単位に一年とみ 

たてて二十四節七十二候をあてて、その 

竹注を読むとさらに印象が深まる。すな 

わち、，一九五一一年は立春、「東風氷を解 

く、蟄虫はじめて振く、魚渉りて氷を負 

う」。一九五八年は立夏、「蛾蟈嗚く、蚯 

蚓出ず、王瓜生ず,-C一九六四年は立秋、 

「凉風いたる、白^降る、寒嬋鳴く」。そ 

して一九七〇年は立冬、「水はじめて氷 

る、地はじめて凍る、雉水に入ってM 

となる」とある。 

二十四年をひとつとしてみれば、いま 

われわれは大きな転機にさしかかってい 

る。「ラィオンズ海峡の渦紋」は、これ 

からどのような輪廻の+A跡をたどるので 

あろうか。再び巡りくる春に備えて水に 

入り、地に俯した動物植物のひそと.した 

Bづきに耳をすませ、心を平らかにして 

吉凶を卜すときである。ちなみに六十年 

回帰の干支では、ことしは癸丑、「曲直 

を計るの時、陰気の固結するもの漸く解 

け始め、万物動かんとする」年とある。 

次号はこの第一期、一九五二年から一 

九五八年に至る日本ラィオンズの主な出 

来事、といっても比較的文献に乏しい時 

代のことなので、東京からどのように全 

国各地へと渦#が派生していったか。そ 

の過程について凋べた結果をまとめてみ 

たい。 
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治療棟の内部に掲示さ 
れた表示板日•ヒン 

ズー•英語で書かれて 

いる 

救ライに火をつけた 
日本ライオンズ 

私はライオンズクラブのメンバ—とし 

て、側面からアジア救ライの事業に協力 

してきたが、昨年秋ぜひにとの懇望もだ 

しがたく、救ライ協会の理事長を引きう 

けざるを得ない立埸になった。その結采、 

協力する立埸から、協力をうける立場に 

なった。 

そこで、私はこの際、アジアなかんず 

くインド救ライについて、来し方行く末 

を説明して、わがライオンズクラブの各 

位に訴えるのも無駄ではないと思う。 

アジア救ライ協会とライオンズクラブ 

の関係は改めていうまでもなく、昭和三 

十四年五月、京都で開催された三〇二地 

区(当時はE • W分別前)第五回年次大 

会で、インドに救ライの手を差しのベよ 

うではないかという极案がなされ、その 

調^仲川を拠出し、調査のためインドに 

派|3されたのが、前尔阳立療赉所菊池也 

風阳削MをiMいていた、能"：木クラブの.奸 

崎松記ライオンであった。 

>3崎博士は六力：！：：にわたって行なった 

調A:報ルI 10?とライ対策についての总|..|儿,lr 

をインド政府に捉出、当時の!II:印大使那 

須fft氏の配蹴で、ネ—ル首相に会見した 

ところ、首相は「恩師マハトマ•ガンジ 

丨は救ライを終生の悲願としていた。わ 

たしも同じ気持ちだが、いまのインドは 

あまりに1/51題が多すぎる。救ライにはぜ 

ひ日本のみなさんの援助を^:たい」と«: 

>J-iした。これが日本のインド救ライのill 

発点ということができる。 

『アジア救ライ協会十^のあゆみ』の卷 

頭に「まずわれわれは、このライオンズ 

7ラブが投じた人道的[1際奉仕の一石を 

銘記しておかねばならない」とうたって 

いる。 

こうしてライオンズ7ラブ、口本キリ 

スト教救ライ協会、柿日新liH社、[1際文 

化会館、全日本仏教会、全キリスト協会 

などが組織母体となり、昭和三十七年四 

月二十五日「アジア救ライ協会G>L- 

MA)」が正式に発足したのである。 

そして翌年、インド政府はJALMA 

現地活動のセンター用地として：3卩(ゥ 

ッタル•ブラデシ)州アグラ市の名所夕 

ジ•マハ—ルに隣接して、十二万二千坪 

を提供してくれたのである。 

そして、インド政府として前例のない、 

政府代表と日本民問団体である協会との 

叫に、インド•センタ—建設とそのili川 

に閲する協定が結ばれ、llrt和三十八ハ小五 

M、氽京でその調印式が行なわれた。 

今ここに、その全文をtyくことは避け 

るが、その栎木となるIIIJ文と第一条の一 

部をadすことにする。 

「JALMAとインド迚邦政府ならび 

にUP州政府は、本計101Jがn本国民の 

インド[JJIviに対する#息と友愛のしる 

しとして^施さるべきとの諒解のもと 

に、以下の協定を締結する」 

「第一条 JALMAがインド国up 

州アグラ地区タージ•ガンジの地に、 

ライm^*の治療、社会復»、ならびに 

•^uの.1111練とライの調^、研究のため 

の近代的センタ—を設iwするにあたり、 

UP州政府は将来必嬰に応じて拡张さ 

るべきこととして、当初少なくとも四 

十五?rの:1:地を無fftで^供するもので 

ある」 

それから今日まで、波乱にWんだ十苹 

の歴史がはじまるのだ。 

まず资金であるが、?T5一にアグラの救 

ライセンタ—建設资金二位五千万円確保 

のための、茲金迚®iをもってスタートを 

切った。 

幸いに、鉻金の足どりは顺調で、日本 

のライオンズ7ラブも大きく協力してく 

れたけれども、目のII1Jに横たわった障^ 

はインド観光局の抗aであった。それは 

「世界的に布名なyi造物で、内外の観光 

.^が一^中絶えることがないタジ•マハ 

丨ルから 一•五％しか離れていないとこ 

ろにライの療«センターを建てるのは、 

脱光上支障がある」といぅのであった。 

これが中央,^会のl.'ll題になっては、ネ 

Iル•&相もほってはおけず、保健大臣を 

人類愛を 
今こそインド救ライに 

アジア救ラィ協会pi!识ft 

上田常降 
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I 

«地に派f3、火t,1/を,^作させたところ、 

地元アグラのIIJ、人-?閲係^、その他“ 

力^は、終始「敷地変更の必要なし」の 

立場を'riき、ネール¢1相のあとを受けた 

シャストリrrIIIの•調幣によって、昭和！： 

十.IL乍二：：：：：、那如理小：：k (>k—時)が渡印 

の際、シャストリ符相やナヤール保健大 

臣ら閲係^と^し合いの結*、インド政 

府側から「败地変：史の要なし」というII* 

式のINI答を得、完全解決をiiた。 

センターはそれほど：：ill*勝の地を卜して 

姐てられ、昭和叫. :三十日、落 

成式を行なった。その礎石には、ネール 

符+1|の次の一：.-4|木が刻まれている。 

「アジア救ライ協会インド•センターは、 

日本一!民のインドllil民に対する#总と友 

愛によって建設された」 

そして、センターの治療楝には、 

「このvr,掭楝は、H本地^におけるm際 

ライオンズ協会が、^1iしたものであ 

る」 

といぅ標示tlxが掲げられている 

さて、いよいよ恥療I'JIの渡印といぅこ 

とになり、第一班は宵崎松,|1!吩-|:をi:JlJ:i 

として、一rr十四名がセンターへ乘りこ 

んだのが1?和四十印七=:二十七=、つづ 

いてそのハ牛の十二月、笫二班四名が到^ 

し、翌四十一年一月から巡M診療が開始 

された。 

センタ—の落成式は四十二年一月に行 

ない、その後入院也者と外来m者、そし 

て、ガタンプール、ェタワ、マツーラ、 

アグラライW院を根拠地とする巡I'll診療 

が、K療沾泐の柱として定-.v-:/IJし、四十L 

T百四十六名を数えるに至った。この^ 

療活泐に当たった宵崎院设以ド職Mの，'V 

災は並マならぬものがぁった-〇^熱の於 

日本ライオンズクラブ寄贈による治療棟の玄関 

7/、货物のちがいに加えて、外I.HJ人が定 

住して仕^をするには、あまりにも複雑 

な面を持つ国だけに、宵崎院J-in身でさ 

ぇ疲方一:憊といぅのが火坫であった。 

しかし、W崎院Mはこれらの肉(4:的、 

粘神的苦難を克服しつつ、その使命にIMJ 

かって邁進されたのである。そのために 

也ガの信頼はi1/く、診療Hの各7リニッ 

ク(診療所)は門ilijrl/をなす騒ぎとなっ 

た。何十％を遠しとせずして歩いてくる 

先生の何分かの診^、治療をぅけるため 

何時1:1]も列をつく-?て待つ。とても涙な 

くしてはiiられない風Wであるが、也^ 

の表t.*fはM釗である。崎院敁には神に 

接するょぅな敬盘——いや信仰に近い感 

情を持って合掌する。 

宮崎博士の死 

しかし、好If魔多しとでもすか、そ 

の{W崎院は四十-L平六月、ニューデリ 

—郊外でM行機1]1-故のため急死されたの 

である。 

閲係名は谠きを.迫り越して、ただ茫然 

とするばかりであったが、稅地のA!A者た 

ちは神にii放されたかのごとき、失^と 

悲しみのドン底に蹴落とされてしまった 

宮崎院長の誠Asと熱总、そして献身的 



良い品を全国へ- 

印.，， 

強カモードセイフ 

MS-30 

企業の安全と繁栄に 

n マ til 
企業の浮沈にかかわる重要書類や資料-その管 

理に手ぬかりはありませんか？ 

万が一の火災や地震•盗難など……不慮の事故から財産 

や文献を救い、企業の安全をガッチリと守る-クマヒ 

ラ強カモードセイフにお任せください。 
すぐれた耐火性を発揮する強カモードセイフは、J I s 

3時間耐火•耐衝擊試験に合格し、シリンダー錠を(iじ 

め、百万変換数字符号錠•リロッキング装置による3段 
構えの戸締りなど、すぐれた特長をもっています。 

M Sシリーズは全部で5機種。 

ご用途、ご予算に応じてお選びください。 

圉 n^ti=w 
肅中，HB拿繡拿嘢卜2 
太麵/禳S鱅餍町鏽2-49 tt (大代^ 
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嫌山/ff±»n-20 
櫓多K中齊騸《n-3 〇 (ft» 29-2166 

• AM熊平製作所 

r (Pc) 
t (代） 

なこの奉仕は、インド政府といわず、患 

者といわず、関係者に大きな感銘を与え 

ていただけに、その.後任の"M定は容易な 

らぬ問題となった。 

折から、発足以来この事業に打ち込ん 

できた理_長の藤原勘治氏が病のため辞 

任、後任埋事長として私が就任すること 

になった。私は外部にあって救ライ事業 

を支援すべきで、内部にははいりたくな 

いと考えていたが、今はそんなことをい 

っておられないので、ライオンとしての 

立場と、救ライ協会理事長の立場と二足 

のわらじで、この国際的大事業と取り組 

まざるを得なくなったのである。 

第一に考えなければならぬことは、院 

探の後任である。しかし、それにしても 

まずJALM Aの根本方計をきめること 

が大前提とならねばならぬ。 

根本方計は、日印協定#からこなけれ 

ばならぬ。こぅいぅ観点から協定書第一 

条を見ると、「ライ患者の治療、社会復 

W、ならびに要員の訓練とライの調査、 

研究」とある。 

"治療，は宮崎院長がもっぱら力を入れ 

られたところであるから、今後は、•研究、 

,iw査と現地インド人1::員の^I練に力を人 

れなければならぬ。これを大方計どする 

ことに、インド側も異議のあるはずはな 

い。研究、調査は、インドの全面的ライ 

抑制につながるものであり、インド人要 

R1医師、技師、薬剤師、#護夫(：t 

ではない)の,1)11練が十分徹底した暁は、 

本事業をインド側に引き継ぐ時期ともな 

るのである。 

この線に沿って院長の後任を^えなけ 

ればならないのは当然であるが、幸いに 

して、京都大学医学部教授で、微生物病 

研究所の西占質博士という権威者が協力 

を約束してくださったので、遠からず渡 

印の運びになるはずである。いっぽう、 

これはJALMAの费用ではなく、日印 

両国間の双務協定に基づく、コロンボ丨 

ブランにより、インド•センタ—を中心 

として両国のライ予防計画に関する研究 

を目的として、大阪大学医学部教授伊藤 

利根太郎博土が本年二月渡印、すでにセ 

ンタ—で研究を開始している。 

かくのごとくして、JALMAの事業 

は期限なしのものでなく、将来これをイ 

ンドに移管することがはっきりした以上、 

その時1Cただ建物や設備を引き継いだだ 

けでは無意味であり、インドのライ抑制 

計画はかくあるべしという、研究の成果 

と実証を引き渡さねばならない。したが 

って、JALMAの活動を悠長にやって 

いくことはゆるされない。インド•セン 

ターにかけられた負担が重くなったとも 

いえるし、大きくなったともいえる。 

私は国際的大事業であるJALMAの 

活動と本格的に取り組む決心を固めた折 

も折、意外な維音に煩わされたり、関係 

者とディスカレジさせるような事実にも 

ぶつかったのは全く意外であったが、そ 

の半面、涙ぐましいような、物心両面の 

ご協力をいただいて感激する場面にもぶ 

つかっている。 

せっかくライオンズクラブが火をつけ 

たこの国際協会らしい大事業が、立派に 

有終の美をなすよう、この上ともご協力 

を念®してやまない。 (東京C) 
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奉仕の原動力…スタミナづくりに… 

lv H分約18g.¥2.! 

案内害“女王蜂の奇蹟,， 
500 サービジ 

生産者団体日本王乳協会 

代表者深沢光一 
〒390松本山•中央2 -1- 8 TEL32 -2608 

純生ローヤルゼリ 
(100%) 

一駐在員だより 

クラブ結成の手引 

——結成準備について③. 

㈢キ—•メンバ—の選定 

新クラブ結成の成否は、大部分がこの 

段階にかかる。地域社会全般に広く影釋 

力を持ち、ょい意味での指導力がある人 

で、ライオニズムの要点を会得した人が 

適任者である。 

現職の町長や町a会a長が、キ！ メ 

ンパ—として成采をあげた例は枚挙にい 

とまがない。これは、彼らが公職の立場 

から、近隣先輩クラブの会合やアクティ 

ビティの場で見聞した経験に基づいて、 

クラブ活動への理解度も一般ょりある程 

度高いためである。しかしその反面、そ 

の指導性、影赞力の面で、ややもすれば 

別の動機がつけ加えられるような印象を 

与えがちであることに留意しなければな 

らない。 

銀行、信用組合等の幹部はこの点で通 

常無難な存在であるが、反面クラブ結成 

を彼らの営業活動のひとつとしてやる通 

弊もあることに、注意が払われなければ 

ならない。 

これらのキー•メンバIは通常、新7 

ラブの理事会構成員となり、運営業務執 

行の要となる役に就く例が多い。その人 

選には、このクラブの将来の逆#方針が 

かかっていることに留意し、エクステン 

ション委員会における最重点論aの対象 

となろう。 

スポンサー•クラブから新7ラブに卜 

ランスファ—するラィオンが、新クラブ 

の地域社会の者である場合が少なくない。 

しかも、彼こそがこのクラブの投案者で 

あるような場合は、エクステンション委 

員長ともなり、同時にキ— •メンバ—と 

して大いに活躍してもらうことが通例の 

ようである。 

キー•メンバーー同は、まずスポンサ 

I•クラブのエクステンション委W会で 

十分な教育を受け、チャーター•メンバ 

—候補者に、一般的知識を与えうるだけ 

の準備をしなければならない。この基本 

的な準備は意外に手間がかかるので、で 

きれば簡单に、あるいは省略もしたいと 

ころであろうが、拙速は避けるべきであ 

る。同時にキ1メンバーは、結成の段 

取りについての詳細な予定を樹立しなけ 

ればならない。構成メンバーの予定、結 

成会の予定等が中心の項目であろうが、 

スポンサ—•クラブは、自分の経験に基 

づいて十分な援助を行なわなければなら 

なぃ。 

いったん予定が樹立された上は、なる 

ベく集中的に全キー•メンバ—が活跗し、 

短期的に構成全メンバ—を確定すること 

が肝要である。数力月にわたる緩慢な行 

泐で、成功する例は少ない。必ず事情の 

変化や熱情の冷却と相まって、不測の障 

害に会うのがよくある例である。 

㈣チャI夕—•メンバ—候補者の教育 

新クラブ構成メンパーのあらかたの確 

定に伴って、できるだけ早期に「説明 

会」または「準備会」の名の下での打ち 

合わせを、エクステンション委員長が石 

集する。一般的知識の説明は、ある程度 

キー•メンバーからW!いているのである 

から、なるべく視野の大きい面から、す 

なわち、世界ライオンズの歴史や動向等 

の面から、順次身近な地域についての話 

に進めつつ、ライオンズの誇りを身につ 

けさせる点に重点を置くのが通常である。 

経常会仲のl.H.J題等、^細な而の説明も必 

要に応じて行なってもよいだろう。第一 

回の会合の31要な目的は、ラィオンにな 

る意思が本当にあるかどうか、そしてそ 

れは何名かが確認されることにあろう。 

この種の会合は、内容が既して一般的 

な問題であり、かつ基本的なテーマに終 

始するので、駐在員の説明をもって代行 

してもよいと思う。駐在員の任務が、後 

述の結成会における加盟屮請«完成と、 

本部送達だけと思っているスポンサー• 

クラブが;®外に多い。駐在Wは常に、地 

区キャビネットとスポンサー•クラブの 

ご指示により、新しい会員獲得——この 

ようなクラブ結成を含めて-のご助力 

にはせ参ずる任務にある。 

第二回目以降の説明会では、会«、機 

構、結成会等の結成要項の細部にわたる 

打ち合わせに移行し、種々の決定が順次 

行なわれることになるが、打ち合わせ会 

進行の主誨権が次第に新しいクラブ構成 

員向体に移るように、スポンサー•クラ 

ブの巧みな操作が必要となってくる。 

(つづく) 
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夕焼け湖畔の悲報 

MPたかし 

フィリピン群岛最南の大島、ミンダナオの中部 

•€饰りにlidケ浦の約二倍の広さのラナオ湖といぅ 

のがある。この地方にはモロ族(冋教徒)が多く、 

湖の北岸にラナオ州の首都ダンサラン市がある。 

戦時中、飛行場設定隊の陸軍技師として派逍さ 

れていた昭和十九年の夏、労務^用の食糊、赤砂 

糖のIffi入に、経理軍曹(現甲府C-#ポL横内y/c明) 

と、ゲリラの蠢動する中を?5f-備隊の援護のもとに 

当地を訪れたことがある。 

その時見たラナオ湖に沈むタロが実に素晴らし 

く、今でも記憶に鮮やかである。水辺まで生い茂 

る椰子林の遙か彼方から真紅に輝く夕焼けが空一 

面に拡がり、湖水に映えるさまはモネ描く一幅の 

絵であり、戦争に来ていることも忘れ、あかず眺 

めていた。(その後、モロ族には飛fr場建設に多数協 

力してもらったが、^似のfil違等で思わぬハプニング 

があった。) 

その平和なダンサランのライオンズクラブから 

今年の一月、突如わが柬京クラブに次のよぅな一 

通の悲報がWいた。 

「当地のtnl教徒市、人n四万五千のマラゥイでM 

動が起こり、多数のクリスチャン市Kが俊秀な兵 

器で武装したモロ族の襲^を受け、前会«はむご 

たらしい姿で惨殺され、行方不明であった[JU幹事 

も本日死体となって発兑された。約八千人の7リ 

スチャン市Iviは山へ遁れ、政府取に^衛されてい 

るが、もとの家にWるに帰れず、みじめなロマを 

送っている。W7ラブの経済的梭助をお願いした 

い」と。 

1 你動の真相はわからないまま、來京クラブでは 

M際委W会に計り、役員会の承認の上、とりあえ 

ずお兑舞いとして金十万円をフィリピン•ナショ 

ナル銀行を通じて送ったが、二力月以上経っても 

何の音沙汰もない。三月末、再びその後の消息を 

l/'.Jい合わせたが、いまだに返事がない。 

三月十二nの「英文毎日」に、共産ゲリラにa 

動されたモロ族の反乱記事がttっていた。その夜 

のテレビ•ニュースでも：：：儿た。現マルコス政権に 

反対している中共系の元軍人が、ミンダナオ島の 

•€の^港コタバト市を根拠としてK族解放と叫ん 

で反?i'Lを起こしているというのである。 

ちなみに、コタバトは、Mi京クラブのL細田H1- 

が川r/J隊の経现少尉として、十Lハ小四：：：：二十An 

の天W節を期し敵FJ1J上1^したところで、モロ族ゲ 

リラと戦いながらラナオ湖を北Lして、K初にM 

光明媚なダンサランへ突入した。mついた戦友を 

介抱しながら眺めたラナオ湖の夕焼けは、血に染 

んだようであったという。(マッカ—サ—が、この 

湖から水上機で^:州へ逃げたという説がある) 

