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$、セロンの華やぎとモダンさには、歴史のぬくもりがある 

時を経ても格調と和やぎを保ちWるものだけが、んV,と呼ばれます。III:界のセンス 

ある人々の心を炫さぶります。バセロン•コンスタンチンは、その中にあげられる 

数少なcSfe品。最初の1つを世に出して以来224年にわたり御}！さを槲めてきました。 

時の流れとともにf•になじむTMi: hげの味わいは、今も変りありません。ヨーロッパ 

1:么:の頂点をゆくバセロンの轉さとモダンさを心ゆくまでお味わいください0 
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日本総代理店•シィベル時fn•株式会社 
本社東京中央郵便局私害?S393号〒100-91 0(03)216-4411 



日の社会が明るい希望のもてるものであるかどうか——それを予測 

の^^することは、それほど醒なことではない。日月日の社会は、 

殺の記事^^まさに子どもの手中にあり、子どもたちの現在置かれて 

見るのであろう^る状況、姿をみれば、想像がつく。 

か。『青少年に夢と中学生による級友の殺人、自殺はつづき、大 

望を』『青少年に愛を』数^^^人たちは、ただなす術なく、腕組み 

のスロ-ガンが、空しく頭上をか^^^^^したままである。日々の暗い 

け抜けてゆく感じさえある。だが、この種のこュ-スに心痛 

ではあるが、この社会問題と嫌こ取り組ん^^^^む时、明日の新 

いるライオンズは多い。そのひとつ、咖後楽r (会^^)^]^^聞にも、また 

長•明比俊幸）の活動は、子どもたちの心をつかんだユニ^%中学生 

-クなもので、市内の教育関係者の注目を集めている。子どもこ^^ 

そ明日の大人一の認識のもとに、数多くの人々の研究と協力のなか 

から生まれた、ひとっの運動でもぁる。それは—撮影服部総xa 
岡山後楽？ラ青少年） 

.育成特別実行委員長」 ^ 新春子ども会対J几かるたとり大会 



丨月7日決勝中央大会は岡山市中央公民館5階• 6階で行われたき 
ちんと正座した礼儀正しさは日ごろの指導.訓練の様子を示している„ 

岡山後楽乃ラ主催の「新春子ども 

会対抗かるたとり大会」は、今年 

五回目を迎えた。新年|月七日、 

岡山市中央公民館は、参加の子ど 

もたち、応援の父兄でたいへんな 

熱気。息をころして、札をみつめ 

る目は真剣そのもの、礼が読みあ 

げられるたびに身をのり出す母親。 

くやしさに思わず身をそらす子。 

教育•保健委員会のアィデアで 

生まれたこの「善行いろはかるた」 

(P.6參照)(五年前、一九七四年七月、 

制作にあたって頭を痛めていたこ 

ろ、今日の盛況を誰が予想し得た 

であろぅか。 

日常の行動上の目標となるょぅ 

な善行標語をいろはかるたに作り、 

市内の子ども会を通じて広めてゆ 

く、かなり長期のPR活動が必要 

ではないかと思われた。しかし、 

広く市民に呼びかけ公募したとこ 

ろ、応募者二千余、その関心の高 

さに驚いた。早速、四十五点を選 

び、二千組のいろはかるたが完成。 

当時二百四十の子ども会に配布し 

て、+二月中旬、各ブロックごと 

に予選を行い、予選勝ち残り代表 
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開かれている。 

ろうか" 

六十四チ—ム、二百五十六名の決 

勝大会が父兄あわせて千名を越す 

参加者のもとに行われた。 

以来、年を追うごとに市内の子 

どもたちの間に普及、今年の決勝 

大会では、百チ—ムが参加して熱 

戦がくりひろげられるに至った。 

いまでは、学校教育の課程にも 

とりいれられ、学区対抗の大会も 

九七四—五年度のアクテイビ 

テイ最優秀国際会長賞を受けてい 

るのは、そのユーIIクなアイデア 

と教育的効果に対する評価でもあ 

1つ 、 H -7 / ,4 
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せかいはひとつ 

みんななかよしに 
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てをかす 
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「人生訓かるたJは、さきの低学年用か 

るたの期待をこえる反鬌に、関係者から 
高学年用（4〜6年生）のものも作って 

ほしいとの要望から、1977年、子どもた 

ちが将来歩んでゆく人生のしるべとなる 
L. ， J. ii._t- •一 



ふ:》也，化^ 

うちに終了優秀子ども会の 
来年こそはと目を輝やかせた 

「何日も前から、子どもといつしよになつて練習しました。ことば 

だけでなく、内容も理解させるよぅ心がけています」と話す若いお 

母さん。 

「残念/負けました。練習はだいぶんやつたんだけど……。作戦が 

ちょっと甘かったかなあ、来年は勝つ、絶対/」二年生の男の子。 

參加者全員、それぞれ記念品を手に帰路についた。 

このアクティビティに関する詳しいお問い合せは左記 

へ。〒700岡山市幸町九—六 

岡山後楽ライオンズクラブ事務局 

電話(〇八六ニーニ三—八七八九) 



500の笑顔を大切にしたい。 
さらに大きな確かさをもとめて。 

ili fff銳機500人乗りスーパージャンボ、就航。 

快適な座り心地のフランス製シートに〈つろ 

ぎながら、スカイビジョンのH央像をお楽しみ 

いただけるスーパージャンボの空の旅。こ 

の太きなゆとりを支える大きな確かさは、そ 

の名にふさわしい装術の数々から也まれま 

す0ヱンジンは、アメリカ大統領専«j機と 

同型のGE社製。低騒音、低公害、低燃 

て•信頼性が商く、ft界のトツブクラスと折 

り紙つきの灯性能タイプです。またIH：界初 

の冷却ファンつき11(輪ブレーキや、雲の状 

態や地形が3色に表示される視認性のよ 

いカラーレーダーの採出など、まさにスー 

パーな性能を秘めたスーパージャンボ。人 

きな確かさに與づけられた大きなゆとりと 

快適さを、ぜひご体験ください0今日も、スー 

パージャンボは、500人のお客さまの夢を 

のせて、大空たかぐ飛びつづけています。 

ANA1979 
ALL NIPPON AIRWAYS I 

ご搭乘のT-絞きは、迚出発の20分前までにお済ま 

せください。機内への抟込み手荷物は1個だけに。 

ご挤琚まえの検作にご阽むください、、 



0 045(753)5361-(751)9482 
亍235神奈川祭播浜市设子区》子3-1-15 

京浜東北綵「典子駅j徒歩7分 

都心の文教地区/通字の便は最S 

部(9&京区大塚南 

女子学生専用ニュータイブフンシヨン 

横浜女子学生会館 

全室冷暖房完備全館®室189室 

音羽女子学生会館 
国 電：大塚駅徒歩15分 
地丸の内棵:新大塚駅徒歩5分 
下九の内樣:茗荷谷駅徒歩b分 
鉄有楽町線：謀国寺駅徒歩5分 

めぐまれだ璜境夢をはぐ<む室内 

有朋女子学生会館 
東横琮都立大学駅よ03分 

〒152東京都目黑区八雲1-12-11 
003(723)2336 -8 

男子学生アバート全館個室1000室 

東横琮•地下鉄日比谷*TB吉駅」前。 

東京•横浜の大学へ通学便利 

渋谷まで20分 
新宿まで30分 
お茶の水まで 

»044«2)1101(代） 
〒223襆浜市港北区寅禳町13番地 

都心の文教地区男子学生専用 

K 甜 a?3HWU 
有楽町線•護国寺职•徒歩5分 

全館 

菊池寛記念会館 
〒171東京都豐島区雜司ガ谷1-32-5 
003(983)3271 (981)6723 

男子学生アバート全館@室322室 

7ンhミ 
ア■ハンハウス 
早相田へ28分新お茶の水へ25分 

東京•干葉の大学に通学便利 

勉強には理想の環境 

^pfcl 

〒272-01市川市南行通3-23-3 

最ち感じのゆきとどいたお世話をする 

®東京スチュー 
デント八イツ 

栗攢繚地下鉄「中目黑IRj徒歩8分 
靳玉川嫌（地下鉄）池尻大供职徒歩5分 

r英会話セミナー(無料)出席ご自由1 

全室冷®房完钃 

m ほかな 

003(715)2791、2 
亍153東京都目黑区東山2-5-19 

★お問い合わせは、雑誌名を、ご記入の上各会館へ 

、〜..でン浮 

〈東京学生会館協議会加盟〉 

M安泰,学生窗害の決定驪 

大切なお)*様に索購らしいカレッジライフを 

六義圜女子学生会館 
0< ^ Xhj 全室冷K房完備全館0罜 

亍113東京都文京区本駒込5 7011 
»03( 821) 6258 し久htb 的- 

漘泉女子大学38分 
槓浜田立大字15分 

フエUス字院大字7分 
sfciIBsa 大字26分 
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暖かくなったら、生活の領域を庭まで拡げてみませんか。お気に入りの椅子など持ち出し 
て日向ぼっこ。そして夏はフ。ールです。自邸の中なら、思いのままの暮らしが楽しめます。 

夏のプール。準備は今から。 

•スイミングプールのボディカラーは 

シックな象牙色です。芝生の緑にも、 

煉瓦の赤にもたくみに調和します。 

籲WLざわりがソフトなFRPで、仝面 

をカドのない曲面で仕上げました。 

安全性をとくに®視した設計です。 

參このクラスのフ。ールでははじめて、 

全周にオーバーフロー 溝を採用しま 

した。水をつねに清潔に保ちます。 

•簡革に設置できるユニット構造です。 

庭の造作などは変えずにすみます。 

籲ぉ子さま用のファミリーフ。ールも 

あります。工事は1日で完了します。 

▲スイミングプール（I0mx6m型）愛知県加藤邸 

籲お問い合わせは一 

ヤマハ発動機株式会社 
営業本部 プールTL係005383-2-111 I 

〒438静岡県箬田市新貝2500 

東京支店.〇 03-572-2021 

大阪支店.a 06-538-7331 

名古屋支店.0052-913-2121 

九州支店.0092-411-3606 

仙台支店.»0222-94-6121 
ヤマハ四国㈱.S0878-3I-I66I 

北海道ヤマハ㈱.001 1-641-271 I 

YAMAHA 

ヤマ八FRP X4S>^7 -7-11 



古来の伝統美を創る 
結婚式場設備は有職故実を誇る京製品で完備し/ 

■.:今月の椅子 

用語の原点. 

TIS/V急^-V 5 , 

愛を世界の隅々までに. 

複合地区の動き 

を脱却。本当の心の豊かさを。 
ゲスト細)II隆一•几氏聞き手仁井岡武司 

国際大会の巻 

偉い人と座. 

身辺随想. 

苫小牧まで. 

温かく通い合ぅ心… 

蠢から社会へ. 

フィリピンと富士山 

遠州灘の伝説. 



ライオンズ.ファミリーの拡充を 
STRENGTHENING THE FAMILY OF LIONISM 

国際会長 ^ 
ラルフ• A •フイナム 

今やライオニズ厶は、家族全員の仕事となっている。ライオンズ 

国際協会は、ライオンズの目標や業績、その上さらにライオネス、 

レオクラブの活動と発展によって、その力を拡大している。家族が 

一丸となってライオニズ厶の具現に尽力してくれることは、協会に 

とってこの上なく大切なことである。より多くの婦人や若者が、ラ 

イオニズ厶の精神に基づいて活発に活動してくれるなら、人類や地 

域社会の必要に応じたより幅広い事業を行うことが可能になる。 

まだライオネスやレオクラブをスポンサーしていないクラブは、 

真剣にこのことを考えて頂きたい。この計画に失敗はあり得ない。 

なぜなら婦人や若者たちは、自らの時間と労力をさいて奉仕活動に 

参加することを心から望んでいる。現在、全世界に千九百五十以上 

のライオネスクラブと二千九百五十以上のレオクラブがある。これ 

らのクラブの業績と、新丄い計画に積極的に加わってゆこうとする 

熱意は、家族ぐるみのライオンズ活動の可能性と価値が、非常に大 

きいことを証明している。 

我々は、ライオネスクラブを設立して、婦人たちに奉仕の機会を 

与え、レオクラブをスポンサーして、一.人でも多くの若者に、ライ 

オンズの精神を知ってもらうように努めよう。：一人や若者たちと一 

緒に活動し、彼らに無償の奉仕の本質を示唆し、ライオンズに協力 

するだけでなく、自らの活動を計画、実行し、地域社会の要求にこ 

たえるように奨励しよう。また、そのためには、ライオンズが彼ら 

の業績を認め、今まで以上の協力を与えることが、ライオネスやレ 

才が自らの奉仕目的を拡大する上で大切であることを悟るべきだ。 

ライオネスやレオの一連の奉仕活動は、ライオンズの行っている 

The Lion 79. 3月号 14 



ょみうりCC戸ハ塚CC高坂CC 
千葉CC窀ケ崎CC等125コース 

-大阪ェリァ- 
池田CC花屋敷GC飛鳥CC 
奈良万葉CC有馬CC等50コース 

-名古屋エリア- 

桑名CC名古屋GC專25コース 

-福岡ェリァ- 
古货GC福岡CC若松GC 
B-SCC下関GC等30コース 

*日本ゴルフ公社より共通利用認定 
書が発行されます。 

*入会金のうち40万円は、ゴルフ場 
に保証されるものてす。 

*売買•名変自由の証券です。 
*御入会資格があリます。 

経営者（自営を含む） 
会社役員 

30歳以上で< 

mam- 

株式 
会社 

資料請求•お問合せは™■ 

日本ゴルフ公社 
本社東京都中央区銀座8-8-5太陽ビル 

TEし03(573) 406 I (ft) 

大阪大阪市南区長堀橋筋卜9-1共通ビル 
営業所 TEし06(245) 564 I (ft) 

名古屋名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル 
営業所 TEし052(22 I ) 744 1 (ft) 

，福岡福岡市博多区博多駅前3-27-25第2岡部ビル 
せ業所 TEし092(43 I) 764 

*入会金 

^1 

御挨拶 

t 

を+ ̂穸ルマ人生^た爹'inル-7部 

蓼そ食成f'vv^^.そ晉‘一》 
JS 故^ズぃ^N?で 11、。+ 

z^$rc^た ル-7叉ボ-泛E二旧 
象し^^?憂 ぞ A!もぞT.•二85 

/そ(3ゴiづT?又ボーマ〆;fて一！^5 

nei^'J<象化^^-^—^• 

头14貧丧定复^^ 
-> 

ものにもひけをとらない。だから私は、ライオネスやレオが聴力保 

護•言語障害者福祉計画に参加することを強く希望する。今やすベ 

てのライオンズクラブは、人々の関心の高いこの分野に、詳細な指 

針を持って参加している。そしてライオネスやレオは、地元教育関 

係者や、聴覚分野の専門家と協力して、スポンサークラブの行ぅ聴 

覚検査の手助けをするなどの重要な立場にいる。命の贈物計画やイ 

ア•バンクへの支援、幼年期における聴覚障害の早期発見の教化活 

動や、ろう者、難聴者のための特別事業、その他数え切れないほど 

の奉仕活動には、ライオネスやレオの参加は不可欠である。 

クラブ奉仕活動計画に、新たに聴力保護•言語障害者福祉計画を 

取り入れるには、この計画を消化するにふさわしい会員数が必要と 

なる。したがって、これらの奉仕を最も効果的に行うには、新しい 

ライオネス、レオクラブを結成するだけでなく、現存のクラブの会 

員増強にも力をいれなければならない。 

私は世界中をまわって、多くのライオネス、レオに会い、この奉 

仕する人々の偉大な力を自らの目で見てきた。これらの婦人や若者 

たちの業績は、スポンサーであるライオンズにとって誇りである。 

地域社会の期待にそって、ライオンズの活動を完全にする上で、ラ 

イオネスやレオがいかに大切であるか、今こそ認識すべきである。 

ライオネスクラブやレオクラブを結成したり、現在あるクラブに会 

員増強を働きかけることによって、ライオンズは婦人や若者に、住 

みよい町づくりのために働く機会を無数に提供することになる。 

ライオネスクラブおよびレオクラブの成功は、すべてスポンサー 

するライオンズクラブの指導と忍耐にかかっている。すべてのライ 

オンは、レオクラブ顧問やライオネス連絡員の重要性を認め、ライ 

オネスおよびレオの増強計画のために、地区ガバナーに協力すベ 

きである。ライオニズ厶の奉仕の輪を広げるために働くことは、大 

事なことである。各ライオンは、ライオンズをより強固に、より活 

動的にするために働いている人々の役割を、十分に理解すべきだ。 

「愛と理解と心で奉仕」を、今以上に具体化するために、私は諸君 

の協力をお願いする。ライオネスおよびレオの増強計画を通して、 

ライオンズ•ファミリーを拡充してゆくことによって、我々は現今 

の世界の諸問題に対処してゆくことができる。 

共通会員権 

15 The Lion 79. 3月号 



音から隔てら^! 

基底膜の共鳴部位. 

0 
\) 

C つかきっと話せる 
玉木英夫S井中央3 

ダ はを 
1 

$ド:/ 

『コップの中の嵐』という表現がある。二つ 
のコケプを両手に持って、耳に近づける。 

ワウ—ンと、風が舞っているような反#が、 
だんだん大きくなる。ピタッと両耳を抑える 

と、一瞬、まわりの騒音が遮断され、窓の外 
の車や人の動きが、パントマィムのように見 

える。 
音のない世界とは、そのような状態をいう 

のだろうか0実際は、そ'9ではないらしいの 
である。たとぇば、飛行機の急上昇、急降下 

で鼓膜が引っ張られるような感覚' いつも地 
下鉄に乗っているような騒音の中の状態。ろ 

う者、難聴者' 失聴者と' それぞれに違う原 

因と状態があると考えられる0 
失明と違って、外から見ただけでは耳の中 

の状態は想像しにくい。それだけに、ろう者 
，福祉V言語障害者の救谪は、立ち遅れたと言 

えよう。ここに集めた諸稿によつて、健聴者 
の理解と反省が得られれば、幸いである。 

めまぐるしいほど変貌する現代社 

会の中で、五体が健全であり、知能 

指数が平均以上の人でも、悩みがつ 

きない今日このごろである。生きて 

ゆく上で言語が全く話せない、聞こ 

えない、ということほど不幸であり、 

不自由なことはないだろう。 

福井中央1では、数多くの身障者 

を対象としたアクティビティを実施 

してきたが、全クラブあげて取り組 

んだのが「希望のこだま運動」であ 

り、「愛のともしび運動」である。 

まず、言語障害児を一日も早く発 

見して、正確な診断のもとに療育し、 

健康でよりよい日が送れるようにと 

いう願いをこめた「希望のこだま運 
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動」のキャンべーンが十月六日から 

開始された。午前八時半の通勤、通 

学時間を利用して、三十五名のメン 

バIが、趣旨を印刷したチラシと秋 

の草花の種の入った紙袋を、市内の 

目抜き通りで配布、「あなたのかわ 

いい赤ちやんを、もぅ一度しっかり 

みつめてみましょぅ」と呼びかけた0 

翌七日は、福井中央rが百万円を 

かけて制作した「いつか、きっと話 

せる」が福井放送で放映された。こ 

の番組には、京都大学耳鼻咽喉科の 

三好豊二助教授と福井県立ろう学校 

の佐藤直樹教諭が出演。その豊富な 

体験をもとに、言語障害の事例と発 

見の手だてについて語り合ってもら 

った。言語障害児の問題は、いわゆ 

る潜在的対象者が相当な数に上ると 

いわれており、それだけに親として 

の悩みも深刻である。この番組では 

特に三歳児までに早期発見すること、 

検診を受けて適切な療育が施されれ 

ば、「いつか、きっと話せるよぅに 

なる」といぅことを、零歳から六歳 

までの障害児の実地訓練過程をカメ 

ラで追いながら、二人のわかり易い 

説明入りで詳細に紹介された。 

このキャンぺーン運動を始めた十 

月六日からアクティビティ本番の十 

月二十二日まで毎日、クラブ員が二 

名ずつ交代で事務所に詰めて、悩め 

る親からの問い合わせに応じたが、 

延べ五十名にも上る相談があり、大 

きな反響を呼び起こした。 

さて、いよいよアクティビテイ当 

日、二十二日午前十時から福井市県 

民会館で開催された「言語障害児の 

発見と処置について」と題する講演 

会は、予想以上の聴衆が詰めかけた。 

現場第一線の保健婦、保母さんをは 

じめ、問い合わせのあった人たち約 

七十名が登録していたが、当日は二 

倍以上の百五十名が集まり、会場は 

それこそ立錐の余地もないほどだつ 

た。講師は三好助教授で、わかり易 

くかみくだいた講演が約二時間に及 

んだが、聴衆は終始メモを取りなが 

ら熱心に耳を傾けていた。 

キャンぺーンのフィナ—レは「愛 

のともしび運動」と名付けられ、社 

会福祉法人光道園の音楽クラブ〃ミ 

ック•バラーズ"の演奏会である。 

同日午後二時から県民会館大ホール 

で開かれた演奏会には約千人が集ま 

つたが、賛助出演した陸上自衛隊も 

影が薄くなるほどのすばらしい感動 

を与えた。四十一年に結成され、は 

じめは音がバラバラだったため、 

，ミック•バラ—ズ"と名付けられ 

た。それから十年余、レパ—トリー 

も百曲をこえた。その中から、名曲 

「ライオンズクラブ手話講習会」 

「夜霧のしのび逢い」で才—プン、 

「北の宿から」「ベサメ •厶丨チョ」 

「夜明けのぅた」など、日ごろ自慢 

の十八曲を披露したが、聴衆の大半 

がハンカチで目頭を押さえながら拍 

手を送るほどの熱演だった。二重三 

重の障害を乗り越えた彼らの見事な 

演奏は、聴衆や障害児をもつ両親た 

ちに深い感銘を与えた。 

言語障害児の問題は、「原因は何 

か、を発見することがむずかしい」 

の一語に尽きるよぅである。聴力だ 

けでなく、知恵遅れや異常器官、吃 

音問題など。それだけに両親の悩み 

は深刻だが、この運動が一般社会の 

共鳴と反響を呼び起こし、福祉行政 

面での救済施策が一日も早く実現さ 

れるよう切に望みたい。 

(事務機販売.62歳) 

主催ライオンズクラブ国際協会三 

手話表現の多様さ 
堀本文男(奈良県•檑原r) 
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医療法人社団 
尚歯会 

理事長 
し小池正雄 

本院小池歯科医院 
_ 東京都中央区日本橋馬喰町1-5-4 

〒1〇3 TEL(662)8371〜3 

第1院東日本橋小池歯科 
東京都中央区東日本橋2-24-9 
〒1〇3 TEL (851) 2051 

第源美容会館歯科クリニック 
東京都渋谷区代々木1 一56—4 
〒151 TEL ¢379) 3594 

創業75周年 

三五-C地区五リジョン協力奈 

良県手話ザ—クル連絡会場所奈 

良、椹原、大和高田、五条など五会 

場。十一月六日ょり十二月八日まで 

の間、各会場五回開催でーシリーズ。 

五会場の中で四会場は初級で、各会 

場五十名。クラブ員、官公庁、病院、 

会社、銀行等の窓口職員及び一般手 

話受講希望者。中級は一会場で初級 

程度をマスタ—した人。 

十一月六日、まず初級の奈良会場 

と中級者対象の檀原会場が開講した。 

各講師のユーモアたっぷりの中にも 

真剣そのものの指導にょり、好評の 

ぅちに進められ、十二月八日、五条 

会場を最後に終了した。參加人員二 

百四十名。參加された方の職業は多 

様で、一般、市町村役場職員、郵便 

局、その他官公庁、公私立病院、会 

社、銀行等の窓口職員、メンバ—で、 

特に福祉事務所老人へルパ—、家庭 

に身障者をかかえた主婦の参加のあ 

つたことが、このアクティビティの 

尊さを示してくれた。 

受講者には最終日、手話講習終了 

証が交付されたが、県内各クラブの 

例会でも、受講したメンバーが一人 

前の顔で、手元がぎこちない乳幼児 

の指運動にも似た練習風景があちこ 

ちで見られる昨今である。慣れない 

中にもどういう訳か、小指を差し出 

すのだけは堂に入ったもの。 

參加者の受講後のアンヶート調査 

によると、講習日数は初級中級共、 

今回の五回くらいでよいとの意見も 

あったが、もっと日数を多くしてほ 

しいとの希望が圧倒的に多かった。 

〇十本の指を使って表現の多様さに 

びつくりした。 

〇健康と健聴のありがたさをしみじ 

み知った。 

〇初めは不安でしたが、よい勉強に 

なりました。 

〇一力月は長いと思ったが、毎週一 

回あっという間に過ぎた。週一回で 

は忘れてしまいそうなの.で、今少し 

回数があったらと思う。 

〇ろう者との対面実技講習も入れて 

ほしい。 

〇これほど手話ができるとは思って 

いませんでした。 

〇今回の講習を通じてマスタ—した 

わずかの経験を生か-Lて、身障者の 

理解を深めたい。 

〇ろう者の方との会話は、読み書き 

でやっていたが、これで手話を入れ 

ての一応の自信ができた。 

特に感想には、 

〇福祉事務所に勤務しており、ろう 

あ者の人々と接する機会が比較的多 

いが、今まで全くわからなかつた手 

話が少しでもわかつてうれしい。窓 

口の応待にも励みができた。使わな 

ければ忘れるおそれもあるので、積 

極的に使う勇気をだしてみる。 

〇今後も継続的にラィオンズの事業 

として講習会を開いてほしい。 

などが注目された。今回の講習会 

には、聴力保護言語障害者福祉委員 

の^高西立清と、リジヨン内各クラ 

ブ会長、幹事、各メンバ—の裘方の 
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福島中央Pの聴力保護活動は5年前から始まった 

は二力月になつていた。 

赤ちゃんは、八力月の時にくちび 

るの手術を済ませた。離乳が始まっ 

た。口蓋の裂けた赤ちゃんは、食べ 

物をずるずると飲み込んでしまぅ。 

気管に入らぬよぅ、長い時間をかけ 

て食べさせる。はっと気付くと、口 

から#の奥へ食べ物が詰まっていた 

りする。血の気の引く思いの毎日だ。 

障害のあるせいか、病気がちでも 

あった。気管支炎、中耳炎、目の病、 

治、らぬうちにまた気管支炎というく 

り返しだった。ゆとりのある生活で 

はない。東京通いと病院支払いのた 

めの金繰りで、家計はめちゃめちゃ 

あつたことは言うまでもなく、本当 

にやつてよかつたと、身をもって知 

つた尊いアクティビティであつた。 

このアクティビティの輪が三三五丨 

かわいいおだんごだネ 

昭和四十七年八月四日、福島市入 

江町の日赤福島赤十字病院で一人の 

赤ちゃんが生まれた。上くちびるが 

両方の舆の穴のところまで、三つに 

割れ、歯茎も三力所に裂けていた。 

上あごは、真ん中から二つに裂け、 

口の中に槔中隔が現れていた。口の 

中から^の内側が見えた。狼咽とも 

呼ばれる完全口蓋破裂の赤ちゃんだ 

った。その子の母、南マサ子さんは、 

思わず目を覆いそうになった。 

「わが子ながら、気味悪い、この世 

の人間のものとは見えない顔」，だつ 

た。赤ちゃん誕生を待つ一家の喜び 

C地区内はもちろん、対話を通じて 

身障者を理解する新たなアクティビ 

ティの一端として、全国に広がるこ 

とを念じつつ。 (農薬販売.49歳) 

が、その瞬間に、ずるずると崩れる 

思いだった。 

母乳の吸えない赤ちゃんはそのま 

ま入院となつた。マサ子さんは、ミ 

ルクの与え^、育児法の指導を受け 

に毎日病院へ通った。 

「どぅなるんだ。この子の一生はど 

ぅなるんだ。生まれて来なければ良 

かったのだ、この子は。……親子で 

死んでしまいたい」 

誕生後ほどなく、マサ子さんの長 

女と次女が、 

「赤ちやん、見たいよ」 

と、ねだった。五歳と三歲のその 

子たちは、赤ちゃんを見てなんと言 

うだろうか。「こわいよ」と叫び出 

すのではないか。祈るような気持ち 

だった。 

「赤ちゃんのお口、おだんごみたい 

だね」 

「おだんご、かわいいね、おかあさ 

ん」 

「かわいいね、おかあさん」 

三つに裂けて丸くとび出した赤ち 

ゃんのくちびるは、本当にその子た 

ちの言うように『かわいいおだん 

ご』だった。マサ子さんは、こみ上 

げる想いの中で、「強い母親になろ 

う、この三人の子のために、強い母 

にならなければ」と、幾度も自分に 

言い聞かせていた。 

南さんの赤ちゃんのように、何ら 

かの障害をもって生まれて来る子は 

多い。だが、障害のある子の実態は 

なかなか統計数字には現れにくい。 

治せるものなら、人知れず治してし 

まいたいという親の願いがはたらく 

からだろうか。南さん夫婦も、初め 

は、同じ障害をもつ子の親を訪ね歩 

いた。どうやって育てれば良いのか、 

どこでいつ手術をすれば良いのか。 

何もかもが、分からないことだらけ 

だった。そして、東京医科大学歯学 

部附属病院を紹介された。赤ちゃん 
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聴力•言語障害者への福音を説きつづけるライナム 

国際会長は、世界のライオンズ国訪問の途次、昨年11 

月、日本に立ち寄られた。東京•帝国ホテルの宿舎に、 

330-A地区視聴力保護福祉委員会、加藤凱正委員長 

(東京代田橋P)と青木周光副委員長（東京麴町”） 

の2人が訪ねたところ、ライナム会長は、世界のろう 

あ者の現状と対策について、その持論を、機関銃のよ 

うに話し出した。 

自分は、ライオンズのお家芸と言われるに至った盲 

人のためのアクティビティを止めて、その代わりにろ 

うあ者と言っているのではない。力のあるクラブは、 

その余力をそちらへふり分けてほしいのだ。近代的な 

大都市に立派なホテルがたくさんあるが、耳の悪い人 

でも安心して泊まれるようなところがあるだろうか。 

外見はどんなに整っていても、障害を持つ人が出歩け 

ないようでは、まだ近代的とは言えないだろう。 

東京国際大会の時に配布されたパンフレット“The 

Sound of Silence”は岡山県児島？ラ（難波茂三会長） 

の手で邦訳され、この面でのクラブ活動の指針となっ 

ている。 

になつてしまつた。 

一歳十力月の日、赤ちゃんは、口 

の中の手術を無事終える。退院の日、 

言語治療室の医師は、「半年間で、 

カム、スウ、フク、の三つがきちん 

とできるょぅになれば、三歳半まで 

にはコトバの遅れも取りもどせる」 

と励ました。マサ子さんは、無我夢 

中だった日々がやっと終わったのだ 

と思った。だが、その日は新たな心 

労への旅立ちの日でしかなかった。 

難聴の子の施設がない 

南さんの赤ちゃんは、手術後八力 

月ぐらいで、コトパらしいものをし 

ゃべり始めたが、何を言っているの 

か、まるで分からなかった。 

声は、口やくちびるや舌を細かく 

使って、はじめて意味のあるコトバ 

になる。生まれてから、ただ流し込 

まれるものを飲み込むだけだった南 

さんの赤ちゃんは、嚙むことや吸ぅ 

こと、ましてや吹くことがまつたく 

できなかった。口の働きが十分でな 

いため、声はコトバにならなかった。 

コトパの障害は、何も幼児に限つ 

た問題ではない。南さん親子が、福 

島市郊外の笹谷団地でコトパの難関 

にたじろいでいた丁度その頃、福島 

市のあるラィオンズクラブが、難聴 

者無料検診を常陽銀行福島支店を借 

りて行っていた。 

検診にやって来たのは高齢者が多 

かった。百名をこえる受診者を、開 

業医のラィオンが中心となって終日 

検診し、三十五人の人たちに、身障 

者手帳の交付手続きがとられた。高 

齢者は、既にコトパをもっている人 

たちだ。話せるが、聞くのが不自由 

になつたという人たちだ。ところが、 

幼い者たちにはnトバがない。あっ 

ても未発達だ。検診に当たった医師 

打小関芳晃は、難聴の幼児について、 

「診断はつきます。だがその先の治 

療教育をどぅしたらよいかが分から 

ない。小学校に難聴学校があること 

は知っているが、それは就学児童の 

ためのものです。未就学の幼児対象 

の機関が全くない。身障者など目に 

つく障害児のための施設はあるのに、 

あまり人の目につかない聴覚•目語 

障害児の福祉はなおざりにされてい 

るんです。これはいかん、なんとか 

ならんかと悩みました」 

福島市には、ろぅ児のためには福 

島県立聲学校福島分校幼稚部、知恵 

遅れの子のためには福島市立養護学 

校教育相談部、手足の不自由な子の 

ためには、福島市肢体不自由児通園 

センタ—などの施設がある。だが、 

難聴やコトパに障害のある幼児のた 

めの施設は全くなかった。コトパの 

障害をもつ子を抱えた親たちは、ひ 

とり悩み、恵まれた少数の子だけが 
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〇〇〇★★★女 
進入平幼高中小 
学会日児- 
相テ組英丨ii 
談ス•才高中小 
室卜日教三三六 