先ごろの「柿=:新|11]」に、紂伐に内かった政府 

軍と交戦して二百名以上の死者を出したという記 

事があった。四月十七日の「英文毎日」に、リビ 

ア政府がフィリピンの反?-il取及び*r.i主独立のため 

戦ハている北アイルランド、中部アフリカを援助 

しているという,!L11Xをiiた。 

M教徒のraボルネオの北郃、マレ—シア迚邛の 

サバからミンダナオttの？：へ大きく延びているT-- 

ftサンボアンガ州の旨邰までは小wttが迚ってい 

て、土人は小船で行き来している。|«-|教徒への武 

器の密輪も、このルートからと想像できる。ザン 

ボアンガは一六三五年にスペイン領となり、モロ 

族の反^に備えて^が築かれている。 

フィリピンのバギオに平和の塔が]iてられ、ベ 

トナム戦争も終局に近づきつつあるというのに、 

また南1;の平和な岛、夕焼 

けの尖しい湖IflfにK族的^ 

關が起こっている。この地 

上に異教徒、異K族問の卞 

闘ほど、深刻かつ残酷なも 

のはないことを痛切に成心ず 

るのである。 

C東京C•建築コンサルタント} 
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各種催物及企画構成 
コンサルタシV // 

BfcgjeaaiHdH— 
♦現在、活躍中の人達を迎え、一日講師なども用意 

しております。（例会などの会合でお迎え下さい） 
•外人アーチストの催物 
音楽他世界のショーを企画提供 

•アトラクシヨン（一流タレント） 

当社オフィス•ジゴレットは芸能業界を専門に長い間経験と 

研究を重ねてまいりました。スタッフを中心にベチランが集 

つたオフィスです。チヤーターナイトを初め記念、例会などに 

花を添えるアトラクシヨン及催物、その他にすべて資任を持って 

全スタッフが経驗と矢口描を提供する事をお約束致しますc 

_輪， 

織霧 
ゞづブン4妖艶華顆な美女 

美輪明宏(ビクタ-) 
(九山〉 

#バイヨンの女王 

生田恵子（ビクター） 

♦須美杏子 
(ポピュラー） 

代表取締役斉»凰賻(横浜磯子西しC) 

☆一度、お電話下さい。資任を持って、ご相談させていただきます。 ㈱オフイス•ジゴレット 

〒150東京都渋谷区東卜26-30宝ビル301 
TEL 03 (409) 5458 * 5409 • 8960 • 5475 
TELアンサホン（409)5458 

真昼の夢 

力善 博美 

ハワイ旅行の行きずりに、偶然知りあった可愛 

い二人の日本の娘さんらと一緒に、カメハメハ人 

王の銅像を交え、私がホテルから乗って来たタク 

シーの運転手さんに、王朝家にまつわるW果物語 

をI1Hくことになった。その運転手さんの経歴は、 

ハワイの大学を卒業後、建築会社に就職。突如勃 

梵した朝鮮戦線に従軍し、終戦を束京で迎えた。 

彼はお国柄とはいえ、大変なフヱミニストで、人 

liij啟Mの歩行者俊先を心憎いまでに守ったのを、 

私は目の前で兌て来た。私は彼の人柄を^く評価 

した。 

あすはもうホノルルとはお別れというB、つま 

りW国の前日であったが、これはある真昼の夢み 

たいな、たわいのない話なのである。， 

ホノルルは観光する場所が多い。そのうえ、市 

Wに最も愛されているところが三つある。ダイヤ 

モンド•ヘッドとワイキキ•ビーチとこのl>>1像。 

左手に松を持ち、右手を前に差し山し、^金の 

カブトに羽毛のマントをはおった堂々たる体格の 

像の主は、ハワイ島を統一し、カメハメハ王朝を 

築いた英雄カメハメハ大王である。 

カメハメハが生まれた年はさだかでなく、推定 

で一七7£八/1*牛といわれている。彼が生まれた：：：は、 

⑴を作った焱雨と大嵐ゝ山は火を吹く大変な肚：：： 

だったという。その時すでに、波乱万丈の生派が 

f測されていた。長ずるに及んだ彼は一方の旗頭 

となり、実父力へキリ王を破り、次いでハワイ岛 

を制圧した。その破竹の勢いに乘じ、一万有余の 

水¥をもって、オアフ岛へ怒^の進^を開始した。 

決戦場となったところは、現在、Mの名所として 

多くの人々に知られた、ヌアヌ•パリである。力 

ラニクブーレ王の砦などは、カメハメハ軍の大砲 

の威力にはひとたまりもなく、敗走数日後、王は 

捕えられ打ち首になった。 

次いでカワイ岛は夼略をもって手中におさめ、 

名^北ハにカメハメハ時代となり、一八一〇年カメ 

ハメハ王朝が樹立され、八代まで続いた。約一世 

紀にわたって、王朝がハワイ八島を支配したわけ 

だ。 

けれど、カメハメハ王は最後まで力へキリ王が 

火父であることを、知らずじまいであったという。 

ワイキキ海岸と並んだ道はカラカウア通りとい 

い、七代目の王の名がつけられている。この王が 

外遊の帰途、日本を訪れ、ある皇族を後継者に欲 

しいと政府に懇請した。mいた時の政府は態ょく 

お断わりしたという、愉快な明治の外交史もある。 

世界の《右人たちに愛された名Iniアロハ•オエの 

作詩作IUI老、リリウオカラニ姬の悲劇的生：仙など、 

ハワイ王朝は、この姫を最後に歴史の蘇をmじた。 

,is上手な連転手さんの,isはつきないが、残念なが 

らこちらの紙而はおしまい、ごめんなさい。 

(兵庫県•神戸西C •評論家) 
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百万人目会灵バーナード•ジル夫妻（右）とス 
ポンサーレイモンド.キャンベル夫妻 

ついに誕生/ 

100万人目会員 

ふたりは約十七万四f-の人口を持つ、日 
に日にふくれあがった海岸リ/丨卜都fir 

パージニア•ビーチに居住。一九七一年 

にパーニーがアトランティツ7•コース 

卜•リ—グのノ—フォ—7•ネブチユ| 

シズ•フットボ—ルチ—ムの総監督に就 
任して以来の無二の親友である。 

総監督として、パ—ニーはこの新しい 

フットボールチー厶育成のため、州内の 

各種奉仕、市民7ラブをたずねて回った。 

多くのライオンズ7ラブでも、その趣g 

の講演をして回った。そして、その問に、 

将来スポンサ—となるめぐりあわせの人、 

Lキャンベルと知りあった次第。 

「ライオンズクラブへはいってはどぅか 

とレイが私に求めたとき、私は随分長く 

#えたものですJ、パーニ—は数年前を 

思い出しながら、こう切り出した。「私 

は州内の数え切れない7ラブをすでにた 

ずね回っていて、それがどんなものだか 

わかっていました。どのクラブもいい仕 

事をしていましたが、特に人々の役に立 
つことをしているという点が、私には一 

番感銘深かった」 

ことしの初めに、パ—二—は合同麻薬 

弊害協a会專務邱啦の地位を枧供でれた。 

この協a会は、パ—ジニア卅のタクドゥ 

ォータI •カゥンテイにおけるすべ.ての 

麻薬関係計画を代行する八II-:画、■.統合機関 

なのである。これこそまさにやってみた 

い仕寧であることがバーニーにはわかっ 

た。 

パーニーは合同麻焚幣害協，:Jt会の新し 

い自分の仕^は、社会に貢献するまたと 

ないよい機会だと悟った。また彼は、こ 

の貢献度をより垴進するひとつの手段と 

して、ライオニズムに米来の生きがいを 

見出した。 

「ひとりの人111]がひとつのl.'i]®に立ち向 

かい、特にその問題が社会の人>7を®す 
るようなものであるなら、その人はその 

問題を解決するために当然何かをやるベ 

きです。自分ひとりだけの力ではどうt: 

も解決ができないような問題であっても、 
少なくとも何か手を打って、その問JSに 

終止符を打つようにお手伝いをするべき 

ですよ」 
もし、みなさんがパ—二—•ジルがラ 

イオンズにはいったことを歓迎してくだ 

さるなら、左,Idの住所あて 一^お寄せく 

ださぃ。 

Mr.ooersrd Aloysis Gill, Jr. 

1720 Winchester Lse, 

Virginia Beach, Virgima 

U. S. A. 

「私はここ何年もの間。運動競技界と陵 

軍に身をSいて、公私にわたって若い諸 

君とつきあってきましたが、そんな経験 

を厶ダにしてしまうのは、もったいない 

ことだと思っていました。そんなわけで、 

麻薬に苦しんでいる若い人たちを救済す 

るという機会が到来したとき、私はとび 

ついたのです。人生をまともに生き抜こ 
うとすれば、めんどうなことにも足を踏 

みこまなければならない、だからこそ、 

いまやつている 

仕Vに取り組ん 

だのです。ライ 

オンズ7ラブに 

入会したのもこ 

んな気持ちから 

なのです。何か 

にかかわりを持 

ちたいという一 

心からです」 

その人の名は 
/ -ナ-ド•ア 

ロイジァス•ジ 

ル•ジュニア。 

愛称パーニI。 

退役米II陸軍中佐、勲章受賞数回にも及 

ぶというベトナム歴戦の勇士。かつては 

フットボールのスタ—、自由精神の持ち 

主。 

彼はいまや、ライオンズクラブの百万 

人目の会員である。 

パーニーは去る二月、パージニア州バ 

丨ジニア•ビーチ(オーシアナ}.ライオ 

ンズクラブに入会。彼のスポンサ—は、 

同7ラブのレイモンド•キャンべル幹事。 
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胸像•立像 
レリーフ（浮彫肖像） 

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 

迫真力のある肖像で 

下記各百貨店美術部におぃて.ご注文 
を承っておりま_す。 
東京日本橋 高島屋 大阪心甭镇X 
東京八*洲Ji 京 都：it 
東京58座松屋 名古E松坂屋 
束京S8牵松坂屋 名古置丸栄 
柬京有楽町そこう 璺 撟_ 

東京上》松坂屋 « S玉屋 
東京池袋西武 小 倉玉 p 
横 *高島屋 大 分トキハ 
横 決野沢屋 H光島山形屋 

横**さいか屋 礼 镋今井 
m «藤五 « 田本金 

(銅像にM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 一 12 — 4 

電話東京761 — 2758 • 1640 

才^—ストラリアの 

ライオンズ村 

外 
海 

才1ストラリアの西部、ドライアンド 

ラの森にあるライオンズ村は〃生態学の 

{五««:#と呼ばれ、たくさんの動物たちの 

美しい生態を、すぐ間近で観察すること 

ができる。そこには、ねずみカンガルー、 

势の短い食虫ふくろだぬき、六種類のこ 

ぅもり、黒い顔をしたカッコウモズがい 

る。ライオンズ村は、最初の白人移住者 

が見たままの環境を、新しい世代の自然 

を愛する人たちにそのまま残している。 

昨年のSれのライオンズ村の開村式に 

は、/S林大臣、H • D •エバンズ氏が立 

ちあい、千人以上の人々が参列した。 

ドライアンドラは、一九三六年に、赓 

林省によって最初の植民地が開かれたが、 

その後すっかりさびれていた。 

-才丨ストラリア- 

そこには、わずか数軒の破れ家とW理 

小@.、古ぼけた集会所、それ.に発雀所と 

ダムがあった。これらの建物は、五万U 

の土地に散在しており、この土地にさら 

に八十八?Tの空地をつけて、年問たった 

十％の借地料で数年前ライオンズが借り 

たのである。 

ライオンズは、将来他の多くの人たち 

が、ライオンズ村を同じ状態で楽しむこ 

とができるように、ドライアンドラをほ 

とんど現在のままにしておくと/g林省に 

約束した。 ノノ、 

二〇一-Rと二〇一-L地区の公式§ 

会報、ザ.ゥヱストに-^、.次：のょ/っに.害 

いてある。「いかなる事情があろうとも、 

ゎれゎれはこの地域を人為的な侵害に占 

って、*/^-染したり、破壊してはならな 

ぃ」と。 

このことを念頭において、いくつかの 

ラィオンズクラブは、クラブの計®とし 

て家や仕琪を按助し、M実な青少年グル 

1ブ、貧しい子供たち、目の見えない人 

たち、いろいろな科学部門で努力してい 

る人たちが使ぅための会館を、採算をま 

ったく度外視して準備した。 

五十年に及ぶ牋林省の管理と保護で、 
ドラィアンドラは珍しい野性動物の禁抓 

区域となり、そこには、安畑や羊の飼育 

場のために開かれた広大な土地から追わ 

れて•?た、動物や植物がひそんでいる。 

主な地域に.は三つ.の公有林があり、一 

万九千nにわたって、染洲特有の褐色ユ 

Iカリの林がある？タン皮の供給源を確 

保するため；/、一九ニニ年からこのユー 

力'•';は保護が始まった。一九三〇年代に 

植林が始め.られ、.最近では 一-A六二年に 

'行なわれた.0 

•この植休地から.の材木は、キュボーリ 

ン；グ手i具•製造ェ塢にもちこまれ、昨年、 

カナブチ、オノ、.ツルハシ、シャベル、 

その他の手に持つ遒具用の質の良い柄が、 

四万一千木も製造された。 

しかし、森林は自然に産出するタンニ 

ン酸の世界市場の没落のために、もはや 

経済性のあるものとは考えられない。 

ドライアンドラの主要地域の植物には、 

束部の方にマホガニイのよ9*な珍しい木 

がある。また砂地や花崗岩の滿出してい 

る近くの地面をはっている植物の中には、 

非常に珍しいものがある。 

この地域に住んでいることがわかって 

いる動物は、カンガル—、ウォラビイ 

(カンガルーの一種で、小さな種類のもの)、 

こぅもりねずみ、野性の猫までに及ぶ。 

烏類には、ちどり、かけす、はと、力 

ッコウ、茶色のひたき(はえを捕食する小 

鳥)、•はちどり、みそさざい、だいしゃ 

くしぎ、せきれい、才丨ムなどがいる。 

ジョン•ミイハンとブライアン•キン 

グ両地区ガパナ—が、開村式で祝辞を述 

ベ、ドライアンドラの貴任者で元委Wの 

Lジャ.yク•キユリイが、式を記念して 

暗嘲を行なつた。(才—ストラリア.版ライオン 

誌より) 
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才—ク 

ブルック 

だより 

•多くの人々の信頼 

ライオンズ国際協会の本部に、ライオ 

ンズからしばしば次のrll/'.]が^せられる。 

「一般の人々から災められた资金は、7 

ラブal常のために使われてもよいか、あ 

るいは、公共を対象としないほかの目的 

に使われてもよいか」 

公式かつ法的な回答は、「否」である。 

ライオンズ7ラブta際協会の設立趣S 

t!rには、協会は「チャーターされたクラ 

ブを管理し、クラブが政党宗派にかたよ 

らないように、また個々の7ラブおよび 

会tiの利益を目的としないようにする」 

とうたつている。したがつて、クラブの 

小業によって得た资金を、ライオンズ個 

人やクラブの利益のために使うことは、 

はっきりと禁止されているのである。地 

Kは、会員およびクラブの述常を促進す 

るために、国際協会によって設けられて 

いるものなので、この禁止は、当然地区 

の巡常^をも含む。 

なぜ、逆営や公共を対象としないもの 

にこれらの资金の使用を許されないのか。 

ライオンズの基本的機能は、奉仕であ 

る。経済的援助をすることによって、こ 

の機能を采たすために、7ラブは多くの 

人々に、慈善市、サ—カス、Wくじ販売、 

ショウ、その他の;11*画を後拨し、また多 

くの物品をK入するよう求める。こうし 

て災められた资金は、地域社会の必要に 

応じて使われるというお互いの了解に祓 

づいて、多くの市民の援助が求められ、 

そして与えられる。したがって、この资 

金を他の目的に使うことは、援助してく 

れた多くの市民の信頼にそむくことにな 

る。 

さきに引用した趣总i!fの禁止条項は、 

そのような遠反を防ぎ、ライオンズ国際 

協会のイメIジを守るためのものである。 

そこで、これらの资金を大会参加の旅找 

や政治あるいは選举、クラブの運営赀の 

不足額や赀用、地区あるいは国際協会を 

援助するために使うことは、信頼にそむ 

くことであり、あきらかに、国際協会の 

一gHIJに違反することである。 

•指話クラブ誕生 

一九七三年三月二日、耳の惡い人だけ 

のライオンズクラブが、初めてカナダに 

結成された。会員二十四名のメトロ •卜 

ロント•デッフライオンズクラブがそれ 

で、スポンサーは、オンタリオ州スカ— 

ボロ I •イグリントンライオンズ7ラブ。 

チャーター•ナイトには、耳のきこえな 

い人や、重症の聴党障害者を含む五百二 

十人もの人が参加した。チヤ—ターの伝 

述を見て、多くのこの人たちが、新しい 

7ラブ4:はいりたい希望を述べた。 

米国イリノイ州ウイネトカのハドリイ 

W学校のMIJ校長で、W®のリチャ—ド• 

キニイ博士が来W代表として祝辞を述べ 

た。その祝辞は記録され、出席の人々に 

それぞれ手渡された。 

オンタリオ州の®f者ミッションの院長 

ロバI卜•ラムボIル師と、トロントの 

ホリィ•ネィム教会の9f者のための牧師 

Fr •ブライアン•ドウヤー師の二人が、 

チャーター•ナイトの席上、ffli訳として 

活»!した。会場ではまた、主に八—じ地 

区の目の見えない人や、耳のきこえない 

人に対するライオンズの活動がM示され、 

式典を盛りあげた。 

•会員数べスト21 

メキシコのモンテレイ(Monterry) 

7ラブの会M数は、干百四十六人で、相 

変わらず協会のff位を保っている。残り 

の二十のクラブの順位と会H数は次のよ 

ぅになつている。 

①テキサス州ルボック五百三十四名、 

②メキシコ•メキシコ•シティ四百十 

七名、③テキサス州ダラス(才丨7 •ク 

リフ)三百八十六名、④メキシコ•モン 

テレイ(ボイエンテ)三百七十六名、 

⑤メキシコ•グアダラハラ三百四十九 

名、⑥カンサス州ウイチタ(ダウンタウ 

ン)三百四十四名、©コロラド州デンパ 

I三百二十六名、⑧メキシコ•ビヤ• 

デ•グァダルペ三百十九名、⑨テキサ 

ス州ミドランド(ダウンタウン)三百六 

名、⑩オハイオ州コロンブス(ダウンタ 

ウン)二百九十五名、⑪ケンタッキー 

州レキシントンニ百八十四名、⑫ノー 

ス•キヤ〇ライナ州ラリイニ百八十一 

名、⑬ブエルト•リコ•リオ•ビエドラ 

スニ百六十四名、⑭ミシガン州グラン 

ド•ラビズニ百六十名、⑮テキサス卅 

サン•アントニオニ百五十七名、⑯ブ 

エルト•リコ•サン•ファンニ百五十 

二名、⑰アラバマ州モントゴメリイとブ 

エルト•リコ•ボンセ ニ百五十一名、 

⑯オクラホマ州オクラホマ•シテイ(ダ 

ウンタウン)二百四十八名、⑲ワシン 

トン州スポケイニ(セントラル)とイタ 

リア•ローマニ百四十六名、⑳カリフ 

ォルニア州サン•ディエゴ ニ百四十一 

名。 

•元国際理事死す 

ルイジアナ州パトン•ルージユSミ， 

on Rouge)出身のウォーレン• 〇 •ワ 

トソン元国際理事が、二月十日に亡くな 

った。 

彼は、一九二七牢にバトン•ル—ジユ 

ライオンズクラブの初代会長、一九五五 

〜五七年に国際理事をつとめた。彼は、 

足の恶い子供たちのために、ルイジア 

ナ•ライオンズ•リ—グの結成に力をつ 

くし、またバトン•ル—ジユflj図flr館の 

設立に手をt?した。ワトソンLは、ライ 

オンズや地域社会の多くの行少に桢極的 

に参加し、KいIJi]協会の選樂委U会の説 

Mをつとめた。 
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:に365回見られる身近なw広 H-// 

なんとかイメージアップをはかりたい、効率のよい 

宣伝•サービスを行なって得意先を權得したい。な 

にかよい方法は？.とお考えのかたが、たくさん 

いるはずです。なにしろ宣伝•広告合戦はなやかな 

時代ですから.。トッハ。ンのくイージ—オーダ 
一•カレンダー〉におまかせください。すぐれた印 

刷技術、時代を先どりした総合企画力。品数も58点 

とじつに豊宮。あとは社名や商店名を入れるだけ。 
お好みに応じてお選びください。100部より受けた 

まわっております。 

3凸版印刷株式会社 
本社東京都台東区台東1-5(833)2111(大代） 
ご用命の際は…… 

板橋事業部03(967)1n1 

板橋区志村in-1 

内線• 538徂当松本 



•年中すばらしい島 らしい島.ハワイの自然をお買い下さい.^<?■ 

ワイ島分譲地，稼.. 

ープ海外部 

Topical Gaitlcrjs 
HAWAIIAN FERN ACRES 

_ごあいさつ_ 
^過密化した社会に住む私ども闽氏の間では、あらゆる1 

馆わしさを避け、自然に没って人問性の间mを求め、生 
活をエンジョイする傾向に、ますますたかまっております。 
しかしながら\mに於ては、各m公；!?が切実な問理で- 

あり、 h党しぃ土地開発に依って自然芡は失われ.保養 
や生活をエンジョイするのに条件の揃った、自然龙❹か 
な也まれた土地を人手するのは存姑なことでありません。 
たまたまこのような時に、海外不勑帝取付の自山化が 

火施され、常のa、ハワイの分攘地が俄かにクローズ 
アップされ、話®になっておりますことは、ご存知のと 
おりであります。 
当社では、v•迚现地に凋在wを派逍し、ハワイ諸岛の 

分』r地をくまなく充分に凋杏した結采.自uを持ってお 
肋めできる分说地を人手することができました。 
此度、忏战にお勁め致します分ぶ地.ハワイアンフ 

Tーンエーカーズは内然美のバラダイスに住み、バカ 
ンスを楽しむ人々や、未来にHを向け、投資する人々に 

<とって、きっとご满足敗けるものと確U致します。^^ 

あなたの別荘まで7時間 

♦生活するのに便利な位* 

分垠地に隣接したマウンテンビューの街に、学校、焫院、 
猗祭、m)m、郵他局などの公共施設があり、中:で約2〇 
分離れたヒロ市（ハワイ州第二の都市）には、生活に必 
要なあらゆる公共機問や、特に日系人の多いこの街では、 
日本語で楽しく n物ができるショッビングセンターなど、 
すべての商m•施設が铳っておりますので、この分报地は、 
便利な生活[粗内に位sするとwえます。 

♦レクリェーションのパラダイス…… 

热带の海取で、あらゆる水上スポーツや、袞快なフイッ 
シングを楽しみ、1りから3頃まではをm く岛峰 
マウナケアで、スキーが出米ます。 
マウナケアやマウナロアの広大な山すそは、野忭の播物 
が多くハンターを典ばせます。 
索しいゴル*7コースが、中:で20分以内のところに3つ 
あり，待たずして-一年中ブレーが楽しめます。 
この地一带には、雄大なキラウェア【El立公阑、f,商いブ 
ラックサンド•ビーチ、ボホイキめ、クイーンの風R、 
蛤のように龙しい教会や寺院などが多く、貺光地として 
脚光をあび、年々脱光やバカンスに訪れる人が增加して 
おります。 

♦目覚しい土地開発…… 
ハワイ州では「祈時代の繁栄はハワイaの開免にあるj 

と3われてお*)ます。 
hi然龙をそのままに残した一大総合間発ブランに添って、 
行楽地やmセ分撗地の開兌#宠は总速に％城しております。 
ハワイアンファーンエーカーズに近い、カラパ十— 

ボホイキ地区は、州がリゾート地域に指定しております 
ので、数年後には、ホテルや炽楽拖•没も充灾し、八カン 
スを楽しむ入々のオアシスとなるでしよう。 

♦価置ある分M地に投資のチャンスガ 
ハワイ沭岛では、条件で消渡および相校の可能な土地 
は、企体の5%弱で次第に少なくなっており、特に生活 
に他利で灼然XlGかな、行楽地にも近いハワイアンフ 
T—ンェーカース•の分鑲地を、保英地としてあるいは投 
资としてあなたが所打されるのに、今がUAの機会にな 
るでしよう。 

概要#所在地/HAWAIIAN FEflN ACRES KEAAU RM HAWAII Is. 

•位S/ヒロ市より南へ25km。（ヒロ国際空港よ0国道11号を 

自動車で約20分)•総面積/約4,000エーカー•地目/所有 

榼の18渡及び相続が自由に出来る土地•土地の状況/国道 

II号から800m入った眺望の素哨しい広大な丘陵地帯（海抜300 

m〜400m)で、亜熱帯に厲するとみられんこの地方は' おだ 

やかな貿易風の影Sを受け、平均気温は1,2月で摂氏21度、 

8, 9月で摂氏24度の快適なしのぎやすい温暖な氕候•施設 

の状況/道路は、15m巾の簡易舖装及び未辅装（将来' ハ 

ワイ郡の規格にあった舗装道路となる）窀気は' 分讓地の 

入口まで入ってお1K各区画への引込み®用は区画所有者 

負担。水は、雨水集中方式（キャッチメント）を採用。 

•税金/固定資産税は、年間丨区画につき、約8,000円（昨 

年調べ）•管理®年間、I区画につき約5,000円賦課される： 

參法人購入やグループ賊入もできます。グルーブ購入 

は何名様でも登記できます。•住宅の建築について 

は、現地建設会社とも提携しておりますので、ご相談 

下さい。〇現地調査のためハワイ旅行をご希望され 

る方には、別プランにもとずきお世話致します。 

•現地の映画フィルムやスライド、ならびに資料をたく 

さん描えておりますので、いつでもご覧戴けます。 

株式会社ウッドべルスコープ海外部 
S東京03(468)01 31 〒150東京都渋谷区松濤2—丨I—丨I 

TROPICAししAND CORP. Houghtailing Street. Honolulu. Hawaii 96817 

今期販売数量/10区画区画面積 
/ I区画2エーカー（約2,448坪) 

分譲価格/(¥3,696,000) 

一坪約1，510円ですみます。 



由緒ある御遷宮が今年10月に斎行されます 
日本の輝かしい歴史と伝統.グ 

伊勢神宮式年御遷宮 
公式記念メダル 

< し_^ -‘:：- 

鐵我會画_訾敦翁 
I 幽杂/幽命火雖 

大蔵省造幣局品位検定政府保証 

1，200年の歴史を記念し日本で初めて作られた 

世界最大の純金•純銀メダル 
，直径120%実物大, 

発行の趣旨 
时邱法人 伊勢神宮崇敬会会長中野種一郎 副会長松下幸之助 

凡そ一千二百八十有余年前、第四十代天武天皇様が、二十年毎の抻宵式年御遷 

宮の制度をご削設以来、今回にて既に六十回におよぶこの亊実は日本の歴史と 

国民性の伝統を明確にものがたっており、然もこの一大祭^•が「盛大に然も滞 

りなく」商行されることは日本人の変りなき神宮崇敬の誠心と日本の平和と繁 

栄を表現するものと堅く信ずる次第であります。 

崇敬会と致しましては今回の第六十回神宮式年御遷宮が始めて全国崇敬者の御 

浄財により齋行されることを記念し、更にこの跦き日本人の神宮崇敬の象徴を 

来るべき世代に継承しもって神宮永遠の弥栄と平和日本の繁栄に寄与するため 

「記念亊業」として、メダルを謹製し広く頒布する次第であります。 

规格 
純プラチナ製ぐめ：後40%. 70 g >.V 400,000 
純 金 製く直後120^.660 g >.¥2,000,000 
純 金 製ぐげi 60%,-115.5 g>.¥ 350,000 
純 金 製く 奴 ^ 40%, - 33 g >.¥ 100,000 
純 金 製ぐ赵後30m/m •16.5 g >.¥ 50,000 
純 金 製くi紅淡23%. 6.2g>.V 16,500 
純 銀 製 <直 m20m/m - 500 g>.¥ 60,000 
純 銀 製 <直 m 60% - 90 g>.V 10,000 
純 銀 製く莳淡45%. 40 g >.V 4,000 
A セット〈純金製40啖• 33 g純銀製120% • 500g >•"¥ 160,000 
B セットく純金製30m/m •16.5 g純銀製120嗪• 500 g》.•¥ 丨10,000 
C セットく純金製30啼•16.5 g純銀製60% • 90g >•••¥ 60,000 
D セットく純金製23%* 6.2g純銀製60%，90gパ"¥ 26,500 

■発行 HtWJ法人 伊勢神宮崇敬会 

■原型小野寺玉峰 

■謹製㈣㈣刪松本徽章工業株式会社 

籲お申込みは、官製ハガキをご利用ドさい。 
送料.保険料は当会負扭にて、代金引換郵便 
にてお送り申し上げます。 

•お中し込み•お問い合せは下記へ。 

財団法人伊勢神宮崇敬会 
三重県伊勢市字治中之切町神宮会館〒516 

TEL 05963( 2 ) 0 1 9 1(代表） 



管理職(人間）ドック 
院長し八木俊一 

東京都千代田区永田町2—10— 2 ヒルトンホテル隣り 

TBRビル内八木（成人病）クリニック 
TE L (581) 3856-3857-3912 

鑄1.— • i 4 I I i -I I I -I i— 1-I -I I I j 1 i if dm 

:fi!槃図の3Sに世話人屯ろして 

! (愛知®美浜)横田忠二郎 

ょく調子とる尾となれり雀の子 

(愛知«岡崎)中根芙美女 

つばめ来る駅の前まで田の面かな 

(秋田®:十文字)K淸水行人 

滞ひ埸の女が浴びし花吹雷 

(福井M?/狭萵浜)沢田MI1I 

手折り来しつつぢが厨明るぅす 

(福井!S!:若狭W浜)田中英炎 

1?解水蘇水湖満し渦咎きて 

(岐阜^八百淖)酒向 元 

伐れ合ふてパスに母と子花疲れ 

(群馬®HU橋败苒志 
初蝶を送り来しMトラビスト 

(北rf/i道闲館火)松本菊生 

玄閲に古りし講札ly路衍 

(兵m県尼崎四)m屮“志 

Uの灯をともし兌せくれ初雛 
(未：：川!/n:小豆岛東)木下'li您 

刻なかれ^流れゆく松の花 

(神奈川県横^贺中央)果林菊枝 

沈丁の句ほふ夜道やMぅるむ 
(京都).K本正雄 

山小：gの炉火燃え残り明け易し 

(京都洛北)土井清三 

M添ひにI'x-いて山Kの鼓草 
(菸城阽靑梁-服部ぁい子 

矢小の-«*?軽快に地鉞祭 

SI一:俗)丸山利：71:子 
明ufr路の田柯 <の花薺 

(奈良県高市)奥村波枝 

八方に広がり野火の«える 

(新^万代)渡辺信一 

春菊をWるや淡•十：n払いつゞ 

(新潟m)山LU赶规 

船版に打ち^る波の皆M閑 

(新潟南)本l.'ij杏1R 

十薬の紅の芽のかたまりて 

(新®南)蒲SIひろし 

蝌蚪浮いて水輪の一つ一つづつ 

(新；S南)石井珥石 

れ黑き蝌蚪の一塊池静か 
(新潟南)久住吐心 

兩降れば雨も美し濃山吹 

(新？3南)®;橋卯木 

物の芽の出でて名札をa代へぬ 

(新？ti南)田中南姘 
秋篠や礎石礎石の落椿 

(新潟南)難波三極 

名別の茶摘始まる触太鼓 

(岡山県備前)711]上新一郎 

^ふ 
rKF 

法®は終り^りたかまりぬ 

(岡山laVK笠岡)IU明 W大 

M歩の杖？n'tいて草の芽たしかめぬ 

(岡山兄岛)大ilslさか^ 

大桜iiる位Kありと®かる 

(岡山煨兄a烯羽)大渑久杏 

流さる、さだめの雛の眉を引く 

(岡山県介敷)貝原淸子 

岬の任サィクリングもお遍路も 

(岡山煨新見)根粱松苑 

稃惜みつ、みちのくの旅采つる 

(岡山©高梁)戸田和夫 

舟浮べ春を惜める壇の浦 

(岡山県高梁)戸田桜^ 

ffi泉煙のもつる、つ、ぢ咲き撤ふ 

(大分県別府第一)岩田柊青 

芯衆して諭吉のころの武家K敷 

(大分©-四日市大分)元ai廉十la 

花疲れ言はず厨の人となる 

(大阪大正)竹下多沒子 

井伊石田若粱の城跡相対し 

(滋0报彦根)細rl:砂lit子 

山峡の若蕖を写す川の底 

(舴岡県小山)浜田蛙城 

種おろす一歩<のはこびかな 

(富山県砺波)小中勿思 

別れ紺踏みて古墳をめぐりけり 
(茁山セントラル)正橋剛二 

栗吹いて雨雲垂るる,1¢訪の宿 

(山口©-岩！：錦)村井 一^ 

〔選句〕 

欠^の音軽快に地?/(祭 

丸山利江子 

☆選者の言葉☆ 

地鎮祭という喜び事が、人々の心をそ 

そるように、一つの矢車の音が、かたわ 

らにあった。あるいは四、五戸先きの幟 

りであろうか、地鎮祭も矢Itiも、ともに 

晴れた青空の下を想像され、清々しい一 

勾である。 

〔応募規定〕 
一、用紙——ハガキー枚三句以内 

一、所Wクラブ名を明,]1! 

一、楷-i??で願います 
一、送り光IT一〇三朿京都中央区日本捣 

三—十三—十一汕脂工業会館内 

ラィォン誌IM災部宛 
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獅}眼 

•本關への役mを歓迎いたします。 

•松^は短くすることがあります。 

•吩则として四百卞詰职稿川紙古枚以内でお 

如いいたします。 ...V:! 

•なるべく-IIL小に閲迚のある^Viを添付して、 

ください。 ： 

•tl:/fr* 氏.r,、クラブ.r,、職^、<!••齡をご明 

,.1!ください‘ 

ホホェミツワカレム 

中_ 英 

识二十五冋全日本フェンシング選手権 

大会が、干免県柏市で三月二十じ日より 

開催された。その開会式のおり、日^フ 

ュンシング協会から第一回森村n(功労 

Kに：たる——：一集部注)を受け、身に 

あまる光栄に心身ともに引きしまってい 

ると、なつかしくも柏クラブのL小池が 

会埸においで(•:なった。L小池は、一昨 

年の第十回ラィオンズ4*泎•來南アジア 

大会のおり、同じグルーブになり、シン 

ガボールで親交のあったラィオンである。 

ちょぅど本年度は、千葉県が国体開催 

地になるため、この競技もリハーサルと 

して行なわれたのだが、競技関係者や地 

元役n以外は全く知人のない、柏市での 

L小池との再会は、初めての卜•地だけに 

うれしいものであった。私の受nを心か 

ら祝福してくだキ/り、競技観戦もしてぃ 

ただいた。ときおりシンガボ—ルの思い 

出にも話がはずみ、秋の国体での再会を 

約して別れたが、闺の内外をl.uJわず、.ラ 

ィオン仲問はすばらしいC 

思えばわがクラブでも、来年度はいょ 

いょ十Ml年を迎える。チャーター*ナィ 

卜の年はui:.-.vr小オリンビック、KMJ年の年 

はメキシコ•オリンビックと、何かオリ 

ンビックづいているみたいだ。二十一年 

前、オリンビッ7を目ざしてrrさをぶっ 

つけ、：汁を流した選手時代。ひとりも代 

表を送ることのできなかった当時の国内 

絮怡とはいえ、候補2!手のひとりとして、 

なおさら強く残念に感じる思い出である。 

ところでまた、忘れることのできない楽 

しい思い出も故多い。それは、來京オリ 

ンビッ7のときのことである。 

フHンシング競技第四HE女子個人戦 

で、日本代表に選ばれた私の愛弟子、大 

和田智子選手(宵Mfti:出冴)が第一戦立 

ち上がりのかたさからエンジェル(アメ 

リカ)に敗れたあと、ビュール(ルーマ 

ニア)、ギャべユ(フランス)をストレ 

—卜で破り、強seユハス(•ハンガリ—) 

にも勝利を似め、35)一111哪進出に成功し 
た。 

ち.i:.ぅどNHKラジオの解^も終.^”、 

いい気^/ちで#内売店で.コーラを飲んで 

いたと-Cろ，へ、外国役員のエI:リッヒ• 

ビゥリッヒ氏が来た。一口飲み終わるキ 

いなや、私に「大和田のダィナミックな 

アタックがよかつた」と、そのスビ—ド 

あるフットワークをほめてくれた。 

ふと彼の胸をみると、大きな，参加章の 

隣に、小さいながらもまさしくラィオン 

ズ•ラベルボタンが光っているではない 

か。何か遠いmの親戚にでも合ったよう 

なうれしい気持ちになり、「ドイツの1¢ 

大なライオン、ダンケシュン」と声を返 

してやつたら、女子学生迚ポがキョトン 

として、低い声で「.ラィオン？」と 

首をかしげる。その瞬問、ビゥリッヒ氏 

の強い^手が返ってきた。 

その晚私の宿小!■!で、ふたりでn本洒を 

傾けながら、片言まじりで^し合った。 

彼は、西独フユンシング協会，副会長で、 

国際希判Mでもある。翌日の東京新?fl7 

ラブの例会出席の約束をして、別れた。 

翌日正午、彼と通訳を伴い、新衍駅ビ 

ル六階の例会場へ行った。会場には、会 

Hおょそ六、匕十名くらい、ゲストは私 

をまじえて八名である。ゲスト紹介は、 

まずピウリッヒ氏が、つづいて私が紹介 

された。ドイツからの遠来のお莕さまは、 

ひときわ高い拍手に迎えられた。何ょり 

も印象的だったことは、ピウリッヒ氏と 

Wクラブ会長のかたい握手のうちに行な 

われたパナ—の交換であった。『また会 

う日まで』を高らかに斉唱しているとき、 

ピウリッヒ氏の突然の大きな歌声にびっ 

くりした。彼は天井を見つめながら、微 

笑をうかべて楽しそうにドイツ語で歌っ 

ている。終わって彼 

は「ドイツで作litlさ 

れたのです」と咭れ 

ばれとした顔で«手 

を求めた。 

その日も、また翌 

nも、競技終了のの 

ち、会場から帰る役 

n、選手たちにまじ 

る彼は、必ずかけ^ 

ってきてrホホエミ 

ツワカレム.とP 

ずさむ。 

人会を終えてH□目、夕やみせまる羽 

E空港で、満Ifil微笑のピウリッヒ氏は 

rホホエミツワカレムコダマヒビクラ 

イオンズロ—ア.をじようずな日本語 

で歌いこなした。タラップの上で手を振 

グ端 
ン右 

シ( 

ン者 
X筆 

フの 
•中 

ク説 
ッ解 

ピで 
ンK 

リH 
才N 

京を 
東技 

40 



つている彼は、まだ歌っているようだ。 

私も所かまわず大声で、rまた会うHま 

ですこやかに.と歌って大きく手をM 

つた。 (宮城県•若柳C .呉服店経當.46歳) 