曜室 
毎毎組 
日週 
曜出 
⑻ 

進学の名門 
最優秀組の麼応合格率80% 

X慶応会 
〒164東京都中野区東中野1の51の3 

(東中野駅前） 
©03 (409) 6886 

思/つ存分生きる人生は素晴らしい 
それが陽の当たる場所とい/つ舞台で 

展開されるならばなお素晴らしい 
そのだめのレ—ルを 

今、敷いてあげて下さい 

東京に母と共に別居して、教育•訓 

練を受けているという状況だった。 

「最高のアクティビティというのは、 

目に見えないものでしょう」 

打小関にそう話しかけられて、同 

じ医師として検診に当たつてきた^ 

酒井清明もまた、聴覚障害児が福祉 

行政から見離されているのを痛感さ 

せられた。 

難聴の疑いのある幼い子には、で 

きるだけ早く、その症状にふさわし 

い対策がとられなければならない。 

コトパの獲得が遅れることは、その 

子の精神発育の遅れにもつながる。 

「しかし、いつたい、難聴児という 

のは、.どれぐらいいるんだろう」 

「それすら分かってないんですよ」 

打小関は説きつづけた。 

「施設を作って、機器を寄贈するの 

は、やりようによっては簡単です。 

だが、施設を作っても維持するのが 

大変でしょう。行政です。行政機関 

に働きかけ、理解させる以外に方法 

はない。行政サィドを動かさねば、 

問題はどうにもならんのです」 

「これは地域社会が切実に要求して 

いる問題です。やりましよう」 

両ラィオンはこの問題を、二人の 

所属する福島中央^に持ち出し、奉 

仕事業とすることを提案、四十九年 

七月、同クラブは「難聴児に音と言 

葉を」をスロ—ガンとした奉仕活動 

の開始を決定する。 

福島市では、四十五年四月、市立 

第一小学校内に難聴児学級が設けら 

れ、中等度難聴の子どもを対象とし 

た聴能訓練、言語指導が行われてい 

たが、クラブでは奉仕事業の方向を 

徹底させるために、同学級の新房佳 

夫教諭を招いて、幼児難聴の問題点 

を聞いた。新房教諭にょると、 

「就学前はコトパが育たず、親が知 

恵遅れだと思っていることもありま 

す。幼稚園児くらいになっても、犬 

をワンワンといい、犬とワンワンが 

つながらない子や、コミュニケーシ 

ョンの全然できない子もあります。 

コトバが育っていくには四〜五年か 

かります。一年間くらいは精神薄弱 

児なのか、難聴児なのか、親でも分 

からないのが普通です」 

とすれば、何よりも早期に、難聴 

かどうかを突きとめなければならな 

い。その年十月、福島市内のすべて 

の幼稚園•保育所を対象に第一回の 

「難聴児実態調査」が行われた。 

どの子もみんな話せる 

回答の集計結果、十名のことばの 

遅れている子どもが発見された。詳 

細な診断が加えられた。知恵遅れに 

よるコトバの障害児は四人、難聴に 

よる障害児が二人、ろぅ児が三人、 

力行に吃音のある子が一人であるこ 

とが分かった。 

行政サィドを動かすための基礎資 

料ともなるそれらの結果の整理をす 

すめる一方で、ラィオンたちは、直 

接的な働きかけを早くも開始した。 

四十九年十一月、「幼児難聴の教育 

制度の確立を要望する陳情書」が福 

島県知事に手渡される。 

新年度 
会員募集 

お子様を 

人生のグリ—ン席へ 
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翌五十年三月、発見された難聴児 

のうち、ろう児は福島#学校幼稚部 

へ、難聴の子は福島第一小学校難聴 

学級へ、その他の子は、中央児童相 

談所、福祉事務所へと、指導を依頼 

したが、ある家庭では、その子にn 

トバの障害があることを否定し、 

「そんな子どもは、うちにはいませ 

ん/」 

と、指導を拒否して来た。 

一方、ある子は、両親がろうあ者 

であったため、コトバの遅れがはな 

はだしく、親たちもその子のコトバ 

の障害は遺伝だとあきらめていた。 

ところが検査の結果、その子には何 

らの異常もないことが分かり、家中 

が喜びにわくというヶースもあった。 

いずれにしても、早期検診、早期 

発見の重要さを痛感させるものばか 

りであったが、行政を動かし、その 

ための施設をつくるという大きな目 

標の前では、やっと、一歩を踏み出 

すきっかけをつくったというに過ぎ 

なかった。 

五十年四月、福島市清明小学校に、 

もう一つの難聴学級が誕生、その月、 

コトバとの苦闘をつづけていた南さ 

ん親子は、福島第四小学校に「こと 

ばの教室」があることを知らされ、 

訪ねて行った。 

教室での指導は、マサ子さんが家 

で細々とつづけていた方法とは全く 

違ぅものであった。"吹く，ことの 

できない子はほかにもいた。マサ子 

さんの子は、その子たちといっしょ 

になって遊び、笑った。 

ことばの教室の野木孝教諭は、 

「私たちは、どの子も話す能力をも 

って生まれてくるのだと確信してい 

ます。かなり重い知恵遅れの子でも、 

二十歳くらいになるまでには、話せ 

るょぅになります。障害のある子の 

nトパの成長は、ごくゆっくり進み 

ますが、それを励まし、成長を早め 

てやるのが教育だと思いますね」 

と、力強く説く。 

この教室では、十一年間に約一千 

五百人の子どもたちが学び、コトバ 

を獲得して卒業していった。だが、 

教室が対象としているのはあくまで 

も就学児童である。幼児に対する指 

導•教育は、時間にゆとりのある場 

合だけに限られている。南さん親子 

は、そのゆとりの時間に入りこめる 

幸運をつかんだわけだが、それは、 

教室の先生たちの言ってみれば奉仕 

活動なのだ。そのための予算などは、 

もちろんない。 

その実状は、福島中央rの合同委 

員会にも野木教諭から伝えられ、ラ 

イオンたちの方向に間違いのないこ 

とが再確認された。 

その年八月、彼らは次のよぅな陳 

情書を、福島市長、市厚生部、市教 

育委員会に提出する。 

「一、福島市に幼児のみの『こと 

ば』の教室の設置を希望します。 

一、幼児の言語障害に対する教育 

制度の確立を希望します。 

一、福島市に将来難聴児及び言語 

障害児を目的とした『特殊教育 

センタI』の設Eを希望しま 

す」 

県北全域の運動へ 

行政サイドの反応ははかばかしく 

なかつ■たが、ライオンたちは五十年 

十月、第二回の「実態調査」を行い、 

知恵遅れによる子を一人、やや知患 

遅れによると思われる子を一人、生 

後十力月の脳挫傷によるコトバ遅れ 

の子一人、手術でなおる子一人、計 

四人のnトパの障害をもつ子を発見 

した。もし見つからねば、その子た 

ちには手ひどいコトバ遅れで悩む 

日々が待っていたわけだ。 

幼児言語障害の出現率は、全国で 

は〇•八rrであると言われ、学童の 

〇ニーー三rrを大きく上回る。それに 

対して何らの対策もとられていない 

こと自体がおかしいという福島中央 

r7ラのラィオンたちの提案は、まさに 

事態の急所を突くものであったが、 

一単位クラブの提言だけでは、事態 

は動きそうになかった。ある行政サ 

ィドの職員からは、 

「あなたたちがいくらそう言っても、 

どうにもなりませんよ。担当させる 

課が行政機構にないのです。文部• 

厚生両省にまたがる分野ですから、 

実現は難しいし、無理です」 

という声が聞こえて来たりした。 

壁は予想を越えて厚かったのだ。 

五十一年、当時のゾーン•チェア 

マンr?加藤政雄がこの問題の推進に 

立ち上がった。三月二十六日、福島 

中央rを含む第四リジョン第ーゾー 

ンと第ニゾーン十五クラブの共同寧 

業としてこの問題が取り上げられ、 

福島市民福祉会館で「幼児聴覚•言 

語障害センタ1を作る会」の発会式 

が行われた。会長には県議のn瀬戸 
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大阪西成r (内海正明会長）では昨年10月、聴言 

障害者とボランティアの交流親睦のため、バス1台 

を借り切って万博公園へのアウティングを行った。 

区福祉事務所の指導員やライオンズ会員をまじえた 

一行50名は、万博記念館と民族学博物館見学に楽し 

い昼食をはさんで、有益な1日を過ごした。障害者 

は成人で職を持つ人が多く、中には夫婦も何組かい 

た。日ごろ、こうした接触が少ないだけに、ボラン 

ティアとライオンズは大もてであったが、電気自動 

車の運転手がいくら警笛を鳴らしても動じない一行 

に、けげんな顔をしたのが印象に残った。 

改正、普通校の難聴学級、言語障害 

学級の増設、飯坂温泉病院内に幼児 

の難聴•言語障害治療訓練施設をお 

くことの検討」 

を約束、今後は生活福祉部障害福 

祉課を窓口として、要請にこたえる 

ことを告げた。 

参加者の中には、 

「できるものなら、親の口ととりか 

えてやつてでも話させたい.」 

とまで思いつめていた人もあった。 

知事の約束を、暗雲の晴れる思いで 

聞く人たちばかりであった。 

県予算で温泉に施設が 

「作る会」では、多くのラィオンた 

ちを通じて、この時期約二百万円の 

施設のための基金を積み立てていた 

が、福島中央^では、さらに充実し 

たものをとの願いから、八月二十四 

日、福島市公会堂で、多摩少年合唱 

団による基金チャリティ—•コンサ 

1卜を開催、益金二十万円が「作る 

会」基金に組み入れられた。施設の 

開設はいつなのか、その時期がひた 

すら待たれていた。 

孝一が選ばれ、この面からも県政機 

関：^手を打つべく布石された。 

福島県北地区のラィオンたちはも 

とょり、難聴児親の会、ことばの教 

室育成会の会員たちが参加し、こ.の 

運動の推進母体は、単ークラブから、 

地域の声を結集したものへと脱皮し 

ていった。 

五十一年六月、福島県知事への陳 

情書がこの会からなされた。それは、 

「この世に生を受けた尊い生命が、 

社会的に生かされるのも、葬り去ら 

れるのも、学齢以前の教育が行われ 

たか否か、ということにかかつてい 

るといつても過言ではないと存じます」 

と、一日も早い施策を訴えるもの 

であった。 

県庁内の関係各課にも訴えた。県 

庁記者クラブにも実情を話した。運 

動の中心となっていた福島中央rlの 

メンバーは、会の活動の一つ一つに 

積極的に参加しつつ、具体的な方向 

を定めるため、^鈴木秀垄を中心に 

委員会、懇談会を重ねていった。 

五十三年二月、「作る会」の中心 

となって活躍していた^酒井は、十 

二回目かの陳情の席で、「リハビリ 

テーション•センタ—の中に併設し 

てはどうかという方針で、前向きに 

検討します」という県厚生部長の回 

答に接した。 

「行政が動きはじめた/」 

その回答をどんなに待っていたこ 

とか。機は熟した。 

四月、「作る会」「福島県聴覚•言 

語障害児をもつ親の会」「福島市こ 

とばの教室育成会jの三団体の共催 

で「幼児の聴覚•言語障害治療施設 

促進を願う大会」が、福島県文化セ 

ンタ—で開かれる。 

大会席上、松平勇雄県知事は、 

「本年四月ょり三歳児から県立©学 

校幼稚部に通学できるょう学則等を 
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五十三年九月八日、地元紙『福島 

民友』は、「届いた/難聴児の声」 

の見出しで、次のよぅに報じた。 

「県は、県立リハビリテーシヨン飯 

坂温泉病院内に、三、四歳の未就学 

幼児を対象とした難聴言語障害冶療 

室を設置することになつた。九月補 

正予算に三千六百六十五万円を計上 

(これは施設費で、訓練•検査器具 

等は別)、年度内オープンを目指す 

待ちに待っていた知らせだった。 

飯坂温泉病院は、福島駅からバス 

で三十分ばかりの飯坂温泉にあり、 

成人•老人向けの機能回復施設だが、 

三人の言語訓練土がいる。その一人 

を幼児専従とし、新しく幼児のため 

の機能回復室を設けようというもの 

で、聴力検査、聴能訓練、言語訓練 

などを行おうというのだ。訓練士の 

高橋泰子さんは、 

「ここで扱う幼児の数は、およそ三 

百人くらいになるはずです。今まで、 

三歳児検診の際には、聴覚に対する 

正確な検査がやれずにきました。こ 

こに新しい機械が入れば、検診の際 

の難聴児の発見はもっと増えるでし 

よう。施設ができれば、それへの対 

策もしつかり立てられるよぅになり 

ますね。」 

と見通しを告げていた。 

五十三年十月二十四日、目的を達 

した「作る会」は解散、設立積立基 

金三百万円は県当局に贈られ、福島 

中央^からは、乳幼児才—ジオメー 

夕— (聴力計)が施設に贈られた。 

運動は一つの区切りを迎え、幕が下 

りたかのよぅに見えた。 

その年の暮れ、福島県いわき市の 

地元紙は、こんなニュースを伝えて 

ぃた。 

「……いわき市"ことばとひびきの 

教室"親の会は四日午前、田畑市長 

に会い『公立幼稚園に聴覚•言語障 

生まれつき「聞こえ」のよくない 

子どもは、一万人につき数人と言わ 

れています。「聞こえ」がよくなけ 

れば「言葉」の発達に障害をきたす 

害幼児のための指導室を設置してほ 

しい』と直訴した。田畑市長は『一 

年間の準備期間を置いて専門の先生 

を養成し、どこに施設を置くか検討 

したい』と指導室設置を約束した」 

ともされた火は、消えたのではな 

い。火を掲げた者たちの後を、さら 

になお新しく火を継ぎつつ、多くの 

人たちが歩みはじめていたのだった。 

最後にこのアクティビティのため 

に協力を惜しまなかった十五クラブ 

の名を記す。福島•福島飯坂•川 

俣•福島信夫•飯野•桑折•福島グ 

リーン•福島中央•福島西•福島信 

陵•福島松川••梁川•保原•国見. 

霊山、以上。 (篠崎淳之介) 

ことは明らかです。このような子ど 

もには、早くから発見して対.mをた 

てることにょって、言葉の発達を助 

けることができるものであります。 

次の表は、聞こえの発達状態のだ 

いたいの目安となるテスト表です。 

日常生活の中でいろいろな音に対し 

て子どもがどのよぅに反応するかを 

表にしたものです。子どもの発育に 

は多少の個人差がありますので、表 

より遅れている子どももあることは 

ご注意下さい。また、この表は、日 

本耳.#咽喉科学会広島県地方部会の 

研究によるものです。 

月齢 項目 

新生児 
1•急に大きな音(戸をバタンと閉じる、 

声をかける、物を落とす、手をたた 

く)がすると全身をビクッとさせる。 
2 •突然音がした時、まぶたをギユッと 

閉じる。 

1、2は脳の成熟、発達につれて消え 

てゆき、三—四力月経つとほとんど見 

られなくなってくる。 
3•眠っている時に突然大きな音がする 

と目を党ます。 

3は生後二力月ごろはっきりしてくる。 

満一力月ごろ 

4•眠っていて突然の音にビクッと手足 

をのばすことがある。 
5 •目を開いている時に急に大きな音が 

すると、まぶたを閉じる。 

6•眠っていて突然の音に目を党ますか、 

または泣き出すことがある。 

新生児Q力月 
聴覚の歩み 

海泵古了 (山口県•徳山3 
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次の各店で御用命を 
三 越 本 店 東 條会 館 
大 阪• 三 越 有賀写真 館 
札 幌. 三 越 草 土 企 

渋 谷- 東 急 仙台•江陽会館 
池 袋. 西 武 横 手•平 源 
池 袋. 東 武 阪東ギヤラリー 

前 橋. 前 三 長崎•イケダ 

静 岡. 西 武 徳 島•金 剛 
大 阪• 阪 急 福岡•㈱ヒロカネ 

大阪•㈱コ ーガク 益 田•竹 下 
防 府•瑠 王 

洗足商事株式会社 
〒145東京都大田区上池台2-27-8 

pチレオ*_ 728 — 2904 

ステレオ 

I胸像f立像|レリーフ1 

其の他彫刻作品の制作 

4、5は生後三—四力月でほとんどな 

くなつてしまう。 
7•泣いている時や動いている時に声を 

かけてやると、泣きやむかまたは動作 

をやめて静かになる。 
8 •近くで声をかける(またはガラガラ 

を鳴らす)と、ゆつくり顔を向けるこ 

とがある。 
7、8はぼんやりした形であらわれる0 

水平に動かしたものを目で追うことが 
できるょうになる。(一力月過ぎ) 

満ニヵ月ごろ 

9話しかけると、アIとかゥIとか声 

を出して喜ぶ。またニコニコする。 

10•眠っている時、子どものさわぐ声や 
くしゃみ、電気^^機等の音で目を覚 

ます。 

色のあるものとないものとの区別がで 

きるようになり、ciのあるもののほう 
を長く見つめる。 

赤が一番わかりやすい。(九週間ごろ) 

満三力月ごろ 

11•ラジオの音やテレビのコマ—シャル 

など、人の声以外の日常の音にも顔 
(または目)を向けることがある。 

12•怒った声ややさしい声、歌、音楽な 

どに不安そぅな表情をしたり、喜んだ 

り、またはィヤがったりする。 

13•眠っていて突然音がすると、まぶた 
をビクッとさせたり、指を動かすこと 

はあるが、全身をビクッとさせること 

はなくなってくる。 

12、13は出ることがある程度で、いつ 

も出るわけではない。周囲に対する関 

心が強くなり、手を触れた物にさわっ 
てみたり、そばを歩く人を目で追ぅ。 

与えられた玩具を握っている程度の関 

心を示す。「あやす」と親の顔を見つ 

めてキヤツキヤツ声をたてて笑う。昼 

間目を覚ましている時間が多くなり、 

機嫌のよいときにはア—とか才—とか 
声を出して遊ぶ。 

満四力月ごろ 

14•日常聞きなれた音(玩具、テレビの 

音、戸の開閉など)に関心を示し、振 
り向くよぅな動作をする。 

15•人の声、特に聞きなれた母親の声に 

振り向く。 

16名前を呼ぶと、ゆっくりではあるが 

顔を向ける傾向がみえてくる。 

17•不意の音、聞きなれない音、珍しい 
音にハッキリ顔を向ける。 

首がすわり安定してくるのは三—四力 

月ごろで、遅くても六力月まで。 

〈注意〉三—四力月ごろの反応は中途 

半端で、ややもすればI1Hこえがよくな 
いよぅに思えることがある。一度目は 

割合反応するが、二、三度繰り返すと 
反応してくれないことがあるので、反 

応がないからといって直ちに聞こえが 

よくないとは言えない。といって、反 

応があつたからといって正常と早合点 
できないこともあり、非常に判祈しに 

くい時期である。このころまではあま 
り神経質にならないでよい。 

満五力月ごろ 

18•耳もとに目党まし^;tをそっと近づ 
けると、コチコチといった音に振り向く。 

19•父母の声、他人の声など、いろいろ 

遠った声を区別して聞き分ける。 
五—六力月以降になると、正常に聞こ 

えている赤ちゃんと耳の遠い赤ちゃん 

の間にはっきりした差がでてくる。手 
がよく動くよぅになり、「何でも口に 

入れる」ことが多くなる。玩具にはっ 

きり興味を示してくる。三力月ごろの 

响語が、自分で出した声を自分で聞い 
てまねることによって(従って「聞こ 

え」が関与)反©^一になってくる。ア 
丨ア1、グ—グI、才—才I等。 

満六力月ごろ 

21•耳から三十^くらい離して、Sで 

紙をもんで音^3すと、サッと振り向く 0 

22•ラジオやテレビ(画面は見えないよ 
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調音部位図 
前編 ^ 昭和53年丨〇月発刊 

日本のろうあ教育は、 

読唇•発語を中心とする 

口話法に重点が置かれて 

いる。つまり、聴覚障害 

があっても発声器管に異 

常がなければ、矯正によ 

って話す力をつけようと 

いうのである。大阪なド 

わイーストT (加護野忠 

太郎会長）では、ろう学 

校の先生の指導を受け、 

教材としての調音部位図 

45枚のパネルを作成した。 

昨年10月、15周年を迎え 

た同クラブは、これを記 

念事業として、地区内お 

よび全国の公立ろう学校 

103校に、計1，033部を贈 

った。ユニークな企画と 

その利用価値に、数々の 

賞賛が寄せられている。 

この場合、赤ちゃんに息がかからない 

よう注意が大切。 

40.「ママ」「マンマ」「ネンネ」など、 

人のことばをまねて言う。片言を話せ 

るようになるのは、早い赤ちゃんで十 

力月ごろ、遅くて一歳半ごろである。 

満十一力月ごろ十二力月ごろ 

41•音楽のリズムに合わせて体を励かす。 
リズムをとることがある。 

42.「.ちようだい」と言うと、持つ 

ている物を渡してくれる。このころの 

赤ちゃんの活動で特長的なことは、 
「物をとつて渡す」ことである。 

43•「パパどこ？」または「ママど 
こ？」と聞くと、パパやママを見る。 

そろそろ「ひとり立ち」「ひとり歩き」 

ができるころである。 

満一歳ごろ 

44. 而取な言葉にょるいいつけや、要求 

に応じて行®Jする。たとえば「ワンワ 
ンちょぅだい」と言ぅと縫いぐるみの 

犬を渡してくれる。ことばの理解がし 

つかりしてくる。 

満I歳半ごろ 

45. 「オメメどこ？」「オクチどこ？」 

「オミミどこ？」などの質問に指さし 

て答える。遅くともこのころまでに 
「ひとり歩き」できるようになる。 

満二歳ごろ 

46•絵本を読んでやるとジツとlir]いてい 

ぅにして)の音が鳴り出すと敏感に振 
り向く。 

23•名前を呼ぶなど声をかけると、サッ 

と振り向く。 

24•話しかけたり歌を歌ってやると、じ 
っと顔を見ている。このころになると、 

音に対する反応がハッキリしてくる。 

21、22、23は赤ちゃんに気づかれない 
よぅにして試すことが大切である。 

満七力月ごろ 

25•となりの部屋の物音や外の動物(犬 
など)の鳴き声などに振り向く。 

26•テレビのコマーシャルやテ—マ音楽 

の変わり目にパッと振り向く。 

27•話しかけたり歌を歌ったりしてやる 
と、ジッと口もとを見つめ、時に声を 

だして答える。 

28•叱った声(メッとかコラッ)や、近 

くでの突然の音におどろく。または泣 
き出す。Da (ダダ)、Ba (アブアブ 

等)、Ka等の発音をし出す。 

満八力月ごろ 

29•耳もとに小さな音をそっと近づける 
と振り向く。 

30•さまざまな音の中で、「おかあさん 

の話しことば」だけは特に注意して間 

き入る様子を見せ始める。それは、自 

分にとって興味深く大切なものだ、と 
いう「物を選択する力」が育ち始める。 

31•機嫌よく声を出して遊んでいる時、 
それをまねてやると、またそれをまね 

て声を出す。 

32•ワンワンとかニャーンのように動物 

の鳴き声をまねてやると、キャッキャ 

ッ言って喜ぶ0 

33•ダメッ、コラッなどと言うと、手を 

引っ込めたり泣き出したりする。 
満九力月ごろ 

34•ことばだけで(身振りを入れずに) 

「オイデオイデ」と言うとはってくる。 
「バイバイ」と言うと手を振る。 

35•隣の部屋で物音をたてたり、遠くで 
名を呼ぶとはってくる。 

36•音楽や歌を歌ってやると手足を動か 
して直nぶ。 

37•ふだん聞きなれない音(たとえば車 

の音や雨の音など)に関心を示し、音 
の聞こえてくる方向に振り向いたり、 

あるいははって行ったりする。 
38•ちよっとした物音(テレビのコマー 

シャル等)ちよっとした変わった音が 
するとパッと振り向く。しかし、日ご 

ろ赤ちゃんにこのようなことばを使っ 

ていないとテストにならない。運®I機 
能発達の遅れている赤ちゃんは応じら 

れないかも知れない。 

34〜38は純粋に音に対する反応である。 
六—九力月ごろは、ことばとしては不 

正確だが、ことばのメロディ(全体的 
調子)は正しくまねている。 

満十力月ごろ 

39•気づかれぬようにそっと近づいてさ 
さやき声で名前を呼ぶと、ちゃんと振 

り向いてくれる。 
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る。 

47•「パパどこ？」と聞くと、パパのほ 

うを指して「あつち」とか、あるいは 

玄関のほうを指して「かいしや」など 

募金で出来上がった映画 

僕はこの度、「泣きながら笑う日」 

という映画を創った。自分の創った 

作品について、ものを書いたり、声 

¢1にしゃべったりすることは恥ずか 

しいことだが、この映画は、ょくぞ 

「完成した」と僕は思う。 

広島県福山市に住む人々の温かい 

応援と協力がなかったら、この映画 

は、途中で雲散霧消していただろう。 

この映画は「難聴児教育」への熱意 

と指導、その施設の完備では全国一 

といわれる「福山市」と、そこ，に住 

む「心ある人々」の企画立案によつ 

と表現する。 

48•「シンブンもってきてちようだい」 

など簡単な命令に正しく従える。 

C国際理事•耳鼻科医.66歳) 

て生まれた。 

「先生、この子の耳は……？」 

「聞こえていません.というより、 

聞こえなくなったのですね」 

映画は、耳の聞こえなくなった子 

どもの父親と、病院の医師との会話 

から始まる。物語は、難聴児と呼ば 

れる身障児をわが子に持った「父 

母」の苦労話の連続だが、こういう 

地味で暗い映画は、既成の映画会社 

ではあまり歓迎してくれないから、 

東京での封切は未定である。 

幸い、名古屋以西各地では昨年中 

ごろから、松竹系の映画館で公開さ 

れており、僕はほっと胸を撫でおろ 

したけれど、東京でこの映画を観た 

いと待ち望んでくださる方々には、 

本当に申し訳なく、会わせる顔もな 

い。なぜなら、この映画は「募金」 

で出来上がった映画だからである。 

製作費が、善意ある人々や、企業の 

寄付行為にょるものなら、その物語 

の展開もまた、福山から東北にいた 

る数多くの、難聴児を持つお母さん 

方から寄せられた「実話」を、つな 

ぎ合わせ、ょり合わせて出来たドラ 

マだからである。 

僕は、寄せられた「実話」の数々 

を取捨選択して、一本の映画脚本を 

書きあげた。だから、映画の内容に 

は、一点の噓いつわりはないけれど、 

「いつわり」がないから、すべてが 

「真実」かと反論されると、僕には 

答えることが出来ない。 

映画は「実人生」ではない。光と 

影で織りなされる「もぅひとつの人 

生」である。「実話」•をどんなに積 

み重ねてもドラマは出来ないから、 

作者は一本の糸で、それらの「実 

話」をつなぎ合わせ、空間をあけ、 

三つの「実話」をひとつに固めたり、 

ちぎつたりして物語を作つてゆく。 

その過程に、作者の意図が生まれ、 

ひそかに象嵌されてゆく。たとえ、 

そこに一片の「噓」がまじっても、 

より良い「真実」が浮かび上がって 

くるなら、異「嘘」は、「真実」よ 

り、はるかに重い「意味」を持って 

くる。その時、作者の噓は許される。 

親たちの反発にびっくり 

僕は一年半の取材を終えて脚本を 

完成させた。いざ撮影を開始しよう 

として、また二つの大きな山にぶつ 

か、った。ひとつは製作费の値上がり、 

配給交渉の失敗である。これは僕の 

認識の甘さによるものだが、もうひ 

とつは身障児を持つ親たちの中から 

脚本への異論、反発、改稿要求が出 

た。僕はびっくり仰天した。先にも 

書いたが、ひとつひとつのエピソー 

ドは、すべて「聞き書き」で、「実 

話」である。ところが親たちのほと 

んどの意見は、「これはうちの子ど 

もと違う」という個人的な体験にも 

とづく強硬な反論で、僕は、それら 

の意見にうなずきながら、これは、 

とんでもない袋小路に迷いこんだな 

と、暗然とした。 

けれども、この映I1Jがジグザグ道 

を歩みながらも、ついに完成したの 

-0^1] 

「泣きながら笑ろ日」 
映画監督松山善三 
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泣きながら笑う日に、心からの拍手を送ろう 

は、とにかく最後まで走ろぅと呼び 

かけてくれた市民と、立案者たちの 

熱意のおかげである。僕はただ、馬 

場をひきずりまわされ、懸命に走っ 

ただけである。今、僕は、この三年 

間の日々を思い浮かべながら、人間 

と人間の出会いに感謝し、その汗が、 

映画フィルムのひとこま、ひとこま 

に染みついていることに誇りと喜び 

を感じている。 

地獄に生きるよりは…… 

ある難聴児を持つ母親はこう言つ 

た。 

「リンゴとか、コップとか、椅子と 

か、机とか、目に見える物の"名 

前，を子供に教えるのは楽ですけれ 

ど、世の中には、目に見えないもの、 

手につかむことの出来ない言葉が沢 

山あります。そして、そういう言葉 

が、人間の生活にとって一番重要な 

のです。たとえば、冷たいとか、痛 

いとか、明日とか、希望とか……そ 

ういう言葉を耳のよく聞こえない子 

供に教え、理解させることの困難さ 

と言ったらとても、お話出来ません 

……。うちでは九歳になる子どもを、 

毎日風呂場へ連れて行って、頭から 

水をぶっかけて、これが"ツメタ 

ィ"という言葉なのよ、と教えまし 

た。そのひとことを子どもが発する 

までに一力月かかりました。また 

"今日と明日"という言葉を教える 

ために、毎朝、夜明けに子どもを海 

に連れて行き、太陽が登って来たら 

，今日"という日がはじまるのよ、 

と教えました」 

また、ある母親はこう言う。 

「私は二人の子どもの母です。長男 

は三歳の時に肺炎を患い、カナマイ 

シンを注射して失聴。今、ろう学校 

へ通っています。次男が生まれまし 

た。その子が二歳の時、やはり肺炎 

をおこしました。医師は抗生物質の 

薬を注射しなければ死ぬと言いまし 

たが、私は、それを断りました。そ 

して、そして、その子は死にました 

……。カナマィシンの注射液には、 

"失聴の恐れあり，と明記してあり 

ます。私は、たとえ、その子が失聴 

しても、子どもの生命を救ぅべきだ 

ったのかも知れません。私は恐ろし 

い母親だと言われました。でも私は、 

これで良かったのだと思っています」 

僕は黙って聞くしかない。彼女は 

さらに続ける。 

「耳の聞こえない子どもを持った親 

の苦しみ、悲しみは千万言を費やし 

ても理解していただけません。たし 

かに世の中は、昔と違い、心身障害 

児への認識も進みました。施設もあ 

ります。教育もしてくれます。しか 

し、それは私自身の解決になっても、 

子ども自身の現在も、未来も解決し 

てくれるものではありません。障害 

児を持った子どもの母親は、一度は 

必ず、親子心中を考えます。事実、 

死んだ方もおります。世間の人たち 

は、その時、同情と非難の眼でこう 

言います。生命は地球よりも重いと 

しかし、地獄に生きるよりは、私は 

死を選びます……J 

嘘だけど真実に近い 

僕は、映画のラストシ—ンで、去 

り行く親子三人に向かって「頑張 

れ」という声援を送った。画面に出 

ている通行人や野次馬の声ではない。 

彼らは黙して語らない。現実は冷た 
、〇 

LV 

けれども、この映画を観てくださ 

った観客のすべては、画面の親子に 

「頑張れよ」と優しい声をかけてく 

れるだろう。その時、映画の光と影 

の世界は、必ず現実の世界へ橋をか 

けてくれる。昔は、映画が終わると、 

よく拍手がおこった。その拍手と歓 

声を、僕は画面にぶちこんだ。この 

ラストシ—ンには、二重三重の僕の 

願いがこめられている。このシーン 

は「噓」だけれど「真実」に近いと 

僕は信じている。それを「感傷」だ、 

「偽善」だという人もいるけれど 

……「感傷」や「偽善」を伴わない 

「愛」がこの世に存在するだろうか。 

(映画{一歳記念誌より転載) 
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時と技の、共作品。 
ダイヤモンドがその存在を確かにしたのは数億年も前0人類の痕跡など泥ほどもなかった頃の出来事です。 

しかし、写真のように大きなダイヤモンドともなると、長い歴史の中でも数少なく、発見されることも 

極めて稀なことでした。それだけに、その輝きはいっそう神秘的なのです。このまたとない 

素材に対峙する熟練のカッター達。その芸術ともいえる技が、美しさをさらに限りないものにするのです。 

ダイヤモンドを待つことは、まさに自然と人間のつくった、比類のない美しさを持つこと。決して 

同じものがなく、決して失われることのない価値は、宝石の中の宝石と呼ばれるにふさわしぃものです。 

尼崎店：m崎市中央商店街取入口 0(06)411-2451布施)^:近鉄m施駅北Uプランドーリ0(06)783-0652 

奈设店：奈良市もちどのセンター街中央0(0742)24-3821商槻铒：商Mセンター街沔口 0(0726)81-1985 

郡山店：大和郡山市柳2丁 W 0(07435)2-2125堺柬店：堺市堺柬駅M技崎甾1F 0(0722)21-6103 

ダイヤモンドは全く同じ大きさのものて•も、それぞれの石の品锊等により、価格が興なります。(〇-6-4) 

宝石•貴金属め' 
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むこぅから子どもたちが 

やつて来る 

ちかくにキオスクがあり 

そこをめざしているにちがいない 

何かドラマが起こるだろぅ. 

勘がビタリとあたった 



神話力 
」エグセクティフ&ゴルファーへ' I__ 

[スホルテイングからのフレゼンテーシヨン] 

真話へ。トップフライト。 
Ball that’s best for ]，o"r whole Game 

米国で飛距離No.Iの実積。「糸巻き」神話 

をくつがえし、新しいゴルフの神話を生んだ 

トッブフライトがいま、日本のグリーンでも「差」 

を実証じa、ます： 

現代科学の結晶とも言うべき独自のツーピ 

ース構造:物質相互の化学反応から生じる 

すさまじし、エネルギーを内臓、シヨットの瞬間 

に強烈な反撥力となり、弾丸のように飛んで 

し、きます:,どうぞ、あなた自身の眼と腕でお確 

かめください。飛距離への自信は、テ< 一•ア 

ッブをリラックスさせ、スコア•アップに直結 

するはずでt; 

実ともにトップフライト。米国から直輸入し 

1個600円 
スモール 

ラージ 

ラージXL 

3ホ—ルのコ。二；:■ 

たエネルギーは、シヨット時 

にすさま.じい反撥刀となり、 ④飛距離の有^は、しばしばあなたのアフロ-チ•シヨットに「ワ 

驚異的な飛距離を生みだし ン•クラブj短かい7Xアンを使わせますより確かなコントロールとス 

ます ビンをお約束均-"•な、体のため、パットもより正確に転がります 

rボールの中核は9種の物質 

を混合した特殊合成ゴム。そ 

の製造過程で生じる外熱の 

反作用によるヱネルギーを極 

限までに圧縮し、内腌 

②表皮は超硬質のサーリン• 

カバー：耐久性に秀れ経済 

的.:さらに、336個の理想的 

なオール.デインプルを施し、 

「飛びjを追求. 

VpALDIJVQ 

スポルテVングインターナショナルインコーポレイテッド東京都千代田区内幸町2-卜4日比谷中日ビルTEL03(502)4I6I、5 
IUESTOR 



ロバート議事法を考える 
〈その⑨〉 増田_善裕I 

ロバート議事規則を解説して 

きたが、短い期間と限られた誌 

面では、とても無理である。そ 

こで、各クラブで内規としてこ 

うした規則を設けたら便利、と 

いう意味の試案を作ってみた。 

正式には会則委員会等の検討を 

待つべきであろうが、取りあえ 

ず、例会、理事会の運用にあて 

ても差し支えないだろう。 
ラィオンズクラブ議事運用規則 

(試案) 
第一章総則 

第I条ラィオンズクラブの議事運 
用に関し、会則その他に定める事 

項外は、この規則による。 
第2条この規則はロバ—卜議事規 

則を基本とし、適用する。 

第3条この規則で定められていな 

い事項で必要なことは、その都 
度、その会合で決める。 

第二章招集 
第4条招集は会長が行う。 

第5条招集方法は、原則として文 

書により、日時、場所、目的、議 

題等、必要な事項を明記して発送 
する。 

第三章議長 
第6条議長は会則に基づき会長と 

し、公平中立な立場で次のような 
ことを行ラ。 

1開会の連絡と宣言 
2会議の成立と官言 

3議事日程の作成と宣言 

4会議の秩序維持 
5議事録作成者並びに署名人の 

指名 
6発言の許可と禁止 

7表決 
8可否同数の決裁 

9閉会の宣言 

第四章副議長 
第7条副会長は副議長となって議 

長を補佐し、議長事故あるときは 
これを代行する。 

第五章幹事 
第8条幹事は次のことを行ぅ。 

,1議事の正確な記録 
2議長ょり命ぜられた事項の処 

理 
3必要に応じ、出席の確認、定 

足数の異動の確認、採決の賛 
否の確認 

4議長、副議長不在のとき、議 

長選出の司会 
第六章議題の提出 

第9条議題を提出するときは、原 
則として、会議開催の五日前まで 

に、会長に文書でもって提出しな 
ければならない。ただし緊急の場 

合はこの限りでない。 

第七章動議 
第10条動議の運用は、動議リスト 

に基づく。 
第八章発言 

第11条発言はすべて、議長の許可 
を得なければならない。理事間で 

直接、許可なく討議を行ってはな 

らない。 
第12条発言は、それが質問、討議 

に限らず議題を離れてはならな 
、0 

第13条発言は礼儀を欠くことのな 
いよう留意しなければならない。 

第14条質問および討議の場合、議 
題提出者およびそれまで発言しな 

かった者は優先して発言できる。 
第15条発言は交互に行われなけれ 

ばならない。 
第16条同時に二つ以上の問題を討 

議することはできない。 

第17条発言は原則として一議題に 
つき一人二回十分以内は許され 

る。ただし議事進行上その適用は 
議長判断とし、回数、時間を議長 

により制限されることがある。 

第九章採決 
第18条採決は次の方法による。口 

頭•拍手•挙手•起立•記名投 

票•無記名投票 
第19条次のような場合、投票によ 

らなければならない。 
1公開をはばかるとき 

2会員の入会審査の可否 

第20条次のような場合は原則とし 
て全会I致とする。 

1決議案の採決 
2 iクラブの締結 

3 批准 

第21条採決はまず否決案について 
行い、原案を後にする。 

第22条採決はまず賛成をとり、次 
に反対をとる。 

第十章議事日程 
第23条定例会の議事日程は次の通 

りとする。 

1開会宣言 
2議長あいさつ 

3定足数の確認 
4前回議事録の承認 

5特別議事 
6諸報告 

7当日議題の採決 

8前回未決議題の審議 
9新しい議題の審議 

10閉会 
第十一章議事録 

、第24条議事録には次のことが記録 
されなければならない。 

1の種類と名称 
2会議の日時、場所 

3出f氏名、人数 
4報告事項の要点 

5すべての議題と動議、提出者 

氏名、議事経過おょびその決 
定 

6傍聴者氏名 
7議事日程 

第25条議事録は書記が確認、署名 
の後、}名人おょび議長の 

署名を要する。 

第26条議事録はいかなる理由をも 
っても、変えることはできない。 

第27条議事録は公開後二力月経過 
して異議申し立てのない場合、会 

議にはからなくても承認されたも 
のとする。 

(千葉県•松戸中央^) 
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ツグ対談 あの人とこんな話を 
カメラ/土田ヒロ、 

// 精神の荒興を脱却。本当の心の豊かさを。 
細川隆元氏/ ライオン誌編集長(広島県•呉7?) 

細川隆元 

(ほそかわ•りゆぅげん) 

明治三十三年I月十七日生ま 

れ。熊本県出身。東大政治学 

科辛。朝日新聞政治部、衆議 

院議員を経て政治評論家。自 

民党参与。 

中央教育審議会、宇宙開発審 

議会、国語審議会、選挙制度 

審議会…など八つの審議会委 

員を兼任。 

主著「昭和人物史」「わが交 

遊録」「隆元の宰相論」 

政界ご意見番として今なお矍鑠と 
弁舌をふる/つ細川隆元氏。日耀朝の 

〃時事放談"は昭和三十二年からの 
□ングラン。この番組を見ないと日 

曜日とい/つ気がしない、とい/つライ 
Kンも少なVないだろろ。 

熊本県出身。東大から朝日新聞政 
治記者に。さらに代議士、そして政 

治評論と、戦前、戦後の日本の政治 
の第I線に生きてこられだ。雷舌、 

といわれることもあるほどの銳V、 
痛い評論の底には、〃日本を愛すれ 

ばこそ"の心があふれるほどに流れ 
ている。 

歴代の総理とも親交が厚<、随所 
で適切な助言をはさむなど、現代の 

日本の政治に占める細川氏の重みは 
測りしれない。 

ビッグ対談、今月は細川隆元氏に、 
現在の日本、そして今後の日本のあ 

り方についての苦言、提言を伺つだ 
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今の大人はけしからん。 

仁井岡先生は一九〇〇年生まれと "人のために奉仕する，というのが 

伺っております。十九世紀、二十世 基本精神でしょう。こういう精神を 

紀、そして二十一世紀も生きようと もった者が十二万余りもいるという 

いう三世紀会をつくっておられると ことは心強いことだねぇ。 

か。 実は、私は腹が立ってしょうがな 

細川二十一世紀まであと二十一年 いんだが、最近の日本人は何だかダ 

でしょう。私はあと二十I年たつと ラッとしちゃって、すべて他人頼み 

九十九歳。白寿ですな。なぁに、私 なんですよね。戦争に敗けてから、 

は広言したことは必ずやり遂げてき 精神の誇りというものをなくしてし 

たんですから、生き抜いてみせます まった。私も世界各国を旅して歩い 

よ。 ているが、これ以上、ダラッとして 

仁井岡お元気で何よりですね。 いる国民はちょっとないですよ。た 

実はラィオンズクラブは先生より った一度敗けただけで、本当に情け 

大分後輩でして、一九一七年にシカ ないかぎりだ。 

ゴで生まれました。 仁井岡たしかにおっしゃるとおり 

細川ああ、そうですか。でももう ですね。私も世界をずいぶん歩いて 

六十年以上もたっているんだから立 おりますが、戦後の日本人はダメに 

派なものだ。今、会員数はどのくら なったな、という印象が強いですね。 

いなんですか。 細川そうでしょう。誰だって心あ 

仁井岡日本全国で十二万七千三百 る者はそう言っているんだ。 

人、世界百五十三力国にも輪を広げ 日本人は戦争に敗けたとき〃一億 

ています。 , 総懺悔，をしましたね。ドィツに行 

細川•ライオンズクラブというのは つたとき、知人が実に不可解がつて 

いましたね。敗けたことは#ではな 仁井岡たしかに〃金が万事の世の 

いし、第一、ヨIDッバなんてどこ 中，という様相を呈していますね。 

の国だって二度や三度は敗けていま こんな風潮に歯止めをするとしたら、 

しょう。三十年戦争あり、百年戦争 どんな方法があるんでしょうか。 

あり、ョーロッバの歴史ィコール戦 細川さあ、バカにつける薬はない 

争の歴史だったのだから。そのたび からね。ダラケきった精神の荒廃に 

に〃総懺悔"などしていたら、もう つける薬だってありませんよ。 

"懺悔"だらけですよ。 大体、今の大人はけしからんね。 

仁井岡日本は島国でひっそりと暮 自分の子どもさえ満足に育てていな 

らしていましたし、明治政府になっ い。大人がダラッと暮らしとるから、 

て！g国してからも戦うたびに敗け知 子どももダラッとしちゃうんですよ0 

らず、で進んできましたからね。 古今の歴史をみてもですね、モノで 

細川®するに、日本人は苦労知ら 滅びた国っていうのはないんだ。口 

ずの坊ちゃんなんですよ。ゲルマン Iマ帝国だって滅びた原因は、精神 

民族なんか、数世紀にわたって血を の荒廃が原因だし、日本だってこの 

なめるような苦労をしてきているか まま行けば、滅びの道しかないだろ 

ら、どんなことがあっても民族の誇 う。困ったことだ、本当に。 

りだけは守り続ける。それに対して、仁井岡今、大人が立ち直って子ど 

日本なんて一番始めに民族の誇りを もの教育をし直しませんと、本当に 

投げ捨ててしまうんだから、もう何 とり返しがつかなくなるかもしれま 

をか言わんやですよ。 せんね。 

だから、今の日本を支配している 細川そう、それが大事なんだ。 

のは"金，でしょう。精神じゃない ダメな大人が育てた子どもは、子 

んですよ。物欲の皮を突っ張らせた どももダメで、最近は親の老後の面 

ものばかりがゥジャゥジャしている。倒は国がみろ、なんて言う奴がいる。 

私は、不愉快でしょうがないんだ。 日本は福祉貧困国だ、なんて言って、 

このまま行ったんじゃ、日本は滅び やれ、老人ホ—厶を作れだの、やれ 

てしまいますよ。 一人暮らしの老人に愛の手を、なん 
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てわめく作家や評論家もいるだろう。 

そんなことは、これまでは子ども 

がやるのが当たり前だつたんだ。 

福祉っていうのはそれはそれで充 

仁井岡私、かねがね先生に伺いた 

いと思っていたんですが、どうして 

最近の日本では、国旗や国歌をうと 

んずる傾向があるんでしようね。 

細川あれはね、日教組が馬鹿なん 

ですよ。自分の国の旗や歌を何の理 

由があって粗末にしなくちゃならん 

のか、私も理解に苦しみますね。 

仁井岡今の世の中は、当たり前の 

ことを当たり前に言おうとすると、 

勇気がいるような気がいたしますね。 

細川相撲だって、拳闘だって試合 

の前には君が代を演奏するでしよう。 

オリンピックだってそうだ。スポ— 

ツみたいなフヱア精神そのものの場 

で流されているものを、なぜ学校で 

は演奏しないのか、まったく今の日 

教組は何を考えているのかね。 

仁井岡その日教組が高く評価して 

実していかなけりやならん問題だよ。 

だけど、自分の親の面倒は国がみる 

べきだ、なんてのは、はき違えた福 

祉ですよ。 

いる中国に昨年の夏行ってきたんで 

すけど、中国だって国旗と国歌は大 

切にしておりました。 

私はどうも、今のままだと、日本 

の子どもだけが国籍のない子どもに 

なってしまうんじやないか、世界の 

孤児になってしまうんじやないか、 

と大変に心配でなりません。 

細川本当にそのとおりだ。日本の 

国旗や国歌、ひいては日本の国を尊 

敬できないものに、世界の国を尊敬 

できるわけはないんだ。国際的マナ 

1だって身につくわけはないんだか 

ら。 

私もテレビなんかでしょっちゅう 

言っておるし、政治家にも会うたび 

に口をすっぱくして日教組の偏重に 

ついては言っているんだが……。 

とりあえずは、個々の家庭でしつ 

かりと我が子に、そう 

いう精神を植えつけ、 

育てるようにするしか 

方法はないんじゃない 

だろうか。 

仁井岡私どもラィオ 

ンズクラブはご承知の 

とおり、他人に対する 

奉仕の心を、という目 

的のための組織です 

が、他人への奉仕の前 

に、まず他人に迷惑を 

かけない、ということ 

をメンバーの鉄則にし 

ているんです。 

細川それが本当の奉 

仕でしょう。私もラィ 

オンズクラブやロータ 

リ—クラブの講演なんかに出かけま 

しょう。そうすると、会員の人の気 

持ちがとってもいいんですよ。これ 

はお世辞じゃないですよ。私は余計 

なお世辞は言ったことないんだから。 

仁井岡ありがとうございます。 

細川だけど、私は最近、ちょっと 

見方を変えているんだ。この不況以 

来少し、日本人に立ち直りの気配が 

みられるんじやないかな。日本人つ 

てのは、本来、それほど馬鹿な国民 

じゃないからね。わりあい質の高い 

国民ですよ。それも、どちらかとい 

ぅと若い層に立ち直りの意識が浸透 

してきている。 

つい最近もテレビで、家族のため 

に朝早くから夜遅くまで立ち働く知 

人の奥さんをほめたら、そんな当た 

り前のことを何でほめるのか、とい 

ぅ投書や電話が殺到しましてね。い 

不況はいい薬、 
立直りの傾向も見られる。 
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や、私は反対に、何という古くさい 

こというジ，ジィだ、という反響を覚 

悟しておつたんだ。ところが、この 

予想はものの見事にはずれたね。女 

性の中にも賢明な生き方をしている 

人が増えているらしいんだ。 

仁井岡若い層の目覚め方というの 

はたしかに感じますね。逆に言うと、 

年寄りのほうに妙に突っ張っちゃっ 

たのが増えてきている。 

細川いつの時代も先に目覚めるの 

は若者だからね。若者が目覚めてき 

たのなら、日本はまだ見込みがある 

と思っておつていいだろう。 

だけど若者をリードするのは大人 

仁井岡高度成長時代、急速に大き 

くなつたパイの分配を受けて、今、 

日本のGNPは自由諸国でNO.2です 

か-。ともかく、大変に豊かな国 

民になつたわけです。カラーテレビ、 

電気冷蔵庫、洗たく機の普及率が三 

つとも九〇IVを超えているんですが、 

こんな国は世界広しといえどもちよ 

だからねぇ。大人の羝気も大いに促 

したいものだね。 

仁井岡本来、そういう復元力の幅 

の中には大人がいるべきなのでしょ 

うからね。 

細川石油ショック以来の不況がい 

い薬になったんだろうね。やっぱり 

人間、一度は苦労したほうがいいん 

だょ。不況の苦労が民族の立ち直り 

に働けば、これ以上のことはないだ 

ろう。 

仁井岡その意味では、今度の不況 

は日本にとってむしろよい経験だつ 

たと思ってよろしいわけですね。 

つとないんじやないでしょぅか。 

ところが、どぅもそのかわりに心 

の豊かさをどこかでなくしてしまつ 

たんじやないか、と思えてならない 

んですが……。 

細川日本の物質的な豊かさってい 

うのは世界でトップですよ。という 

のはどこの国にも、ものすごい低所 

得層がいるでしょう。ところが日本 

にはそんなのはないんだ。皆、比較 

的平均して豊かなんだよ。 

心の豊かさのほうは適当なハカリ 

がないけれど、たしかに皆、ィラィ 

ラとストレスの固まりみたいだねぇ。 

仁井岡 メルビン•ジョンズの語録 

に、「他人のために何かしなければ、 

自分も大きくなることはできないん 

だ」という言葉がありますが、私ど 

も、ラィオンズクラブの活動を通じ 

て、たとえささやかでも他人様のた 

めに自分のもてる何かを役立てたと 

いうときには、本当に豊かな気持ち 

になるんです。 

細川日本にも昔から〃情けは人の 

ためならず"という言葉がありまし 

ょう。他人のための奉仕というのは、 

結局は自分に大きく返ってくるんで 

すよね。自分が非常にいい気持ちに 

なりましょう。今の日本に一番欠け 

ている点、そしてこれからの日本に 

一番必要なのは"他人のことを顧り 

みる"という気持ちなんですよ。こ. 

れは国家レベルでもそう。日本は今 

まで"俺が、俺が……，ってゴリ押 

しでやつてきた。もうこれからはこ 

んな態度じゃ世界に通用しませんよ。 

何ものにもかえがた 
心の豊かさ。 
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ラィオンズクラブの精神、そういう. 

気持ちの広がりはこれからの日本を 

支える大切な柱の一つとなるだろう 

な。 

仁井岡厳しい政治批判で知られる 

先生におほめいただくと、何だか調 

子が狂ってしまいます(笑)。今日 

は痛烈なご叱声を覚怡のうえで词っ 

ているんですが.。 

細川いや、私は恶いものは恶いと 

言う。いいものまで恶いとは言わん 

ょ(笑)。 

私の親戚や友人にもラィオンズク 

ラブの会員はたくさんおりますがね、 

どうですか、最近、少々、大会や例 

会運営などが多少、形骸化してきて 

いないですか。 

講演なんかに行っても、以前のほ 

ぅが楽しい雰囲気だったねぇ。最近 

はなんとなく固く、すましている… 
〇 

仁井岡たしかに外IIでのラィオン 

ズクラブの大会などに参加しますと、 
クラブ的でとても楽しい^PJ気があ 

りますね。あちこちで肩を叩きあっ 

て談笑していて、会讁開始を知らせ 
るゴングがチIンと嗚ると、シーン 

と骱まり返る.。ところが日本で 

はこのゴングがいらないんですよ 

(笑)。最初からお行儀よく翁席して 

いて、1#かに開始を待っているわけ 

ですから.。 

細川何もライオンズクラブの会合 

だからつて、そんなに緊張すること 

はないんだよ。会の雰囲気を楽しく 

盛りあげるくらいの心のゆとりがな 

くつちゃあ、ちょつと問題だねぇ。 

仁井岡痛いところをご指摘いただ 
きまして。 

細川何事も前例を重んずる、など 

形式化しているところはありません 

か。会の組織が大きくなると、どこ 

でも形式化の道をたどりやすいんだ 

よ。しかし、これは注意が肝要でね 

ぇ。とかく形式化にはしると心が見 

失われてしまうケ—スが多いんでね。 

それから、これだけ大きな力のあ 

る組織になると、その力を利用しよ 

うという奴がどうしてもまわりに集 

まつてくるものだからね、それらか 

らいかに影響を受けずに、本来の和 

気あいあいとしたクラブ活勁を続け 

るよう努力していくか、ということ 

も大きなポイントとなるでしような。 

"友愛"を育てることも、ラィオン 

ズクラブの大きな目的の一つなんで 

しよろ0 

仁井岡はい、おつしやるとおりな 

んです。私はラィオンズクラブは 

"特定の目的，のための集まりにな 

ってはならない、とつねづね主張し 

ているんです。少しでも他人様のお 

役に立ちたい、そして仲間どうし、 

そんな気持ちの交流ができればもう、 

それで十分じやないかと……。 

今日の先生のお言葉を改めて肝に 

銘じまして、これからも積極的に活 

動していきたいと思つています。 

今日はどうもありがとうございま 

した。また、テレビでお目にかかる 
のを楽しみにしております。 

(倘成•菅原佳子) 

★あなたの必要書顴¥べ1Zの保管庫に， 
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日本クロレラ療法研究会 
中山流石 

亍600京都市下京区堀川通花屋町上ル 
西本願寺北隣クロレラビル6F 

TEL (075) 361 —23 16(代表） 

図⑴消化率比較試験 

クロレラで甦つた人生 
私は23ネの時から10屮問戦地で過激な体験を 

し、心^ともに«弱、その問発疹チフス、肺& 

潤、赤痢、神経痛、マラリア、コレラ、結核fii 

股脱を患い、^围後はリユーマチ、痛風、胃ガ 
ンでWを■?■分切除し、ヘルニアで開股手術、ぢ 

の手術、糖以、肿脈硬化などで10種類以上の薬 
"iを服川していましたが効果がなく、半ば•喊人 

のよぅな扭：nでしたが、ある：=何の^Vなしに服 
川したクロレラが、一^は諦めた私の人生をす 

つかリ甦らせてくれました。いまではIH:界屮を 
とび迥れるほどの陡氓体です。このよろこびを 

柄汉でお悩みの方に、一人でも多くお):IIらせす 
ることを使命と芩え、八4化をクロレラの研究と 

件及に捽げたいと念願しております。 

クロレラは神秘の食品 

この舒跻的ともいえるクロレラの"薬効"の 
II取火の特徴は、端的にいえば必要なものの吸収 

をよくし、^I害な^物を排出する強い作«1によ 

つて、人^に本米備わつている自然治癒力、つ 
まリ痫VIに対する抵抗力を：H復、強化させるこ 

とです。クロレラは蛋^1^55%、葉鉍索4%ほ 

か各M活性ビタミン、ミネラルなどの栄臺索を 
HnA1,::.YIに八1*1み、必mアミノ酸の組成にも優れ、特 

にC • G • F <勋物^成M促進因子)と呼ばれ 
る特殊な物Kは細胞のr,:返りを促します。また 

クロレラは内Rの機能を強化し、血液をJE常化 
する»きを侍つておリ、これらの相乘作HIによ 

つて41氓な^アルヵリ件^;aに変え、糖tR、,wi 

血[.|:、與常体打ほか慢性の雒痫を治癒に^いて 
いきます。クロレラが，神秘の食3£々といわれ 

るのもごのためです。 

細胞膜破砕で消化率倍増 
クロレラにとつてM取大の欠点は、セルローズ 

Kの細^膜が消化、吸収をさまたげていたこと 
です。ところが株クロレラ•サンとnlftia片㈱ 

の共Ini研究が^を結び、il^胶の95%nh破^ 
に成功、その結果、消化率は促米のクロレラに 

比べ約2倍にWきKげられました。細胞咬破^ 

の方法は祝在、特許申;>:5屮といぅことです。 
図⑴のグラフは'細胞膜破妗後と未破碎のク 

ロレラを使)IIした消化率比較^験の-I夕です。 
破砕したクロレラ(上の線)の消化率は、未破 

砕のクロレラ(下の線)に比べ約2倍の数flftを 

••小しています。図⑵は成k率比較试験の結采で 
すが、細胞膜破砕後のクロレラ(ヒの線)をY 

えたマウスは、来破砕のクロレラを投7したマ 
ウスに比べ10:=問で体取が約10%ふえることが 

立証され、1力=1:後では30%も^が出ることが 
-r*ilされます。 

クロレラをえらぶキメ手 

逋氓への閲心が“：1まるにつれて、多数のクロ 
レラ製,V,の屮にはrrt化の恶い、莱効のない、"1111 

質粗悪なものもかなリW.1-けられます。また夕 
ンク培苍品、タンク培苍とX然一=莶の併!|1"§、 

藍藻類(スピルリナ)を食：：E化したものなどは、 
残念ながらまだ薬効が確認されていません。こ 

のほか海水培^法によるクロレラもあリますが、 
これは薬効はもとよリVX令件についてもM問が 

あリます。促つてクロレラをお;Kめになる^八"、 
綦効のないクロレラは何の価liftもありません。 

私はX然培莶法によつて生^され、-irj化、吸収 
がすぐれ、人体に効果的に作川するクロレラを 

おえらびになるよぅおすすめいたします。 
(屮山流心圮) 

※糖尿病、H疽'ネフロ—ゼ、痛風、リュ| 
マチ' ヘルニア、高低血圧、アレルギ—体 

質など慢性の難病でお困りの方には特にク 
ロレラ療法をお奨めいたします。 

※クロレラについての詳しい解説害、説明害、 
全快例など資料を無料で進呈いたします。 

ハガキか電話でお申し込みください。ご希 
望の方には、最も良心的なメーカーをご紹 

介いたします。 



複合地区の動き 

国際大会の巻 

た素材そのままであって、特に国際 募集が開始されるが、ここにコース 

かつて束京に国際大会を招致すること 

は、日本ラィオンズの悲願であった。,69 

年の東京大会は、快い興窗をおぼえなが 

ら、その時の来るのを待った。しかし、 

時移り、人変わりて、今日海外旅行を楽 

しむ人は年間三百万人を越えるといぅ。 

千二百年の昔、「年年歳歳花相似たり 

歳歳年年人同じからず」と唐の詩人がぅ 

たったが、毎年、夏になると国際大会を、 

秋には東洋•東南アジアフォ—ラムを迎 

える。 

名ツア—•コンダクタ—速である複合 

地区国際大会委员長の胸に去来する思い 

を、以下おくみとりいただけたら幸いで 

ある。 

今年度第五回目の複合地区国際大 

会委員長連絡会議は、一月十二日、 

日本ラィオンズ連絡事務所会議室で 

開かれた。当日出席された各委貝長 

の顔ぶれは、 

助川貞三(三三〇東京世田谷r) 

鍛治勇(三三一札幌エルムr) 

難波助義(三三二鶴岡鶴陵^) 

浅香晁(三三三前橋1) 

木村義喜(三三四大垣r) 

有本昌平(三三五神戸阪神r) 

重村伝平(三三六下関ィ—ストr) 

森若末雄(三三七行橋r) 

湯佐俊和(三三〇-A地区副幹 

事•東京隅田川^) 

石井祥治郎(幹#^社•東急観光㈱) 

この国際大会委員会は、国際大会 

と東洋•東南アジアフォ—ラムの二 

つの大会を守備範囲とする。上半期 

に四回の連絡会議を開催したが、最 

初の一、二回目でクアラルンプー 
ル•フォIラム参加のための準備が 

なされ、三回以降の連絡会議でモン 

トリオール国際大会参加の詳細が検 

討された。 

以下に記述する案件は、あらかじ 

めお断りするまでもなく、これまで 

の連絡会議で検討され、話し合われ 

協会からの指示、参加状況等にょっ 

ても変わり得る要素が多分にあるC0' 

で、お含みおき願いたいと思ぅ。 

〇モントリオ—ル大会旅程案 

S大会參加者の登録の義務づけ。 

g大会公式行事(パレード、開会 

式、投票(代議員のみ)、閉会式) 