歩め、そしてしつかりと 

スタンプ•クラブへのいざな. 

nxいたシンビディウ厶 

，その 

澤田修太郎 

晴天であれば^日、さわやかな朝風を 

ついて、膨大な大阪大学の周辺と、干1II 

北公園の府立青年の家(ユース•ホステ 

ル)、吹田市Kブ—ル、小鳥の聖域(パ 
Iド•サンクチュアル)、それに白鳥の 

泳ぐはすま池を巡り、一ーュータウンで一 

番高い(標萵約百,«)山手通りを口笛を 

吹きながら、サィクリングを楽しんでい 

るのが近ごろの私の日課である。 

干里山手通りは、その名の示すとおり、 

ニュータウンの東北の高地から町全体を 

俯瞰する位既にある。ことに、府営水道 

部の千里浄水池付近から眺めたはるか南 

方の万国博記念塔と、先に天皇、皇后両 

陛下及び皇太子ご夫妻のご来臨を仰いだ 

千.11IM望台は、透きilnる空気と淸らかな 

緑のなかに林立する高®団地群とともに、 

よく大自然に調和した人工都市千里ニュ 

Iタウンのm徴ともいえるよぅだ。 

ところが、やがて新御堂筋に突き当た 

り、千M中央方面へ進んで行くと、ガラ 

ッと空気の味が変わるのは、早朝とはい 

えすでにビュンビュンと疾風のごとく飛 

ばしている、，：E動車群の流れにぶつかる 

あたりからである。 

思えば、世紀の万国博がこの千里丘陵 

に開他された昭和四十五年前後に、千里 

加賀喜之助 

中央地区を中心とした全干11の道路計画 

が、大阪府企業局で立菜施行されたので 

ある。北大阪の将来の副都心として、ま 

た西日本の交通動脈の起点として設計さ 

れただけに、幹線道路としては名神高速 

をはじめ、中国縦H道路、近畿自動^道 

に通じる中央瑁状線、及び阪神高速伊丹 

空港線、国道一七I号線(旧西国街道) 

等、縦横に交錯する一大交iiの嬰衝であ 

る。日夜、おびただしい自動取の波が柙 

しょせてくるのは当然であり、なかなか 

の壮観でもある。しかし、通過人は別と 

しても、千里ニユータウンの自然と！？境 

をこょなく愛するわれわれ住民は、5C通 

W故の多発を防ぐためにも、日常生活の 

利便のための自動車の利用は、最少限に 

すべきであろぅと思われる。 

当地域内の交通網は、大阪市営地下鉄 

御堂筋線•堺筋線と阪急屯鉄干里線、阪 

急バス、一般タクシーが完備していて、 

京阪神ベッドタウン中その便利さは抜群 

である。日常生活阍での買物、通勁その 

他には、特別の力—マニアでない限り、 

特に串を必要としないで済む立地条件で 

ある。 

アメリカでは、一九七五年度中には自 

動車の排気ガス(窒素酸化物)を、九割 

ライオンズ国際協会が公認した唯一の-W* 

味の同好会に、LISC (ライオンズ.イ 

ンターナショナル•スタンブ•クラブ)が 

あることは、すでに本誌でも紹介した。阅 

際協会がなぜ切手収災だけに同好会を公認 

したか、私は詳しくは知らないが、会Mの 

文通による交流であろう。ライオンズが世 

界的な奉仕ra体であり、fti:界乎和の推進の 

ために相互理解を深めようというこ之は、 

当然考えられることだ。 

私がLISCに入会して!»]もなく、フィ 

ンランドのへンメンリンナのライオンズか 

ら最初に手紙をもらった。それ以来、彼や 

彼の家族とも数年にわたって文通をしてい 

る。このほかにスゥヱ|デン、デンマ丨7、 

才丨ストラリア、ニュージーランド、スリ 

ランカ、インド、マレ—シア。もちろんア 

メリカには三、四人のベンフレンドがあつ 

て、切?-や初Hカバ—の交換をしているの 

で、けつこぅ忙しく余暇を過ごしている。 

パナ—を父換したり、お互いの7ラブの 

行Ifのことを^いたり、もっと倘人的に家 

族の動辟や、休暇の旅行のことなども-r»?い 

てやる。わがIIの笑しい四^の柊り変わり 

などもおりにふれ^いているが、n^は；H 

冬なのに、才—ス. ，アやニユージーラ 

ンドのょうな南T--球からは、：冰ぎに行った一 

という便りがきて^が}Hうこともある。 

私の家内がツバキにこっていて、六十水| 

も七十本も迩った沌類を焰1-:植えるほどの\ 

阑芸«だということを^いたところ、サン 〉 

フランシスコのライオンズのひとりは、夫 | 

荽で六百鉢もランを余暇につく-■>て、いく一 

つも品評会に入nしている。シンビディウ〉 

厶なら^室などでもつくれるから、今度根( 

分けしたら送ってやるといってきていたが、| 

一昨年三つ送ってくれた。それがことし、一 

わが家で美しく大きな花を咲かせた(写一 

真)。直径が十一”もあった。 

才—ストラリアのライオンズからは、対一 

筒に使用済みの切手をたくさん入れて送っ \ 

てくれて、小学生にでもやってIIしいとい一 

う手紙がきた。外国切手を1Uめることにょ一 

って、世界に対する小学生の知識を高めるi 

ことができる。これもLISC60-ひとつの一 

ねらいなのである。 

恃さん、世界のライオンとこうして交流一 

しませんか。 (大阪C •製薬菜.65歳)" 
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淡交社カラー魅カシリーズ全14卷 

♦思*とKftでつづる 

京Sのe史と美の謳大成— 

カラーー足都の 
魅力— =:全5卷 

全巻執筆—中村直勝 
洛中=写真/岩宮武二 

洛東=写真/柴田秋介 

洛西=写真/山本建三 
洛南=写真/X西宗誠 

洛北=写真/浅野喜市 

■ i - A5fl 

■頁立•本文120頁(平均) 

籲古い5史と美しい自然にBまれ 
湖と共に生きる湖S近江 

その1*力のすべてを美しく 
•;!く浮き彫りにする- 

カラー近江路 
の魅力=111 

■装本•西ffi友I 

|文=中吋1痨 ■判型.A5利 

鎌倉の魅力 
6月下旬発売 

文=永井路子 

写II=丸茂憤| 

■判型• A55P 

■頁立•本文12頁 
写真96頁 

申D巻 

6月下句発売 

カラー 
京都の 

花暦 
文=田中阿里子 

写II==浅野喜市 

•ヵラ—京SのII力の«妹)fl- 

カラ— 

京都の祭 
文=駒敏郎 ■利？H.A5利 

浅野軎市■頁立.本文10.0IS 

— 04 
馬の 

枝4 

り町 
通e 

川区 
る通田 

す区代 
乃北千 

M 市AB78 
:55瓤京45 
に京東<B 

造//京 
IJi社社II 

)«本支振 

•京«の6史ととも|:两てられた 

カラー京都の 
菓子 

本窨の播成 
第1¢=京菜子の歩み 

第2$=茶菓子12ヶin： 

第3章H京都の銘菓 

笫4章=•¥菜子の作り方 

卷末に各老铺の紹介 

文=鈴^{示康 

写II=淡交社編集局 

■利型•A5利 
■頁立•本文114H 

カラ—104頁 グラビ716KK 

零思*と映fsでつづる 
-大和82の*大成 

カラー大和路 
の魅力= =全3巻 

寧楽=文/杉山二郎 
写真/入江泰吉 

斑鳩=文/原田伴彦 

写真/葛西宗誠 

飛鳥=文/奈良本辰也 

写真/山本it三 

■利型•A5利 
■S立•本文120甭 

Mまで规制するマスキー法がすでに制定 してしっかりと)である。この冬の朝、 

されている(目下、緩和のための修正論 寒風のなか、青年の家の前庭で、高らか 

aがたたかわされているが)。車にょる に朗'»{Jしていた旅の青年たちや、寒げい 

大気や水®の汚染はもとょり、騒音、振 こに励む一群の少年釗士を眺めて、いま 

Ji/j、®•芥が人問の生活と健谈をどれだけ もこの有名なことわざが脈々と蒞人たち 

むしばんでいるかは、いまさら論外のこ の上に^きていることを思い起こし、感 

とである。 慨ひとしおであつた。 

とまれ、Go and Steady (歩め、そ (大阪府•吹田千里C .会社役員.57歳) 

平和の塔除幕式に参列して 

戦後二十Lハ牛111]にわたる}U族の悲願で 

あった戦没^慰^碑建立が、U本のライ 

オンズのアクティビティとして、フィリ 

ビン•バギオ市に^現した。その怠茂あ 

るai^jを、稚内クラブが橋渡しの役目を 

采たした。その除¥式が三月二十日行な 

われることになり、かねて招請を受けて 

いたところから、会貝十人、市長夫荽、 

f3族二人が代表として#.列するため十六 

U出発した。 

三月十八日、羽田から一路マニラに向 

かう。マニラ到沿午後二時二十六分。空 

港から一歩出ると空は澄み、青々とした 

木々の緑が目に映え、□本の真Sのょう。 

翌日、^川バスで一路目的地のバギオ 

市に向かう。南国の風®が窓の外を流れ 

る。行けども行けども直線道路。目的地 

の山麓までつづく。小休止の部落ではあ 

ふれるように子供たちが群がり、親しみ 

と好奇の目で眺めている。ベンゲット州 

境に来ると、バギオクラブの人たちが歓 

迎の横断蘇の下に待機している。稚内を 

中島 正久 

訪問した7ララバル副市長、カリンガン 

乎和の搭建立委員長をはじめ、市a会a 

n、夫人などに出迎えられ、レイを首に 

かけられる。クララパル副市長は、パス 

から降りた私を見て飛んで来た。Hを抱 

き合って再会を喜ぶ。 

午後二時ごろパギオ市内に入る。沿道 

は、笑顔で手を振る人たちの山である。 

この歓迎の人波は、ルイス•ラルディザ 

パル市長の命で臨時休校したためと[1Hき、 

□本では考えられない真情あふれる歓迎 

と善意に感動した。市役所庁舎に招じら 

れ、議事堂で歓迎会が催された。現大統 

領の片腕といわれるバギオ市長の歓迎の 

辞に引きつづき、稚内市長のあいさつな 

どが行なわれた。 

午後七時からパギオクラブ主催のパ— 

ティ—、引きつづきレセプションが催さ 

れる。フィリピン人は、一般に明朗で社 

交的だ。年齢ょり若く見えるのは、屈託 

がなく没々的なゆえかもしれない。反日 

感情など片鱗もii受けられない。翌日の 
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お試し戴t、たでしょうか？ 
1週間単位で- 

グングン成果の- 

ホントにT、思!^健康医療機です 
<こんなお方に-> 
■疲れをとりたい- 

■血行をよくしたい 

アメリカ生れの 
健康医療機 

正価¥150,000 (分別払の制度もあります） 

★あらゆる迚则（駔足.縄飛び•サイクリ ★スタファーは楽に泣ながら（こして、独 

ングなど）が健®によいと判ってはいて得の伸びと収縮の巡勁をノ>え、令身の血 

も、多千亡な現代人に®则をすすめること 行をよくし、細胞や筋肉（こリズミカルな 

は人変むづかしいことです。 刺激を加え、明丨丨への活力を筵います。 

お問合せは- 

■筋肉のこりをほぐしたい—— 

■神経痛の痛みをやわらげたい 

■筋肉痛の痛みをとりたい—— 

■運動の不足を補いたい- 

カイロブラクチック療法 
(脊椎矯正法)の原理を採用 

説明書進呈 
サロンの経営 

200万円の出資で、月々 

高利潤が得られます。 

※但し、地域的な制約あり 
(詳細はお問合せください） 

資料請求券 
L- 7 

米国スタファー社総発売元 

，日本スタッファー(株) 大阪市南区久左2門町33 

©(06)2H_6747〜9 

^御堂筋•道頓堀橋^ 

、北詰西側〒542 ) 

除嵇式の顺序などについて、市M、屮野、 

遠藤氏と打ち合わせる。また、^笛のよ 

うなサイレンをIfflきながら、いままでの 

一年半に及ぶ苦労話や意孜について語り 

合つた。 

三月二十日、早朝五時半に起床。十時 

からの平和の塔除嵇式に参列するため、 

ホテルを出る。バスで、ジャパニーズ• 

メモリアル公阑に建立された平和の搭に 

向かう。式典は十時から、バギオ市長、 

日本代表のテ—ブ•ヵットで厳^に行な 

われる。バギオ市Mは約一時問にわたり、 

親#と友好を^調に、日本のライオンズ 

の力で平和の搭建立が戈現したことの.S 

衣を強調された。次に稚内rlfMが日本を 

代表して演説、引きつづきiu族代表たち 

が敬度な献花を行なう。 

平和のit?は、高さ約十一一/IIの搭を中央 

に、し字型(H比のライオンズクラブを 

象徴)を形成し、中心部に観音像が安Ira 

されている斬新なもの。十五^もあろう 

かと思われる松林のなかに、南Laの熱い 

nざしを避けるようにそびえ立っている。 

バギオは戦時中、fii後の激戦地として約 

十数：力人が散ったというL地であり、こ 

こにiffが逑立されたことはまことに总^ 

がある。平和のJ:sは永久に残ることであ 

ろう。 

平和の搭除¥•式の式典は、強い太陽の 

11*!:射を浴びながら、牛後一•時盛会のうち 

•J終わった。稚内からの人たちが,id念に、 

また13族にと激戦地跡の石を拾い災める 

盗は^ぐましい。 

午後七時からのパギオ市主催の晚餐会 

に臨む。席上、稚内市とパギオ市との婶 

妹邡rlr締結の•調印が始まる。：：：小全113か 

らの参列^六十人とバギオ市閲係者が見 

へ十るなかで署名が終わり、両市長のかた 

い^-T-のあと、日比両国語によるJX言ar 

が収りかわされ、その内.；<:が発表される。 

*;|きつづき稚内7ラブとバギオ7ラブの 

姉妹クラブ締結が行なわれる。両調印式 

はこの«ほ晚餐会の花形であり、大きく 

クローズアップされた。 

しかし、凋印の形式にとらわれず、今 

後の密接なる親#交流を深めることは大 

きな課題であり、いっそうこの努力が必 

•嬰だと、瞬間、脳裘をかすめた。 

二卜 一n、未練と^trvを残し、パ 

ギオを^--lilj九時に立つ。途中、n本ボが 

上陴、さらに米¥が逆上陸したリンガエ 

ン湾で小憩する。^内は波ひとつなくf« 

のようである。ここで何人の人が敗った 

ことであろうか。^に祈りをささげる人 

もいる。^いnざしのもと、眠けを誘う 

がごとく虫の飛びかう羽昔が耳もとをか 

すめる。何んとのどかな風];1*ではなかろ 

うか。周WJに胙がる子供たちに、ガムや 

お®子などを分けてあげた。終戦時の日 

+のような、ものほしそうな餓鬼のよう 

ではない。，»かで秩序があった。 

一本の小さなあかりが、いまその光を 

結mして、太陽のごとくフィリピン•パ 

ギオに輝いたのである。このtsが日比親 

孢のかけ橋となり、椎内7ラブとバギオ 

クラブの婶妹クラブ締結が親#の突破口 

となって、□本全国にその輪を広げ、さ 

らに柬闲アジア諸国との友好と親»のき 

ずなとなって発^することを、祈るもの 

である。(北海道•稚内C •百貨店常務.49歳) 
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☆図書室☆ 

「カウラ出擊」 

森木勝（伊野C)著 

B6判 320ページ 600円 

発行所今日の話題社 

T101 來夼邯干代田区沖田駿河台2-1 

茁話 03 ( 291) 3020 

「生きて防囚の辱めを受けず」とは『戦帅 

.1111』の一節だが、現実に捕^となった人々 

の気持ちは、一体どんなであったろぅ。本 

迸は、捕mの苦悩や心の動揺を微細にとら 

え、生と死の境界を彷徨する姿をつぶさに 

描いている。 

著者は昭和十七年、ニューギニアにおけ 

る戦關で負傷し、捕mとなった。その後、 

才—ストラリアのカゥラ捕m収容所に移さ 

れる。そのカゥラの日本人キャンプに、fHJ 

を裂くような突^ラッパが嗚り??いた。手 

製の武器を手にした日木人捕mの奸起であ 

った。昭和十九ハ小八月五日午前二時のこと 

であった。 

「悔恨がひしひしと胸を噛む。こうまでし 

て死に急ぐ必嬰があるのだろうか。昨日ま 

で、わずかながらさし始めていた〈生〉へ 

の希望を、私はなぜ而咻にすてて〈死〉を 

選んだのだろうか。やはり大勢に押され、 

よろめくように〈死〉に引き込まれたので 

あろう。，^怯者•とvfわれることを恐れ 

たのであろう」 

結采は、いうまでもあるまい。死^二百 

三十七名、負lu^*五百三十名だった。無域 

な戦いだった◊死なずもがなの人々が、あ 

えて死を選んでいった。,*v^lに決Av/をつけ 

るために。 

戦後も、すでに三十ハ小になんなんとして 

いる。だが、忘れてはなるまい、幾多の悲 

刺を生んだ戦争のことは。著^が冷®な^ 

致でポ：：きつづった本”の总図はゝほかでも 

ない。再び悲惨を繰り返すまいという、ま 

さにそのことなのだから。 

十年を顧'みて思うこと 

わがクラブも十年の年輪を迎える。ボ 

ランテイアとして、またライオンとして、 

過去の足跡を反省し、たくましく将来へ 

の長期計画も立てようと思う。• 

365x10長くもあり、短くも思う。ラ 

イオンとして十年の歳月、常に地域奉仕 

を考え、楽しい例会のあり方、会員の皆 

さんとの心の触れ合いについて、生来鈍 

な頭を、縦に振り横に傾けつづけた十年 

でもあった。 

十年の思い出は、走馬燈のごとく眼前 

をかすめる。数々の苦難、楽しい思い出 

が、ほうふつとしてよみがえってくるの 

を消すことはできない。劍設以来、数多 

くの友が入会され、また、やむなく退会 

されていった友もある。転Isされたライ 

オンは、いまも元気で奉仕に情熱を燃や 

しているだろうか。ともに遊び、ともに 

語り合った友よ、健康であれと祈る。在 

辂中途にして病Mに倒れ、会员の心から 

の祈願もむなしく、在天の霊となられた 

二柱の御^に対しては、悠久の冥福をお 

祈りしてやまない。 

四季さまざまに咲きほこり、道行く人 

人にあたたかい心をもたらした路傍の草 

花も、いつのまにか私たちの周囲か*ら姿 

を消してゆく".このよラな現象と符合す 

るかのごとく、人の心もかわき切って、 

心の触れ合いも、思いやりも薄らぎ、い 

わゆるMなき衆生の味けなさのみが、広 

川崎 誠蔵 

がってゆくように思えてならない。こん 

なところへ、住みよい明るい町づくりに 

精進するわれらライオンズが、十周年,Id 

念として「緑の広場」を造営し、市民に 

探供したことは、ライオンズにして初め 

てできる知性のほとばしりではないかと 

うぬぼれている。 

幾多のアクティビティが市民から感謝 

されているが、ともすれば安易な寄付行 

為に堕する傾向なしとしない。公徳心の 

欠如、老人や幼い子を大事にしない今日 

の悲しむべき風潮も、もはや学校教育の 

みでの打開は期待できないのではなかろ 

うか。十周年記念事業として、緑と心の 

凋和を求めて「緑の広埸」を完成できた 

ことは、われわれの#怠の活動であり、 

表現でもあろう。 

ライオンズの奉仕rs動は、第三者に不 

快をもたらしてはいけない。アフター. 