への積極的参加。 

S大会参加のオフィシァル•コー 

スについては、議長連絡会議が決定 

したものを正式とする。 

の三点がガバナI協議会議長連絡 

会議の意向でもあるので、全日本レ 

ベルで作るオフィシァル•n丨スの 

旅程案は、全国各地区の希望をとり 

まとめ、数回の全面修正と手直しの 

後、第五回会議で最終案が作成され 

た。大会の開催地モントリオ—ルを 

はじめ、カナデイアン•ロッキー地 

め、また、ガバナー協議会の意のあ 

るところを含み、かつ魅力ある旅程 

案作りは、今までになく難行し、苦 

心があった。 

二月初旬開催の議長連絡会議に答 

の概略を紹介しよぅ。 

A ガバナI•エレクトコース 

18日間60名59万5千円 

B カナディアン•ロッキ—と東海岸 

13日間90名55万円 

C カナディアン•ロッキ—と西海岸 

14日間60名55万5千円 

D 東海岸とカナディアン•ロッキ— 

14日間60名55万5千円 

E大会参加コ—ス 

8日間30名39万円 

F カナディアン•ロッキ—と西海岸 

12日間60名48万円 

G カナディアン•ロッキ—とホノル 

ル14日間60名52万円 

H カナディアン•ロッキ—とニユ— 

ョーク14日間60名54万円 

I大会参加と世界I周 

14日間15名75万円 

国際協会から日本ライオンズへの 

ォータ丨•セゾンとシェラトン•マ 

ウント•ロイヤルの計二百室。各地 

区からの参加希望者は、五百名を越 

えると予想されており、委員長連絡 

会議はさらに増室を国際協会に要望 

申された後、全クラブに案内され、 している。 

方のホテル事情が極端にタイトなた ホテル割り当ては、現在のところク 
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しかし、国際協会よりホテルの増 

室が不可能であった場合、ホテル室 

の割り当て方法や募集定員の削減も 

考慮しなければならないことになる。 

〇登録について 

国際協会の規定によるならば、大 

会登録は所定の用紙を用いて、参加 

者が個別に五月一日国際協会必着で 

行うことになっている。 

オフイシァル• n —ス参加者は、 

各コースごと(グループ)の一括登 

録ができるように国際協会に要請し 

ており、ほぼ日本ライオンズの希望 

通りに受け入れられるだろうが、個 

人、あるいはクラブの任意グル—プ 

による参加者の登録については、今 

後の検討を要することになろう。 

〇その他 

六月二十日から二十三日までの大 

会期間中、日本ライオンズとしての 

朝食会、ホスピタリテイ•ルー厶、 

ギブアウエイ、ギフト、パレード参 

加等についても検討された。 

大会参加の諸問題 

ラvオンズクラブの大会は、地区 

大会、複合地区大会、国際大会とあ 

る。その中でも国際大会は、国際協 

会の最高の議決機関であり、国際会 

長、副会長、国際理事を選出し、国 

際会則の改正を行ぅ権限等を持って 

いる。 

また、グッド•スタンディングの 

各チャ—夕—•クラブは、大会開催 

前月一日付の国際協会の記録に示さ 

れた会員二十五名ごと、および端数 

十三名以上について、代議員および 

補欠各一名を国際大会に出席させる 

ことができると、国際会則第六条五 

項に規定されている。さらに続いて、 

グッド•スタンディングの各チャー 

夕丨•クラブは少なくとも代議員、 

補欠各一名を出席させる権利を持つ 

とうたわれている。 

東洋•東南アジアフオーラムは、 

その決議がクラブあるいは会員を拘 

束できないという点で、他の国際大 

会、あるいは地区、•複合地区大会と 

性格を異にするけれども、地域内の 

ライオンズ国(日本、中華民国、フ 

イリピン、香港、マカオ、マレ—シ 

ア、シンガボ—ル、ブルネイ、韓国、 

タイ)のクラブ代表が一堂に会し、 

地域共通の問題を話し合い、親善を 

深めてきた。その規模、参加者数、 

内容、どれをとっても「大会」と何 

ら遜色がない。 

複合地区国際大会委員長連絡会議 

は、このような大切な、意義ある国 

際大会、東洋•東南アジアフォーラ 

厶への參加が円滑にいくように、そ 

の態勢づくりをしている。 

ちなみに過去の日本からの参加者 

数を一瞥するなら、国際大会は例年 

四百名位、アジア•フォーラ厶にい 

たっては昨年のクアラルンプールが 

約二千名、その前の福岡が六千五百 

名、マニラ四千七百名、台北五千六 

百名であった。 

一口に大会参加の円滑化、態勢づ 

くりといつても、いかに困難かつ忍 

耐のいることか、ご想像いただける 

のではないかと思う。 

しかも、さらに横たわる問題は、 

国際大会あるいはアジア•フォーラ 

厶の參加者イコール公式プログラム 

參加者ではないことである。 

北海道稚内rIの^山下浪一は、ラ 

イオン誌二月号に「日本人の行儀」 

を投稿して、クアラルンプール•フ 

才—ラムの際にも、日本人の大多数 

は式典参加でなく観光本位であった 

ことを喫かれている。読者の皆さん 

が、もし過去の大会後のライオン誌 

を繙くなら、そこに同じような失望 

感を綴った文章を見出すであろう。 

今年の六月、雄大な自然の国カナ 

ダで開催されるモントリオ—ル国際 

大会では、前車の轍を踏まぬよう、 

委員長連絡会議はコース作り、參加 

態勢等苦心している。 

会則をあらためて読みかえすまで 

もなく、大会への参加はライオンズ 

会員としての権利であり、クラブを 

代表して壮途につくのであるから、 

良識をもって振る舞いたいものだと 

思う。 

故迫水久常.初年東京世界大会協 

力委員会委員長は、「良識とは馬鹿 

なまねをしないこと」を口癖にされ 

ていた。 

もって銘すべき言葉である。 
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裏I袭モントリオールは招く llissli 〔モントリオ—ル〕雄大な自然 

と森と湖の国カナダ。我が国の27 

倍におょぶ世界第二位の国土を持 

つ国。建国百年を越えたばかりの 

若さと、フランス系、イギリス系 

の文化の同居した未知とロマンを 

秘めた国。そのカナダの南東部ケ 

ベック州、セントローレンス川と 

オタワ川の合流している川中島に、 

モントリオ—ル市はある。 

十二年前に万博が開かれ、三年 

前にはオリンピックもあって、モ 

ントリオ—ルの名前だけは、私た 

ちにもなじみ深い。といっても、 

我が国からの海外旅行者は年々增 

加し、年間三百万人を越えるが、 

カナダを訪れる日本人は少なく、 

八万四千人にすぎない。 

〔観光〕モントリオ—ルは、人 

口七百万余を擁するカナダ最大の 

都市。フランス的な#囲気を保ち 

ながら、スマートなffii^ビル«や 

地下街をもつ国際都市として発® 

してきた。 

市内には〃不思議な庭，のある 

ラフォンテン公園や市内最大の公 

園メゾヌIブ公園等、三百五十以 

上の公園•広場、市内最古の教会 

ノートルダム•ド•ボンスクール、 

北米大陸最大の教会ノートルダ 

厶•ド•モンレアル等四百ほどの 

聖堂•教会、その他博物館、美術 

館、レクリエ—シヨン施設を含め 

て観光名所は数知れずある。 

〔気候〕カナダは広大な国なの 

で、地域にょって非常に異なり、 

一概にいえないが、六月のモント 

リオールの平均気温は、最低14度、 

最离23度。暖かで、理想的な夏の 

旅行地となる。 

〔国際大会ハイライト〕第62回 

ライオンズ国際大会の 

主な日程は次の通り。 

6月17日日〜19日火 

地区ガバナー•エレ 

クトセミナ—。於ハイ 

ヤツト•リ—ジェンシ 

Iホテル 

17日日〜22日金 

大会登録、資格審 

査、各地区ホスビタリ 

テイ•ブース、クラブ 

用品、チケット交換。 

於プレイス•ボナベン 

チユア 

20日水午前パレ— 

ド。午後開会式。於モントリォ 

丨ル•フォ—ラ厶 

21日木全体会議、分科会。於モ 

ントリオ—ル•フォIラム 

8時30分〜13時インタナシヨナ 

ル•レオクラブ•フォIラム 

14時〜17時セミナ— (LIF、 

青少年交換、視力保護盲人福祉、 

ライオネス)以上於クイーン• 

エリザベスホテル 

22日金キIメンバー朝食会於 

クイーン•エリザベスホテル 

ファッション•ショウ、分科会、 

インタナショナル•ナイトショウ 

於モントリオール•フォ—ラ厶 

9時〜12時セミナー(中年期、 

レオクラブ、聴力保護言語障害者 

福祉) 

14時〜17時ライオネス•インタ 

ナショナル•フォIラム以上於 

レリジェンス•ハイヤツト 

23日土国際役0:、国際理事選挙 

於プレイス•ボナベンチユア 

午前閉会式、国際役員、国際理 

事、地区ガバナー就任式於モン 

トリオ—ル•フォ—ラム 
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疲労回復、活力増進、老化防止に、いつでも、どこでも 

手軽にできる^^^ッボ刺澈健康器サン/ \°ルサー 

土、ま、話題/ツボ刺激健康法 
威新しい健康器ですZ1% 
己診断わずか15秒、ツボに刺激を1分間" 

たのと同じ効果が得られ、体に活力 

とtt力がょみがぇり、-U-右々しい体調 

が取戻せます。 

同系のツボなら、体のツボにパル 

スを打っても、効果があります 

例ぇば、耳のッボで、"EZ"とわか 

ったら、〃足の三里々もmIJにMじる 

ツボですから、そこに。ハルスを打っ 
ても同じ効果が得られます。体のど 

このツボがなにに効果があるか.は、 

添付の図版と説明宵をご,K(:なれば、 

一目瞭然です。 

読者に限り、 
”心‘§ 特gtt供/ 
/ 〇認== 

/5，料今回、ぉ申込みの方 
38钱に限り、ッボの原理 

¥ 厚と実際の効果をわか 
〇やすく解説した 

中谷義雄博士の本を無料で進呈 
します0 

\ スタ///ナ、若がえり、病気の根本 
f を治す秘法 

「爽快ツボ刺激法」iH刊) 
4★代金は' 現品が到着してか 

_らの後払いです。 
★製品は、I年間保証つきです。 

★送料は、当社で負担します。 

体に自信がついた 

気分まで若返って 
モリモリと活力が… 

1--1-II--正弥(58ォ東5;-:«|;) 

私は以liijから811のぅが悪かったが、 
知人がこのfell康器でXバリ診断し 

たのには笊いた。门十速、パルスを 
打つてみると、：Eに日に体調が回 

IUし、いまでは、むしろ若い頃よ 

リ、体力、^力とも允実している。 
帐行先にも持Mべるのでとても便 

利だ。 

お支払いは、現品が着 
いてからの後-IAいです 

到着後、I週間以内は返品もできます 

いますぐ、ハガキで左記の要領 

で明記の上お出しください。 

□□東京都目黒区 、。 
处碑文谷- 8I3-3 R 谷 

间太陽技研株式会社 ど08r./»rlnu 

ライオンズ係 で!3ん 

中国医学と電子技術が生きる！ 

サンバルサI 

太陽技研株式会社 

★ライオン誌 
読者に限り、 

特別提供/ 

あなたの体に異常があると、 

ブザ—が鳴ります 

あなたがサン。ハルサ—の探知針で、 

耳のまわりや内側を蛏く触れていく 

と、ブザーが^る点があります。 

一つだったり、^数の場合もありま 

す。(針といっても、先が丸く、金 

くささりません) 

体のどこがわるいか、知ら 

せてくれます 

添付の耳の拡大図版で、その箇所を 

ご^になると、あなたのお「^ 

体のわるいところ(Eriとか 

腎臓とか)が指示されてい ^ 
ます。耳で探知しやすいの 

は、耳には体中のッボが集 

っていて、しかも、汗や皮脂 

の分泌が少ないからです。 

ツボを刺激して、 

活力精力をょみ 

がえらせます 

プザーの嗚った点で、そのままスィ 

ッチを切替ぇると、刺激鼓動=oハル 

スが伝わります。この刺激にょって、 

わるいところ(:中国伝法の鉞を打っ 



今月の椅子^^!^^ 

用語の原点 

田中靖純 
(福岡^•北九州足立^) 

私の書棚は四力所に分けて置いてあります。宗 

教関係のものは書院に、音楽関係はレッスン室に、 

その他は居間と寝室です。居間と寝室の分の本類■ 

は、その二力所を行ったり来たりします。その中 

でもアーチヱリー関係とライオンズ関係のものは、 

できるだけすぐ目につく場所に置いています。 
ア—チヱリ—と私はずいぶん長い付き合いです。 

昭和三十年の初めごろからですから、.かれこれ二 

十数年になります。友人と二人でもの珍しさから 

始めたのが九州への導入だったと言われています 

が、以来その普及に微力ながら力を尽くしてきま 

した。オリンピックへの復活はミュンヘンからで 

したが、よぅやくモントリオ—ルでは銀メダル、 

一九七八年のアジア大会では男女共団体優勝、特 

に男子は一位から三位まで独占、女子も銀メダル 

を搜得、世界のトップレベルにまで成長しました。 

ここまで成長するには、それこそ多くの関係者が 

犠牲をはらい、その進展のために奉仕したからだ 

と言えます。私などは全日本アーチXリー連盟の 

理事の中では全くの微力ですが、あれは好きだか 

らやれるのだとか、いい歳をして……などのいろ 

いろな批判を乗り越えてこれたのは、普及活動へ 

の奉仕の心がそぅさせたのだと思っています。 

一級公認審判員あるいは指導員としてその任に 

ついていると、インタナショナルなスポーツです 

ので、ルールあるいは用具制限等の用語の解釈で 

よく問題が起こります。従って、用語集のほかに 

英和、和英、時には漢和、辞林等の辞書が必要と 

なるので関係書籍のところに置いています。また、 

携带することもあります。さて、用語といえば、 

ライオンズの用語は必携の後半にありますが、も 

う少しわかり易くしてほしいと思う部分がありま 

す。一番気になる用語にとどめますが、「アクテ 

ィビティ」です。ライオンズでは、「奉仕活動の 

こと」とあります。確かにそのように受けとめれ 

ばよいのかも知れませんが、もし、レオクラブの 

諸君がそのままを英単語テストで解答して、果た 

してマルをもらえるでしょうか。奉仕活動ならま 

だしも、奉仕そのものと語意を受けとっていらっ 

しやるライオンもかなりあるようです。 

私は、「アクティビティ」は「活動」と受けと 

っています。それも活力に満ちた、あたかも火山 

活動のごとく、うちなるすばらしいエネルギ—を 

秘めたものです。(実際、火山活動はアクティビ 

ティで表現されます)何とライオンズのアクティ 

ビティは若々しく血潮のたぎるものではありませ 

んか。ライオンズのモットーは「ウィ•サーブ」 

です。これは「我々は奉仕する」というような、 

わかったようなわからぬようなものでなく、 

「我々は良りよき平和な世界と社会を目指し人々 

の幸福のために奉仕する」と、私なりに受けとっ 

ています。ですから、それらをこめて「ウォー、 

ウォ1、ウォI」と吹えています。「私一人の力 

は乏しい。しかしクラブ全体の力で活動するなら 

ば大きな力となる。そして地域社会の一人でも多 

くの人に連带と共感が得られるならばもっとすば 
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らしい。(現況ではなかなかそうしたアクテイビ 

テイは展開されてない)私はクラブの活動に奉仕 

させていただくのだ」と自分に言い聞かせていま 

す。ライオンズが単なる慈善寄付のための団体で 

はないと信ずるからです。会费を払い事業费を払 

っただけで奉仕したとなるならば、私にはそんな 

余裕はないので退会するしかありません。 

現在、三三七— A地区レオ指導員としてアクテ 

イビテイの始動段階にありますが、「アクテイビ 

テイ」の解釈は、レオのためにももっと明快にし 

てほしいのです。まず、「活動、活力」(他意もあ 

りますが)と辞書にあるようにしてほしいし、ま 

た伝えてほしいと思います。レオが「アクテイビ 

テイ」を「奉仕」と受けとっている傾向があり、 

それを辞書で確かめてもいないようです。ライオ 

ンズでも入会以来用語を辞書で調べてその原点を 

求めた方は何人いるでしょうか。ライオンズの原 

点の一つとして用語の原点を探ることも一つの方 

向ではないでしょうか。私は英語の知識は全く低 

いので、間違いはご指摘下さい。ただ、今まで宗 

教、音楽、スポーツなど、インタナショナルなも 

のに関係してきたためのクセでしょう。用語の意 

味、使い方を理解し体得したいのです。 

妙なことを思い出しました。以前通しで読んだ 

必携の中で、一度も「ザービス」という語に出会 

わなかったことです。「出血大サ—ビス」「部品一 

式ザ—ビス」等々、ライオンズ，のイメージからち 

よつど離れているという意識からでしようか。 

「特別大奉仕」「超目玉奉仕品」、そのうちに「奉 

仕」という語もおかしくなるんじやないかと思い 

ます。私は御仏にご奉仕させていただいています。 

「ザ—ビス」「奉仕」という語は特別の意味で心に 

ひびいてきます。 

ロータリークラブ、JC、その他奉仕団体、グ 

ループ、時にはライオンズクラブに卓話のスピ— 

力—として出向きますが、ライオンズほど「奉 

仕」という語は他の会合では耳にしません。最近 

では「アクティビティ」ということばが多くなつ 

しめすへんに目 

吉井如月 
(大阪イ—ストr) 

めでたさ(祥)は義•群•善•美のひつじ年 

羊のついた漢字を集め、苦しまぎれの駄句をひ 

ねって年賀状とした。下手な駄洒落なればこその 

解説も必要と思うので、あえて蛇足を加えておこ 

う。義は羊の下に我で、自我をおさえて正しい筋 

ているようですが、「アクティビティ」が「奉仕」 

ということばにすりかえられつつあるのでしよう 

か。昨年十一月号ライオン誌の国際会長の「聴 

覚•1ーーーロ語障害に救援を」と題する一文は、翻訳の 

関係かどうか、気持ちよく理解できました。「ア 

クティビティ」の語はなく、おそらく何度もでて 

くる「活動」がそれでありましよう。また、「奉 

仕」も最後に「奉仕分野」とあるのみで、本当に 

すらすらと読めました。皆さん方はいかがでした 

でしよラ。 (住職.音楽家.48歳) 

道を通すこと。砟は号令を出して治める人、すな 

わち君とむれる習性のある羊で、集団して生活す 

ること。善は羊と口の間に草。美は肥えて大きな 

羊、見て美しく食しておいしく、両方ともよいこ 

とづくめである。つまり、正しい筋道の通った社 

会生活、人間関係こそが善美の最高で、めでたし 

(祥)めでたし.という落ち(こころ)にした 

つもりであるが、少々無理をしているところがご 

愛嬌、初笑いの種にしていただきたい。自我を押 

し通し、自我を売り出すことが民主主義の精粋と 

思い違っている、せちがらくもとげとげしい社会 

風潮の中では、羊の群れの平和な姿I—謙譲の善 

意とすなおの美徳——は、文字通りめでたくあり 

がたい現代人のオアシスではなかろうか。 

なお、祥は示へんに羊を書いてめでたいと読ん 

でいるが、この解字については手もとの漢和辞典 

から少し詳しく引用させてもらおう。 
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充実した設備。全室個室が魅力です。 
•勉強机•ベッド•洗而化粧台•インタ 
—ホーン•本棚•洋服ダンス擊トイレ 
ぐ公共施設〉 
參屯活コーナー_炎詁室•シtワールー 
ム•人浴室籲洗漼乾燥器コーナー•キ 
ッチンルーム秦駐ホ場•その他 
豪箝坪は,咪‘产博I:佐木iRi/HI:が川*1iLてI•ます。 

近くに学習院、日本女子大、川村短 
犬。その他の大学へも至近距離。 

く資料誚求先〉 

おとめやま女子学生会館 
東京都新宿区下落合3 — 15 — 27 

〒I6I TEL 03(950) 0 0 I 6 (ft) 

目白お-0:8やま女子学生会館 
快適な環境で学生生活を送らせたい 

昭和五十四年三月完成予定 

①②③ 
丁^示 

図の①②③は示へんの古い字形で、①は几をか 

たどる象形字。②はしたたる血をあわせた会意字。 

③は几の上にいけにえをのせ血のたれている形。 

のせてそのままにしておくところから"しめす， 

の意。示へんは文字を作って神事祭事に関する語 

を表す。祥は神の下す善、すなわちさいわい、ま 

た神の啓示するきざしの意でめでたいこと、とあ 

るので、私の年賀状もあながち惡ふざけでないこ 

とだけは信用願いたい。 

"今月の椅子"に座ってもらぅつもりの羊が几の 

上にのせるお供えとあっては、肝心のお供えを受 

けるに価する神の座にはいったい何があるのだろ 

うか。ここでハタと私のペンはとまつてしまつた。 

目をつむって想を練っていると白昼夢を見た。も 

やもやとした雲がパツと晴れるように心眼が開け 

て、茫洋とした私の網膜の裏におぼろげながらお 

ふだが見えてきた。そこには_f不へんに目"とい 

ぅ見なれぬ妙な字が«いてある。前述の示へんだ 

からやはりこれは冃に関係のある神様に違いない 

と不審に思って袈を返せば、嗚呼、「大村利一両 

眼水晶体位」とあるではないか。 

これには私に思い当たるふしがある。昨年のさ 

る日の例会で、しばらく病気欠席をつづけられた 

私たちのクラブの初代会長^大村利一が、久々の 

出席に祝福の拍手を浴びて挨拶をされた。^大村 

は、人も知る長年このラィオン誌日本語版の編集 

者の激務に奉仕されていた人で、一昨年の日本ラ 

ィオンズニ十五周年記念资料集の編さんに心血を 

注ぎ、眼血をしぼられたため両眼白内障の症状が 

とみに進行、手術せざるを得なくなったとの内輪 

話である。平素から私淑敬愛する大先戢の秘話に 

私は深い感銘を受けた。情報過多の今日、余程関 

心をもつものでない限り、私は正it言ってライオ 

ンズ関係の文書がどんな立派な印刷でも特に保存 

はしていないが、この资料集だけは貴重な記録と 

して重宝している。この膨大かつ詳細な资料が打 

大村の両眼を犠牲にして集成されたかと思ぅと、 

いよいよ愛着がつのる。いつの間にか私の脳袈に 

は、このささやかで格え目な印刷物が"今月の椅 

子，の座に燦然と輝いて、n大村の温顔と平和な 

羊の群れのィメージがオーバーラップされ、明る 

く溶けてくるのである。あえて氏に無断でこの内 

輪話を本誌に寄せる所以である。 

撊筆するに当たり、たまたま歳時記にこんな句 

を拾ったので、^大村に献じたい。 

木祜や目刺にのこる海のいろ 芥川龍之介 

奇しくもあの資料集の表紙は、サンゴ礁を思わ 

す鮮やかな南の海の色であった。 

最後に、めでたい初夢を見せていただいた〃示 

へんに目"の神様に合掌頓首する。 

初夢の唯空白を存したり 虛子 

(写真家.66歳) 
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偉い人と座 

岩田文堂 
(愛知W•存日并中央か，) 

テレビやラジオの放送にでかける。私を知るデ 

ィレクタ—はょいが、初めての人に会うと必ず名 

刺の交換をするのが日本の礼儀である。そのとき 

私は常に本業の「岩田文堂会計事務所税理士岩 

田文堂(本名弘)」の名刺を差し出す。すると、 

ディレクタ—は怪訝な顔をする。そして返ってく 

る言葉は、「先生は『プロ』ではありませんか」。 

私は即座に「『プロ』とは何ですか？」と質問す 

ると、おおかたの人は、「『プロ』とはそれを職業 

とし、生活をしている人々のことだ」と答える。 

私はさらに質問する。「野球選手はボールを投げ、 

また打って生活をしている。相撲取りは観客に相 

撲を見せて生活している。これらを『プロ』と言 

うのでしょう。しかし芸術、特に書は違うと言い 

たいのである」。なぜか？ , 

文字を表現したものが書であQ、書は意思疎通 

の手段として古来より発展したものである。書の 

歴史をひもとくと、弘法大師「風信帖」、嵯峨天 

皇「李嶠詩」、橘逸勢「伊都内親王願文」、小野道 

風「秋萩帖」、藤原行成「倭漢朗詠集」、紀貫之 

「高野切•各種」等、中国では王羲之「蘭亭序」、 

褚遂良「雁塔聖教序」、欧陽詢「九成宮醴泉銘」、 

顔真卿「建中先身帖」等、数限りないくらい名品 

が残っている。これらを専門語で言えば、W文の 

拓本を原拓と言い、肉筆で帖になっているものを 

法帖と言ぅ。我々はこれらを直接見ることができ 

ないので、写真で出版物が出ている。これを碑法 

帖と言っている、これを手習いしてしかる後、自 

分の表現方法により作品を発表している。これを 

マスコミでは芸術と言っている。 

さて話はもどるが、弘法大師にしろ、嵯峨天皇 

にしろ、橘逸勢にしろ、小野道風にしろ書によっ 

て生活をしていたか？ 弘法大師は僧侶であり、 

嵯峨天皇は天皇であり、橘逸勢、小野道風は宮仕 

えである。「プロ」とはあながち芸術では生活し 

ているものではない。その人が死んでしかる後、 

その人の作品が世の中に出てくるのが、ほんとぅ 

の芸術家であり「プロ」であると私は解釈してい 

る。 

生きているとき名誉や地位があり、もてはやさ 

れていても、死んでから世の中から見捨てられて 

しまう作家が多い。これは真の「プロ」ではない 

と思う。立派な作品を残し、それが後世に残る人 

が「プロ」である。よって私は会計事務所が生活 

の根基で、書は「プロ」になるべくW鑽を続けて 

いくのみで、後世の人が解決するものと思ってい 

る。それで納得してもらえる〇 

名刺をいろいろと交換すると、名刺に肩書きを 

いっぱい書いている人がいる。そうかと思うと、 

肩書きがいっぱいあっても書いていない人がいる。 

ただ姓名、住所、電話のみの人がある。私は名刺 

を見て判断する。私には肩書きは通じない。なぜ 

ならば、肩書きは死んでしまえば無である。 

しかし、一般通例で言えば、肩書きのある人は 

ない人より偉い人だと勘違いする。肩書きは座に 

しか過ぎないと私は思っている。会社の社長は会 

社が存在し、社長の座にいるときのみで、その会 

社を去るか、会社が不渡手形を出して倒産すれば 

社長でなくなる。そうすればただの人である。署 

長の座を定年で退職すればただの人である。大野 

伴睦が、「猿は木から落ちても猿は猿である。議 

員が落選すればただの人になる」と言った。実に 

名言であると思っている。偉い人とはどういう人 

か？棺に蓋をしてしかして後、その人の功績が 

たたえられ、そして世の中に浮かび上がる人が真 

の偉人であって、僧で言えば名僧と高僧の違いで 

ある。 

実れば実る程頭を下げる稲穂かな 

社会に迷惑をかけず、小さくともよい、社会の 

ためにすることこそ、生ある者に課せられた使命 

であると私は思う。 

(税理士 •書家•服飾デザィナ！53歳) 

47 The Lion 79. 3月号 



2時間の練習で誰でも使いこなせます 

jjW|| ㈣の声を相手にさとられずに 
mZ JIウソを発見できます。 
，ぞ1 ウソをついた時に声Wが発する 

微妙な芡化をキヤツチする器械 
で、アメリカ政府開発の新製 

品。促米のうそ発見器と 
比べて被験者にさとられ 
ないので、より正確に発 
見できます。 
沾のほか、生の会^、ア 

販売価格¥ 500,000 こr-Thimできます 
©源：カドミウム電池（充霉可） 7 ひ顧 

現品は代金引換便にて急送します。（送料当社負担） 

攝入お申込みは今スク電話か/ \ガキで/0 
東京03(499)6458代 

ふ舌/王妙大阪06(624)0738代 

-商品名•価格•数量•住所. 
ハガキ注文の方は氏名•電話をご記入•押印 
-してください0 

〇資料ご希嘈の方は、ドの站求券を貼って商品名• 
住所•氏名•屯站をご紀入くださし、。(無料進呈) 

総発売元 株式会社ノノポ〇 ' 

#150東京都渋谷区東1-26-26富士ビル003(499) 6458代/I 
9545大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-26 006(624) 0738代/^^ 

毛深い悩み解消.グ 

電話でわかる 持ちはこび自由な 

商談•注文を逃がしません。 
営業範囲がラクに拡がりま1"。 

ダもく のテー^1-ッ 
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鹿島神宮社殿建国の武神•武甕槌大神を祭る鹿島神宮は' うっそうたる杉木立のなか 

にある。社殿は元和五年(1619)徳川二代将軍秀忠の奉納による（重要文化財） 



鹿島は茨城県の東南、東に太平洋•鹿島灘、西に北浦をひかえ' 

古くから鹿島神宮の門前町として栄えた。町の人々から〃神宮さん， 

として親しまれ尊敬されていることは、今も昔も変わりはない， 

旅に出ることを"鹿島立ち，という。その昔、防人や武士が旅立 

ちの前日、途中の安全をこの神宮に祈った習慣から生まれた言葉で 

ある。第二次大戦中、全国から武運長久を祈る人々でにぎわったと 

いうのも' 古くからの習慣によるものであろう。 

そして今日 鹿島臨海工業地帯が出現、近代工業のI大基地と 

して発展している。広々とした湖沼の里に、未来への息吹きが聞こ 

えてきそうな町である。 

ここを奉仕地域とする鹿島茨城乃ラは、一九六九年三月十六日、水 

戸乃ラをスポンサーに結成された。 

セ 
信ナ 

通テ 
宙ン 

宇ァ 

鹿島臨海工業地帯 I960年、鹿島灘に面した広漠たる砂浜を造成、 

一大工業地帯にすることが発表され、1975年に完成した 



われら釣to仲間 

鹿島周辺は関東地方における川 

釣りのメッカ。さすがは地元•鹿 

島茨城？rのライオン、釣りキチと 

称されるメンバ—がいました。マ 

イ•力—のなかは年中釣り道具が 

入つている。ちょつと時間があれ 

ば釣り糸を垂れるという、地元な 

らではの話。季節に応じた釣りが 

一年中楽しめ、そのうえ' 鹿島港 

周辺での海釣りがまたいいという。 

休日には、海と沼のダブルヘッダ 

丨(？)を楽しむというライオン 

もいる。 

写真左ょり岩崎常雄•高木彦治. 

山辺二郎の各ライオン(北浦湖岸 

にて)。 



•E-65特価13,300円 
メタル（シルバー）部 
アクリルフレーム男性用 

•E-55特価13,300円 
メタルフレーム（シルバー） 

男性用 

00 
•E-59特価13,300円 •E-56特価13.300円 
メタルフレーム（ブラック） メタルフレーム（シルパー） 
男女兼用 男性用 

、ぐフ〇 
•E-64特価13,300円 •E-57特価13,300円 
アクリルフレーム（アンバー メタルフレーム（シルバー） 
=こ色）女性用/ 男性用 

L ^iii - 

代金後払いでお届けします 
5日_は返品ちできます 

京風茶の間ワゴン 

七引き^たせ_ 

则、漆中り。 
ボットはム|、 

定ょく収ま• 

り、その-t圭；！ I 
がつげる。k為は、 

はずしてお^七し 

て阽え、レザー張 
りのふす-tを開け 

る七、：s35TOcmx 

奥fJ-29cmxf20 

cmの1入れ？^ 
対側は猫稚なしょ ■ ★60 

ぅじ張り。キャス ★円wcrp 

ク—付19460030x1732 

めず、スム—スーJ移!nijできる。 Jl2,«?xm 

いま大評判のぶらさがり健康法 

狭い場所で、さまざまな運動 

#(7)€0it、frllrfi、llrg、wg、f£ 
力などに壽を0-えるが、ぶら 

さがり運!E/JはrI分の休！gでr!然に 
作竹を伸ばし、内臓諸器.Uの働き 

室常•综にし、Mや背中の筋 

肉の疲れ淳ぐす。こSほか、脚 
簾うくるサrクリンゲ麗、 

ゥヱストのぜい肉をとる脫筋逦動 
やランニング、再ふみ、平け條 

運動などができる- 

たばこのヤニや歯垢も取れる 

黄ばんだ歯も|回でまつ白 

⑽Mの歯みがきでは取れない歯の汚れや阑 
垢、たばこのヤーIなどがr®に取れる新製 

品〇ゴム砥fiが高3で回転し、?y入されて 
いる—2Sの研捫材が_液に濟けて汚れ 

を除く。ゴ金HなGで歯Sけずれたり、 
歯ぐきが賜つくことはない。歯擠嗯關の^ 

スーツズボン収納ケ—ス 
•.段式の片開き戸。h段には背広が6れ掛かり、 

DT:にはネクタィ掛けf'J-き0下段にはfjfjに引き出せ 

る、スボン掛けが^^あり、ズボンをmねて掛けれ 

ばi掛かる。中段ijsfJ-の広い引き出しでハン 

カチ、靴ドなどがきちんと入る〇 D—ズゥッドの 

化粧板。 rg格9X 

★0J): 2311 
::T特'N^JLSfs_ 

S5103 
大阪06 

(262) 
(361) 

2222代M9J 

8888iftgo% 
名古屋052(241)95-£ 時0:0 

礼yo-(823) 81!化 付PMI 

福岡092 (573) 6-比 5又\pt 

仙台0222 (63) 59——代は域個 
丨県地f 

商品到藩はご注文を受けてから2週間前後です。 
五日間は返品もできます。但し返 

品送料はご負担下さい。 
商品がお気に召したら代金を七日 

以内に商品同封の振替用紙で郵便 
局か銀行に払込んで 

下さ 

1!赛 GM 一京都Vi.代田； 本社〒10?靛京都V：.代mr/ 
ftmffi3-GI13cis ビル 

大阪 ITS30尺阪由北t<ffirIJ7の〇 
支社.<s铒ビル北]0サ館 

30秒で色がつき 

2分で透明に 

目に有害な紫外線を 

100%カット 

英国のチャンス• 
ピルキントン吐が 

開允した国際特,rr-ス 
のレンズを他用。Iフ 

光のまぶしいM外ク 
では色S趣いサンン 

グラス、夜間ゃf サ 
内では透明なファド 

ッシヨングラスに。| 

なり、-5で：つ7b 

の機能を持つ〇フーフ 
レームを.新し、 

出にかけやすくな 
つて新震。 

電熱ともぐさを利用した灸 

快い熱さで灸痕もっかない 

遙が約8()唆に保たれ、これを 
沐のッボか緹urて次第に熱 

くなってがまんできなくなった一 
ら離し数秒おいてまたrてる。 

これを数冋くり返す七お灸冷子 
えたの1-Nじ効^が,1*:じる〇汜 

端はもぐさをつめたmで保温性 
があり人休ufみやすく快い 

熱さが！Hわってくる。もぐV/Ti 

(例 A16) 
0000 

〇個 
ご住所 

お名前 
{フリガナ) 

1 

電話ての申し込みは… 



時を刻む黄金 

g) 
Baume & Mercier 

1830 

価侦.を知った人の価値ある腕に 

いま、ふさわしい伴侶がある。 

ジュネーフの？^門、ボーム.メルシ.. 

F•仗がたしなんだという「時」の逸品。 

<左より〉REF38264 51手tさ、ダイヤ入*).KI8イエ0-ゴ-ルド側¥960,000 REF38300 50手％?、ダイヤ入り.K18イエロ-ゴ-ルト•儁¥1.160.000 REF38259手#?、KI8イエロ-ゴールド*!¥380,000 REF36668手卷J、KI8イエQ-ゴ-ルト观哎〇.咖 

麵 

〇平和堂貿易株式会社 
東京都港区東麻布1-8 

サービスセンター/東京本社（586)1811、東京上野（833)681丨、大阪（245)6411、名古屋（962)7611、礼幌（221)1611、仙台（66)3504、新潟（22)1191、 
静岡（55)1191、広島（47)2858、高松（21)2751、福岡（281)3785 

取扱商品ビアジr/ボーム•メルシー/テクノスウォルサム/クイーン.ダイヤモンド/プリンセス.ダイヤモンド/々イーン•ジュエリー 



究極の満足感。 
扮、アメリカ中:の歴史の中で追求され続けた快適性。 

その究槲の姿が、’7 9フォードのラグジ'ュアリー•ラインにあります。 ，ぐヮーや装備•外観は勿論のこと、 

細部の什I•.げに十:るまで、真のラグジュアリーの本?!きがあります。 

それはクルマという機能を超えて、 

fi.感に訴えて〈る満足感。 

時代に流されることのない変わらぬ価値と,冷りの息づきです。 

サンダーバード 
Tバードの愛称で親Lまれてさた. 

アメリカを代衣する办极スポーテイガー。 
ftは、79モデルからオプションで用意された. 

個性鮮やかなrTルーフjf t様中でれ 
•2ドアハードトツプ•WIKH商5.765cぐエンジン ♦掲載写真は輪入仕様車と多少巽なることかあります 

マーキュリー 

グランドマーキー 
マーキュリーシリーズのAirt极屮W 
14今ぶ0のフルモデルチェンジを 
■tけ,サイズゃ檐能而もwしく卞ま# I 
突わ*)ました 
籲Iドアtグン/2ドアセグン（靳ひ 

•1ドアコ〇ニーバークワゴン（斯7埸1 

mrcエンジン 

身近さ実感。’79フォード 

フォード自動車(日本)株式会社 
フォードデイーラー協会 

(礼蠼)北海自動車エ鱉--TEL011(241 )2161 

(仙台)龜井商店外車部 TEL0222 (88)6751 

(18山）ニューアサヒモータース TEL0249 (2212251 

(群)i)双藿才-卜 TEL0276 (4514421 

(東京1近鉄モータース東京 TEL03 (452)3311 

ニューエンパイヤモーター — TEL03 (714)1111 

丸！!モータ-ス東京 TEL03 (450)1211 

(横浜）アメリカンモータース ーTEL045(261)5751 

ニューシャパンモーターTEL045 (461 >6781 

;»岡)》岡近銥モータース TEL0542(62)5411 

(名胡liftftそ-タース名古屋 TEL052 (261 )5211 

丸！!モータース名古歷 TEL052 (882) 3301 

(京«)日光社 TEL07516810111 

(大阪)近鉄モ-夕-ス大阪 TEL06 (962 1581 

(大阪)丸紅モータース大阪 TEL072212810280 

(兵靡）)6» ニューコーへモータース TEL078(411)1041 

(広鳥)広鳥近鉄モ-夕-ス TEL0822(44)3141 

(褐两)欧米モータース TEL092 (4117226 

(冲_)コ-ラルアイルモータースTEL0988(77)2255 



★八ガキで現品急送 
お申込みは下記のようにご記入下さい 

おおお思商 
電なと 品 
話まこ数名 
叉ろ 
へ 

I I 

©代金は、現品お受取り後10日間以内 
にご送金<だされば、結構です。（同 
期間内の返品•交換は、ご自由です。） 

中山式産業跦式as± 

八重洲中山式健康tz：^— 
亍103東京都中央区八重洲19-13 

-31(東京駅八重洲中央□•正面） 
展示即売中（10時〜19時）日祭は休業 
★電話のお申込みは03(271 )3048へ/ 

ご鼸用300万台突確/ aながら手輾に值无て雄果は大 〇 
★自分でできるツボ療法。電気も薬も使わず使用簡単 

[DeCuxre] 中山式映癍甚 

®脊椎の不正を矯正して健康に導く米 
国カイロプラクティック脊椎矯正療法 
と、ツボを押圧して健康体を作るツボ 
療法を研究応用して作られた本器は、 
使い方の簡単さと効き目でご愛用300 

万台を突破しました0 ©2球式は後姐 
部、首すじ、肩のツヶ根のツボに、4 

球式は脊椎_側のツボに当てて押呸し 
ます。その快さは格別です。元気な方 
も/手軽なツボ健康法としてどうぞ。 

価格5,500円送料奉注 
6部にフ1jヂストン•エバーライトスコット(クッシヨン〉何 

血行を良< して、筋肉の 
疲れやこりをほぐすから 
健康に良いツボ療法器 

®使用法はとても簡単です。本器の上 
に、上向きに寝て、手で徐々にすらす 

だけで良いのです。金色の球頭が、指圧師の®指の働きを代用して 
脊椎両側のツボを快<、まんべんな<押圧して、健康に導きます。 

電気も薬も使わす、朝晚5分間位、自分でできます。 

©上図のように 
脊椎のツボに押 
圧するから、健 
康に良い効果を 
もたらします。 

好Rの磁石臞•が通気性•重さの«で更に改■されました 
磁石を24個装着。血行を良<して、こりをほぐす磁気腹巻 

価格6,900円送赌仕 
磁気治療器47B第1125号3—ツー型 

jpilk 

ムレ予防の^^ 
通気孔つき 

©腹部と腰部を守る便利な腹巻として好評の中山式胃 
腸腹巻に磁石を6列24個装着した磁気腹巻です。装着 

部位の血行を良< して、筋肉のコ1Jをほぐします。 
©マジック装置で着脱はワンタッチ。胴回り70〜95セ 
ンチ位いまて調節自由rす。巾は約18センチ。©内ボ 
ケット付てすから、旅行Iこ便利。洗濯をしても、磁石 
の効栗に変化はありません。色は、茶と若草の2種類 

©伸縮自在の特殊加工生地製品ですから、下腹を快< 

引きしめて、保護しますから、とても快適です。 

重さが、3096経<なりました/ 

I通気性も更に良く/ 

車の運転時の保護に 

立ち仕事•坐り仕事 

ゴルフ等スポーツに 

ご来店の方に式健康用具ご説明 
いだします。ぜひお立寄り下さい。 

©デラツクス$式快*器か磁 

石腹巻をお申込みの方に、中山 
にんに<粒(132粒入)をIs 

呈同送/のんだアトのニオイを 

追放しだスタミナ健康食品です 



題字\叢 良宏 
(東京紀尾井町r) 

★投稿を歓迎します。★原則とし 

て四百字詰原稿用紙四枚以内でお 
願いします。★なるべく記事に関 

係のある写真を添付して下さい。 

★住所、氏名、クラブ名、職業、 

年齢を明記して下さい。★职稿は 
短くすることがあります。また誌 

面の都合で掲載できない場合もあ 

ります。★原稿は一切お返ししま 

せんので、必要の方はあらかじめ 

nピ—をお願いします。★ご家族 

の方の投稿も歓迎します。 

身辺随想 

中村 豪 
- (秋田^) 

私は、このごろ月末ともなればラ 

ィオン誌が手もとに届く日を心待ち 

に待つようになった。というのは、 

心にすがすがしく、時にはほのぼの 
とさせるような記事が掲載されてい 

るからである。そうした記事を読み 

終わった日は実に爽快であり、人と 

接しても何となく快く、その.Bを愉 

快にすごすことができる。 

特に十月号に掲載されていた「新 

国際理事^梅原亨の横顔」は共鳴し 

感動を受けた記事であり、大いに教 

えられるところがある、と思わずに 

はいられなかった。私はガバナIに 

なる以前からライオンズの今後のア 

クテイビテイは大きく転換すべきで 

あると考えていた。幸いにもガバナ 

時間的余裕があれば努めて既存のア 
クティビティを見聞して歩いた。そ 

の目的は、言うまでもなく我•々ライ 

オンが真心をもって贈呈したアクテ 

ィビティが果たして有効に生かされ 

ているか否か、もしもせっかくのア 
クティビテイが生かされずに有名無 

実に終わっているとしたら、大いに 

反省しなければならない、と思うか 

らにほかならなかった。果たしてそ 

うしたいくつかを発見し、以後は物 

的ないし金銭的アクティビティから 

精神的アクティビティを、地域社会 

の人たちと手をとり合いながら、し 

かも幅広く奉仕活動を続けることに 

切り替えてゆくことを、機会あるご 

とに力説してきたのである。 

ところがこの度、はからずも「+7X 

梅原亨の横顔」の記事を読んで、^ 

梅原は「公園の片隅にょく護美箱と 

書いたドラムカンがおいてあるのが 

目に付く。ライオニズ厶とは、護美 

箱を公園に備え付ける事ではなく、 

この箱に、ゴミを拾って入れる事で 

ある」と力説され、^梅原の"ライ 

オン、ゴ、、•、拾い"論の有名なことが 

書かれている。そしてその提言がそ 

言う。 

また、ガバナー時代、常に本質を 

突く姿勢を貫き、ユニ—クな提言の 

数々の中に、「ガバナーは会員のた 

たき台である」ことを説き、さらに 

「ライオンズのバッジは赤帽のよう 

なものである」、「ライオンズは金持 

ちのものでもなければ貧乏人のもの 
でもありません。人間に対する愛情 

というものを考える人のためのもの 
であります」と言われている。全く 

同感である。 

打梅原の言う「……たたき台に」 

「……赤帽のような」で特に感じる 

ことは、最近ライオンズクラブが増 

え、会員が多くなるにつれていろい 

ろ対社会的にも問題が派生している。 

これは当然のことかも知れないが、 

それだけに会員のひとりひとりが自 
重し、ライオンと言われることに心 

がけなければならないのはもちろん 

である。 

先ごろ、県内のあるクラブの役員 

が、暴力団とのつながりが表面化し 

て、当然除名であろうと誰しもが想 
像した。しかし、そのクラブでは、 

少しも動揺ぜず、冷静に本人の自発 

的退会によって事を処理した。私は Iになってからは、公式訪問のつど、の地区に大きな反響を呼んでいると 
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蜂飼い40年…こ'信頼に応える最高級品 

新鮮 
濃厚 M生口ーヤルゼII 

春18g(約1ヶ月分)¥2.500き90g(約5ヶ月分）¥12.000送料¥550 (案内W®呈卸売K迎) 

珍味®栄養の蜂の子缶結 
「□ーヤルビー」発売元 
200g¥1.800 1 00g¥950 州蜂蜜本舗 

松本市中央21-8 00263-32 2608 • 0832 代表者深沢光一（L) 
松本駅ビル支店（一階）»0263-36-3514 本社松本市神田763 〇25 4877 

この賢明な処理の仕方に好感をもっ 

た。この会员はクラブのみんなに迎 

えられて入会し、今日まで会員とし 

て奉仕活勐を統けてきた。その会員 

が暴力団との関係から刑事事件を起 
こしたからといって、法的裁断さえ 

まだ下っていない会貝を直ちに3P人 

扱いにして除名するなどは、ラィオ 

ンズの友愛と寛容の精神からいって 
もSましくない。その人の社会的立 

場をラィオンズが先頭に立ってつぶ 

_^苫小牧までI 

去る五月二十一日、苫小牧の地区 

大会に出席のため、一人で札幌から 

汽車に乗った。何年ぶりであろぅか。 

本当に久しぶりである。この大きな 
乗り物をすっかり忘れていた。程よ 

くあいていて快適である。ゆったり 
と、安心して身をまかせていればよ 

い。信号もセンタ—ラインも、おび 

ただしい車の洪水も無縁である。郊 

外の新しい家並みや広大な新緑の石 

すことよりも、本人の反省を促し、 

再起の一日も早いことを祈ることこ 

そ本来の精神にかなっているのでは 
あるまいか。 

今後クラブが増え、会員が多くな 

るにつれていろいろ複雑な問題が起 

こるだろう。ぞの際は、^梅原のよ 

うにラィオニズ厶に徹した物の考え 

方で処理することが最も望ましいこ 

とであり、当然そうあるべきだと思 

うのである。 (建設業.56歳) 

田宮幸I 
- (北沲道•小樽ぅしお^)- 

狩平野のパノラマに、一時解放的な 

ふくよかな旅の気分になる。このせ 

まい日本で、車旅行の何とせせこま 

しいことか。また、点から点の空の 

旅の何と味気ないことか。 
しかし、その静かな車内も束の間 

のこと。隣のボックスの四人組が何 

やら声高に談じ始めたのである。問 

くとはなしに耳に入る。胸のバッジ 
を見るまでもなく、ライオンズのメ 

ンバ—である。それは、とりとめも 

ない雑談ではあろうが、クラブ内の 

出来事、非難めいた噂話、商売のこ 

と、果ては飲み屋の武剪伝等、尽き 

るところを知らないようすだ。話が 

はずむにつれて、傍若無人とまでは 

言わないにしろ、隣席の客には、か 

なりの喧噪状態である。話し方、態 

度、もれ聞こえる内容等、いわゆる 

ライオンと呼ばれる人のイメ—ジと 

は縁遠い感じである。たとえ細やか 
なりとも、隣人に迷惑をかけない心 

造いは.：奉仕以前のものではないか。 

窓外の新緑のさわやかさから、一 
時忘れていた現実にひきもどされた。 

自分も同じライオンであると思うと、 

いっそう気が重い。この方々も例会 

や理事会では、まさかこんなふうで 

はあるまい。例会から地区大会まで、 

公的会合において、誓いのことばや 

ウイ•サーブを唱え、ライオンズの 

レ—ルに乗り行動していても、それ 

がライオンズの組織内だけのもので、 

日常生活の中に生かされず、また、 

それとは無縁のものならば、ライオ 

ンズとはいったい何であろうか。 

スローガンやモット—が日常の中 

に多少なりとも生かされるのでなけ 
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ハワイカ豸只今•… 

2座0円 
1区画1,116m*(336坪） 

ホノルル 

高級別荘地•商業候補地 
C 特選限定38区画 ） 
売切れの節は何卒御容赦下さい。 
•ハワイアイナロア分譲地 
ハワイ州ブナ地区•ヒ□市の中心より車 
で10分，完全所有権•建ペイ率5割•電 
気引込済•各区画に面し12m巾道路•年 
利4 %(アドオン方式)実質7.596 
広告有効期限3月末日 
ホノルル高級住宅地も分譲中/ 

❶国際的財産（世界のハワイ） 
❷稀少価値（ハワイの購入可能地は1196) 
❸安全性（世界一安定した資本主義の国） 
❹税制上有利（日本国内の約1/10) 
❺再確認されたアメリカ経済の底力 

日本交通交社ffi力の觀網ツア-実施 
ハワイ不動産自由化と共に7年の実績 

ハワイアンファーム 
コーポレーション 

〒丨51東京部渋谷区本田】卜20ハ•ルムハウス初台9F 
お問い含わせは 

(代)*4508 (S3 
贞料をこ希！？の力は«料说求券を 
、住所、氏名、年令、眯窠、屯鉍 

二己入の上こ譆求下さい。 

^03(378)4926 
RE^v 3しぃ貞料をごネ 

叫って、住所、^ 
入の〖.こ ノ, 

がほほえましい、やつと先刻来の妄 人となつた。 れば、バッジをつけたとて何になろ 

う。ラィオンズへの諸々の批判の発 

祥は、その辺にもあるのではないか。 

たとえば、例会に遅刻しないように 

努力することは、日常のすべての会 

合にも同様でなければならない。そ 

のような努力が、ひとりひとりの向 

上につながる、そのために离い月謝 

をはらっているともいえる。個々の 

人間性とクラブの品位とは、鶏と卵 

の関係にある。会Hの増加と質の問 

題が問われる昨今、他人事ではない。 

やがて、白い煙をはく王子製紙の 

煙突が見えて、苫小牧に到着した。 

キャップ姿の地元のライオンの案内 

で会場に向かう。久しぶりで歩く街 

並みがきれいだ。途中、友人夫妻に 

会う。いつもながらのおしどりぶり 

念から開放され、足どり軽く会場の 

_^温かく通い合う心 

私のクラブは、発足してわずか三 

年目、まだまだ西も朿もわからない 

会M四十数名の小さなクラブですが、 

隣接の分水町のスポンサ—クラブの 

適切な指導は、急速に私どもを成長 

させてくれました。 

この話は、十月上旬、分水町での 

温かい処遇を受けた感激の話です。 

私の店の女店：3：が、朝、出勁の途中、 

(内科医.50歳) 

佐野次男 
- (新^似•夺泊rl)- 

バィクから転倒し、顔面、下肢打撲、 

前歯二本を折損。近所の人の計らい 

で救急車が手配され、分水町の外科 

医院に運ばれ、外科治療は無事終了 

したのですが、歯科医は日曜日のた 

め、#通ならば治療は行わないはず 

なので、困惑していました。 

ところが、ちようどその時、以前 

非常にお世話になった分水rf前会長 

^渡辺大次の散歩中に出会ったので 

す。事の次第を話すと、早速電話で 

歯科医院に連絡して、無理にお願い 

して下さいました。その医院に入る 

や、玄関で迎えられた先生は、「や 

あ、あなたですか」。先生もクラブ 

員だったのです。それに^渡辺は、 

治療の最後まで心配そぅに立ち会っ 
て下さり、その町に不案内の私には 

大助かりでした。彼女はその後、治 

療の効あって、若さも手伝ってどん 

どん快方に向かっていきました。 

私は、例会でその話をしました0 

小さな親切運動とか奉仕精神とか、 

個人主義に堕しよぅとする昨今の世 

相の中にあって、クラブ員になれた 

喜びをひしひしと感じながら、それ 

を実行してゆきたいものです。どん 
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くるくる見守る 

PAT. PEND. 

ガードビジョンは、觔物の生態 
観察や、巨大化した建築物の新 
しい管理•監視の機械です。 
銀行•貴金属店•美術館•デパート• 
スーハ•一 •商店•工場•倉庫等の警備 
や監視に、また夜間の火災発見や 
動物の生態観察に威力を発揮。 

特長 
1180度回転で監視範囲が広くなり、 
従来のテレビカメラ2台分の働き。 

2回転式にみる受像画の歪みがない。 
3ご家庭のTVにも接続•受像可能。 
4VTR接統すれば録画もできます。 
5工事が簡単で工事*もグンとお得。 
6リモコン付きや360度旋回式、昼夜 
兼用、全天候型など機種も豊富。 

室内なら180度回転監視で充分/ 
スタンダード•タイプ45万円 
平内成50X輻18cm /1丁(級•約9 kg/ 9イン 
チ白黑受刪.]• 

視野が広い360度旋回、リモコン付き 
デラックス•タイプ丨〇〇万円 
ifcllll '.VHJ / rt 10lXirirrt23an / OUi 約20kg/リモコ 
ン报作N•き（ティルティング.パンユンの/ 

夜間や暗閒の監視もOK、リモコン付き 
ノクターン•タイプ450万円 
夜•用/布140Xif£後23cm/取进約24kg/リモ 
コン报作付き/ 9インチ白热受像機付 

_參各タイプとも運送料•工事货は別途 

11^11双和精エ株式会社 

摺翳1?歡喘1ん1 

いつでも監視の目を光らせる 

〈ガ—ドビジヨン•スタンダ—ドタイプ〉 

〃守りの名手"新登場 

なに忙しくても、ラィオンズ精神を 

忘れずに、人間性豊かに、相手の身 

を思いながら人生を送りたいと念願 

_^家庭から社会へ 

一昨年の十二月、熊本マグナrlの 

婦人部会が結成されてから、私たち 

はラィオンズの奉仕活動に精いっぱ 

い手助けをしてきました。たとえば 

熊本マグナrlが一昨年と昨年の二回 

にわたって、藤崎宮秋の大祭の飾り 

馬奉納をした際、施設の子どもさん 

たち三百余名を招待して、五百余名 

するものです。ラィオンズ精神の発 

露の一つのエピソードとして発表し 

ました。 (時計貴金属商.62歳) 

吉村容子 
-(熊本マグナラィオネスr)- 

の大部隊でその行列に参加したとき 

も、その道程の要所で冷たい飲み物 
やお菓子をザ—ビスしたり、食事の 

世話をしたりしました。熊本マグナ 

rIがその十周年の記念事業の一つと 

して、加藤清正公銅像建設の推進を 

取り上げ、五千万円の募金活動を始 
めたとき、一週間も街頭募金の手伝 

いをしましたが、こんなときにも、 

男性より女性のほぅが成績が良かつ 

たよ,9に思いました。毎月十日の早 

朝奉仕作業に參加したり、ソフトボ 

丨ル大会では湯茶の接待、食事の手 

伝いをしたり、声援をしたりしまし 
た。しかし、これらはすべてラィオ 

ンの陰にいて、いわゆる非公式とい 

ぅか、内助の功的なものにすぎませ 

んでした。 

その後、国際協会がラィオネスク 

ラブの結成を強くよびかけ、私たち 
も|日も早く結成して、スポンサー 

クラブの指導監督の下に、婦人でな 

ければできない独自の奉仕活動をし 

たいという機運が盛り上がってきて、 

強力にスポンサーしていただくよう 

にお願いしつづけてきました。熊本 

マグナrは、結成以来いろいろの面 

で、常に一致団結して、ライオニズ 

厶の新しい道をひらき、有効な奉仕 

活動をしていますが、今回も民主的 

なライオンの積極的な協力によって、 

昨年十一月二十一日の理事会でスポ 

ンサーすることを決定していただき、 

二十四日の例会でも快く承認してく 
れました。次いで、善は急げといぅ 

ところで、十二月二日の例会兼忘年 

家族会の席上で結成式を挙行する運 

びとなった次第です。 

結成式当日までに入会を書類で申 

し込んだ方は五十七名。まずまずの 

出発でした。私ども世話人としては、 
あくまでライオネス全員に入会して 

いただいて、ますますライオンズの 

活動を理解し、友情を深め、相互に 
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^馨創業15啁年 
^.V =仏壇はやっぱり京都= 

若林 
カタ〇グ贈呈 

600京都市下京区七条通新町東入 
祗話京都（075)371 —3131〜8 • 0124 
U Hも営業•貼ポ叫•完備 

识邯ライオンズクラブ会W若林正博 

カット/村瀬英次 
(愛知®:•新城r) 

理解し合って、仲良くみんなで話し 

合って、地道に勉強し、無理のない 

よぅにして、その目的達成に向かっ 

て一歩一歩堅実に進みたいと思って 
います0 

十二月七日役員会を開いて、役員 

及び委員会の構成も終わりました。 

今後は各委員会で活発な討議をして、 

具体的な奉仕活動を決定し、スポン 

サ—クラブの皆さまに喜んでいただ 

くよぅな活動をしたいと、一同張り 

切つています。 » 

万事封建的だと評されてきた南九 夫W家族そろって地域社会への奉仕 

州の地でも、婦人が家庭から社会へ、を、企画実行するといぅ夢の実現に 

狭い社会から国際社会へと知性を高 向かって努力したいと決意している 

め、親善、友情の輪を広げてゆこう ところです。 (薬剤師.49歳- 

としています。 そして私たちは今、 

フイリピンと富士山 

フィリピン•レガスピ市といぅの 

はルソン島の南東の半島部で、マニ 

ラから約三百四十％ (飛行機で五十 

分ほど)離れたところにあります。 

有名なマニラロープやマニラ麻の産 
地でもあり、貿易港でもあります。 

この市の近くには、世界で最も美し 
いといわれる円錐火山(コニ—デ) 

の一つ、マヨン火山(標高二千四百 

五十W)があり、青々とした椰子林 

と美しい海アルバィ湾を囲む風光明 

媚なところです。 

この土地に私のほうで出资してい 
る木工の合弁工場があり、現地の若. 

い人々四十名ほどが働いてくれてい 

ます。製品は木製の家庭用品や彫刻 

馬場正弘 
- (滋賀阽•水口 r),—— 

品で、そこの生産品のほとんどを私 

どもの会社で輸入しています。現地 

には日本人夫妻が定住して、このエ 

場を経営していますが、住居のある 

レガスピ市の副市長、助役、工場の 

あるカマリグ町の町長とも親交があ 

り、皆親日的な方々ばかりです。パ 

丨ティのときなどには、「幼いとき 
に日本の兵隊さんからかわいがって 

もらつたし、教えてもらつた歌.、 

見よ東海の空あけて……」と、上手 

な歌も聞かせてくれます。カマリグ 

町の町長はライオンズのメンバーで、 

マヨン火山が日本の富士山とよく似 

ていることから、ぜひ日本の富士山 

に関係のあるライオンズクラブと姉 

妹提携したい、と望んでいます。日 

本各地には、"何々富士，と別称さ 

れる名山も多くあるようですから、 

そちらの方々でも結檇だと思います 

し、このようなきつかけからレガス 

ピ市やカマリグ町の産業発展につな 

がるような仕事への進展になること 

も希望しています。 

私的な見解ですが、姉妹提携とい 

っても海外のことでもあり、盛大な 

儀礼的なものではなく、少ない人数 
でむ時々交流して、長く尊敬と信頼 

が続く形が望ましいと思います。ま 

た、全国のメンバーの中には、戦中、 
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この地方にいろいろ想い出の深い 

方々もいると思います。まだまだ戦 

友のa骨も未収拾のままで多く埋も 

れています。厚生省の公式逍骨収拾 

は終了しましたが、たくさんの旧日 

本軍人の霊が三十数年の歳月、日夜 

日本を追1Sしながらさびしく眠つて 

「遠州灘の伝説 

ドロロン、ドロロン 

遠くで海鳴りがIWこえる 

夕食が終わり、二階のベランダに 

出る。暗い暗い南の方角、鉄道のは 

るか向こぅに山々が連なり、一番高 

いところが小笠山、間に目がなれて. 