サービスを忘れてはいないだろうか。横 

断歩道の黄色いボックスはからっぽ、一 

本の旗もない。そしてゴミ箱になってい 

る。公園の吸いがら入れはいつもいっぱ 

いにあふれており、りっぱなベンチは破 

損したままだ。贈〇〇ライオンズクラブ 

の文字のみが、目に痛むほどはっきり残 

つている。日本人の公徳心の欠如からく 

る現象かもしれない。 

先年、朿南アジア大会に出席してフイ 

リピンを訪れ、朝早くマニラホテル前の 

広場を散策した。銀文字でWe Serve 

と書かれたライオンズ寄贈のくずヵゴを 

のぞいてみた。捨てるべきものみな投げ 

こまれ、歩道、芝生を問わず、紙ひとつ、 

吸いがら一本もない。ほんとぅに公徳心 

が高いのに感心した。 

奉仕は金だけではない。贈るだけの自 

己満足では意味がないと思ぅ。ァクティ 

ビティのその後の追跡調査によって効果 

を^握し、アフタ—•サービスをするの 

がほんとうの奉仕に通ずると思う。 

理想と現実が思うようにならないのが、 

世の常ではある。しかし、お互いがそう 

した謙虚な気持ちを心の端に持つという 

だけでも、大きな成畏であり、とかくハ 

デハデしく見られがちなラィオンズが、 

世間に認められるW子ともなることと思 

う。これこそ、ラィオンの使命であり、 

ひとつの原点の姿ではなかろうか。 

(大阪府•茨木C •歯科医.62歳) 
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tvルヴの>m>/ メンバーの皆様からの質問にお答えします 
S 

サン.ケンロ|ヤルゼリ|粒は、なぜ安いのですか。大巾な 

コストダウンで全国販売に踏切った理由は.。 

〔答〕 
サン•ケンは健康がすぐれない人のために、安い価格で、し 

かも既存の流通機惝を使わず、「純m八ラマキ述#」を行って 
おリます。 

幾多の障菩を受けながらも、全！Eからの心強い消!?者支援を 

.受け、このil#を広めております。本年も引きつづき一人で 
も多くの方にお役に立ちたいと心から願っております。 

蜜源が豊窑で、しかも公害のない柬南アジアのサン.ケン戔 

蜂[11では、採乳から商品化まで全て一Trした自社管理を行っ 
ております。その結果大巾な中問経ftの節減に成功しました。 

〔問〕生の口—ヤルゼリ—と粒剤との品質の違いはありませ 

んか。 
〔答〕オンタリオ大学のスミス氏の実験デ—夕から、ブラス 

2度の状態で保存して2年11、マイナス18度では数年間は変 

化しない。ま.た、真空内で凍結乾燥させた新鮮口—ヤルゼリ 

Iは粒剤状態，で、十数年間貯蔵しても何等効力が低下しない。 
サン•ケンロ—ヤルゼリ—粒は、マイナス40度の真空状態で 

新鮮なローヤルゼリ—を凍結乾燥させたものです。H本でも 

数少ない真空凍結乾燥装置を使用しておリます。 

〔問〕副作用の心配はありませんか。 
〔筌〕サン•ケンロ—ヤルゼリ—粒は、自然贪品をそのまま 

粒剤にしたものですから副作用はございません。経営者、サ 

ラリ—マン•中年すぎの方、幼少児、老若男女を問わず、健 
康管理に自信を持っておすすめいたします。 

■資料請求 
口—ヤルゼリ—を詳しくお知リになりたい方は、ハガキに 

「資料^求•ライオンズ7月号で見た」と忠いてサン.ケン 

までお申込み下さい。 

口—ヤルゼリ—総合企業 

製造元顯サン♦ケン株式会社 
代表取締役徳永憲二郎(東京愛宕山L.C) 

東京都千代田区飯田橋一〜七〜四 
tej(03)26412671(ft) 



海外旅行をされる方(会員に限り 

ます)には、当店でカラーフィルム 
30本を無料にて差上げます。 

但し御帰国後の現像焼付は当店に 

てさせていただきます。 

•地方の方も結構です。 
•くわしくは説明書をお送りします。 



安達太良山を望む地に建つ光太郎直筆の碑 

ライオンズス^国 

青い空の下の獅子たち 

福島県 智恵子は遠くを見ながら言ふ。 

阿多多羅山の山の上に 

毎日出てゐる青い空が 

智患子のほんとの空だといふ。 

中通り地方 

ナ—である。E—四地区ガバナーとして 

一九六七—八年にかけて文字通り獅子衍 

迅の活躍があった。}li北六煨を隅から隅 

まで行脚し、今日の)«北ライオンズ興隆 

の礎を固めたのはこの人である。大型な 

体の中から 

mn次々と新しい 

g構想を作り出 

高しては、これ 

を確灾に火行 

に移した。学識も豊かで、その言梁は多 

くの人々を魅了した。ことにその美街が 

Mになびく時、まさにライオンの名にふ 

さわしい。高槻正男は歯科医として県の 

歯科医師会長も勤め、福島クラブの生み 

の親として、県下最初のクラブ誕生に朿 

奔西走した。デビユテイ•ガパナ—を勁 

め、今、クラブ長老としても大きな存在 

だ。歳七十を越して誠に52鑠、ある会員 

の息女をして 

I 福島クラブ中 

嘉随一の魅力あ 
刀一 

渡る男性とたた 

えさせたるも 

またむベなるかなである。渡辺嘉久Iも 

また忘れられない存在。デビュテイ•ガ 

パナ—を勁め、福島中央テレビをはじめ、 

多くの小^に励み、そのすべてを成功に 

染いている。往炸のロパート•テーラI 

そのままの荧男子として元気である。画 

{泉としてその才は鋭く、多くの評論家を 

して感唢させたのは記協に新しい。大村 

健治は大和タクシーの社畏として市経済 

界の第一線にあり、菅原登は経営するス 

—パー•マーヶットを來北有数の大型店 

舖として完成させた。小池仙吉、尾越竜 

太郎は小野ガバナ—時代の両腕として活 

跗し、現会長、次期会長としてクラブの 

$鎖的存在である。 

福島中央クラブは、福岛クラブから二 

十七名が移籍メンバ—となり、結成され 

た。県下第二の大型クラブである。初代 

会長中村弥之 

吉助は故人とな 
跡ったが、クラ 

^ブ結成にあく 

なき情熱を投 

入し、病中一九六六年見事にこれをなし 

とげ、その成采を見て生涯を閉じた。ラ 

ィオンズに生きラィオンズに死した男で 

あった。『将耶晄に死す』の一文は前述 

の渡辺嘉久一が贈った名文のJSであった。 

大槻五郎はE -八地区の委M長を勤め、 

佐藤藤記、猪本実、斉藤善夫、加藤政夫、 

渡辺亦吉と歴代会Kはすべて市経済界の 

大御所的存在として特記されるクラブで 

ある。小関芳晁、猪股三郎、丹治弘、渡 

部昇と医師の多いのも、クラブがいかに 

無医地区に対するアクティビティを心が 

けてぃるかを物沾ってぃる。芦田亀太郎 

のサボテン育成は 一ilに値する。平并庄 

兵衛は卸団地協MIL合の理屯長である。 

福島クラブ 

mで筆頭にあげ 

|なければなら 

dないのは、小 

野顕理元ガバ 

今は故人となった商名な詩人、萵村光 

太郎の「あどけない話」と題した詩の一 

節である。福島®;をテーマにした名詩の 

ひとつでもある。 

詩の一節の中にあるょうに晴れわたっ 

た青空が、智患子のいう「ほんとの空」 

で私たちをなぐさめてくれる。真青な空 

の下で、社会奉仕にその一身を傾けてい 

るラィオンの横顔を、これから綴ってゆ 

くが、限定された紙面、その全貌を記す 

ことは不可能である。その点ご了承を顶 

きたい。 

さて、福島県は三つの地方に大別され 

る。〃中通り地方，といって東北本線の 

沿線地方、•会津地方，と称される会滞 

若松盆地を中心とした地方、あとのひと 

つが黒潮おどる太平洋に面した"浜通り 

地方，。便宜上この一文もJr一一つの地说 

に分けてgfを進めてゆきたいと思う" 

47 



_ 福島飯坂ク 

規ラブは、故人 

とな。i 
翻-分嘉米吉 

を中心に結成 

されたクラブ。今日において酒井原恭蔵 

の名を忘れるわけにはゆかない。第二代 

の会長として、今日のクラブのgハ降の礎 

を固めた人でもある。目F、飯坂温泉ホ 

テル社Mで、/—ン•チヱアマンや地区 

の委Mとしてrswl!した。吉川誠次、第四 

代会畏としてそのSH々たる人問味で多く 

の人々を惹きつけた。ゴルフ、麻雀にか 

けては一級,,»*,である。坝会長宮島久は写 

萬館の社k、人相撲さながらの偉大なる 

汴軀の持ち主、清野市次は股d術の大家 

とtて名高い。 

川俣クラブ。南大作は初代会挎として 

縦横の^きの中にこのクラブをまとめあ 

げ、さらにゾーン•チエアマンを歴任し 

た。目ドドルショックのK織物業界の最 

卨迓任者として、その手腕力^は卨くMf 

価されている。五十嵐常三郎、大泉吉三 

_ もこの町の义 

一茬化人として名 

一 Jilif?、五十嵐 

石は町会,Akの 

d ®職にある。 

大橋秀実は南会'kの?IB佐役としてその1K 

KをへJ-.ぅし、後になって今日の川俣クラ 

ブの礎を固めた。 

二本松クラブは、高村光太郎の「宵llr心 

子抄」「二本松少年隊」の忠誠、秀rfi 

遂太良山で名“：1:ぃ町でぁる。石川信義は 

現二木松市；；：Kでもある。昔、全Wから選 

抜された青少年を引率して雖欧、丄た德、 

その地の公徳心が高いことに^目、ラィ 

オンズクラブの必要を感じ、自ら率先-L 

て7ラブを結成した。三浦一郎、初代会 

ft、地区委員を経歴「安達高原そば」の 

社ft、味も満点、一度ご*it味頂きたいも 

のである。高棰兵I。クラブの例会に自 

らの店を臨時休業して投供したほどのtff 

熱の持ち主。平館友治、ゾーン•チュァ 

マンの任務を遂行、写真館の社長で冒頭 

の写真も氏の作品である。斉藤力弥、地 

方きっての名家の主人、清酒「奥の松」 

「沢泉」の看板を背負っている。サボテ 

ンを作らせたら腕はブロ級である。斉藤 

I男、毎朝四時に起床、家業の新!i'rl配述、 

クラブ幹率、ゾーン幹事を勤め、組織、 

会则に通じているm下の第一人者。 

梁川クラブ、初代会長小野誠Iは元W 

捅、佐藤行雄はメリヤス業界の第一人者、 

加えて中央競馬会の馬主としてその方の 

卞情に詳しい。 

本宮クラブは、福島7ラブの大平恭三 

が®員長として作ったクラブで「蛇の体 

牡丹®」のある地として名高い町である。 

岩渕七郎は初代会長としてこのとりまと 

めに尽力、内科医である。増子I郎は初 

代幹事としてその性格は明朗®it、どん 

な問題でも一発にして解決するといぅ大 

人物で、剑立当畤の会長をよく補佐した 

ことで有名。現在、增子タクシーの社玆 

でもある。*»E報配^をハィヤ—会社で兼 

業するというアイデアを生んだことで私 

たちを、一览させた。 

保原クラブ。保原町は福島市を北^に 

十キ。の所にある町である。初代会長石川 

善吉を中心にまとまつたクラブであり、 

石川は当地の’名産の真綿の製造工場の社 

提である。現会長佐藤治司はメリヤスX 

JI 埸の社長であ ¥お.で''^ 

_ 
る。i}i幹卞の 

松田則保は、 

仙林寺の1WIH 

として7ラブ 

屯業と本業の僧とのかけもち、その多忙 

さは推測できる。 

郡山クラブ。烘下でも有数の一大.し龙 

都市。クラブも古くから存在し、それだ 

けメンバーも多士済々である®したがつ 

てここは代表的な人物をJdしたい。渡辺 

秋蔵は福岛県のラィォンズの代表的人物 

のひとり◊郡山クラブ会^。ゾーン•チ 

一 

エアマン、デ 

ビュテイ•ガ 

パナ—を歴任、 

「ライオンズ 

W神とは,J-え 

られた任務を忠に^行すること」との 

名言を発して小野元ガパナ—をぅならせ 

た大人物である。その名は政治^として 

名尚く、目下郡山ni,^会nj£長の悲職にあ 

る。顔も広く彼の一言によって邵山開成 

クラブが生まれたエビソードも残つてい 

る。渡辺信雄は会ft、地K委M長を経て 

デビュティ•ガパナーを^めた"渡辺秋 

藏をよくffli佐し、郡111地K{:おいても屯 

®な人物のひとりである。^在、マルキ 

夕7シー社長と一^て^下のタクシー怎界 

の指淖的立埸にある人でもある。阿久津 

善治、県下のライオンズでも数少ない文 

化人のひとり、歌人として耵名で|)1]1[|夕 

韩の高弟、歌誌「ヶルン」の代表.者だ。 

目下福島Ha小文学Kの企®委员、福岛毋3 

術义化委员会の代表のひとりでもある*〇 

地区委捋長時代に「職戈分類一览」を作 

成し、今日«棗視されている屯灾は、い 

かに彼がラィオンズマンとして適格であ 

るかを物ぷっている。次期地区会計の:® 

要ポストが彼を待っているが彼なら大丈 

夫"その任を全うすることだろう。柏木 

正治の帥頭指揮ぶりも忘れられない。■ 

郡山中央クラブは、佐藤弁吉の名が見 

える。彼は会長、ゾーン•チュアマンを 

経て一九六七年度E -八地区のデビュテ 

ィ•ガバナーに就任、多彩な活Mをした。 

光和商会の社長として健康に密着したm* 

を常み、その方面でも社会奉仕の信念に 

燃えている。加藤輝彦も会長としてffi^ 

した。加#歯科の院長として日々多忙で 

ある。成田幸Iは、四代目会長として活 

蹣した。郡山vli気株式会社の社長であり、 

のちゾーン•チヱアマン、さらに明年度 

は、渡辺秋蔵ガパナーの下に、女房役の 
キャビネット幹*pという職责を背負うこ 

とになつている。 

郡山開成クラブは、郡山市における第 

三番Eのクラブである。結成後二年とい 

うところだが、115途明るいクラブである。 

会J-<の高橋堯は郡山市役所の助役。会畏 

としては異色の職業だが、その多忙さの 

なかで初代、二代と会長職を遂行してい 

るのはffえられて良い。幹事の佐藤賢| 

はこれまた郡山市役所の監夼委員という 

職を背負-•■>ている。 

須賀川クラブは、県内でも名門クラブ 

のひとつである。初代会長の池田義隆は 
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まだ三十代の若さで会：：：Kに就任、帅頭に 

立ってこのクラブを育てあげた。池田外 

科病院の院長でもある。のちにゾーン• 

チヱアマンや地区委员長を®めた人で、 

現在はクラブの大御所的存在である。印 

南修六は歯科医。ライオンズを愛するこ 

とにかけてこの人は第一人者だ。ある会 

aで無WIで会aを開いた時、この人ひと 

りが制«を着用し続けたことがあり、^ 

者は感激した。信念の人でもある。会•長 

を勤め、現在は調停委员、デビユティ. 

ガバナIとして活躍中である。車田俊春 

も忘れられない人だ。池田会長を補佐し 

て一九六四年四月、クラブを結成。そ•の 

後、一九六八年に会長になった人だが、 

ライオンズの生きた字苑である。彼の作 

つたテキストの数々は、ガバナーからrr 

資を受け、各クラブに配付され、多くの 

方々の参考書となっている。会長、ゾー 

ン•チヱアマ 

ー ンを経てキャ 

搞ビネット参与 

池となり、この 

時書きあげた 

のがrlij述の 一^である。目T、交通事故 

にょって療赉を続けているが、一日も早 

い全快を祈ってやまない。 

白河クラブは結成五周苹を経た。そし 

て国際会長からクラブ表彰を受けるまで 

に発展した。現会長の渡辺薫は外科医、 

ゾーン•チHアマンの池田亮|は内科医、 

四代会畏鈴木豊二も整形外科医といぅの 

も珍しい。池田TV:儿一は台北ラィオンズ7 

ラブとの姉妹提携の準備のため、十数回 

訪台した。鈴木.?5二はこの姉妹提携で、何 

応欽将軍とメーン•テ—ブルで堂々とS 

し合ったといぅ話がある。成井五郎は次 

期ゾ—ン•チHアマンとして就任の予定0 

石川クラブの初代会長掛田博は、産：t 

人科医として日常多忙のなかにあって、 

クラブを結成した。人格者として高名な 

人だったが、今は故人となった。現会長 

鈴木行雄は印刷業を営んでいる。幹事の 

曽根文彦は石川町にあって「夕刊石川」 

の社長というジャーナリストでもある。 

郡山と水戸を結ぶ水郡線の一都市として、 

付近に神経痛、リューマチに日本一効く 

という母畑温泉がある。 

小野町クラブ小！gfiHIは郡山といわき 

を結ぶ磐M朿線上にある。このクラブで 

いちばん先に頭上に浮かぶのは、初代会 

長鈴木忠勝であろう。ラィオンズに明け、 

ラィオンズに释れるという日常であった。 

このクラブの発Mに多大な協力をfrなっ 

た。石材加工業という当地より産出され 

る石材を一手に引き受けてのかたわら、 

会長二期、地区PR委員とは頭のrがる 

Sいである。現会長鲸岡達郎は酒店の社 

長。幹事の中村正男は呉服店主として、 

この町の経済界の有カメンバ—でもあろ。 

会津地方 

会津若松ク 

ラブ。この地 

はかつてキャ 

ビネット1i伤 

局が存在した。 

会津若松といえば、白虎隊で有名になつ 

た「会津士魂」の後継者たちの一群がラ 

イオンズを形成している。星野俊八郎は 

その代表的存在であろう。E-八地区ガ 

バナ—と1:て、 

一九ヒ〇—七 

一年をラィオ 

シズ.の興降に 

一身を棒げた 

ことはjd捻に新しい。太つ股な中に人の 

总兑をよく取り人れ、人に接する暖かな 

心、この生来のすぐれた入格が、あの会 

淨の牢次大会を成功させたものであろう。 

小野祐護というすぐnた衿^を得て、®- 

大任柊をii-J^に遂行した。小野は現在、 

会MをJliねてキャビネット参与という職 

•Jある。小野には漢掎を作る文芸的な魅 

力ももっている。宮森啓治は会長、ゾー 

ン•チヱアマン、デビュティ•ガパナ— 

をも勁めあげた人である。「宮泉Jとい 

うil«i造りの社Mで、よく7/*巻の潜をひも 

とく。高橋耕三、^北ボード、開発ボ丨 

ド加工という二会nの社Mを兼ね、一九 

L一年にはデビュテ ガパナ—として 

の(H-伤を采たした。大人とはこの人のた 

めにある言染であろうか。「会^士魂」 

は絶えない。迚綿としてこの人たちに受 

けつがれていた。 

STE 刀 EOTJHOTO scurT3TUFRE 

•説明li呈 
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e.as 
銀座店 中央区銀座7 —13— 4 «542-3501 
大手町店 千代田区大手町ビル1階ST212-0501 