くると見え始める。今夜はばかに海 

鳴りが激しいなぁと思つていると、 

祖母が、「浪小僧がね、『雨が近い 

よ』と知らせてくれているのだよ」 

と教えてくれた。今から四十余年も 

昔、私が小学生のころ。当時は、朿 

名萵速道路や新幹線の音に悩まされ 

るわけではなく、時折ゴトゴトと煙 

いる.と思ぅと、私もその時代に 

生き残った一人として、涙のこぼれ 

ることを禁じ得ません。もし希3Tが 
ありましたら、一緒に戦跡を訪れ、 

戦友の方々の冥福を祈ってあげて下 

さることもいかがかと思つています。 

(木工•家庭用品.54歳) 

山本浩造 
- (骱岡'M•掛川71)- 

をはいて汽車が通るくらい。たんぼ 

に鉄道、そしてまたたんぼ、山々の 

ある連なりのずっとずっと南に遠州 

灘があるわけで、(車を五十分走ら 

せるくらいの位is)とても沲鳴りな 

ど119こえるはずはないのに、風向き 

にょりはっきりIrr]こえたものだった。 

わが家も今は二階が三階になったが、 

秋の夜長に、借りたばかりの「天気 

予知」の小冊子を繰っていると、昔 

が懐かしく、ふと思い出した。 

遠州の浪小僧-伝説- 

遠州灘の浪の音は、ある一定の方 

向からliHこえてくるという。そして、 

その方向は日によって異なるので、 

浪の音によって天気を予知すること 

ができ、西の方向からliHこえるとき 

は「晴」。極端に朿の方へ行くと 

「嵐」になる、と言われる。 

この言い伝えは「遠州の七不思 

議」の一つとして、遠州灘の海岸地 

方に広く存在し、各々が自分の地方 

の伝説であると主張している。これ 

を紹介していってみよう。 

浜松では- 

不漁が続いた。漁夫たちは焦って 

いた。とある日、その日も不漁だっ 

たが、最後の網に得体の知れないも 

のが入っていた。身の丈が一丈もあ 

り、大きな目玉と好。真っ黒な体の 

"怪物，がかかっていた。 

「こんなものがいるからだ。殺して 

しまえ/」 

と、なぐりかかると、"怪物"は、 

「助けて下さい。もう一度海に入れ 

て下さい。決して恶いようにはしま 

せんから.」 • 

漁夫たちは無言で見守った。する 

と、 

「お前さん方、毎日漁に出なさろう。 

しかし、天気の変わりを予め知るこ 

とはできますまい。だから年々、命 

を失う者を出すのだ。俺をこのまま 

海に放してくれたら、天気の悪くな 

る前に海辺でIIHこえるように、海の 

底で太鼓をたたいてかけ回って知ら 

せてやろう。俺は海の底の"浪小僧〃 

だ/•」 

と重ねて訴えた。 

漁夫たちは承諾し、海に放してや 

った。それから、「そら/ 海が鳴 

る。天気が恶くなるぞ」と戒め合う 

ことになった。 

浜松北部では—— 

北日、海坊主が陸に上がり遊んでい 

たが、日照りが続き海に帰れなくな 

り困っていた。そのとき、村人が雨 

を欲しがっているのを知って、 

「私を海へ連れて行ってくれれば、 

雨を降らせましよう。雨があれば前 

もってお知らせしましよう」 

と頼んだ。 

村の人々は請を容れて海に入れて 

やった。 

天気が変わる前に浪が鳴る。これ 

は海坊主の知らせだと。このため、 

雨がないと海坊主の人形を作って木 

の枝につるし、雨があると川に流し 

てやる。 

南部海岸ではI 

The Lion ’79. 3月号 62 



着い大固カナダ/ 
コースご案内その2 

6月17日発 <10泊12日〉 

東京（大阪）発〜バンクーバー②〜 

モントりオール③〜トロント②〜 

レークルイーズ②〜バンクーバー① 

〜機中①〜東京（大阪)着 

6月13日発 <11泊、13日〉 

東京（大阪）発〜バンクーバー①〜 

鉄道①〜ジャスパー②〜 
レークルイーズ①〜バンフ①~ 

モントリオール③〜サンフランシスコ② 

〜機中①〜東京（大阪）着 

6月17日発く 8泊10日〉 

東京（大阪）発〜ニューヨーク②〜 

モントリオール®〜サンフランシスコ② 

〜機中①〜東京（大阪)着 

6月15日発 <12泊14日〉 

東京（大阪）発〜バンクーバー②〜 
レークルイーズ②〜モントリオール④〜 

ニューヨーク②〜サンフランシスコ②〜 

機中①〜東京（大阪）着 

〇印内は宿泊日数です 

詳細のお問い合わせ•お申込みはコンベンションに最も経験ある—— 

富士海外旅行株式会社 く運输大臣登録一般旅行業第75号〉 

本社/〒1〇〇柬京都千代田区冇楽町2-3-5降和ビルS(03)574-6092(it) 

大阪支社/〒53〇大阪市北区堂岛浜2-hoサントリービル a(06)345-1281(代) 

昔、大阪地方の軽業師が一座をつ 

くって江戸稼ぎに船を乗り出した。 

大船であったが台風にあって沈んで 

しまった。浪の音は、この怨霊が打 

ち鳴らす太鼓の音である、と言って 

ぃる。 
曳馬野では—— 

昔、少年が母と二人で曳馬野に住 

んでいた。ある日、たんぼを耕して 

小川で足を洗っていると、草の中で 

「モシモシ」と言う。見れば、親指 

ほどの人間だった。 

「助けて下さい。前の沲に住んでい 

る"海小俏，と申す者です。先日の 

大雨でついうかうかと陸へ上がって 
しまいました。ところがこの日照り 

続きで帰れません。沲に速れて行っ 

て下さい」 

少年は気の#に思って海に連れて 
行ってやった。 

その後、日照りがこの地方を襲っ 

た。田の水は涸れ、稲はしおれて、 
途方にくれたのはもう一人前の百姓 

になった彼ばかりではなかった。彼 

は海辺に出て、ぼんやりどこを見る 
ともなく眺めていた。すると、海か 

らチヨコチョコ上がってくるも，のが 

ある。それは、前に連れて行ってや 

った小僧だった。 

「いろいろありがとうございました。 

この日照りでお困りでしよう。私の 

父は雨ごいの名人です。父にお願い 

して雨を降らせてもらいましよう。 

これから雨が降るときは東南の方向 

で、雨があがるときは西南の方向で 

浪を鳴らせてお知らせしましよう」 

と言って、また海の中へ姿を消し 

た。間もなく大雨がきた。彼も村人 

も大喜びに喜んだ。それから、浪の 
音で天気を知るようになった。 

その他この伝説はいろいろあるが、 

いずれも〃浪小僧"〃海小僧"が、 

助けられた恩返しに天気を知らせる 

という内容になっている。 

遠州灘では浪の音が聞こえる。浪 

の姿は見えない。ドロ ロン、ドロ ロ 
ンという浪の音は雷の音よりも遠く 

で聞こえる。 

焼津、沼津方面の砂と異なり、サ 
ラサラした美しい小粒の白い砂で、 

この砂浜が長く長く続き、遠州灘は 
どこでも写真家や画家のよい対象と 

なり、若者たちは冬でも波乗りをや 

っている。祖母は亡くなり、今は懐 

かしいその浪の音は間こえない。 

(呉服業.52歳) 
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アクティビティの生んだ文学館 

ふるさとに贈る 

魂の殿堂 

ついに完成した 

昨年の菊かおる文化の日、わが小 

樽文学館の落成オープンの式典が盛 

大に行われた。この日、晚秋の雨も 

奇跡の如く晴れあがり、文学館の大 

ホールには陽光燦然として三百余の 

招待参列者を明るく照らした。ウイ 

ンド—越しには、かつての小樽の栄 

光の象徴である日銀のロマネスク風 

な石造建築と緑青の屋根、北海道の 

ウオール街と言われ、その経済を支 

配したビル街が静まつている。その 

一角に今、小樽の文化遺産を永久に 

保存し、未来に新たな灯をともそぅ 

とする文学館が、厳としてその存在 
を現したのである。 

式典は、我が小樽グリ—ン7^7ラ文学 

館特別委員長^高橋昭三の司会で始 

まった。志田律三現会長の挨拶、そ 

してこの運動の中心となつた前会長、 

文学館期成会長^石橋幹雄が淡々と 

経過を報告、一市民の文学館設立を 

願う呼びかけから、これを取り上げ 

て我がクラブ十周年の記念行事とし 

板本俊作 
(北海道.小樽グリーン3) 

た経緯、さらにこのふるさとの魂の 

遺産を単に後世に残すのみでなく、 
これを未来の人々の心の糧として生 

かす力としてゆくことを念願するこ 

とを強く訴え、文学館運動はこれで 
終止符を打ったのではないことを 

人々に呼びかけた。その声はしわが 
れて低く、氏の顔には疲労のかげが 

ありありと見えて痛々しくさえ思わ 

れたが、この運動に捧げつくした氏 

の情熱と努力にふさわしく、おごそ 

かな感じを禁じ得なかつた。 

ライオンズの友らここにつどい 

心の環をつなぎひろげ 

魂の殿堂をこの地に贈る 

文学館の入口に飾られた銅板の我 

がクラブの献辞。文学館を贈呈する 

目録は期成会長ょり市長の手に、市 

長ょり謝辞と感謝状の贈呈があって 

ここに誕生した文学館は、まばゆい 
ばかりの装いをこらしたショ—ル— 

厶と、それを埋めつくす万余の文献 

とともに、ここに正式に市と市民の 
財産として移管されたのである。 

文学館の创設については、既に本 

誌.(一九七七年十一月号)に^高橋 

が詳細な記事を寄せているので、当 

初の経過については改めて申すまで 

もない。オープンの日から一力月、 

多忙と疲労の中に迎えたその日の感 

激から、私たちは今しばらく冷静さ 

の中でこのアクティビティを振り返 

り、反省の中にもしみじみとした幸 

福感を味わっている。 

それは、この文学館が私たちの想 

像以上に内外の関心を集めたばかり 

でなく、市民の各層に大きな喜びを 

もたらしたからである。先日も北海 

道新聞の「読者のひろば」に「祝文 

学館」といぅ投書があり、ある主婦 

の方が女学校時代の文学へのあこが 
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付するとか行事を主催するとか、と があり、その周囲に息づいている政 れと人生遍歴を回顧し、「文学館が 
誕生したことは歴史の再生のいぶき 

を感じる。古人がふたたび錦をかざ 

して帰って来たよぅな感じがする。」 

と述べている。人々に愛されてこそ 
文学館は将来、本当に市民の心のよ 

りどころとして生きてゆくことがで 

キ、る。 

また、小樽は昔、三井、三菱等の 
社員でさえこの地に在勤しなければ 

エリ—卜ではなかったと言われるく 

らい、数多くの人々の往来があった。 
そして小樽高商(現在の小樽商大) 

をはじめ各学校から巣立った人々も、 

全国といぅよりは世界各地で活躍し 

ている。これらの人々にとっても文 

学館は彼らと故山の地をつなぐ大き 

な心の錨となったと、ある人は述べ 
ている。まさにいつの間にか小樽の 

文学館から文学館のある小樽へと大 

きく変わった、と実感した。 

苦難の道のり 

しかし、この栄光に満ちた文学館 
のアクティビティも決して坦々たる 

道を通ってきたとは言えない。-三代 

の会長、満二年。二年の短時日で完 

成、と誰しもこの大事業の完成をた 

たえたが、これは、まさにこの大き 

な事業にしては一気に駆け抜けた菊 

進の記録である。しかし反面、これ 
以上長くなつては崩壊か立ち消えか、 

前例がないでもない危険なギリギリ 

の期限であった。思い返せば危うい 

道を私たちは歩んできたのではなか 

つただろぅか。 

十周年記念アクティビティに文学 

館創設が決定したとき、我がクラブ 

は全員が心から賛成し喜んだ。しか 
し、やがて我々は茫漠たる不安と危 

惧に直面することとなつた。物を寄 

もかく形のあるものとは異なったむ 
ずかしさが、まるでキリマンジャロ 

の山容の如くに、近づけば近づくほ 

ど異なった姿で迫ってくるのであっ 

た。 

文学館と言えばまず建物。展示に 

要する設備。それだけでも一垠位ク 

ラブの事業费とは一桁違う。さらに 

問題なのは収納展示するat料。一枚 

の便せんが何十万円にも価するもの 

があろうと言う。収集方法は買い上 

げではできない。寄付や預託にして 

も、それを集める费用や、収納管理 

する組織、場所、人員、経费が先に 

立つ。また、故人の肉筆、初版本、 

絶版書の類は紙質の老化がひどく、 
保管上多大の専門的な知識や技術が 

必要で、素人のクラブ員の関与する 

問題ではなかった。まして一枚何十 

万円の紙片が万一にも紛失したり盗 

難にあった場合、その責任は到底 

我々の手に負えるものではない。 

また、これらとは別に複雑な人間 

関係が心配された。文学である以上 

批評や価値判断は避けられず、各々 

治集団があるとしたら、そのような 

党派性や集団の葛藤に万一にもメン 

バーが加わって自己主張を始めたら 

-たとえば自分の属するグルIプ 

の宣伝の場としようとする動き- 

そのときこそ、このアクティビティ 

は根底から崩壊しその意義を失うだ 
ろう。むしろこのような内面的な危 

惧との戦いが、当時のクラブのリ— 

ダ—の大きな仕事であった。 

任せると言われて 

文学館の発議は昭和五十一年の暮 

れ、そして、市と関係文化団体との 

連絡協議からその具体的な行動は始 

まった。度重なる会合の連続で、い 

かに熱っぽい議論が戦わされたこと 
か。長い雪に埋もれた冬の夜は、苦 

渋と模索に満ちた日々であった。そ 

して木々に芽の吹くころ、五月の空 

のように我々の胸には明るい見通し 
が成熟しつつあった。何よりも大き 

な成采は、これらの話し合いを通じ 

て、ライオンズへの期待と信頼がい 

の党派性や集団の組織、葛藤がある。かに大きいものであったか確かめ得 

作家には作家の独自のィデォロギー たことである。それはすなわち、こ 
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大切なお嬢様に素晴らしいカレッジライ yT\ 
新筮 ★国電〈山手線〉鼦込IR •徒歩5分 

■-杌栄 | ★全室冷暖房完備全館個室 

ご両親も安心.ゲ女子学生專用宿余大切なお娘梯 
の夢ふ < らむ学生時代。都^の文教地区ての勉学。 
全国から集孝る友との心のふれあい。大切なお雄 
様の素晴らしいカレッジライフをお約束し芪す。 

六義B女子学生会K 
〒113東京都文京区本箱込5*7(H1 003(821)6258 L.久保田精一 

の小樽市にとっても未曽有の大事* 

である文学館削設の事業を、小樽グ 

リ—ンylにいっさいお任せする、と 

いぅ形で一任されたことであった。 

今こそみんなの信頼と期待に応えな 

ければならない時が来たのである。 

心の故郷にしたい 

文学館の建物が決まった。市の分 

庁舎の一部、鉄筋コンクリj卜の安 

全な設備である。市側の受け入れ態 
勢もよぅやく固まり、あとはこれに 

展示施設をつくり、资料の収集、募 

金等、R体的な建設への-t苦しい道 

程が一年続いた。幸い、会長以下の 

絶大な努力と和合一致によって、先 

に例示した尨惧は一つ一つ解決され、 

収集された资料は一万点にも及び、 

会場は見事に装われていった。 

しかし我々は再びここで行き詰ま 

った。これでよいのか。^に立派な 

外見の文学館を市へ寄付する……。 

それだけでも大変な事業に遠いない 
が、それのみで事は終わらない。前 

例もないわけではない。万余の文献 

もただ積み上げられているのみなら 

ば、紙くずに等しいのではないか。 

どのようにして広く市民の心のSと 

して生かすか。まして、触れれば消 
えてしまいそうな老化の著しい紙片 

を贷し出すことは不可能である。か 

くて石橋期成会長は、市に強力に働 

きかけ、説得し、特に研究室を設け、 
マィクロフィルムの設備やnピ—に 

よって多数の人がB由に研究に活用 
できる道を開いたのである。この点 

でもこの文学館は、全国にもまれな 

特質を有するものとなったが、この 

最後の猛進ぶりは^石橋の武勇伝と 
言うに価するものであった。 

これとともに、私たちは文学館が 

单に展示場たるにとどまることなく、 

人々の心の故郷としてヒユ—マニテ 

ィの高貴な真実を培うものでありた 

いと思う。真に記念すべきものとは、 

貢献の偉大なるに対して知られるこ 

との少ない人々こそふさわしいので 

はないか。そのような理念の一つの 
象徴として、私たちは文学館の仕上 

げに当たり、小樽市の恩人と言って 

よい存在であるマッキノン氏を文学 

館におさめることとした。 

マッキノン氏は二年前アメリカ本 

国で亡くなったが、あの真珠湾の日、 

スパイ容疑で連行されるまで二十四 

年間小樽高商の外人教師として奉職、 

単に英語教育の上で先覚者であった 

のみでなく、高潔で豊かな人間愛に 

満ちた人柄は、戦後三十余年を経た 

今も市民に記憶され、愛慕されてい 

るのである。その間の教え子は、伊 

藤整、小林多喜二など、文学館を飾 

る著名人も含め無慮数千に上り、そ 

の多くは、戦前戦後にわた.り経済、 

教育界で広く活躍し、各界の最高の 

地位にのぼった人も少なくない。 
このょうにして完成した文学館は、 

ともかく我々の念願とする生命を吹 

き込んだものとなって世に出た。そ 

して現実に多くの成果と数々の企画 

を生みつつある。まさに文学館は魂 

の殿堂として未来へつなぐ心のかけ 

橋となってこの地に生きつづけるで 
あろう。しかし、もしその本当の偉 

大さは何かと顧みれば、それはむし 

ろその成果としての文学館ではなく 

て、偉大なリーダーのもと、賢明な 

補佐、黙々たる協同の熱い力がいか 
にすばらしいものであるかというこ 

との証そのものであろう。市民や文 

化団体の信頼があったから、ラィオ 

ンズクラブだからできたのだ。 

(行政書士 .51歳) 
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ソートレーク分醸地=5区睡限定販売 

•所在地/ハワイ州ホノルル市リキニ通り 
5259番地外•位置/ホノルル国際空港から 
2マイル（4分）、アラモアナショッピング 
センターから3マイノレ（ 7分）、ワイキキか 
ら5マイル（10分）•地目/宅地•総区画 
/ 5区画•面積/10,000平方呎（280坪）4 
区画11,690平方呎（330坪）2区画•股傭/ 

電気•電話•ガス•水道•排水設備完備、 
道路アスファルト舗装、街路灯、歩道、消 
火栓等設置ずみ•環境/ホノルル市の中心 
部に位置し、ホノルル国際カントリークラ 
ブ（㈱ヤナセ（ヤナセ.モーターズ•朿京芝浦） 
社長梁瀬次郞氏所有）に隣接し、ショッピ 
ングセンター、銀行、学校等が近くに点在、 
生活に、レジヤーに股適の住宅地です。 

詳しい資料をご希望の方は、ハガキ 
に資料請求券を貼り、住所、氏名、 
年令、職業、電話をご記入の上ご請 
求下さい。 

ご購入に際しては、申H手統、登記から別荘地の管理まで一切無料で資任をもっておこないます 

ハワイを現地価格で販売する CI陰有限会社 海外不動産センター 
亍182東京都調布郵便局私書箱36号 
東京都調布市国領町3丁目8-15_1—1001 

ぉ問合せ®4f魏:」 ハ8ヮ4ィ3州娜ラウ9工^ 

3.3nK彳坪)当り僅か1，640P3から(海の見える別荘地、 

•所在地/ハワイ州ハワイ郡ブナ地区ヶ 
アアウハワイアンパラダイスパー 
ク分譲地•位置/ヒロ空港 (ヒロ市）か 
ら南へ10マイル.車で1吩•土地権利/ 
完全所有権（譲渡相続自由）•総区画/ 
30区画參1区画面積/4,047m2(l，224坪) 
•設備/電気•電話一別荘地内または入 
口まで架設ずみ、水道一79年に敷設見込 
み、現在は雨水集中方式#土地はすべて 
ハワイ州政府土地裁判所の保証付•ロー 
ンでもご購入になれます。ご相談下さい。 

ホノルル 

_ 市 _ 
中心部最後の超高級住宅地 

坪当り10万円 

ホノルル市中心部の高級住宅地5区画分»中（完全所有権）、 御照金下さい 

ワイキキから僅か5マイル（完全所有権) 

今彌入總ス 

10,000平方呎（280坪）4区画/各2,900万円 

11，690平方呎（330坪）2区画/各3,200万円 



再提言 

〔投稿規定〕>「提言」およびそれに対する 
「意見•感想」をお寄せ下さい。> あなたの 
「提言」は1,200字以内、あなたの「竞見•感 
想」は600字以内です。思い切った発言を 
求めますが、個人的ひぼうは避け、公序良 
俗に反しない、討論の一般的ルールを守っ 
て下さい。> ライオニズムを愛する精神を 
堅持して下さい。>投稿後、掲敝までに敢 
低2力月を要します。> 投稿多数その他で 
誌面に収録出来ない場合もあります。 

日本民族の成員としての情熱 

八木邦継 
(神奈川県•横浜金沢^) 

防府r澄田^の「ラィオンズの政 

治意識と国の安全」への提言、第一 

点"会則目的の但し書き"は、かつ 

て地方選挙などの際、会員間の感情 

的もつれに起因して、クラブが分裂 

した多くの事例に鑑み、それなりに 

意味あるものと理解する。 

第二点のスロ—ガンO N Sとライ 

オンズ•ヒ厶三節は"ライオンズの 

国家意識、防衛意欲の旺盛さを示す 

もの"と、単純に割り切られている 

考え方で、あまりにも短絡的だと思 

ぅ。すでに、百名を越える会員をス 
ボンサーしている私の経験によれば、 

そぅした考え方は"ラィオンズが右 

翼的発想に立ち、軍国主義的団体視 

されるから入会したくない"との批 

判を浴びるところであるから、むし 

ろ日本語の表現訂正を求めている立 

場である。 

かつて第二十回E複合地区大会に、 

この問題提起をしたが、スD—ガン 

の之を〇口^は^民族のゝあるいは、 

はらからの"、Safetyは"無事息 

災を祈る，と理解し、ヒ厶三節はそ 

れに見合った歌詞に変えるべきだと 

強く訴えてきた。 

前期、第三副会長選挙に関連して 
"日本ライオンズである前に、世界 

のライオンズたるべし"との檄文が 

クラブへ寄せられたが、私は〃国際 

ライオンズたる前に、日本ライオン 

ズであ-〇て、それ以前において、常 

に日本民族の成員たる誇りによって 

行動する情熱こそ大切にしたい，と、 

関係の仲間たちと語り合っていた。 

民族の成員なるがゆえに、またこ 
の国のレギュラ—主権者の一人であ 

るがゆえに、正常な政治意識を持ち、 

国の安全に対する真剣な姿勢は、あ 

えて中国の指導者鄧小平氏に指摘さ 
れるまでもなく、国民として至極当 

たり前の話である。 
私たちが〃君が代"を歌い、日の 

丸を心に掲げてLibertyの大義に 

徹し、知性を高めつつ、ライオニズ 

厶に精進する道は、同時に良識ある 

国民の基本的態度である。だからこ 

そ袓国を愛し、郷土の山河に生活す 

るすべての人々の無事息災を祈るや、 

極めて切なるものがある。 

耳が、言葉が、目が不自由な人々、 

交通遺児を抱える不幸な母子家庭、 

年老いた寄るベなき人たちなど、世 

の弱者へ温かい愛の手を差しのベ、 

次の世代を担ってくれる青少年たち 

に、希望を与え、健全育成を手がけ 

てゆくこと、それらすべてが〃無事 

息災を祈るライオンズの心，として、 

We Serveしているはずである。 

私たちのクラブは、地域社会にお 
けるオピニオン•リ—ダ—としての 

自覚に立って、祖国へ北方四島を返 

Sさせる運動にも従い、ライオンズ 

の立場を乗り越え、全国的視野にょ 

つて、ノーマルなナショナリズムを 

喚起している。まさに胸を張つて行 

動しているのも、ライオンズたる以 

前に、民族の成員としての情熱をほ 

とばしらせているからである。 

どぅあれ、私たちは自由社会の体 

制内で、民族のエネルギーを結集さ 

せ、人類の不幸に挑戦しているはず 

である。スローガンはそのためのも 

のと理解したい。 

(新聞発行.59歳) 
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読者の声をお寄せ下さい 

金銀象嵌•銀•真珠•七宝•ブロンズ 

ノくッヂ•メタノレ•カップ.トロフィー， 
装身具•工芸品•時計•カメラ. 

象牙製品 
檐 

各種記念品、お誕生祝、ご結婚祝は 

株式会社 
本社沿•袋部：山•ノ r:M区熊¥f神社柬人 M那ハンデクラフトセンター 

〒606 VIlu^ >K邯（075)761-0141⑽ fit761-5080 
東iK支店：渋谷K沖7イ前6-27-8ヤシカビル1階（アミタハンデクラフトセンター〉 

〒150 Vli,话 4£m(03)407-9581 
銀座/?,::東)K都中央区銀座スキヤ谕ショッピングセンター 

成田空港店：新束:京国際空港中央ビル4階 
3W 造部：アミタ金诚丄芸议造侏式会夺ヒ 

W邯市ふ:京区敁野御P炎饿上ル 
〔ご儿:文、お兄frtり、”“功求などは柯个本れ货尨部へ〕 

意見•感想 

謙虚さと自信を 

田代善七 
(和歌山県•勝浦r) 

このところ、ライオンズクラブの「団 

体」としての在り方の根幹にかかわる論 

議が活発である。十二月号にしても今回 

一読して説得力があり、教えられること 

が多い。しかし私は一人のライオンとし 

て、■「政治意識」だ、「民族」だという大 

上段にふりかぶった議論には、ついてゆ 

けない自分を感じる。このような議論が 

高じてくると、やがては先鋭的ないしは 

短絡的な論旨が喝采を傅するようになり、 

ライオンズクラブが偏った一つのある目 

的的な団体の性格を備えてしまうことに 

なるかも知れない、という危惧をすら抱 

くからである。 

ライオンズクラブの目的はやはり、地 

域社会への奉仕の積み®ねだと思う。そ 

れぞれに生きてゆく上での信条や職業、 

立場の遠った人々が、ライオンズ会員と 

して心を一つにできる支えは、人間の理 

性の原点である「謹」を軸にした「奉 

仕」という一つの作業で結ばれていると 

いうであろう。 

したがって私は、ラィオンズクラブそ 

のものは、地域社会なり、国家、ないし 

は世界の輿論や政策の方向づけに寄与し 

たり、主^的な立場をとったりする性格 

をもつものではないと思っている。各ク 

ラブはひたすら謙虚に、社会の歪を掘り 

起こして、それに対しての誰もが納得で 

きる奉仕を続ければよい。そのことによ 

り、地域社会住民のライオンズ会貝への 

信頼が生まれ、そのライオンが職場や所 

オンズクラブ成Mとして得た信頼が、自 

分の信条や主義主張を実現してゆく上で 

の楹となるはずである。 

(団体役員.72歳』 

防衛と母親の責任 

福II幸四郎 
(東京M東n) 

横浜金沢7Iの八木^の再提言は、前回 

の防府rの澄田nの提言「ラィオンズの 

政治意識と国の安全」に対するご意見と 

考えられるが、この中には二つの問題点 

があると考えられる。 

第一点は「会則目的の但し書き」。 

•第二点は「スD1ガンのONS」。 

第一点はお二人とも、意見が同じなの 

で問題はなく、第二点も発想の途中で多 

少の食い違いはあるが、結論は同一の考 

え方と思われる。お二人のご意見は、 

我々日本ラィオンズの全員の意見を代表 

されるものとして、大いに意を強くする0 

私も毎年数回、海外旅行に出かけるが、 

日本の若者ほど、国家防衛の少ない 

人々はない。しかし、これは若者自身が 

恶いのではなく、母親の责任である。戦 

争が勃発しては、自分の子どもが戦死す 

るかも知れないので、戦争には反対する、 

といぅ心情はよく理解できるが、日本の 

近くの理不尽な大国が、自分勝手な理屈 

を並べて、侵攻してきたらどぅなるか。 

私は右敦主義者でも軍国主義者でもな 

いが、昭和二十年から数年間、占領下の 

横浜市に居住し、信じられないほどの、 

言語道断な屈辱を与えられたことは、二 

度や三度でなく、今思い出しても涙が出 

るほどである。有名なクラウゼウィッツ 

の戦争論では、「戦争とは、二国間の紛 

争が平和交渉で解決出来ない時、武力を 

以て決着をつける事である」と、はっき 

り定義している。念のため。 

(事務用フォ—ム印刷業.66歳) 

政治意識高揚の指針 

宮田 薰 
(福岡限•小邵r) 

ライオンズは政治や宗教を語ってはい 

けないということで、これに対し沈黙し 

にしても、その提言はまことに具体的で、厲する団体に：gつて、その時こそ、ラィ 
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肥満大敵 籲ノ# き ^フ * 

■奶货A 
油つこt、料理を好んで食べる中IK1の人た 
ちに肥满体や糖尿病や高血Wが少く、炎 
人が多いのも5000平宋の吻茶のMWと 
無閲係ではありません。 
唐時代に始まった皇袷への献ヒ茶が也ん 
だ扱岛极品、中國皇茶1■榀^妃Jをご试 
飲ください/ 

中國皇茶 
mm 

使秘•肥满体Wの//にW適/ 

©亦ちゃんからお年寄まて•おいし < お 
飲みいたた：け.菲常に较ぷ的です。 

©1日に何杯て•もお飲みくださいd特に 
肥满体Mの方に逸した笑容_站凍茶 
で.多く飲まれるほど良いでしよ0。 

©中® • «] •ズ贷を問わずどんな料理 
にも合い.お茶潢でもおいしくいた 
た’けます。 

ぉ申し込みは- 圖格入紇発売元 

130g 入1,500円 

株式会社クCS 
大阪市北区芝田2 丁目6番18号 
商工中金ビル》(06)373-2101代 

Dむ求めはrハート•洛M.芟：？でど〇ぞ… 
"||||切れの節は、幣社までむ中込みください。 

0通信販売ご希望の方は…… 
•?fi.、•-=;〇〇IM、送 H こ〇〇l')，2fllwk は 

送InはIM料で十。 
※试№1品•バンフレツトを進silいたします。 

ている。ライオンズの席上は通り一べん 

のアクティビティのこと、ドネーシヨン 

や会^、资金搜得のことなどの外には大 

した話もないのが実情である。 

しかし、道徳綱領、市民愛国憲章に、 

我々は、「国家、地域社会に対するかわ 

らぬ忠誠を言©Jにあらわし、国旗を敬い、 

法律制度に忠誠を誓い、未成牢男女の政 

治政策に対する関心ナ足Mめたり、it要な 

史実を常に市民の記tsにWめるょうにし、 

戦の#に倒れた者の社会に対する偉大な 

功結が十分評価されるょうにし、自由な 

人びとの政治に対する確信を新たにす 

るJなど政治に対するライオンズの在り 

方が明示されている。したがって選挙の 

在り方、政党政治など正当な謎論はなさ 

れても差し支えないはずである。 

5?澄田の提言はラィオンズの政治意識、 

国の安企高揚の一石として極めて適切で 

ある。敗戦後における我が国は国防思想 

の中心がなく、歴代総理大臣の国防に関 

する言辞も絶無であったが、昨年初めて 

国防、自衛隊などの問題が表面化し、近 

池漁業、日ソ平和条約などの国防怠識も 

うかがわれることになった。国防は更に、 

国家はもちろんであるがライオンズの力 

強い経済的、褚神的支援を希望している。 

n澄田の提言が、眠っていた政治怠識及 

び国防についての強力な指针であること 

を歓迎する。 (酒造業.64歳) 

日本人としての思想 

古田定雄 
(岐阜1-%•関r) 

「自凼主義国家制度に対する思fil的な態 

度を育成し」(市民愛国遥章) 

具体的には、日本人としての思想と考 

える。それは一国一民族の集raであるこ 

との誇りと仁につきるものである。思い 

やりの心こそ、ライオンズ会nの旨とす 

ることあるのみである。良。 

「米成ハ牛男女の政治政策に対する関心を 

高め」(同右) 

時をみて話すことこそあれ、ili祝して 

いない人が多いであろぅ。良。 

二月号- 

現在のライオン幅の功罪を問ぅに 

釈然としないの意見も 

村山徳司 
(新^laVK•十日町r) 

投言のライオン帽については、日本ラ 

イオンズ十三万の会：aが最も関心をもち、 

かつ賛否両論のある大きな問題である。 

当地区の名^顧問•浅香晁nは、次のよ 

うに言っている。 

「ライオンズ•キャップについて=国際 

協会の見解は、正帽であるが制_でない。 

「戦の巷に倒れた者を表彰し名^を与え、 

社会に対する俾大な功績が」(同右) 

このところは一考を要すと考える。否。 

「よい施政とよい公民の原則を高揚す 

る」(国際協会の目的) 

自己の判断で行、っべきことと解釈する 

ので、このままでよいと思ぅ。良。 

「命と名^とvivかけて、戦の魔手より国 

を守る」(ラィオンズヒ厶) 

この歌詞には、入会以来、強い関心を 

もって受けとめていた。一考を惡す。否。 

「われわれの国の安全」(スロ—ガン) 

金鈸的、物ft的な奉仕を主としてきた 

とある、対外的にも対内的にもこの補 
の奉仕はしていないのが、ほんとでない 

か。良。 (合成樹脂加工販売.61歳) 

即ち^用する場合は唯一の正幅であるが、 

制_ではないので^用は自由。日本ラィ 

オンズの見解は、種々論議されてきたが、 

一九七一年六月餅岡市における第17回三 

〇二E複合地区年次大会において、『各 

人の自主性に任せる』、即ち着用は各人 

の自Illであると決aされている。従って、 

地|^:、クラブ等で『正帽着用のこと』の 

指示は出来ない©則である」 

わがクラブでは、奉仕活#の正帕の代 

わりに、会Rの誕生祝に贈呈したマ—ク 

入リジャンパーを愛用している。また、 
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読者の声をお寄せ下さい 

関心の高t、漢方。今話題のサル£^=HOtへの期待 

5東京都板橋区 
PI7高島平8-20—27 

〒サルシン本舗 
□販売㈱行 

これは大きな批判もあるだろうが、「正 

帽廃止クラブ内決議」をするための会：：： 

の意識調^を計II中である。 

今後の日本の在り方として、表而的な 

規律を尊ffiする性格等から、「各人の，H 

主性による」では不統一で見苦しいし、 

どうも釈然としないという意見も相当あ 

る。国際的にも、箱用しない国が大部分 
であるし、日本ライオンズとしても、八 

つの複合地区協議会の統一議題として、 

十分に討議の上、早急に解決する必要が 

あると考える。 (保険業.47歳) 

襟度あるマナーを 

石川保十 
(舴岡'M•岛田7?) 