ゴルフ会員権 つて満足 
つて安心 

して秋山の名は忘れ得ない。矢吹正孝は 

内科Kとして高名。秋山の志をついで二 

代0会長としてよくその任を果たした。 

小川瀞也は内臓外科Kとしての権威、会 

長の任を采たしている。 

会津坂下クラブ。このクラブからは広 

田晋六の名が浮かぶ。会津若松クラブに 

入会し、ラィオニズムの研究に没入、移 

籍してこの地に芽を出させた大功労者で 

ある。二代目会長小野芳明も大人物だ。 

朝日建設社ttとして®一線に働いて、社 

会奉任にもW頭に立つ人である。現会K 

は物江政善。幹琪は小沢隆。共に7ラブ 

での大黒柱的存在である。 

会津喜多方クラブ。初代会長の成瀨完 

爾は当地に産：g人科を営んでおり、加え 

て市の教育委員長のm貴にある。喜多方 

クラブの結成にはこの人の努力が大きく 

働いた。現会長伊東仁Iは設計士。幹事 

佐藤真は歯科医。 

会津高田クラブ。坂内鹿造が初代、二 

代と会長を続けた。坂内薬店の社長であ 

る。若さあふれるクラブであり、洋々た 

る将来を期待したい。 

浜通り地方 

』 いわきクラ 

門ブ。このクラ 
民 

井ブも福岛県で 
根 

真は古いクラブ 

_ である。どこ 
のクラブのチヤーター•ナイトに行って 

も、必ず出あう人に真根井民門がいる。 

ライオンズを心より愛して、自己の人生 

をラィオンズに傾けている人である。人 

格円満、好々人物である。幹事、会長を 

®jめ地区委員、ゾーン•チュアマンを®J 

め、まさに完成したラィオンである。根 

本恒はでっぶり太った大人物で、目下、 

病院の事務長。会長、ゾーン•チェアマ 

ンを勤めた。鷲広次は、六十という年齢 

に見えない若さである。黒々とした髮、 

若さあふれる言動、この人に逢えば必ず 

若さをとりかえすことができるというの 

も、魅力のひとつかもしれない。 

原町クラブは福岛、川俣ほか七クラブ 

が共同で、前述川俣クラブの南ゾーン• 

チヱアマンの努力によって生まれた。福 

島県は太平洋側に「いわきクラブ」ひと 

つという弱点があったが、このクラブの 

出現によって解決の第一歩を印した。現 

会長の小野田英雄は医療法人小野田医院 

の院長として内、外、小児科、整形外科 

の第一人者である。幹事石川周覚は泉龍 

寺という真言宗の僧。目下NHKの「国 

盗り物語」の騎馬隊のロケーション地と 

しても名高く、年に一度の相馬野馬追い 

の行事は全国にその名を智かせている。 

いわき小名浜クラブは、県内で一番新 

しいクラブ。会.kの会川六郎はVII気エ>IV 

龙を常んでいる。阿部力は幹事としてク 

ラブの巡常に、これを助けて丹勇太郎が 

会計を取りしきっている。阿部は保険代 

埋業を、丹はカメラ店を経常している。 

このクラブはこれからが勝負といえよう。 

浜通りにクラブ数が少ない福.W姑のライ 

オンズはこのクラブの前途が、そのまま 

未来につらなることを、多くのライオン 

ひとりひとりが，r-l党している。 

Sた。自ら 

昭和四十三年に移籍をもってこのクラブ 

を結成した努力の人でもある。第十七回 

年次大会には、率先してこの大会の委M 

•kとして大会を成功させた。吉川景亮、 

森と同様若松クラブより移箝、現在、朿 

山fi泉の最萵設備を誇る束山グランドホ B テルの社長で 

gひぁとしる。鎌田 

|式、福島民 

秋報記者からの 

ちにレストハ 

ウスの社畏となった。年次大会の式典の 

设任者としてまさにライオンズの生き字 

*71き的存在でもある。阿部良治もこの7 

ラブのアイデアマンとして、数々の行^ 

を遂行してきたことを特記しておきたい。 

現在、産婦人科医として活躍している。 

会津若松葵クラブの秋田耕輝は、迚続 

四期会ft在任とはis重である。それだけ 

にメンバーの信任も/,/い。率先飛範型の 

紳士で、0らチャーター•ナイトの衆内 

状を、名古Mでの來南アジア大会で配付 

していたあの姿は忘れられない。 

猪苗代クラブ。一世の名医、野口英世 

を生んだ土地であるだけに、社会奉仕に 

対する信念もまた),/い。初代会M秋山仁 

市は、秋山木材株式会社の中にクラブ诉 

務局を設け、この地にクラブを結成した。 

それ以来、この地にライオニズムは育つ 

た。その意味においても、パイオニアと 

会津若松鶴 

城クラブの森 

武。会滓若松 

市役所助役を 

勤めた。自ら 
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ECK MACGREGOR 

正統なもの。この響が私を揺する。 
皇帝たちも熱愛したという、クルノぐジエー0 

そのナポレオンと、VSOPo 

ブランデーの敁從級,V,コニャック。中でも 

クルノ々'ジエーのナポレオンは正統な水もの 

として此界の通人迮に称えられています。 

力》つてエマヌエル.クルパ、ジエーがこの英i内 

をナポレオン•;!.帝に搾げたという確かな 

史実と、古き傀き時代の愛と魂を秘める 

ナポレオンとVSOPo今W、琥珀色の帝 

国を訪ねません力*。グラスに立ちあがる 

以潤な矜りが、あなたの心を描すります。 

•コニャックとはフランス•コニャック地ノゾ 

座:のブランデーのみにリ•えられる名。優れ 

たぶどうとttmでつくられる、扯必級品。 

Q本総代理W 
コールドベック*7ックグレガー•エンド•カム/ヒー•リミテッド 

ナポレオンのクルノぐジエー。 

贈物にも、どうぞ； 
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ライオンと呼ばるる人——① 

小国博之 
HIROYUKI OGUNI 

撮影/藤谷伊一郎 



ブラウンがライターを変えた0 
衝撃のマクトロン方式。 
世界で初めて《電磁ライター》の小型化に成功。 
理想の着火システムといわれながら、どうじrもづ禮化できなかった電磁式。ブラウンは、ついにこの厚い壁を破り 

ました。その名も〈マクトロン〉。半永久的な耐久性。静かで確実な着火。機能性の追求から生まれた横開きシステ 

ム。硬度の高い特殊鋼を使ったボディー…。みごとな技術とデザインがつくり出したドイツ•ブラウンの誇りです。 

人をつけるフラウン 

BRNun 
ブラウンエレクトリックジャパン株式会社 



ライオンと呼ばるる人——① 

小国博之プロフィル 

1904ィ「3月29日生まれ 

〈現職〉小国病院院M 

〈ライオン歴〉 

姫路7ラブ.チャーター.メンバー 

1956ィf•〜1957年会長 

1965勺:〜1966くド W- 6地(Kガバナー 

100%ガバナーff メルビン•ジョンズm 
1972/中:〜1973年国際理事 

共に喜び 

共に悲しむ 

4塚竚対 

一九六六年四月、W-六地区年次大 

会における当時の小国博之ガパナーの 

;-涙共に下る年次報告は、いまも鮮か 

に私の脳坂にやきついている。 

思えば小国ガバナーのお伴をして、 

交互に逆転しながら、当時の地区内六 

十八クラブ、距離にして約一万キ。、不 

可能ではないかと思われた公式訪問を 

全部ili独訪問されたのである。それに、 

北海道、九州と飛んだガバナ—協議会。 

ごまかしのない几帳面な性格と責任感 

の強さから、それぞれのクラブの特徴 

と歴史を正確に熟知され、適確にして 

周到なスビ—チの原稿を常に用意され 

ていたのである。 

あの年次報告は、奉仕に徹した一年 

というより、何か人間が目標に向って 

全力をつくしたあとの清々しさ、その 

ブロセスにおける多くの方々の友情、 

それやこれやの思いが、一年の集大成 

というべき年次大会の場で出た小国ガ 

パナーの感慨であり、私の感慨であっ 

たと思う。 

それから数年、時の流れは小国先生 

(私は二十年近くこう呼んでいるので恶し 

からず)を国際理事に押しあげてしま 

った。全クラブをあげて推薦したこと 

はもちろんだが、私自身は正直言って 

何らかの不安を持っていたことも事実 

である。そのひとつは健康に閲するこ 

とであり(取実、国際理事就任以来、完 

全に健^な先生を見たことがない)、いま 

ひとつは、国際理事などという役職は 

いくら政治、経済に関係ないライオン 

ズといっても、何らかの泥をかぶらね 

ばならぬのではないか、育ちの良さと 

無類の清潔さで、はたしてその役職に 

耐え得られるであろうか、私どもの手 

から遠く離れてしまった役職に閲する 

不安である。 

前者の健康に閲する不安はいまも変 

わりないし、私どもは何らすベなく、 

ご健康を祈っているよりほか仕方がな 

いのであるが、後者に関しては、まっ 

たく杞薆に終わったようである。先生 

本来のョーロッパ的思考方法と生活様 

式は、そのまま国際的に通用するもの 

であり、それが業銥につながったので 

はないかと思える。と同時に、その人 

柄を心よく受け入れてくれたライオン 

ズクラブ自体も、私どもを失望させな 

かったのである。 

ライオンズ7ラブの本質をどう把M 

するかは、人によって自由だと考えて 

いるが、私はそのゥヱイトを友情にお 

いている。私と小国先生との交友も二 

十年近くになる。ライオンズクラブと 

いう媒体がなければ#に中学の先浓、 

後浓という以外に何のかかわりもない 

のである。文字どおり、道徳綱領にい 

う手段としてでなく、目的としての友 

怡が続いているものと信じている。 

考えてみれば、私が火災にあった時、 

おやじが死んだ時、私が家を建てた時、 

嬉しかった時、悲しかった時、常に小 

国先生か奥さんの、共に喜こび、U:ハに 

悲しんで下さった温顔がそこにあった 

ょうな気がする。また、奥さんのお手 

料理を何度いただいたことか。それは 

私にとって人を招じ、人にお祝いをし、 

不幸を共に悲しむ、あらゆる場合のこ 

れが萬心だということを常に教わって 

きたょうな気がする。 

私は小国先生から多くのことを学ん 

だが、お返しする何物もなく、かえっ 

てパー遊びのお伴をさせて(誘えばい 

つでも-ーコニnついて来られます)、先生 

にも奥さんにもご迷惑をおかけしたの 

ではないかと思っている。飲めもしな 

い先生が、こんな時つきあって下さっ 

た理由は、私たち若い者に対する配磁 

以外の何物でもない。その莧容さに甘 

えて、しばしば失礼なことがあったと 

思うが、この際お許しいただき、国際 

理事の任期が終われば、私はまた先生 

を誘って飲みにゆきたいと考えている。 

(兵庫県•姫路C) 
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承ぐ® て 

ホスト.加藤嘉雄 ゲスト•本多静雄 

(名古wmc •ライオン誌AV門委ii) (名古圮南C •元E-2地IKガバナー） 

〈ホスト前白〉私はジャ—ナリズムの世界 

で、これまでの生涯を過ごしてきた。その間 

いちばん心にかかって重荷になっていること 

は、太平洋戦争のことである。いまでも世界 

のうちで戦争は絶えないが、日本が主役にな 
って演じたこの戦争の傷痕は、いまだに大き 

な社会の混迷となってあとをひいている。日 

本の将来はどうなるであろうかと考えると、 

安らかではいられなくなるリ 

戦争を再びしてはならない。世界に莫の平 

和を呼びもどさなくてはならない。ライオン 

ズクラブは幾多の道徳網領をかかげてはいる 

が、そのなかで平和網領ほど大きな意義ある 

ものはないと思われる。世界の人々の間に相 

互理解の精神をつちかい、発展させる。その 

ための友情、親善、融和を深めることに努力 

するという平和網領ほど、大切なものはない。 

私がライオンズクラブにひかれる最大の理 

由はここにあるりおそらく、多くのメンバ— 

も同様であろう。私がここに推奨するL本多 

静雄は、そのような気持ちを強く持ちつづけ 

ているたのもしいライオンである” 

彼は遲信省の役人から、戦後名古屋に日本 

電話施設株式会社を剣設し、社長となり、そ 

の事業を大成した。専門の弱電に関するもの 

以外、宗教、哲学、文学の素養と学問が深い 

うえ、古陶器の鑑識や収集では、その名を日 

本全国にとどろかしている。 

彼は敗戦以来、考えるところあって、いま 

だにネクタイをしめたことがない"このノ— 

ネクタイ(苦力の姿)には、彼の悲願がこめ 

られている。人類に平和をと、彼のおだやか 

なひとみは語っている。彼は偉大なコスモポ 

リタンで、登富な人間像を持ち、真にライオ 

ンと呼ぶにふさわしい人物である。ここに断 

片的ながら、L本多のことばをお伝えするこ 

とにする。 

二階から目薬ではダメ 

加藤ライオンズ7ラブのことについ 

て、ご怠見を承りたいと思いますが、 

「ライオンズの曲り角」といわれるのは、 

マンネリズムと形式主義におちいりやす 

いことへの警告ではないでしょうか。ま 

た「ライオンズの原点にかえれ」と叫ば 

れるのは、ライオンズの形骸化すること 

を避けて、JW実にマッチした、生き生き 

とした歩みをつづけるべきではないかと 

いう叫びとも考えられますが、いかがお 

考えでしょうか。 

本多ライオンズが社会奉仕の団体で 

あるという認識はだれも持っていると思 

うんですが、私が税実に即して考えてい 

ることは、脱アメリカだと思うんです。 

あまりにアメリカのis訳主義的に、アメ 

リカの感情でやらずに、それぞれの国の 

特色のあるライオンの生き方、やり方が 

あっていいんではないか。それには国際 

的であっても、ちっとも差しつかえない。 

むしろ№1際的に働かなければいけない。 

例会の持ち方にしても、アメリカ的で 

ない□本人的なもの、あるいは世界的な 

ものを中心として、その部分としての日 

木というものを^えていった方が、生き 

方として日木人らしい、生き生きとした 

ものになりはしないかと思うんです。 

それからもうひとつ、大いにアクテイ 

ビティをやらなきゃならんのはもちろん 

だけれども、やっぱり質の問題と量の問 

逝というのがあって、aにおいては私は 

必ずしもこれで少ないとは思わない。質 
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*二号(再版) 

「ライオンズの原点」 

新^判ニニ八頁四〇〇円- 

第三号 

「私はラィオンズI年生」 
新^判二じ二H四E〇円 

送料が大幅にM上げされましたので、 

なるべくクラブでまとめて一括お申し込 

み恥います。一部ご注文の場合は送料を 

負111していただきます。 

なお、If饬の烦雑をさけるため、iw品 

発送後に請求^をお送りいたしますので、 

その節はお¥-目にご送金願います。 

〈申込先〉 
|丁 一 G:.4il!r小都中央K日本橋 

三—十三—一 
油脂エ龙会館三階 

〇二(二七一)七〇六四〜E 

ライオン誌1H本i/Lop版^務所 
「ライオンズ文电J係 

においては落ちるところが出てきたと思 

う。.それで、脱落者も出るわけです。せ 

っがくグラブにはいったのにドロップす 

るということは非常に残念だ◊質の恶い 

人がはいっているからといって、これを 

排除するという運#をやるのも適Wでは 

ない。むしろ、お互いに切磋琢磨して、 

お互いが自分の自転連動として、ライオ 

ンズ全体の素質を上げてゆく、そういう 

気分にもってゆくという運動がもっとあ 

っても差しつかえないと思うんです。 

そういう点で、おれはライオンだ、大 

いに社会に对して恩忠を施すぞ、という 

感党でものをやるというより、，□分身 

に対してもう一遍^えるという反«がな 

ければならん。お互いに向上述®Iをやる。 

十万人が十万人に対するリフレクション 

連動、内部的連®Iをやらなければいけな 

い。それから外部の方には、インドの救 

ライにしろ、フィリピンの問Mにしろ、 

もう少し海外援助をやるべきではなかろ 

うか。 

それから、心身障害者、1*人に対する 

福祉、リハビリテ—シヨンもみんなやっ 

ていますね。+'分でないことはわかって 

いるけど、二階から目薬みたいなことを 

言ってもアカンと思う。{呂城まり子が、 

ねむの木学阑を献身的にやっていますわ。 

舞台よりも一生懸命ですよ。これといえ 

ども、今後はだんだんヵネも出るように 

なってくる。 

マンネリズムでアクティビティをやら 

んでもいいではないか。われわれライオ 

ンズが簪绳をたたいたものだから、それ 

にのつかって世の中がそこに流れてきた 

が、今從はほかの方で、それだけの创总 

工夫なりを持たなきゃいかんという感じ 

がしますね。 

加藤それはごもっともですね。ライ 

オンズでは、政党宗派の論識をすること 

をタブーにしている。それはそれなりの 

Fli由があるからでしょうが、この問題に 

ついてはいかがでしょうか。 

本多アメリカのように、共和党と民 

主党とふたつに分かれているところでは、 

政党政派を論ずるとライオンズそのもの 

が仲びなくなる。宗教的な対立のある国 

柄では、これまた分裂をきたすという削 

設以来の7ラブ運営の知忠ですな。日本 

では選挙ということになるわけですが、 

クラブとして、ライオンズの会員がこの 

タブーに閲与するのは、やっぱり先人の 

知思を無視することでやめた方がいい。 

ただ、老人ホームを訪問する、そこへ 

もっと設備をよくしてくれということは、 

一方から言えば市長なり県知事が、そう 

いうことに力を入れていないという一種 

の批判でもある。 

そういう意味で、もっと老人ホー厶を 

しっかりやってくれ、あるいは公害をな 

くしてくれ、ここに道路をつけてくれ、 

こういう収締りは困るという地域社会の 

行政的な、具休.的なことにライオンズ自 

身が発言するのは、ちっとも差しつかえ 

ない。それがむしろ欠けていると思いま 

すね。アクティビティとして、そういう 

ことをやつたらいい。 

現にこの矢作川(三河地内)の水が汚 

くなつた。この辺は陶器をやっているの 

で陶土だとか、陶石だとか、珪砂がたく 

さん出るんです。そいつを洗うものたか 

ら、水が•作くなっちゃう。S田の工場か 

らも多少出るんですがね。それで矢作川 

にアユが住まなくなったから、アユの住 

む川にしようと、矢作川水質協議会がで 

きたわけです。この問もライオンズの迚 

中に、これをもっと排進しようじやない 

かとアジ演説をやったんですがね。 

ぼくのレジスタンスです 

加藤ところで、桜のシ—ズンになる 

と名古m•名物のようになっているこのご 

邸内での各界各層の方々を招いてのパ— 

ティ—は、仏教でいう最高の徳目の布施 

の行をしておられるように私は感心して 

おるんです。これをお始めになった動機 

をお活し願いたいと思うんですが。 

本多ちょうど昭和二十九年に、猿投 

古窯の発見、発堀があって、たくさん破 

片が出てきたのを私の家に持ってきた。 

そうしたら、みんながそれを伝えIU]いて、 

見にくるわけです。初め専門家なり、少 

数の人の来られるのはよかったが、その 

たびに出さなきゃならんわけですね、破 

片を。それと、見たいといって特別に来 

られる人はいいけれども、ただ好奇心か、 

自分の余技で、楽しみで見たいといって 

も、私のところまで電話かけてきて、こ 

ういう者だが破片を見せてくれというま 

での人は、よほどの人なんです。そこま 

でいかん人がたくさんいるわけだ。 

それで、一年に一遍みなさんに見ても 

らう日をつくろうじやないかということ 

になって、陶器の鑑賞を主にして、邸内 
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(昭和48年6月才ープン） 高级 

◊貫 

◊建物概要 
◊主な付帯設備 

鉄筋コンクリート造7階建全56戸 
台所設備、大型ガス沿わかし器、（台所、浴室、 
浴槽、シャワー、洗面所に袷梁）洋式トイレ、 
暖聞（コンベクター2力所に設$)冷房（セ 
パレートタイプ設$可能)诹話各戸配線ずみ、 
テレビ共同アンテナ各戸配線ずみ、エレべ一 
夕一 9人乗1基、駐車場12台収容 

料 47,000〜107,000円 

標準室5〜6万円台共益赀4,000 A 
◊標準室2 L.D.K. 