ライオン帽をユニホー厶の一部として 

养用するとして、何故これが日本人向き 

でないか、全く理解に苦しむ。 

文中にあげられたある複合地区大会の 

時の例は、これはあくまでもメンバ—自 

身のマナーの問題で、目につき易い格好 

をしてそのていたらくでは、批判されて 

当然である。仮に一人の?¥察署長が、そ 

の制服を济て酒を飲み、ワイワイ騒ぎな 

がら同僚と歩いていたら、どうだろう。 

批判されずに済むわけがない。 

少なくともライオンとしrrの服装をし 

た時は、相応しい襟度をもつで行励すれ 

ば、立派だと言ってa*ffされないまでも、 

敬意をもってくれるのではなかろうか。 

ライオンズの 一aとなったからにはクラ 

ブ外の人からも愛され、信頼されるライ 

オンでなければならないが、それはライ 

オン帽とは何の関係もない。ライオン帽 

が正帽でなく、制帽であっても、決して 

こだわることはない。むしろ制帽を正帽 

にしたいような気持ちになるほどの、メ 

ンバ—の襟度とマナ—を要求したい。 

なお、ごく自然の姿でアクティビティ 

をやり、市民から探し出されて賛えられ 

ることこそ、との説には若干K論がある。 

『ライオンズ必携』にあるように、クラ 

ブの行ったアクティビティをI般社会お 

よび会Hに、PRによってよく理解され 

るのは、PR委員会のK務である。市民 

から探し出されなくてもあえて意に介さ 

ない、あたかも武士は食わねど高楊枝、 

葉Isれ武士の精神にも似て、それではP 

R委員会の任務は全うし得ない。 

(製茶業.61歳) 

一般の理解はおろか 

吉田登喜雄 
(山形2 

.何故ライオン帽が"チンドン屋，なの 

か、理解し難い。ライオンズの象徴とす 

るライオン_なら、むしろ誇りとして着 

用すべきであろう。私は帽子などに拘泥 

するよりも、それを着用するライオンを 

直視する必要を痛感するのである。 

私も他クラブの記念式典に時折出席す 

るが、その都度、何らかの不快感を味わ 

って帰宅するのが常である。式典におけ 

る懇親会の席上、マナ—の欠けたライオ 

ンの多いことに気づくのは、私だけでは 

ないはずである。「乾杯」の声も待たず 

独自のウィ•サーブが始まり、果ては懇 

親会半ばにして泥酔し、參加ライオンの 

ためにそろえられた酒をかき集め、記念 

袋の中に納めてしまう。ライオンにある 

まじき行為を、何の恥じらいもなく、そ 

れもライオン帽を着用しての行動である。 

一緒に出席した高三の娘もあきれ顔で、 

「ライオンズの人ってみんなああなの、 

ぃやネ」 

と小声で私に舌打ちしたものである。 

日本にライオンズが生まれて二十七年、 

，その間堂々と藉用してきたライオン帽で 

ある。帽子云々の前に、先ずそれを^用 

するライオン自身を考えてみる必要があ 

るのではないだろうか。いかに日本向き 

のライオン帽に代えようとも、前述のご 

とき醜態をさらすライオンが同志である 

かぎり、一般国民はライオンズの理解は 

おろか、チンドン屋と冷笑を浴びせる以 

外ないのである。 

(総合建設業.47歳) 

最近、漢方への 

関心がとみに高ま 
っているが、この 

サルシンといぅ健康食品の成分 
は、もっとも注目されている力 

ワラタケをはじめ、中国で金不 

換と呼ばれ重要視されている参 
三七、增々評判のセンリョウな 

どの薬用植物が配合されている。 
その他、赤目柏皮、藤瘤、菱の 

実、隈笹、椎茸、山豆根、大葉 
豆草等、十数種類の天然成分が 

その道の専門家にょって合理的 
に配合されており、一つ一つの 

植物の効用を知っていればいる 
ほど、その商品価値がおのずか 

ら判断できる。 

ご家族の皆様の健康管理に、 
安心しておすすめできる健康食 

品です。 

早速お試しにな 
りたい方は葉^で 

〒175柬京都板橋区 
商fe平8-20〜27 

003(937) 
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【応募規定】 
〇クラブ会员およびその家族〇ペガキ1枚に3句まで（1人1枚に 
限ります）〇毎月15日締切〇所屈クラブ、住所、氏名、選者の指定 
を明記して下さい〇ライオン誌日本語版琪務所宛お送り下さい 

皆吉爽雨選 

瓦廊冷ゆ魚板のふふむ玉光り 
(大阪大正)竹下多痛子 

(評)冷々した瓦作りの廊下をゆくと、 
口中にふくんだ玉の光った魚板がかかっ 

ている。禅寺などの冬景で、「光り」を 
感じたところに力がある。 

添水鳴るひまの一時年歩む 
(香川県•観音寺)登白汀子 

(評)添水は、谷間などに見かける猪威 
しだが、今は庭の風情の一つとして作ら 

れている。この句は後者を詠んで、歳暮 
の感を伝えたものと思う。 

森 澄雄選 

海の紺山の紅葉をSより 
(古川宮城)日野正治 

(評)#忠から晴々とした紺碧の海が見 
え、また美しく色づいた山の紅葉がつづ 

く。快晴のこころよい秋の旅。一句のリ 
ズ厶もこころよい。 

み佛のおん一屑にのり煤払 
(新潟サゥス)難波三桠 

(評)奈良の大佛の煤払いの様子がよく 
テレビで放映される。大きな佛さまの肩 

にのってお身体を清めているのだ。「お 
ん肩にのり」に法悦とユ—モア。 

亡き母も冬至南瓜も懐—レき 

(新潟万代)潘口正詩 

山越へてくる通ひ婢や霧の坊 
(愛知犋•名古屋葵)稲41口捕甫 

梵妻の去りし焚火を育てけり 

(愛知県•岡崎南)柴田かよ子 

城守の勁め終りて秋惜しむ 
(岐阜県•各務原)一筒安杜水 

宿坊の熱き炬燧に目ざめけり 
(兵W県•尼崎ゥェスト)田中高志 

柚の里の昼の柚子湯をあふれしめ 
(大阪堂岛)尾屯清四郎 

神の田の水といへども盗まねば 
(大阪住吉)板朿利幸 

門に据えし鉢大どかに菊枯るる 
\大阪府•河内長野)藤林山人 

化野の青竹蔽の冬日かな 
(宮城県•仙台青梁)服部あい子 

括られていょいょ赤し真弓の実 
(新潟万代)本間巨紅 

玄関の戸車も替へ年用意 
(新潟サゥス)高橋卯木 

背の子に話しかけつつ落葉焚く 
(新^サゥス)山03'南山 

無花采湯温め待つ炉に往診す 
(新^県.m田)渡辺信一 

ほろ酔の二年詣りのみくじ吉 
(新潟県•柚崎米山)重田附子 

極月に入りて誰彼身構へぬ 

(千葉県•銚子)荒田はじめ 

島の灯の遠きに見-X.て冬至かな 
(千菜哚•鴨川)®李杳 

杓置くとひびく青竹初詣 
(大阪府•堺浜寺)釜下路里子 

デパートの羽子板市に待ち合す 
(大阪府•八尾)長沢晴雪 

連れし子に喜捨をさせをり社会鍋 
(大阪府•八尾)酒井優江 

ななかまど一茶の歩きたる道に 
(京都)宮本正雄 

絶筆となるはいつの日日記買ふ 
(岡山¢1-•備前三石)桑原松代 

すさまじき落葉つむじの月に立つ 

(岡山県•高梁)戸田桜亭 

社前早や箒目立ちぬ大晦日 
(岡山県•玉野)井上杉香 

一山は眠り滝音ひびくのみ 
(佐賀阽•杵岛)溝口遊雨子 

遠空の明るきままにしぐれけり 
(朿京八王子)牛久保経子 

朝なきて鹎の啄ばむ青木の実 
(大阪府•河内長野)松本石人 

寒の雨村の半分葱畑 
(大阪府•岸和田)桜井みよ 

刘芦を太き細きと選り束ね 
(滋賀哚•志賀堅田)石川きぬ 

トンネルを出でて丹波や初時雨 
(京都)宮本正雄 

焚火の輪一人抜けゆき一人入る 
(奈良)松尾 柊 

矢1を斜めに通し秋の日矢 
(奈良)斎藤敏子 

引出しに寒さ溜りて年暮るる 
(広島佐伯)重松忠雄 
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男子学生アパート全館個室1000室 

日吉台学生八 們 
プライバシーを守る静かな個室 
東京•横浜の学校へ通学に便利 
ご両親に安心していただける明 
るい環境 

[ 入館のための費用 

A 室 
入館費 140,000円(在館期間2力年以内） 

保証金 

500.000円又は300.000円 
保証金は退館後、翌々月28日に 
全額お返しいたします。 
但し無利息です。 

室料(月額) 保証金50万円の場合18.000円 
保証金30万円の場合20.000円 

管理費(月額) 14.000円 

B 室 
入館費 200,000円(在館期間2力年以内） 

保証金 

1.000.000円 
保証金は退館後、翌々月28日に 
全額お返しいたします。 
但し無利息です。 

室料(月額) 33.000円 

管理費(月額) 14.000円 

★ご上京された受験生.付添いの方の 

お宿に当館内にゲストルームを開設 

春宿泊料.丨泊3,000円（食事別） 

^館申込受付中 
鲁建物のあらまし 
鉄筋コンクリート造地下I階地上8階建、 

2棟延16,755平方米（約5,000坪） 

I ,000室（すべて個室）A室8.79平方米(約 

2.66坪）B室13.2平方米（約3.99坪） 
エレべ—ター、冷暖房など 

癱の設備 
勉強机•椅子•つり戸棚•ベッド•洋服 

ダンス.洗面器具.インターホン.暖房. 

扇風機など 

籲共用の設備 
読書室•製図室•写真現像室•英会話室- 

教養講座室.貸本コーナー•いこいの間 

(和室）•卓球室•ロビー•大食堂•売店• 

自動販売機コーナー•ランドリーショッ 

プ•大浴室•洗濯室•乾燥室•自炊コー 

ナー•駐車場など 

•mmm 
体育施設•嘱託医•救護室など在館生の 

健康管理に万全を期しています。 

r令息の豊かな人間性 
を育てます 

ハイツ生活のねがい 
ご家族に安心いただける家庭的な豪囲気を0 
自主的な生活と温かい心のつながりを。 
豊かな教養とすこやかな心身を0 

日吉台学生ハイツは渋谷まで20分、 
新宿まで30分、池袋まで40分、お茶 
の水まで40分、品川まで30分、銀座 
まで40分の至近距離。 

:横線及び地下鉄日比谷線「日吉駅」 
車徒歩3分のところ 

お問合わせ•お申込みは 

日吉台学生ハイツ事務局 
横；兵市港北区萁輪町13番地 
承223 TEL 044 (621101(代表 
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木硯 
解説藪畸昭 

••、.••半まえ、それはど*いものではないが、端溪の硯を手に人れた。葉書よりやや大 

きいくらいのptriな大きさの、何の飾リもないWJ潔な姿のものである。ふだんやわらかい 

れ垠を使っているが、この晛は私には少し硬いような感じがする。書家はあらかじめ必要 

なli'liの^を濟ってfl:-lvにかかリ、•肉家はそのつどつどに^って使う。これがおおかたの姿 

ではないだろうか。 

さて、脱は.]*:をみてもわかるとおり、そのW料に石を使うが、私は今までに二、三、木 

の晛をWているふつうの矾とInJじように場を朥って使用したらしい。石のものと同彔、 

中ばが-一;リ減ってくぼんでいるし、^も付fiしている。現在の硯の産地の石のような、適 

当なYIでなくても、まあまあ脱になるような石はどこにでもあると思うのだが、この木の 

脱は、いつごろどこで作られ、,!iが何のために使用したか、私にはわからない。木のほう 

力問リやすく つくリやすいから作られたというだけだろうか。 

この^'rtの木規をガラクタのなかからとリ出したときは真っ黒で、軽いのですぐにょ規 

とはわからなかった.^かに拭いてみたところ、剝落はあるが数色の漆がついており、矾の 

ftん中のところは塊め木がしてあることもわかった。古い仏像をみるような思いに呆然と 

したものであるややMめな.4-rJ格ある姿、脱の下のところの幅も一様ではなく、切った辦 

角も決してIniじではない鋸でなく、するどい觀によって一気に切り落としたといったここ 

ろよさがある"仏像"といったが、平安時代あたリの古い蓮弁(仏像のム：：座の蓮華の一枚) 

をPにとってみたことがあるが、この木规の^をみて、私はこの蓮弁を思い出した。使う 

ときにぐらぐらしないように、上下端を残して中を削っている。 

u^のものだという人と、李朝あたりのものだろうという人といる。どちらでもかまわ 

ないがこのきっぱリとしたチぎわはE:L本のものだろう。いったい何に使ったのだろうか。 

いろいろな色の漆がみられるところから、漆を使用する工人の。ハレット(調色板)という 

W.方でよいと思う。(やぶさきあきら•画家) 撮影/石崎台 

縊253横117高さ42"% 



ゆとりとはどうあるべきか。その答が、このセビル(: •〇 

乂" 嫁 <6id(Mic 

よ*)品いIIほをめざす(;m キヤデラックについては、ド,;己のヤナセネットワーク及びGMデfーラーへお問いAわせドさい 
礼视株;ヤナセ礼蠼支店 

仙台㈱ヤナセ東北 

» 011)231-2313 
〇 0222)21-4171 

東京味ヤナセ東京支店 « 

キ费浜㈱ヤナセ播浜支店 » 

名古屋株;ヤナセ名古屋支店《 

03) 452-4311 

045)331-1461 

052)241-2531 

大阪味ヤナセ大阪支店 

広島㈱ヤナセ中国 

椹岡味ヤナセ椹岡支店 

，中琦 W.W•テーラー株j 

0(06: 472-1171 

0(08287)4-2311 

0(092)521-1221 

0(0988)77-2566 

♦写真の車は国内仕♦»車と一邸興な6蟻含がありJす.* |?し<は最寄りの明光«にお間い金わせ < ださい••なお.*明光，下取車につ参れても 
お好にご相UKださい••付厲Sには爱車セットI0&.毛ばた各•ツールセット•ジ1•ンビングコート*,パルプセットが含1れ4す.* »しい資Hを：穩»の 

方は.現在ご使用中のお-車.ご*喔.年令をrK入の上.*料！！求券を贴付Lて，お近くのディー，一あてお申し込みください， 

aood mwdays 
人閫りい’赛しぃ未来を 

榀入元株式会社ヤナセ 
GM事業部 

* ❖ *H 9 :* _一丁H6*38号〒 105 

* : 03145? 43M 大代， 

しまったスタイリングに、知性の輝きを漂わ知て、 

その豊かさに彩られた室内に、 

を秘めて、セビル，79年ニユ—モテ、〉レの登場です。 

とときをお過ごしいただける、静かで快適な居住空吊 

)中の騒がしさも、ここにはありません。 

ろん、安全性をはじめすべてが充実。 

れは車が理想とする機能の結晶美なのです。 

■■wiSSSL—写美 の17イヤー>ホイ-^テVスクはオフシ 

セビル4ドアA T総排気置5,725cc(C-AKI5A) 

¥6,190,000 (柬京店頭渡現金価格）車両本体価格¥6, 150,000付属品価格¥40,000 

ご：ネ穿l置 

泣"編遍^^ 

•I V ^プ交 > く'へ\ 

;•;;1 

〒106東京都4区西麻布3丁目？番6号六本木フジビル 

セネラル•モーターズ*オーパーシーズ•ティストリヒューン3ン•コーす•レーシ3ン日本支社 



ライオンズ語録 

,ライオンズクラブ国際協会 
I第1副会長 

ロイド•モーガン 

骨のおれる仕事をしたり、献身するなど、I 
我々がライオニズ厶に払う犠牲は大きい。し/ 
かし、それから得る報酬一厚い友情と目標達I 
成の充実感一も同じように大きいのだ。5 
=i'he price of Lionism is high—hard work ^ 

and dedication. But the rewards we reap are S 

equally as high—fellowship and fulfillment. ^ 

このよぅに斬新な意見が続いている 
が、このエッセィ、なかなかの議論を呼 

びそぅだ。 

©日本の桜がなつかしい 

日本での仮上陸の生活を経て、アメリ 

力に定住したベトナム難民から「日本へ 

戻りたい」という手紙が、以前世話をし 

ていたin施設などに相次いでいるとい 

⑪スリランカに救援物資 

昨年十一月二十三、二十四日、スリラ 

ンカを襲ったサィクロン(台風)は千人 

以上の命を薄い、十三万五千もの人々が 

家を失った。このスリランカの被災者に 
温かい救援をIと、静岡県沼津1(勧 

山弘会長)では、他のクラブや一般市民 

に救援物资の提供を呼びかけた。 

十二.月十三日と二十日付の『読売新 

聞』静岡版の報じるところによると、ア 

ィバンク運動を通じて、スリランカと関 

係の深い勧山会長は、在日スリランカ大 

使館から救援の依頼を受けて、沼津ieg： 

の沼津千本r (奥村喜三郎会長)、沼津 
香陵7|(庄司誠会長)、沼津中央1(清 

幸雄会長)をはじめ、広く一般市届に協 

力をお願いしたところ、一週間足らずの 

間に、約三百人から四千六百十点もの衣 

料やかん詰類が寄せられた。 

集まった救援物資は、「古着でも」と 

呼びかけたのにもかかわらず、半数近く 

は新品で、下着類や乳児用ドラィミル 

ク、コンビーフ、肉類中心のかん詰な 

ど、ダンボ—ル箱三十三個分にも及ぶと 

いぅ。これらの物資は、ニノトラックに 

積みこまれ、大使館に届けられたあと、 

横浜からスリランカへと向かった。 

また、アィバンク運動でお世話になっ 

ている宮崎県からも、勧山会長の働きか 

けにより、多くの救援物資が集められた 

といぅ。 

この沼津rを中心としたアクテイビテ 

イでもわかるように、ある奉仕活動を通 

じて、他のクラブ、地域と広く深いつな 

がりを持つことは、もう一つの別の奉仕 

を生み、幅広く活動してゆくことにもな 

るのである。 

⑪•〃質と量"の問題解決!? 

今日、日本においても、会員増強や、 

新クラブ結成に際して、"質と量，の問 

題が問われるが、この問題について、咋 

年のライオン誌イタリア語版十一月号 

に、ガバナl”c•マルティネンギ博士 
によるエッセイが載っているので、その 

一部を紹介しよう。 

「量が増えると質が落ちる」といわれて 

いるが、これはライオニズ厶の精神に反 

している。会員は過去の業績で判断され 

るのではなく、将来の#一一订によって、ラ 

イオンズの精神に近づくことが大切なの 

である。そして、この精神を一人でも多 

くの人々にわかちあってもらうため、進 

んで一般市民に活動の場を提供するので 

ある。ただ一つ、制限をもちいるとすれ 

ば、クラブ内の人数である。一つのクラ 

ブに多くの人数がいると、中で派に分か 
れてしまうし、会員相互の友好も密では 

なくなる。さらにすベての会員が討論や 

活動に参加することも難しくなる。各ク 

ラブでより緊密な友情に基づいた活動を 

することが、"質，の問題解決となるだ 

ろう。この人数制限はあくまでも各クラ 

ブ内のもので、クラブの新設は活発に行 

うべきである。 
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ワンタッチスライド 

ジャパラガレージ 
«<€最大特長 >淡》 

•車庫全長がワンタッチで 
''1/10、、に平行伸縮する。 

•機能性、実用性にすぐれた画 
期_造です。 

•設置は現在使用の駐車場スぺ 
ースて〇K。 

•特別な設置工事は不要てす。 

① 縮小時(障害物がないので車庫入れ簡単) 

② スライド完了 (中間部自動ロック） 

③ 全完了 (前進端ロック） 

_久性にすぐれたフレーム_造 

•矛軟性、耐候性に冨む專用シート使用 

fデルNo. 全長 適応車 特別価格 

SX- 1 5. 0 m 1800cc~2000cc 83.000円 

SX-2 4.5m 1400cc~ 1600cc 75.000円 

SX-3 4. 0 m 1000cc〜1300cc 70,000円 

全巾2.1m、全高1.7m (全機種共通) 

表記以外の希望サイズ注文に応じます。 

※送料一都六®無料、その他の地域は2,500円 

こ黄の本誌名御記入のうえカタログをこ讀 
求下さい。 

顏田精エ採式会仕 
〒174東京都板梳区西台1—3—17 

TEL.03-93卜3751(代) 

昨年十二月二十五日付の『朝日新聞』 

の報じるところによると、ガトリック団 

体の「カリタス」、救世軍、日赤などに 

届いたこの種の手紙は百通を超すとい 

ぅ。その内容は、「アメリカではアジア 

人に対する心の温かさが感じられない。 

日本で受けた親切が忘れられない」「日 

本では肌の色も、顔かたちも似ているの 
で安心感があった。こちらは外出しても 

すぐ目立つ。日本の桜がなつかしい」な 

ど、日本に対し、アジアの同胞としての 

親近感を訴えているものが多い。また、 

アメリカの治安の問題や人種問題、物価 

など、生活の厳しさを伝える手紙も多い 

という。 

日本政府は、日本への難民の定住が進 

まない理由として、日本への定住希望者 

が少ないことを挙げているが、現実とは 

かなり矛盾していないだろうか。 

これからも増えるであろうベトナム難 

民に対して、どのように対処してゆくベ 

きか、我々ライオンズも真剣に考えなけ 

ればならない。 

⑪指導者五つのタイプ 

地区ガバナI、クラブ会長をはじめ、 

ライオンズクラブのあらゆる役職につい 

て、指導力が問い直されている。昨年の 

ライオン誌ブリティッシュ•アイリッシ 

ュ版十月号に、興味深い視点の記事があ 

るので、紹介しよう。まず、「ライオン 

ズクラブに加わることは簡単だが、真の 

メンバーとなることは難しい」というの 

は、イギリス人独特の皮肉でもあろう 

か。しかし、"なりたがり屋さん，は思 

いつきのはんぱ仕事しかしないが、それ 

から一歩進んだメンバ—は責任を分担す 

ることをわきまえている、というくだり 

は.*^得力がある。そして一般社会にも通 
用する2.とだがと、指導者を五つのタィ 

プに分けて説明する。何でも自分の思い 

通りにしたがる〈独裁型〉、ほかになり 

手がないからという〈やむをえず型〉、 

人にふみつけられても善良そのものの 
〈ドア•マット型〉、自分の行方もわから 

ぬ〈迷走型〉、そして最後に良き指導者 

の条件として、人のいうことをょく聞 

き、思いやりと：力のあることという 

三点を強調している。 

@姉妹提携クラブ求む/ 

昨年の十二月末、東京早稲田1の^吉 

澤隆志から、ライオン誌日本語f務所 

に、一通の手紙が届いた。その内容は、 

フイリピンのディエゴ•サイラング^で 

は、日本のクラブと姉妹提携を希望して 

いるが、なかなか^^提携を結ぼうとい 

うクラブがみつからないので、協力して 

ほしいというもの。同クラブではすでに 
台北永f"と姉妹提携しており、この三 

月には提携五周年記念式典を予定してい 

るので、これ以上手を広げるのは今のと 

ころ難しい。そこで、なんとか他のクラ 

ブをみつけてほしいという。 

姉妹提携を結ぶことは、国や地域の違 

うライオンズクラブ相互の理解を深め、 

奉仕の輪を広げ、恒久的世界平和への礎 

石であると思う。 

ご希望の向きは、ライオン誌日本語版 

事務所までお問い合わせ下さい。 

なお、このディエゴ•サイラングrの 
所在地は次の通り。 

Diego :311ang Llonsolub 

ぶ>gcilar Street, San Francisco Del 

Monte, Quezon rlty, Philippines 
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三月は地区ガバナI感謝月間であ 

る。日ごろ自らを犠牲にしてライオ 

ニズ厶に励んでいるガバナIに、感 

謝の意を述べる意義ある時である。 

我々は、ガバナーが忙しい中から支 

援の手を差しのベてくれるたびに、 

心の中で「ありがとう」と叫ぶが、 

今！はこの感謝をはっきりとガバナ 

丨に伝える時である。 

ガバナーは、個々のクラブが地域 

社会で精一杯活動できるよぅに、貴 

重な時間と労力をさいて協力してく 

れる。そして多くのクラブは、この 

ガバナーの力を借りて、事業を成功 

させている。ガバナーは地区内の各 

クラブを結ぶ鍵であり、さらに世界 

のライオンズをしつかりとつなぐ鎖 

の 一•環でもある。 

ガバナーは国際会長の活動計画を 

実行し、同時に各クラブを援助して、 

クラブの目標達成を計らなければな 

らない。このよぅに、ガバナ—とは 

クラブ、地区、世界を結ぶ大きな存 

在なのである。よきガバナーのいる 

地区では、すべてのラィオンはより 

高い目標に向かって、一生懸命に活 

動している。 

ガバナーの役目をひきぅけた以上、 

その任務を遂行するため、緊急の会 

合、ラィオンズ関係の旅行やきびし 

い任務、さらには責任といぅ重荷を 

背負わなければならない。その家庭 

は犠牲となり、ガバナIは家族や友 

人、仕事に費やす時間をさいて、奉 

仕活動に励んでいる。さらに、各ク 

ラブの活動やその他に対する機敏な 

決断力も要求される。 

この名誉あるガバナーの職に就く 

といぅことは、それまでの役職を完 

璧にやり遂げたことを意味する。ガ 

バナーになる資格のある者は、ゾー 

ン•チェアマン、デピユティ•ガバ 

ナI、キャビネット幹事および会計 

(または幹事—会計)のいずれかの 

職に就いたことがあるか、ガバナー 

就任までにその職務を終える者でな 

ければならない。 

ガバナーは、たしかに激職である 

が、それによって得る喜びも多い。 

彼はたくさんのクラブとクラブが尽 

くす地域社会に役立っている。その 

職務から得られる彼の報酬は、決し 

て目に見えない、無形のものではな 

い。それは、限られた人々ではなく、 

多くの人々への恩恵となって表れて 

いる。 

ガバナIは常に、地区内のクラブ 

およびラィオンズが、困っている人 

や貧しい人、病に倒れた者や孤独な 

人々のために、全力を尽くして活動 

できるよう、努力している。彼はあ 

らゆる奉仕事業について、ポイント 

を心得ていて、地区やクラブの活動 

を成功に導くためには、自分の知つ 

ていることすべてを、惜しまず提供 

してくれる。 

公式訪問は、ガバナーに我々の感 

謝の意を示すチャンスである。それ 

が三月ならば、ガバナーのための特 

別行事を行ってはどうだろう。大ぜ 

いのライオンズを集めて、特別夕食 

会を開いたり、夫人同伴の場合はレ 

デイス•ナイトを催すことも一つの 

方法である。三月の新入会員の入会 

式を頼むことも感謝を表す手段で、 

それは新入会Wにとっても名誉なこ 

とである。 

また、ガバナIという役職を学ぶ 

ためのスクIルを組むことも、ガバ 

ナ—の努力を知る上で役に立つだろ 

う。ガバナーと話し合う機会を持つ 

ことは、メンバーがガバナーの仕事 

や人柄を知ることができるだけでな 

く、ガバナーが地区内の同志ととけ 

込む良い機会でもある。また、職務 

について建設的な批評を述べるチャ 

ンスでもある。 

三月はガバナーに「ご苦労様、大 

変な仕事ですが、これからもよろし 

く」と言うべき時-。我々の感謝 

の気持ちをガバナーに伝える、ちよ 

つとした努力をしてみよう。 

地区ガバナI感謝月間 

感謝の心を伝えょぅ 
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この愛を 
世界の隅々までに 
ライオンズ国際財団（LIF)問答集 

ライオンズ国際財団(LIF)は、一九六八年に国際協 

会によって設立された非営利法人で、国際会長によって任 

命された五人の管財人から成る役員会によって運営され、 

寄贈を受けた基金を運用して、大災害や緊急事態の救済そ 

の他全世界的に人類の福祉に貢献することを目的とする 

ライオンズ国際財団(LIF)関係の 

記事が、最近のライオン誌に目立つよう 

になつた。ここ数力月に限つても、二月 

号76頁の「LIFに寄せる日本の援助」、 

同86頁の「ねむの木学園にLIF資金」。 

一月号12頁ではライナム国際会長が、 

「人間的文化建設に出资を」とアビ—ル 

し、昨年十二月号16頁「ここに愛の泉あ 

り」で北海道•有珠山喷火にともなうラ 
イオンズの救援活動をルポした最後に、 

「余聞.LIFへの疑問」が出された。 

そこで、LIFをもう一度おさらいす 

る意味で、ある地区LIF委員長と新入 

会員^Aによる架空問答集「LIFって 

一体何だ」を企画構成してみた。 

ライオーIズ厶を全世界的規模で 

新入会員^?<; ライオンズクラブ 

に入会させてもらつて、まず驚いた 

ことは、カタカナと略語の多いこと 

ですよ。LIFつて何の略ですか。 

(『ライオンズ必携』•用語解説) 

地区し1尸委員長最初、ライオ 

ンズ用語に慣れるまでは戸惑われる 

でしょぅが、だんだんに馴染んでく 

ると思いますよ。 

ご質問のLIF は、Lions Imer- 
^ til Fdti の 頭文字を 

ったもので、ライオンズ国際財団と 

いいます。 

打A 一月の例会で、LIFのた 

めに一人 一％以上のSI金を呼びかけ 

ていましたが、私たちが出したードル 

と国際財団はどぅ結ばれているので 
一 y 〇 
す力 

委員長「世界の人びとの間に相互 

理解の精神をつちかい発展させる」 

と国際協会の目的にありますね。ま 

た、ライオンズ道徳綱領に「不幸な 

人には同情を、弱い人には助力を、 

貧しい人には私財を惜しまないこ 

と」とあります。このライオニズ厶 

を全世界的な規模で具体化させたL 

IFは、世界中のライオンズクラブ 

の支持と協力のもとに活動を進めて 

いるわけです。毎年一月中の一週間 

をLIF週間として、LIFに対す 

る関心を高めるとともに、援助資金 

獲得運動を展開しています。 

今年は、ライナム国際会長にょっ 

て一月七日から十三日までが指定さ 

れたので、私たちのクラブでも、一 

月例会の時に、し1^^の尸尺をして 

会員の皆さんから醵金をお願いした 

のです。他クラブ分と一括して、地 

区から国際協会の財団事務局へ送金 

されます。こうした寄付金はすべて 

蓄積され、全世界のライオンズクラ 

ブの人道主義的奉仕活動を賄うため 

の重要な資金となるわけです。 

世界中のライオンズから支 

持と協力がなされているのでしたら、 

相当な額になるでしょうね。 

委員長ここに年度ごとにまとめ 

た援助資金交付一覧があり•ますが、 

LIFが設立されて間もなくの数年 

間は、交付総額も少なかった。しか 

し、年を追って増えています。 

具体的に主なものをご説明します。 

I九七二—七三年度 

アメリカ•ハリケ—ンー万九千％、イ 
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ンド干害二万六千八百％、ニカラグア地 