居住部分 59.88m2 
ベルコニー 8.10m2 

計 67.98m2 

練馬区S玉中3—12—1 

西武池袋線、練馬駅から歩10分 
豊玉中3 丁目バス停すぐ前 
マンションすぐ前のバス停〜中野駅20分 
マンシヨン歩4分のバス停〜窃円寺駅15分ノ 

お申しこみ.お問いあわせ先 

東武百貨店 
ハウジングセンター8階 

東京都豊島区西池袋丨丁目丨番 
TEL(98I )221 I 内線3854〜3856 
宅地建物取引業者(2)第15448号 

日殖商事株式会社 
東京都中央区京橋I 丁目7番地I (日殖ビル） 

TEL ( 5 6 3 ) 0 6 0 1 (代表） 4% 

の桜の咲くときに時期を決めた。そうな 

ると、桜の下で陶器Jiて、桜兑て、スー 

とWっていくわけにいかないから、ちょ 

っと腰かけでも出して、お茶でも差しあ 

げることになるでしょう。時分どきにな 

れば、花iiだんごでも出したいというこ 

とになるでしょう。大ぜい来られるので、 

地元の人たちは八ホ興をつけようというこ 

とになっちやうわけだね-酒を出すでし 

ょう。歌をうたうのが出てきた。桜花の 

下だもので……。 

加藤^妻徳秘さんだとか、名士がぞ 

くぞく応援に来られたじゃないですか。 

本多川崎君か、民謡の。だんだん話 

が大きくなって、そのうちに徳穂の刖り 

がいいじゃないかと。徳秘は桜が好きで 

ね。今藤H-十郎も、私もついて行くよと、 

上年もおととしも来たね。 

加藤畏呗ですね。 

本多三味線。そんなことで去年から 

三日fillになっちゃったんだ。案内状を千 

五百通出して、七割ぐらい来ますかね 

加藤私もi母年いただくんだけど、JK 

(1、ただで伺うというのがどうもうしろ 

めたいんですよ。 

本多ひとつはぼくのレジスタンスな 

んです。それは三河の恶いところでもあ 

り、！g張の恶いところでもあるんですが、 

物質的なものに対しては非Sにm心があ 

って、ぼたもちひとつもらっても、もら 

ったとMl心うんだ粘神的なもの、抽象的 

なものについては、さっぱり感じないん 

だ。ぼくに-tわせると，- 

加藤そういう傾向はあるかもしれま 

せんね。 

本多旅行に行ったといって、隣りか 

らおみやげを持ってこられたら、翌日は 

灰でぼたもちをつくったら持っていかな 

くちゃならない。返さないと、この間ち 

ゃんとおこしを持って行ったのに、何と 

も言いやがらん、^理を知らんやつだと 

いうことになる。ところが、旅行の話で 

いい話をいくらしたって、ちっともあり 

がたいものもらったと思ってやせん。抽 

象的なもの、無形のものに対しては、や 

りとりの感じがないんです。 

それで私は、名古屋でも、このいなか 

でもつきあいをしているが、一切返礼を 

しない。もらいっ放しだ。返すというこ 

とは、一応謝意を表することになるけれ 

ども、ほかの人はそれで帳消しになっち 

ゃうんだ。私は帳消しにはしない。もら 

ったならもらった、ご好怠をいただいた 

ならいただいたで、いつまでもおぼえて 

おくけれども、返しちゃいかんと言うん 

だ。そのかわり全然放っといちゃ具合い 

が恶いから、一年に一遍、花見のときに、 

昨年一年の問にごちそうになった人、呼 

んでくれた人、ものをもらった人、ご好 

;sを受けた人、全部呼んじゃって、厄払 

いだ(笑)。 

世の中に対するレジスタンスなんです 

ょ、なまいきな言い方だけれども◊もの 

をすぐ返しちゃいけません。むしろ無形 

なものに敬®を表さなきゃいかん。ぼた 

もちもらったことばっかりおぼえている 

やつがあるか、というのです。 

加藤示唆に當むお考えですね。時問 

もたちましたので、ありがとうございま 

した。 
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1^: 
IRON 1★ 

■ ^ WOOD 1本 ¥ 27,000 
グ IRON 1本 好19,000 

f- 1-SET (W4.I9) - 279,000 

厂 スチールシャフトクローム三重仕上 

本社來京郎千代田区神田西福田町2聖徳ビル 
TEL柬京(03)252—0886番(代表） 

ケニス•スミスジャパン 

大雅貿易株式会社 
本社大阪山•北区《报靖析地2のI5マエダビルTEL^P<(06)343-1551#(ft«) 大|»L.#野英次 

〔年次大会打ち合わせ会議〕 

四月二十五日、第十九回複合地区年次 

大会打ち合わせ会議が京都市にて開催さ 

れ、各分科会場の収容能力ならびに、参 

加者の調査等について検討された。 

〔各地区YEP委員長連絡会議〕 

五月八日、第七回各地区YEPSM長 

迚絡会譏が、一：1知市の三眾闽ホテルにお 

いて開催され、来日学生の各地K受け入 

れ数について討aされた。 

〔臨時ガバナ—協議会〕 

五月十五EE、臨時ガバナ—協議会がM 

崎fllにて開催され、第十九回複合地区年 

次大会の打ち合わせを行なった。 

= __ 

11クラブ用品日本事務所= 
IIIm11111111 

〔ライオンズ手帳発行〕 

多数の会Mより強い要望がありました 

「ラィオンズ乎帳」を一九七三〜七四年 

より允rrすることになりました。 

◎「ラィオンズ手帳」記瞅内容の一例 

0三〇二地^全•クラブ小務局vli話#兮、例 
会日時、場所 

0ラィオンズ7ラブの口的、®徳綱領、忻-i-r 

い、スロ—ガン、モット— 
〇各小務®所在地 

〇ライオンズ行事予定 

※以上、一If四五〇円。各クラブで数M 

をとりまとめて、クラブ用品の日本^i務 

所にご注文ください。 

〔バギオ平和の塔建設委員会〕 

五月二日、£、ル合同の第三回会議 

が柬京都で開催された。W複合地区の 

協力金も確定したので、早急に追加協 

力金一万二千％を©終的に送金(塔周^ 

囲の庭幽、旅行者センターにあてる)^ 

し、監査を受け、第十九回E、W複合I 

地区大会に報告することになった。 

なお、監査は五月十七日、朿京にお一 

いてE、W各、一名の監赉委Mにょって 

行なわれた。 - 

〔会則委員会〕 ^ 

五月八日、朿京都において第十一回j 

会議を開催した。国際役：！2：選举制度改^ 

革に関するその後の経過について、琪| 

務局から報告があった後、次年度II際 

協会のテ—マについて次のとおり日本^ 

Hii訳を決定した。 

(M-火文) One Million Men Serving A 

Mgmkind 1^ 

(：11本沾訳)奉仕に生きる百：力人のラ1 

ィオンズ 

また、来たるマィアミ国際大会に扱 

來されるra際会HIJ改JT;案について、検 

Mが行なわれた。 

〔複合地区YEP合同会議〕 

五月十□、E、W合同の第五回会議が 

E複合地区ガバナ—協a会^務局にて開 

催された。派f3生の旅行手絞き関係、来 

日学生の割り当てが主なaMとされた。 

〔国際大会委員会〕 

五月十六：！！、朿京都において第五回会 

aを開催した。マィアミ国際大会参加状 

況の報告後、各コース別航空機、各滞在 

地のホテルについて旅行代理店から報告 

があり、一部を除いてig終確認した。各 

コースの世話人(幹事)も内定した。 

十二月に開催されるバンコク大会に 

は、バギオ平和の塔参拝コースを追加 

1j設定することになった。 

1/ 〔七八年国際大会調査準備委員会〕 

丨五月二十五日、柬京のガバナー協a 

会If務局においてIJ9催された。フリー 

ドリクスM際会長来日の際話し合われ 

一た問題、およびマイアミの国際B11事会 

|に対しての対策などが討議されたり 

〔企画•財務委員会〕 

五月二十一日、札幌市において笫十 

^九回E複合地区、W務娄：：：会がIJHfliiさ 

Mれ、複合地区大会の述常、進行等につ 

\いて検討が行なわれた。 

〔各地区YEP委員長連絡会議〕 

五月二十三日、首題第四回迚絡会說が 

柬京都で開催された。合冋会aの結米が 

報告され、E複合地区に割り当てられた 

来日学生を各地区に振り分け、早急にホ 

ストファミリ—を決めることになつた。 

また、YEP必携が完成したので、各地 

Kあて注文部数を送付した。 
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ガパ十一臂山房三，料取加*平兵W •会*;1近驅 
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人町3«2 京!:Uホテル《取■丨蠓内 

*.«〇75( 211) 3045- 6 

ヴハナー杉本:!E雄•來褐滿文]••公21，本久J6 

〒656托畴安洲本布枣Bj 2 — 2— 18 W抻niK 

洲本4；込302V £ 07992 (2 ) 2158 

•122.1 
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3-13-11 •由肪エ«ク«7味 ^[,7,()3 (271) 70C1- 3 
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クラブ用品8BH本氺铕所〒M1蜒品川区fi五反昍7—22—17 
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ライオン沭日本妨饭《集n 角川灝義 《集®h地区ヴハナー官永 

通雄•育山房三•n本康夫•裹橘甯_霭之内斉•安川鬵次.镬 
智光■佐藤敏男•古林*一•伊藝一a.池田懵一.大谷皺夫•満水 

三節•杉本正雄•木村翬三公代《 竹内修ーライオン怂 
n本;;{坏茂癬嘈士 •細田 w .加藤*雄.大村利一•平 

田曝一節•畜两清ライオンit B冬參携岍〒103 屮 

央EB 本«3 —13—11油？rr.塞会® 3隋 ^03(271 )7064 - 5 

表•ネ人- 
ふるさとの女性シリーズ® 

つぶて浦と〈南知多の女性〉 

は、東海一の避暑地として有名です。 

その港町としての歴史は古く、万葉集 

にも歌われています。関西と関東を結 

ぶ水路の中継地としての役割は大きく、 

またここを拠点とした水軍は数々の戦 

役にも出陣し、秀吉の時代には朝鮮に 

まで従軍した記録があります。江戸時 

代には尾張藩の御船奉行が置かれ、海 

上監視の役目をはたしていました。 

「つぶて浦Jには大小様々な石があり 

ますが、それらは対岸の伊勢から神様 

が投げてよこした、という伝説があり、 

ここに鳥居を建て、ささやかに祭って 

あります。 

おばあ 

という 

南知多の女性は働きもので、 

さんになっても「おがぐるま. 

旧式の乳母車を杖がわりに使用し、そ 

の中に荷物を入れて、何らかの仕事を 

しています。そして若い女性もそうし 

た土地の風習に反撥することなく、よ 

く気のつく、親切な人柄に育っていま 

す0 

場所爱知県知多郡南知多町つぶて浦 

モデル上床睦さん 

L上床亨（南知多C)令嬢 

デザイン早野威男 

撮影藤谷伊一郎 

OUR COVER THIS MONTH: 

Scries on Regional Womanhood of Tapan (23) 

TSUBUTE-URA AND THE WOMAN OF MINAMI-CHITA 

Minami-Chita, located at the tip 

of Chita peninsula, is known as one 

of the best summer resems in the 

central part of Japan. It is an old 

port town dating back to the eighth 

century, when it played a vital role 

as a transit port between cast and 

west Japan. Armed sea forces used 

to be stationed in this port and some 

of them sailed on duty to Korean 

coasts during the subjugaiion of 

Korea by Toyotomi Hideyoshi (1536— 

1598). The Owari clan (Now Aiclii 

Prefecture) finally pul a naval magis¬ 

trate into Minami-Chita to super¬ 

vise arrivals and departures of the 

port. Tsubute-Ura (In Japanese, 

the beach of thrown stones) is about 

five km. away. The local legend has 

it that these stones were thrown by 

God from Ise, the place of the huge, 

sacred Sinto shrine across the bay. 

The people of Minami-Cliita, there¬ 

fore, built a red torn gateway to 

worship the invisible shrine at Ise. 

The women of Minami-Chita 

have a reputation as hard workers. 

So, it is in the narrow streets of this 

town that one can see old ladies 

wheeling prams from one place to 

another. They use them like walk¬ 

ing slicks but always carry such things 

as dried shrimps, rice crackers and 

broken nets. There is no retire¬ 

ment age for them. Having grown 

up among such hard workers, the 

young lady of our cover this month is 

imbued with kindness and consider•ふ 

ation，not only for old ladies，but also 

for ouiside strangers. 
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ライオンズ会員経営ホテル•旅館•料亭• レストラン紹介 

ク ラブ名 
ホテル 旅 館 
料# レストラン 

八 只 氏 名 営業所所在地 電 話 備 考 

福島飯坂 
政府登錄国際観光旅館 

ホテルたかのは 
阿 部 真 平 

亍960-02 
福岛県榀a市 
飯坂^i M 

飯坂(02454) 
②3241(代） 
TELEX 882-338 

全館冷*««完偏 
案内所（03)955 — 3485 

H本交诎公社tft定 

東京柳橋 
水上温泉菊冨士ホテル 

千葉小湊菊富士ホテルシーパレス 
羽根田冨士雄 

亍379群馬県利根郡水上町 
亍299 r蕖県安历郡天沐小溪町 

水上02787-2-3020 
小潘04709-5-2131 

東が子約センター 
661- 4 12 6 

3イフロ 

東京渋谷 
政府登録国際観光旅館 

ホテル飛龍閣 
小 原 邦 

〒150 
來京都渋谷区神南1-20-5 

東京（03) 
463-0881(代） 

H本交通公杜说定 
H本旅行協定 

近嫩日本ツーリスト说定 

東京馬場先門 
政府登録国際観光旅館 

起雲閣 
桜 井 淸 次 

亍413 
熱海市昭和町4-2 

熱海(0557) 
81 -3623〜5 

H[京案内所03(561)3831- 8240 
名 A ®案内所052(971)0806 
人K案内所06(251)5684 

箱 根 三河屋旅館 极 本 孝 一 
〒250 — 04 
神奈川県筘根町小涵谷组泉 

箱根(0460) 
( 2 ) 223卜5 

« W 案内所251-5062 
名A V名内所581-8441 
大阪案内所631-8834 

下 田 下田城山ホテル 山 川 四 郎 
〒415 
静岡県下田市3 丁目24 — 38 
下田也泶大浦海作 

下田(05582) 
2 -1953 

案内所 
喪 V； (03)371-7498 
名古播(052)471-1255 
大阪(06)372 - 6684 

浜 松 
政府登録遠鉄ホテル 

遠鉄ホテルエンバイァ 三 谷 正 平 
〒431-12 
浜松市館山寺町1965 

館山寺(05352) 
7 -0311(代） 

« W本•内所(563)-0366 
名占增案内所(581)-9821 
大阪案内所(362)-7886 
広ft東内所(62) -2331 

浜 松 
日本ホテル協会員 

ホテル寸座ビラージ 三 谷 正 平 
〒431-13 
奥浜名湖柬名浜名湖饿屯側 

_寺(05352) 
2 -1171(代） 

柬供案内所(563)-0366 
名古®案内所(581)-9821 
大阪菜内所(362)-7886 
広 W莱内所(62) -2331 

浜 松 
政府登録国際観光旅館 

山水館欣龍 
新 村 秋 n 亍431-12 

狰岡阽浜松市館山寺町2227 
館山寺(05352) 
7 — 0611(代) 

« 免f約センクー(03)281-0035 
大阪f約センター <06)762 - 9624 
名占約センター（052)841-7589 
格浜子約センター <045)333-2211 
W 山第ーフロント（0862)53-3407 

小 浜 一力 館 浦 谷 忠 弘 
亍917 
福井県小滨市一番町2—10 

小浜(07705) 
2 -2050, 2051 

名古W案内所551 —7001 k阪菜内所722-4984 
胙岡案内所82-6880 

京龙内所694-7287 

原 
政府登録国際観光旅館 

清 風 荘 
伊 m 由 雄 

〒910-41 
榀片•県坂汴郡芦原溢依3 —803 

芦原(0776) 
77 — 2500 

全館冷吆的完俑祈舱全室パス，トイレ忖 
収荇350名成，大広間350费.ブールなど 
枳來am «屯埸完備 

芦 原 
政府登録国際観光旅館 

八 木 
八 木 弥太 郎 

亍910-41 
福并阽坂片•郡芦原溢奴4 -418 

芦原(0776) 
77-2008 

近郊》光地.夂巧坊，永手#, 
芦哚ゴル7 

堺 浜寺 
政府登録国際観光旅館 

羽衣 荘 
小 島 強 

〒592 
大阪府窃石市羽衣 

堺(0722) 
61 —2001(代) 

名Wと大iilftlセンター 

堺a紐lc f例』 

大阪天王寺 
政府登録国際観光旅館 

明 倫 閣 
田 原 悔一 郎 

亍690 
岛根リrl•松江市国屋町558 

松江(0852) 
22-3225 (代) 

脱ドの宍ifi[湖に落ちる夕日はまさに*S 
に尽くし《し城光明W.冷味琦完侑 

温 泉町 
政府登録国際観光旅館 

湯村観光ホテル 
朝 野 繁 

亍669-68 
兵/承県笑方郡溫泉町沿1269褓地 

渴村（07969) 
2 -1000 (代) 
TELEX 5755-756 

k阪案内所302 — 8654 
V：邯架内所463 - 3062 
名古甩案内所582-6071 
«京案内所356 - 2757 

川 西 
政府登録国際観光旅館 

若 水 
小 早 ill Ti 照 

亍665 
宝塚市垛本町9一 17号 

宝塚(0797) 
86-0151(代） 

展望脚败風a 
妖筍御姬嵘呂 

宝 塚 
政府登録（島家新館） 

宝塚グランドホテル 
大 島 満 

亍665 
宝塚市栄町3 丁 010の1 

宝塚（0797) 
87—1111(代) 

日本一の潘の败贷 
「洗れる溫a • a返りの绳』 
抻卢•大版より41で30分 
全館和平380名様収存 

洲本おのころ 
政府登録国際観光旅館 

淡路島観光ホテル 
上 村 博 

〒656 
淡路岛洲本滥a 

洲本(07992) 
2 —2451(代） 

k阪案内所631-8834 
f,占W絮内所581 —0301 
*• w東内所252-6288 

高松玉藻 
ビ ジ ネ ス に 

ホテル徳寿 
植 村 博 信 

〒760 
杏川県A松市花№1町3 丁目 
5の5 

商松(0878) 
3卜0201(代) 

シングル90宰 ¥1.500-3.000 
ツイン31宰 ¥3.000 - 5.000 
スイート4室 ¥6.000 - 7.000 

別 府 
政府登録ホテル児玉 
児玉レストハウス 

児 玉 修 行 
〒874 
別府滥采新別府 
九州横断逍路沿い 

別府(0977) 
66-2211 

卓で别府港3分別府駅7分 
例会場（第1.第3.水!;•日} 
大阪违絡所531-5941 
名占 W. 582-4761 *v； 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柬京都中央区銀座1-9一 8奥野ビル503兮㈱三水社TEL 03(562)1561〜2 



•恭査w 
山田廣次 

今☆独立二十五周年のインド旅行 
財団法人日印協会(•一万[1]尚登会«)では、 

八月十五日のインド独立二十.71周ハキ式典参加 

を折りこんだ「インド大陣文化探究旅行」の 

蘇染を行なっている。出発はL月三十：：：、二 

今十一日問の^用は二十八万五千円、Hl-I!には 

ガンジ—泣相との懇談会はじめ、アグラの救 
ライ^センタ—訪問ゝインド人の家庭訪叫も 

はいっている。祥細はHf:[J協会(也話〇三— 

ニヒー—六五七四)へ。 

☆読者から 
江頭 I郎(佐賀県•唐津C) 

ライオン誌のタテ組みについて一言/ 
いままでヨコ紺みのため、親しみの薄かった 

ライオン誌がとても説みやすく、親しみ深い 

雑誌になったよぅな気がします。日 
本の文字はタテに並べてこそ、本当 

の劣^mが出ると思います。 
とにかく、読みやすい会誌になり 

へました。お手なみft兄の写iwもおも 

しろい、ひとつ私も出してみたいな 
と思っています。 

令☆訂正とお詫び 
三月兮ニーべージニ段目六行：：！：、 

•スクラップブックの大きさは「二十 
四^X三十六r」は「二十四でX三十六f'」 

の誤りでした。 
五月号七〇ベ—ジ、世界のライオンズ「一 

九七二年」は「一九七三年」の誤りでした。 
六月兮0次中、今月の椅户棚の『職龙奉仕 

の周辺』「拓植粘二」は「妬植«一」の誤り 
でした。 

六月号四べージ最後の行「聴力保護ろぅ啞 

者福祉委{1会」は「聴力保譏ろぅ#榀祉委：：： 
会」の誤りでした。 

六月号二八ぺ|ジの俳增棚三段目4-八行：11、 
「茁岡眼」は「茁山la小」の誤りでした。 

以上、訂正してお詫び致します^ 

ライオン誌の校正には、最大の注怠をはら 
つてやつています。先月兮より、校正ミスを 

W ■ふ 0/ '9i 0 mfjf/lfijm. t / , 

した者は、一字につき十円というファインを 
徴収◊私たちの、比.1:1さまの职稿に対する贵任 

を再確認するよう努力致しております。今後 

は、誤字•誤植のない立派な雑誌にすべく、 
編狼部は一丸となって精進致したいと思って 

います。誤字•誤植、そのほか何んでもけっ 
こうです。チョッとおハガキででも、ご意見 

をお奇せ下さい。 

☆十万部達成記念パ—ティー 
先月兮本棚でお伝えしたとおり、本誌も创^ 

I--IJ十五年Kして発行部数十万に達しました。 
これを記念して五月十七日、柬京•麻布の国 

際文化会館で、ささやかなパーティーを催し】 
ました。名づけて「ラィオン誌：1:本語版创刊< 

十五周年十万部達成記念の夕べ」。席上、 

前にご紹介したラィオン誌広吿nの 
授rr式も、あわせてとり行ないまし 

た。できれば、全会員の皆さまをご 

招待申し上げたかったのですが、と 
ても無理。というわけで、これまで 

編集委員、あるいは專門委Mとして 
ご尽力いただいた会貝の方々、日ご 

ろ何かとお世話になっている方々、 

そして広告K受赏のスポンサ—等々‘ 

七十余名をお招きして、祝杯を上げ 
ました。 

その日のエビソIドをひとつ。主人公は、 

屮B四郎元E-一地区ガパナーと淸水三郎W 

—五地区ガパナI。元と現の編集委贝でもあ 
りますこのおふたり、旧制京都二中の同級生 

だとのこと。それがまた、四十八年ぶりの再 
会だというから、その®びようもたいへんな 

ものでした。奇遇ということばは、このおふ 
たりのためにあったのでしょうか。二中の同 

級生の三郎と四郎が、十万部と十五周年のパ 
Iティーで、四十八年ぶりに再会した、とい 

う何やら数づくしのような話でもありました。 
それもこれもライオンなればこそ、そんなお¬ 

ぶたりの感慨が祭せられます。 この話は後日、 ~ 

L中岛に今月の椅子棚にarいていただく予定 

です。 

ともに良かった。 
また、入選予定ブ—ル作niとして顶いたも 

のは、來京北c .L石川降章•作「地蔵様」、 
來大阪菊水c *L青木邦夫作「ホ—やるね」、 

野沢忠弘君•作「造形」の三点。この種のコ 
ンテストは往々にして波があり、入選該当作 

品の枯渴した月に、前ブール作品とともに活 
用させて頂くことをお断わりしておく。ご了 

承願いたい。 
(日本写K家協会会：r芸術^^1111際迚',!!!祗 

作：：H、朿京数夼堵橋C) 

応募規定 

資格クラブ会ttおよびその家族 

サィズ白黒六ツ切〜四ツ切 
課題自由(お好みの写裒) 

賞 応募者全員にラィオン誌ビン、 

入rx者には特別記念品 
締切日柿月十五日、翌々月号に発表 

宛先〒一〇三來京都中央区日本橋 
三—十三—十一 

油脂工業会館内 
(§)応蘇作品には必ずクラブ名、住所、 

氏名、及び本人あるいは係累明記のぅ 
え、榀影データと簡illな感想文をつけ 

て下さい。未発表のものに限ります。 
作品は一切お返ししません。入選作の 

発表権はライオン誌編集部に城します。 

お手なみ拝見選評 

課題は卒直に 

本誌六月せ、冷朱六六Wの^災屯擱で、先 
rl励物¥«を希^クラブに^贈した、私の小 

さな再^に対し、丁fflなる謝Asを受け、また 
夼贈先十クラブからは礼状や感謝状を賜り、 

ライオンズメンバ—として当然のアクテイビ 

ティがこのよぅに喜ばれるのであれば、機会 
を作って再び奉仕致したいと存ずる次第。 

さて、今月の入選作は新^中条c .L野沢 
浩、二男、忠弘忍•作「朔風」と決定した。 

忠弘忍は前にも入選ブ—ル作：：nilに顶いている、 
なかなかナゥな感じの作11をこなす方で、会 

U家族の作：：iを入選作としてこのMで発表す 
ることは、これが初めての試みとなった。応 

茲作：：iのデ—夕には「風^」と抽象的に题さ 
れていた。はなはだ偕越ではあるが、課題は 

そのものずばりにゆきたいので五月の風、す 
なわち「朔風」と改題させて頂いた。 

湖面を吹き渡るMをついて飛ぶ、北に帰り 
そこねた一羽の怕をアクセントに、逆行線で 

沼遠レンズによった作画からは、朔風が強烈 
に.Sじとれるからでもある。応蘇会员各位と 

この作^との年齢差は、表現の若さとなって 
正^に描き出されている。nムボラリズムで 

ナゥな調子に動感をものにしている異作の||> 

作である。 
なお、このほか印象に残った佳作では、藤 

枝c .L赤堀3r夫•作「極楽寺」が前设の扱 
いもよくパゴダをまとめている。常連では、 

來京北c .L石川隆章作「飯」の構成、仕上 
げともにさすがベテランの風格を備え、入選 

者忠弘君•作「荒廃の村」はモチーフ、構成 
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野沢忠弘 
(新海県•中条C L野沢浩二男） 
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十第19回各地区年次大会十 

E —1地区（淑京都、埼玉県） 

4月16日 東京都•日本武道館 

参加者数： 5,440 8代議員数： 8(51^, 

アクティビティ•スローガン：「住みよい環境、絲の奉比」 
記念アクティビティ:黒松、桜、附かごを都市緑化美 

化巡#へ、交;Ifl安全カードおよびワッペンを• 

埼lUttff沒本部へ、カラービデオコーダー1忒を柬京 
消防庁へ、100万円を5つの老人福祉施設へ、100万|リ 
を5つの屯症心身障:,If児施設へ贈呈。総額3,190万円 

E —2地区(愛知県、提野県、静岡県) 

5月10日 名古屋市•市民会館 
参加者数： 3,277名代議員数： 842名 

アクティビティ•スローガン：「街を鉍に住みよい環境」 
記念アクティビティ：アイバンク設立故金として200 

万円贈呈 

E —— 3地区（北海道） 

5月20日 小樽市•市民会館 
参加者数： 4, 020名代議員数： 671名 

アクティビティ•スローガン：「さしのべる愛のそのす••が 
未来を削る」 
記念アクティビティ： 3力年計画で山‘内平磯公阑全域 

の緑化を行なう 

E —4地区深1W、伙m似、岩手県） 

5月20日 八戸市•体育館 
参加者数：1，930 h代議員数： 366 

アクティビティ•スローガン：「交通十》•故から幼!/iを守ろ 

ラ」 
記念アクティビティ：八戸市文化センター公阑に5千 

イく (竹谋崧木のリンゴの苗木と交換したライオンて各 
地区の県木5 T.40を桢樹 

E —5地区(沖奈川県、\mu) 

4月22日 川崎市•産業文化会館 
参加者数： 3, 507名代議員数： 502名 

アクティビティ•スローガン：「交通災ソ?に愛の献血を」 
記念アクティビティ：E—「)地K全体としてはないが、 

川崎納16クラブが合同で川崎市社会福祉協議会にバ 

ス贈呈、緑化運勐に協力し、「ふるMの森」に植樹。総額 
300万円 



於 

E —6地区(福井県、岐牮県、ィI•川県、H常山県) 

5月13日 福井市•福井運動公園 
参加者数： 3,500名代議員数： 621名 

アクティビティ•スローガン：「芯人とともに築こう明 

るい社会」 

記念アクティビティ：福井運動公園に「叫チのつくる。 
総額180万円 

E — 7地区(千葉!H、群馬県、茨城W、新®！«、栃木県) 

4月29日 千葉市•千葉県文化会館 
参加者数： 2,150名代議員数： 943名 

アクティビティ•スローガン：「綠こそいのち」 

記念ァクティビティ：若潮国体に協锊し、T•葉県内ク 

ラブが合同で、T*葉市にある県体竹館の前に「明るく 

伸ばそう若人の芽jの記念碑を建て、まわりに植樹を 
した ft用250万円 

E—8地区W城県、山形W) 

5月13日 石卷市•市民会館 
参加者数： 2,376 8代議員数： 407名 

アクティビティ•スローガン：ししのふれあう身近な奉 

(I： i 

記念アクティビティ：Yf卷市心#障$児迪阅調練审を 

建設し、贈呈 

w—1地区（大阪府、歌山1M) 

4月13日 吹田市•旧万国博会場お祭り広場 

参加者数： 5, 523 X代議員数： 702れ 

アクティビティ•スローガン：「絲あふれるmい街」 

記念アクティビティ：各クラブが倘々に行なった 

W— 2地区(愛媛财、斤川県、ぬ知阽、傲;i県、岡山県、 

鳥取椹) 

4月15日 高知市•県民ホール 
参加者数： 3,859名代議員数： 765名 

アクティビティ•スローガン：「みんなで守ろう社会の 

秩序」 
記念アクティビティ：ホストクラブであるA知山内4 

クラブで、A知文化センターの前庭に土佐の石時計を 
設置0総：n竹500万円 65 



W—3地区(福岡県、mm, mw<) 

4月22日 佐世保市.市体育館 

参加者数： 3,265名代議員数： 593 f, 

アクティビティ•スローガン：「W少苹に愛とを」 
記念アクティビティ：佐世保市中央公阑スポーツの森 
整備事業基金として、500万円 

w—4地区(広a県、a根県、山口県) 

5月13日 広島市.東洋工業体育館 

参加者数： 4,330名代議員数： 622名 

アクティビティ•スローガン：「Vi:少年に愛と希^を」 
記念アクティビティ：「まちに緑を」のテーマ。広,1,7/山- 

内7クラブで、広ぬ県立体竹館前に記念桢樹。卿63 

万m 

W—5地区（京都府、奈良県、溢u県） 

4月15日 京都市•京都会館 

参加者数： 2,712パ代議員数： 386 r, 

アクティビティ•スローガン：「街々に愛とわれらの冷:£」 
記念アクテイビティ：なし 

W—6地区（兵_,1〇 

4月29日 洲本市•市民会館 
参加者数： 2,108 f,代議員数： 613 f, 

アクティビティ•スローガン：「郷土の鉍をイ•係におく 

ろう」 
記念アクティビティ：インド救ライ.mn (会u1人 
当り1001リ） 

W—7地区（鹿!;“滞、熊本ftじ别分沿、大分1M、沖繩県) 

4月15日 熊本市•市民会館 
参加者数： 3,111X代議員数： 533名 

アクティビティ•スローガン：「ftLUK•な町造リ」 
記念アクティビティ：熊本城内の:.の丸に「ライオン 

Xの森」建設资金として、 300万|リ 



un € 

ランドセル背負つて 

ハ—ィ横断/ 

本年度安全委員会のアクティビティと 

して、新入学児童に交通安全ランドセル 
カバ—贈呈を決定。市内十力校新入学児 

童八百六十名を対象に、三月末〜四月入学 

式まで全メンバ—が分担して各校を訪問、 

贈呈式を行なつた。 

朝の登校時には、黄色のランドセルカ 

パ—を付けた新入生がひと目でI年生と 
わか〇、ドライバ—の注意を引いている。 

学校当局や父兄からも大好評で、ぜひ 

毎年続けて欲しいとの要望もあり、クラ 

ブの継続アクティビティとして今後も実 
施の予定である。 (新潟県•新津C) 
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の不自由な人や児童等を交通事故から守ろ 

と西今町交差点にスリップ防止帯を取り 

けた （滋賀県•彦根金亀） 

点字班をつくり盲人たちを励ましている米 

沢女子高校の代表2人を3月例会で表彰し 

た （山形県•米沢C米沢中央C) 

3月6日名城公園で園児約1000人も参加し 

て1500本のツツジの植樹祭を行なった45年 

から通算6000本に達した（名古屋•名城C) 

国際クラス 
の双眼鏡 
ゴルフ 
狩猓 
ドライブ B9Sf-r 

古来から縁起が良いと言われている 
本物の鹿角をつかったランプ 

籲鹿の角は丨年にI度しか生え 
変わらず、2つと同じものはな 
く IつIつが個性ある姿です。 

春置産品と違い、天然の姿の 
味は何ともいえません。 

ルーフプリズム使用によって 
鲁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 

目盛付なので 
•僅かな馴れで距離を読む事ができる 

製造元株式会社ライト光《製作所 

ムス株式会社TEL 03(365)1141 (代）®I64東京都中野区中央 
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各種記念品 

用•歴史•技術の *局級バッジ 
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江田島因島 

世界のライオンズ(.1373年3月31日） 
前期朱 現在 

ライオンズ国または铂域 147 147 

ク ラ ブ 数 25,848 26.222 

会 貝 数 976,848 1,011,067 

日本のライオンズ(1973年5月31日） 
地区 クラブ数 会 貝敷 

前期末 的期未 現在 
E—1 141 150 8,130 8,799 
E — 2 134 140 8,122 8.759 
E — 3 138 141 6,712 7.129 
E —4 76 77 3,424 3.720 
E — 5 98 103 4,886 5,298 
E — 6 106 111 6,085 6,658 
E-7 184 191 8,907 9.593 

_$3 87 .坊•••も丄6.6- 
小計 960 1.000 50.094 54.122 

W—1 111 114 7.546 8.076 
W—2 135 137 7,816 8,191 
W— 3 89 91 5,621 6.030 
W—4 122 124 6,068 6,358 
W-5 63 65 3,758 3.980 
W-6 97 100 5,690 6,123 
W—7 124 .....1^6. 5-Q41 5,471 
小奸 74*1 757 41.540 44.229 
合計 1，701 1.757 91,634 98.351 

_E-3地区 

対馬 
QK畏崎県) 0-8- 

E-6地区 

W- I地区 

W-2地区 

W-5地区 

E-2地区 

W-4地区 

W-3地区 

W-6地区 

日本ライオンズクラブ分布図 
4月結成クラブ 
月日 Na ク今プ名 

MIT0Y0 
クラブ住所及ぴ霣tt 供会場所 例食日_ 

4/1 1747 三 9 
ACE0 

〒767裔川県三*W高瀬町大字上高瀬1339 
白并覼科#!院08757 ( 2 ) 4487 

左 弟1.3(金 >19: 00 

4/1 1748 上 % 

SAKAI 

〒362琦玉県上％rtf仲町丨一6 — 8 
埼玉銀行上坫支0487 ( 71) 6311 

上 It HA M. 会館 第2 . 4(火）19 : 00 

4/3 1749 壤 〒370—01群佐波町315—5 
柬群禺办02707 ( 410630 

TOKYO (R0PP0NG1) 

I-] 左 第1• 3(火）12 : 30 

4/5 1750 *京六本木 〒104東京《中央区八丁場1 — S-1 
本八霣洲ビル4 W 03 ( 552) 1765 

ホ テルオー クラ 第1• 3(木）12 : 30 

4/7 

4 /12 

4 /18 

4/26 

4 /26 

NAGOYA(NAKAMURA) 
1751名古W中村〒450 *知W名古®市中MKS簿町2 ] H 

名古ホテル052 ( 581) 3918 
MINAMIASHIGARA 

1752南足柄〒250—01神奈川«南足柄WW本407 
W社会tt 0465 ( 74 ) 8111 

HIGASHIIZUINATORI 
1753家伊显描取〒413—04静W県加茂部柬伊fi■『稲取 

班館組合0557 ( 95 ) 2901 
AYA 

1754 纊 〒880—13 «崎»東;WWW大T南保 
纊町商工会内098577 (*17) 

TOKYO (HACHIJOJIMA) 
柬京八丈ft〒100—15架京®八丈八丈町大字三根 

東潷汽船04996 ( 2 )1211 
TOKYO (SHIROCANE) 

756東京しろ&fa〒104霞京«中央区八丁壜丨一5— 1 
本八*洲ピル4 W 03 (552) 1765 

TOKYO (AOI) 
.757柬京资〒104觐京都中央K八丁增丨一S_1 

本八*洲ビル4HJ 03 (552) 9208 

U 第い3(木 >12:15 

左第丨（水）12:00 
第3 (水）18:00 

'ストラン「アポ0j 抓2 (火112 :15 
笫4 (火）18 : 30 

づも M 第2 . _4(土）18 : 00 

ローヤルホテル « 2 (土）12 :15 
八丈坦泉ホテル第4 (土 >12 :15 

銀崦第-ホテル第1. 3(木）12 :15 

ホテルニュージャパン第丨（木）12:15 
第3 (木）18 : 30 

1973年5月31日現在 

佐渡 

£•4地区 

€-8地区 

徳之島®" 屢久島 

Q P 種子島 

W-7地区 
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世間の目を 
盲にしてしまいましょう。 

奸と1とが接するように家が姐ち、ビル 

やマンションカ?あちこちに林、)：している 

咋今。住まいの^のプライバシーはます 

ます守りにくくなっています。が、この問 

越をスマートに解決する、仙も柷代的な 

インテリアがあります）それはシルキー〇 

シルキーは光を•狗辂するインテリアで 

す力！hi]時にまた他入の祝線を报作する 

インテリア。その羽松を能く橾作するだ 

{fで強烈な圯をがパn外からのIを遮 

ってくれまi;優い、)tのなかのプライ 

パシー。そこには七'C0安らぎがあります> 

さらにシルキーの炎しさにもご注F1く 

ださい。從米のブラインドとがGり殳わ 

H、色と織細な羽根。それは和 

室にも洋間にもしっくりと調和します>現 

(tcoii：まいに、安らぎど炎しさを虫みだ 

すシルキーを。タチカヮからの提案です> 
501^- 

立川ブラインドエ業株式会社 



ROLEX 
oj Geneva 

写輿左：ロレックス.カメレオン。 
写真右：ロレックス•カメレオン•オーキッド。 
ロレックスがft作したベ;レト引通し型。色ちがい皮ペルト4本付き。 

お間含わせは東京中央««局私害？1721号〒100 91こロレックス時計部へ 

• ロレックス本社から的：掄入された商品には、L*1内でのアフ 

ターサービスに大きな特典があります。お求めの際は、必ず 

ロレックス社のH本狃の品質保証卉をお受取りください。 

気品、やさしさ、エレガンス。 

女らしさにマッチば、輝きが変りま1; 
ロレックス•カメレオン。 

スイスの,泣りロレックスが、丹奶こめて选りあげた腕 

時計の傑作、ロレックス•カメレオン0其パによっ 

て、装いによって、あなたの铽分によって、ベルトを 

とりかえてみてください0“矜る”フィーリングの時計 

カメレオンなら自山に輝きの炎化が楽しめま1; 

ライオン：：i七=：サwKftlw十.八ギ六=:.:十=：免行wrflll■■卜fqT-.;=：十九：：：付第.；twllt^cl-rMUrr'.Ml'.hHl^liTlml-i-lyx-fefsil^l^ig-ITIE: HgnIuiff共十IP]免行岍ライオンズクラブ3^114会ライオン小務：1P/T〒一0:二《*邯中央区：=.、，|^.ト ト油咕丄聚会I til内印刷所凸版印蜊侏式会钍 