震二万％等、交付総額約九万九千％ 

一九七三—七四年度 

ニカラグア地震一万五千％、ルワンダ 

職業技術指導三千ド/ブラジル水害五千 

%等、交付総額約三万•トル 

I九七四七五年度 

ホンジュラス•ハリケーン七万三千.％、 

ニカラグア地震三万ドル、エチオピア干害 

二万％等、交付総額約十六万五千％ 

I九七五-七六年度 

日$害一万七千/、インド病院建設 

九千％、エチオピア職業技術指導一万三 

千Vグアテマラ地震十二万六千％等、 

交：^額約二十八万五千•トル 

I九七六—七七年度 

インド眼科病院一万％、ケアー万八千 
Kル、日本水害二万五千％、イタリア地震 

二万四千％等、交付総額約二十九万三千 

•%といった具合です。 

打ALIFの目的は災害復旧救 

援資金といぅことですか。 

委員長大きく災害援助、人道主 

義的奉仕活動、職業技術指導計画の 

三分野にわけられますが、赤十字や 

ケアの行うような緊急援助を実施し 

たり、その援助活動を補佐したりと 

いうことでなく、L IFは被»者た 

ちの将来の生活設計のための援助に 

力を入れているようです。と同時に、 

LIFの援助資金は援助事業に必要 

な経费の全額を賄うものではなく、 

「種銭」の役目もあるわけです。 ， 

打A でも、私もラィオン誌十二 

月号を読んで、山本ガバナーと同感 

なんです。なぜ有珠山の被災者にL 

IF資金が交付されなかったのか不 

可解なんですよ。 

委員長なぜか私もわかりません。 

たしかに、LIFはこれまでに水害、 

ハリヶ—ン、干害、地震、火山爆発 

等の被災者に救援の手を差し伸べて 

きただけに、有珠山には認められな 

かったのは、まことに残念なことで 

すが、私、想像するに、緊急事態に 

対する救援活動としたのがいけなか 

ったのではないですかね。LIFの 

性格から外れると見なされたのだと 

思うんですよ。 

ある会員から、LIF保険 

説なるものを聞かされたんですよ。 

つまり、保険はあらかじめ一定の掛 

金を互いに醵金しておいて、災害、 

事故等のあったときに、その積立金 

を使って被害に遇った人に保険金を 

与えて事故の損害を補償するシステ 

厶をとつていますね。LIFの場合、 

掛金として年に 一rル出しておけば、 

日本に災害があったときに交付して 

もらえるだろうというのです。 

委員長ずいぶん皮相的な見方で 

すね。LIFの実績を先ほどもちょ 

っとご説明しましたが、この地球上 

に四十一億の人口がありますね。神 

の愛と恵みをゆたかに受けられる 

「人間」として誕生したはずなのに、 

そのすベてが、今の私たちと同じ生 

活、環境、文化を享受しているわけ 

ではないでしょう。貧困のために才 

能も自尊心もさいなまれている人々、 

その他あらゆる危機に面している 

人々がいます。 

その人々に困難を乗りきる手立て 

を、生きていく希望を与える機関と 

して創設されたのがし1ドなのです 

から、ライオンズ会員としてもつと 

積極的にLIFを育み、成長させる 

ために、私たちに何ができるかと考 

えてほしいですね。 

0A ソクラテスが「大切にしな 

ければならないのは、ただ生きると 

いうことではなくて、よく生きると 

いうことなのだ」と言つていますが、 

高邁な理想を現実に生かすには、ど 

うしたらよいでしようか。 

委員長数ある社会奉仕団体の中 

でも、ライオンズは地域社会におけ 

る献身的奉仕をもって知られていま 

すが、LIFが創設されてからは、 

さらに奉仕の業の規模が拡大された 

と思いますね。それと、ライオンズ 

はインタナショナルな組織なのです 

から、この利点をのばすことは、L 

IFをもっと強固なものとすること 

につながると思うのですが。 

打ALIFを経済的に支えると 

いラことですね、具体的には。 

委員長そうです。年 一％と言わ 

ずに献金してほしいですね。もしあ 

なたがし1ドに百/寄付するとし1 

F芳名録に名前が記載され、千％で 

すとメルビン•ジョンズ•フH ロー 

ズの楣が贈られる制度になっていま 

す。もっとも、名誉を得るために寄 

付することでは決してないですが。 

ところでLIFの理事長は 

どなたですか。 

委員長マクラクリン前国際会長 

です。七名の財団理事にょって運営 

されています。 

^?A 日本のライオンズとしても、 

大いに協力、支援していきたいもの 

ですね。ありがとうございました。 
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正規留学生募集案内 
，れからの時代は英語に強くなくては 
fe入学制度~ U _留学説明i 推薦入学制度 

当協会は、ジョージア州公益財団法 
人に登録さル米国私立大学協会加 
盟の18州53の提携大学を持〇、正規 
入学のための留学_です。留学を 
志す学生への相談、指導。能力や希 

望にあわせての志望校決定。面接や 

考査の実施、さらに志望校への推薦 
と一貫したきめ細かな留学活動を 

行っております。 

>提携加盟大学はすべて全获制 
>提携大学の年問®用(寮I?、食®含む)は平均 

100万円弱と経済的 
.徹底した大学生活へのサマーオリエンテーション 
I留学生の相談に応じるフオーリン•ステュー 
デント•アドパ'イザー制度の確立 

M見地親がわり役、ホスト•ファミリー•システム 

>学内の学生保険•留学生保険制度の確立 
>米国本部と日本本部との綿密なテレックス 

I 一…。_|交信にて近況報告 

❖入学資恪••高卒見込以上 ❖短大•大学生の編入制度あり。 

E.依7. F.国際留学振興協会 
お問合せ•資料誚求先（入学案内害500円〒共） 
本部.〒133東京都江戸川区南小岩8 — 12 — 10第二大森ビル7F 

0O3(B73)2SOO(代） 
P.O.BOX 10067 Atlanta, Georgia, 3019. U.S.A. 

留学説明会 
説明•スライド上映• 
カウンセリング•テスト 
東京3月10日出PM1時〜5時 

大手町サンケイ会館6階 
3月31日出PM1時〜5時 
大手町サンケイ会館5階 

來京駅丸の内北口下車徒歩10分 
大手町ビル前003 (231 )7171 

大阪3月24日出PM1時〜5時 
新阪急ビルスカイルーム12階 

大阪駅前阪神百货店隣 
»06 (345) 4127 

❖留学生はすべて学生寮に入寮できます。 

>米国本部事務局長mmn± 
留学担当搬 / 

>日本來務局長西村信 
エモリー大学大学院卒 
在米11年牧師 就 

女子学生のお住いは一 

安心•快適な 
■個室内のノ 

〈国分寺駅からの所要時間〉 - 
商田馬場駅まで30分.吉祥寺駅まで13分.析宿駅まで30分.池袋駅まで38分 

府中駅まで15分.渋谷駅まで30分.お茶の水駅まで41分.柬京駅まで45分 

上野駅まで(神田駅乗換え）50分.立JII駅まで8分•八王子駅まで20分 

雄閑静で便利な中央線国分寺駅徒歩3分 

女子ハイツ 
■個室内のバス.専用食堂など女子大生専用の理想的なすまいです。 

充実した個室の設備 
浴室.トイレ•キッチンユニット（冷蔵庫 
付）•ベッド•机•椅子•洋服ダンス.本棚•食 
器棚•インターフォン等 

♦入館費 

所^\避袖 池ユ篇 

\\/>平西武新宿嫌高田馬場^^ 

八3L子中央雄吉を寺^ ' 

至*S、 国分寺 \中新w ぉ茶S水/蒙千葉 

、ふ細 
參お問い合わせ•お申込みは- 

屆分寺女子ハイツ 1 
〒185東京都国分寺市本町4一 12—19 

0423( 25 )4182 (代) 

在館年数 1年 2年 

入館贄 100,000円 140,000円 

※既納の入館货は一切お返しいたしません。 

♦保証金•室料及び維持管理費 

タイプ 面 積 室数 保旺金 室料(月） 
tmm 

(月） 合計(月） 

A 
13.58m* 
(4.11坪） 15 1.400,000円 35,000円 18,000R 53.000円 

B 
14.90rrf 

(4.51 Jf) 
121 1,400,000円 37.000円 18,000円 曲，000円 

C 
15.82rrf 

(4.79坪） 5 1.400,000円 41,000円 18,000円 59,000円 

※保証金は退館時にお返しいたします。 



《今月の顔》 

慈善鍋（社会鍋）は、日本の救世軍の指導者•山室 
軍平の発案で、1906年（明治39)の暮れから始まった。 
昨年12月14日、宮崎橘Pの例会場に登場したこの鍋、 
計91，239円の浄財を集めた。写真は、出すほう取ら 
れるほうのこもごもの表情、左から福田義文、高木忠 
夫，山口博、宮越昇の各ライオン。 

由を明記する、とある。クラブ 

内の会員間の公平を期するため、 

こうした内規を公表しておくこ 

とは必要と思われるが、クラブ 

間の公平のためには、地区ある 

いは、複合地区でも研究の必要 

があろう。出席をやかましくい 

い、出席することが奉仕である 

という立場からは、こうした代 

替出席は出来るだけ狭aに認め 

るべきではないか。 

C5>会社の原点 

十二月二十四日付『朝日新 

間』ひと欄に、「全員が老人で 

重役といぅ会社を経営する」本 

多靜雄氏が紹介された。一九六 

五年-六六年度三〇二-E二地 

区(当時)ガバナーをつとめた 

この人、愛知県名古屋サゥスrl 

の所属である。卓抜したアィデ 

アと、人をひきつける指^力の 

持ち主。今度設立されたのは通 

信エスコ株式会社。「何業か分 

からんところがいい」といぅが、 

その記事を引用してみよう。 

「社員ゼロ。二十一人全員が取 

締役か監査役。勁務も給料もな 

し。がそこは肩書社会。名刺の 

令カラ—でなくて残念 

「面食いの方は花づくりをして 

も失敗する」と、そのせいかな、 

生来、花づくりには縁がないの 

も。といって両手に花が咲くわ 
けもなし、通りすがりの美形を 

ただ眺めているばかり。 

大阪夕陽丘rの魚野政雄^は、 

世界で最も美しい花といわれる 

べゴニアに取りつかれて数十年、 

日本では数少ない栽声#の一人 

である。趣味とはいえ、酷暑の 

七、八月を除いて、年中花を咲 

かせているといぅから、玄人は 

だしの園芸家といえよぅ。シユ 

ウカイドウ科に属するといえば、 

写真からその姿をご想像できる 

方もいよう。この球根べゴニア、， 

茎は三〇^からI/W、葉はゆが 

んだ心臓形で先はとがり、赤、 

桃、白、橙などの花色があって、 

iが一〇〜二〇rとなる大輪 

種や八重咲き品種もある、と百 

科事典にある。昨年度、クラブ 

会報委員となった魚野^は、随 

所に警句をちりばめて、楽しい 

誌面づくりに協力した。「花を 

咲かせたと思うな、咲いてもら 

ちている」。 

孕公務の意義範囲 

昨年秋の国際理事会でメー 

ク•アップ規則が改正され、例 

会の前後十三日以内の代替出席 

が認められることになった。複 

合地区会則委員長連絡会議では、 

これは理事会での改正の時点で 

発効しているので、直ちに実施 

することが望ましいとしている 

が、翌月にかなり食い込んでメ 

—ク•アップした場 <5 口の、報告 

書記載の処理については、国際 

協会に照会中という。ところで、 

このメ—ク•アップ規則の「公 

務」についても議論のあるとこ 

ろで、内規などで統一見解をと 

っているクラブなど、あるのだ 

ろうか。三重県•員弁rから、 

クラブ理事会および例会で、そ 

の意義範囲を次のように決定し 

たという報告があった。①町長、 

②議会議員、③商工会(会社役 

員、銀行、病院等)、®農協役 

員会、⑤町の各種委員会、⑥区 

長会、⑦消防団、⑧員弁郡交通 

安全協会役員会、の八項目で、 

ただし十八時以降2羅等に参 

加している時に限り、欠席の理 
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信用で、小さな事務所の留守番 

やら帳薄の整理といった仕事を 

自分で見つけてはする。全部自 

分の収入となる。会社は身元を 

保証するだけ。『これが会社の 

原点なんだ。就職とは雇用でな 

く参加であり、会社は资本でな 

く仕事と人間の能力とで形成さ 

れにゃいかん。労使は一人で兼 

ねるべきだ。現役のうちにこう 

考えてみい。定年になって苦労 

せんに』」と。夢も希望もある 

八十歳の本多^である。 

C&サンタ•ライオン 

登場 

和歌山県海南市の藤白神社参 

集殿に、十二月十日、海南•海 

草心身障害児親子の会の百八十 

人が集まった。海南^(牧野勝 

会長)によるクリスマスの集い 

である。迎えて六回目とあって、 

年々参加する子どもと父兄は增 

えるいっぽう。ツリ—が飾られ 

た会場に、牧野会長とゾーン. 

チェアマン中野裕2刖会長がふ 
んした二人のサンタクロースが、 

助手のチビつ子サンタを乗せた 

ソリを引いて登場、お菓子や人 

SS0E 

形、プラモデルなどのプレゼン 

卜を一人」人に手渡し、子ども 

たちは大喜び。全員で食事をし 

た後、ゲ—厶、福引きなどで楽 

しいひとときを過ごした。この 

議のためにメンバーから拠出 

された金品は二百五十六万三千 

円に達し、視力聴力言語障害者 

保護、社会福祉•公衆安全、P 

R•情報•接待の三委員会にょ 

る合同のアクティビティと報告 

されている。 

孕全国から〃注文"殺到 

——ガイドブック•長岡京跡が 

いまや〃ベストセラ—"〇向日 

市教育委員会が編集、京都乙訓 

ライオンズクラブが発刊した冊 

子「長岡京跡1-.に、全国から 

不思議な出会い 

(神奈川^•川崎葵^事務局):B商浅 教子 

ライオン誌士一月号「こちら報道部」の#白虎 
隊がとりもつ縁/興味深く読ませていただきま 

した。と申しますのは、文中、郡上藩凌霜隊が江 
戸から塩原を経て鶴ヶ城……昨年十月十一日、丁 

度その日、塩原温泉ゆかりの"和泉屋旅館，に御 

宿泊なさり、友好クラブ縁組を結ばれた。その旅 
館がかつての親友の御尊父•泉漾太郎先生であら 

れます。(去年、NBKテレビー番星の野口雨情 

先生の一番弟子)。 
人の出会いとは不思議なもの、ライオンズクラ 

ブの事務局のお手伝いをさせていただいているか 
らこそ//と有難いことでございます。和泉屋旅 

館の館主•泉漾太郎先生のお嬢様は、私の高校時 
代からの親友であり、その後の消息も分かり、何 

と有難いことかと、報道部の記事を懐かしく、、っ 

れしく拝^させていただきました。 

「スラム街に泣く女jに 

(兵庫県•加古川シ—サイド”，)小原行雄 

ライオン誌士一月号に掲載されておりました群 
馬県•沼田利根r中林吉治^のみだしの記事に、 

深く感動いたしました。マニラ在住のこの気の毒 

な人々に、一刻も早く温かい手をさしのべたいと 
思います。しかし、どのよぅにすればよろしいの 

でしようか？具体的な方法をお教え下さい。 

この記事を読まれた全国の人で、私と同じ思い 
の方も多いと思います。出来れば次号のライオン 

誌を通じてお知らせいただいたら有難いと思いま 

す。尚、不明の事柄—に列記いたします。よろ 
しくお願いいたします。 

① 中古衣料の種類(例えば冬物は不用でしょうか。 

上着、セータ1などでどんなものがよろしいの 
でしょうか。多少の損傷品もよろしいのでしょ 

うか) 0 

② クラブ単位、或いは数クラブでまとめねばいけ 
ないのでしょうか。個人でもよろしいのでしょ 

うか。 
③ 送り先と荷造り、輪送の方法。 

④ その他留意すべき事柄。 

■編集部より 

最近、読者からのお便りが多くなって、たいへ 
ん嬉しく思います。編mする側としては、どんな 

ささいなことでも、読者からの反響があることは、 
大きな励みとなります。記事に直接の関係のない 

ことでも、また思いつきや提案などでも、大いに 

歓迎します。 
小原^からの来信は、w?中林^へ回状すると 

ともに、取りあえずライオン誌のバックナンパ— 

から、関連の国際関係アクティビティの実例記事 

(一九七五年十月号「救援物资•インパール作 
戦」、一九七八年五月号「南国の空に美しい羽 

根」)をコピーしてお送りしました。こうしたこ 

とは、あれこれ迷わず、とにかく行®Iしてみるこ 
とです。クラブ例会に提案として持ち出すことが、 

その第一歩です。いろんな職業、経験者がいるわ 
けで、そこから方法、手段の糸口が生まれるでし 

ょう。多くのアクティビティが思いつきから数人、 
数クラブを巻きこんで、成功しています。 
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日•米•英•仏•西独•伊•加各国特許 

(美術銅像) 
胸像•立像 
レリーフ（浮彫肖像） 

叙勲、功労、賀寿等に 
格調高い記念品 

芸術の香り豊かな 

真実迫真の肖像で 
下記各百貨店美術部•写真室において 
ご注文を承っております。 

赖日本橘三越本店 
日本ft高島屋 
■^大丸 

東京銀座松屋 
東京銀座松坂屋 
東京上S松坂屋 
聚京油袋西武 
榮京渋谷柬急 
栗京浅覃松屋 
横 浜高島屋 
横 浜野沢松坂屋 
攢須質さいか屋 
H «藤五伊勢丹 
宇都宮上野 
千 葉ニューナ计 
靜 m松坂屋 
靈 橋西武 

丸 
都大丸 

大阪心萧機大 
京 
大 阪近鉄 

名古屋松坂屋 
名古屋丸栄 
岡 UJ天満屋 
広 島三越 
松 山三越 
8 松三越 
福 两玉屋 
小]t. All井茼屋 
大 分トキハ 

台三越 
BB本金 
森みなみ 
供三越 
供今并 

立体写真像株式会社 
〒140東京都品川区南大井4-12-4 

電話東京03(761 )2758(代） 

〃注文"が殺到、関係者らはぅ 

れしい悲鳴をあげている。印刷 

した一万部がたちまち底をつい 

て、急激に増刷の声が高まって 
おり、同ラィオンズクラブも急 

きょ年内にさらに一万部印刷す 

ることになった-H月二十 

七日付『京都新|19』ょり。ポヶ 

ット版本文40頁のこの本は、京 

都乙訓r (小笠原忠雄会長)が、 

結成十五周年を記念して、百五 

十万円をかけて作成した。古京 

をたずねて歩く学生や観光客等 

に、格好の案内書となっている。 

表紙には当時(八世紀後半)の 

下級役人の飯の請求札(木簡) 

をあしらい、その仕事ぶりにつ 

いて、次のょぅに記述がある。 

-「刀筆の吏」の仕事ぶりを 

再現してみよう。朝出勤すると 

すぐ出勤薄にサィンする。これ 

を怠ると昇進の道からはずれる 

のである。そしてまず大きな硯 

にたつぶり墨をする。ちょつと 

偉い役人には、個人用の硯もあ 

る。そして、昨日からためこん 

であった請求書の整理のため、 

おもむろに筆をとり、ちょつと 

字の練習などをしてから、へぎ 

板にしたためる。そうそう彼の 

前には、書類ではなく、板が山 

となつて積まれているのである 

-といった具合で、当時の役 

人は朝うす暗いころから昼まで、 

二百四十日から百四十日の出勤 

が出世の条件だったことなどの 

知識が、容易に手に入れられる 

読み物でもある。 

孕父の厳しさ 

母の配慮を 

青少年の非行化は、世界的な 

傾向にあるといわれ、我が国で 

もその事実は新聞、テレビで報 

道されぬ日はない。その対策と 

救済には少なからぬ時間と労力 

を要する。愛知古屋市の主 

婦•鈴木耐子さんは、この問題 

について次のよぅに書いている。 

「昔から子育ては大事業とよく 

言われてきました。今の子供達 

は物资が豊かで物には恵まれて 

いますが、昔のような家族の支 

柱を得ることが出来ずテレビ相 

手で核家族、その上カギツ子と 

いう現状の中に育ってきた子供 

の中には、母の膝のぬくもりや、 

背の暖かみを十分知らずに育っ 

てきた子供達も多いはずです。 

——Wた父のあり方や男の厳し 

さを味わうことが出来ずに育っ 

た父親は、子に対する厳しさを 

忘れ、放任と.1の中で子供を 

育ててきたのではないでしょう 

か」と。そして、このような誤 

った寛容な二親のあり方の反省 
として、六つの反省をあげる。 

一、 一週間に一日はゆっくり休 

み、親としての糧を養いたい、、 

二、 子供と話し合う時間を持ち 

たい、三、秩序ある親子の姿勢 

で子供の持ち物を知っておきた 

い、四、子供の友達の家族には 

心の扉を開き必ず声を掛け合い 

たい、五、玄関に近いところや 

別棟に子供を寝かさないよぅに 

したい、六、夫婦の和を大切に 

したい。 

これは名古屋中r (伊藤右一 

会長)が十五周年記念に募集し 

た論文の一つ。同クラブでは応 

募作百十四点から十八篇を選び、 

七十五万円をかけてA 5判118頁 

の論文集を発行した。 

孕ラィオン誌日本語版 

事務所来訪者芳名録 

1216新潟県十日町村山徳司 

1222愛媛阽松山中央平田陽一郎 
1226岡山県児島 ^00 

18 兵JIIC県神戸ィ—スト 

岡田利秋 

110東京— 鈴木縁郎 

111東京日本橋 大森 繁 
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ム•のようにハガキに方いてわ•中込みくださ 
い船は.か|i込み受付後2遇閒前後で 
おWけいたIます，//•现品がお51:こ•'{さ 
ない坳合は、10H以内にご达送ください， 
特fながらその坳合の返送料はごftmwい、 
ま十.. 

初回金¥4,000 
月々(分割払金）V3,980x〗〇回 

(支払回数11回•支払期間1〗力月） 
分割払価格V43,800 
現金価格¥39,800 

聲送料1,500円(分割•一括共） 
/•7, -|"l：!c•払II と：i:幻"Iじ nuwii 1 i»l\ 
I rtV«•，にの払込川衹で籌よ”友 
、払いください ノ 

斤製品情報K•カラー160買急送/封蔺に200円（〒共)分の切手を入れてお申込み下さt 

ままでの練沔拽とliiftうところです。 j_ 

»飛距飇が一打ごとに目®(10mごとと10ヤーKごとの2櫓M表示）に 
上遠の度合が、その壜でわかります。友人との飛ばしっこも面白 

•打球の方向が、フIアウIイか、OBか、アウトサイドか.イン 
ぐわかりクセを直すことができます,， 

*棄坭りできる壜所があれば.どこでもOK、««は、ネジ4本の組み立て式 
なので，移動片づけもカンタンです。 

耱家®で職壜で.僅かなKも有効に《»できる便利さ、シングルへの»短コー 
スです。（左用の*«a機も特別にW作しますのでお問合せ下さい） 

[辟-ル-ム_ 

nr~iE 

お申込みは電話でもお受けいたします 

$鵾嘉?發(東京)03 (673)2101 
X (大阪）06(779)9211 
大阪二—光下「マ'!(礼视) 〇11(271 )6255 
シ3-ルームル’,.：（福岡)092(281)1721 

、綱"• J.’.liV.年中無休午前9時〜午後9 B$ 

大阪二光 I* 
ショールーム ' 

C_VM：, ^ 

06(779)921 1 ^ 

簌科_飘_1：力907»,?5霉 

揭岡二光ショールーム丨琴 \Wm ** >16 ■ 
>s_賴市情多区住吉^T^5LLココ Vし | 
2-16-1メソン住吉1F TELリ —光■通版槐=»*会it 
092(281 )1721 1〇6(779)92>1^ ] | 
ビバ新宿店03(362)5253ビバ秋葉原店03(253)0675ビバ横浜店045(252)9037 I 

飛距離•方向が正確に判る 

ゴルフ練習機 7\_ディMlのちの凄さ! 

【Jmm №1 • 城上 w取：bp 

W v : 

、ずれか 

為- 

# 

1 距黼か 
無: 出る 

日計 
本班 
エさ 
窠れ 
技つ 

■術く I ^ c 
でた 
駙シ 
久ョ 

度ク 
格ア 

••あ、j 

Mi 
1.J 

編か 

•本体寸;去1 
鬲さ93 • 
rh92 - 
® 行46ot 

,打球 

翁 

セット内容本体•グリ- 
ンマットホール（ 2個） 

.SEaagP 

実用新案特許 49-91473 
49-91474 49-91475 49-94765 

自宅でゴルフができ、しかも確実にパワ-アッフ/ 

本物の打球感で、距離•方向が正確に判り/^ 

ミスがなくなり飛距離がのびる / i 

金井清ープロも絶賛 
ゴルフト.jjの核本は.まず代れぐ打つこと、次に 

Kli«を出す二とで十が，それには£しいフt _ム 

ojて•す.，ボールが打をnば押怨•的なrパ 1です I M卿似卿JHfeT_ 

ーデイin •ゴルフ練片檐の特f» 
アンでも正確な飛距離（トッブ今 

すから、コースへ出た時にn分 
も絶好の練咒機といえましょう 

ルフ練ww〉これが 

いわれる練咒拽です 

飛州雌が数字で及 

今、お買上げの方全員に無料進呈 
B5判、全64ページ豊富な写真入り指導書 

,> プロゴルファー随一の理拢派、金井清ーブロが正しいレッスン 

ル のしかた、矯正法など詳しく解説指導していますから、金井プ 

口に個人レッスンを受けているのと同じ効果があります。 

わずかな時間でも、索振する場所さえあれば、本物のホ 

ールを打ち、飛距鼸を伸ばしパワーアップ実// 
クラブはザ•々改良されてはいるが、練m拽となると相も 
らぬ無味ゲど拽なものばかり…そんな 

伴も取以した 

ました。くパ 

力本機は、打球ffl擊によって生じる圧力をドラムに受 
乂け'エアとスプリング併用のショックアブソ—バI 

®がその圧力を正確に読み取ります。 ggダフリやトップした時でも、飛距離が正確に算出で 
听きるよぅ、ドラムのm造は、どんなボールでもその 

^.性質によって' 正しく圧力がかかるよぅ設計されて 
精ぃます0 
特またドラム上部には5つのフック付ミゾがあり、〇 
案B'フック、スライス' フェアウェイのいずれかに 

新打球が入り、打ち出し方向がわかります。 



議案1終身会員が他クラブへ転籍 第|副会長Lloyd Morgan (ニユージ 

しても国際会費を支払う必要が ーランド) 6,311票。 

ないという案。 

議案3 ー クラブの移動によって生 

ずる地区再編成を地区大会(単 

一または複合)における地区分 

割承認手続きなしに認める案。 

議案4 チャI夕1•クラブの「du¬ 

ties」 と 「obligations」 (両 語と 

も義務または責任を意味する) 

の用語をはっきりさせる案。 

議案6 ライオンズによって管理、 

および(または)運営されてい 

る組織団体が、他のライオンズ 

クラブおよび(または)地区の 

管轄地域で何らかの援助を要請 

する場合、事前に承認を得なけ 

ればならないといぅ案。 

——お手元に届いているライオンズ必 

携第十八版の国際会則は、一九七八年六 

月国際大会改正として、承認されたもの 

が掲載されている。 

なお、同時に行われた国際役員の選挙 

結果は次の通り。 

国際会長Ralph A. Lysm (アメリカ) 

6,333票0 

第二副会長 William p Chandler (アメ 

国際理事Dennis Greyvensteyn (南アフ 

リカ)5,025票。Gsrge Arthur Higgs 

(才—ストラリア) 6,1300票。Hans 

Hermann Sturm(ドィツ)5,538票。 

Alvaro Porta Lopez (メキシコ) 

5,441票。Eng Ahp^con (，シンガポ 

丨ル) 4,989票。梅原享(日本) 

仁，989m。 Dr Ca panel De scuza 

(ブラジル) 5,030票。Luis Sanchez 

(コロンビア) 5,030票。Dr. Bud 

Danylchuk (カナダ) 6,058票。 

poichard A. Folk (アメリカ) 6,058 

票。John Hoyle (アメリカ) 6,058 

票。Shizuo Onishi (アメリカ) 

6,058票。Arne p Peterson (ア メリ 

力) 6,058票。rBlaine Rush (アメ 

リカ) 6,058票。Robertrway (ア 

メリカ) 6,058票。 

☆ライオンズ救急奉仕飛行隊 

一月二十日、東京•調布飛行場に 

おいて、三三〇IA地区の「ライオ 

ンズ救急飛行隊」の結成式が行われ 

た。滞空一万六千時間のベテラン山 

口敏彦打(東京神楽坂r)を隊長に、 

隊員総勢四名、セスナほか一機の現 

有機ながら、三三〇-A地区キヤビ 

ネットの直轄にょり、嘉悦康人ガバ 

ナーの許可を得て、航空機を利用し 

て災害救護業務に従事し、進んで社 

会奉仕事業に協力することを目的と 

する。 

——山口隊長以下の隊Mは、宮入文悦 

n (東京麴町r)、田岛宗義n (東京隅 

田川r)、谷田芳三郎tパ(朿京玉川^)、 

議案2地区ガバナー立候補者の資 リカ) 6,272票。 

格条件をより明確に定義する案。第三副会長村上蒸(日本) 5,037票。 

☆78東京大会の投票結果 

東京国際大会の際に行われた各種 

コンテスト(トレ—ディング•ピ 

ン•コンテスト、会報コンテスト、 

ゴールデン•ペン•コンテスト)の 

結果は、ラィオン誌八月号79頁に掲 

載発表の通りですが、投票結果を遅 

ればせながら以下お知らせします。 

•国際会則の改正 

六件の議案が提案されたが、議案 

5の「クラブ役員の選出を早期に実 

施する」を除いて、すべての識案が 

承認•された。承認された議案は、， 
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咼麗人参エキス 
5000mgを1瓶に 
ビタミンB祕を配合 

韓国からの輸入医薬品 
高跄极方人蔘楮くジンジントン〉は镩国 

の江華a、錦山地域で、産出した萵跄人 

蔘を主成分にしています。 

く効能〉 

滋養強壮虚弱体質 
肉体疲労病中病後食欲 
不振栄養障害産前産後 
等の栄養補給 
く服用法〉液状ですから開封して1日 

1回1瓶をお飲み下さい。人参エキス 

の製剤ですから美味とはいえませんが、 

冷やせば飲みやすくなります。 

1瓶600円 

MADE IN KOREA 

高麗複方八寧精 

製造元大韓民国ソウル特別市龍山区漢江路 

太平洋化学工業株式会社 

輪入発売元 

才1万ナル株式会社 
〒135東京都江東区毛利2のIの2 
〇03/63卜8丨83(代） 
全国有名デパート、薬局で発売中。説明 
窨は当社薬品事業部へお申込み下さい。 

いずれも荒鶩で鳴らしたつわものぞろい。 

大災害を望むわけではないが、事あると 

きの大空での活躍が待たれる。また、全 

国各地区の同志を組織する夢もある。関 

心のある方は、三三〇IA地区キャビネ 

ット事務局へ、どぅぞ。緊急災害以外で 

も、地区大会その他大規模な催しにPR 

飛行も引き受けるといぅ。 

☆ライオンズ機関誌の読まれ方 

ライオンズ機関誌は、クラブ会報、 

地区会報、ライオン誌日本語版の三 

つに大別することができる。 

クラブ会報の発行回数は、クラブ 

によってまちまちだが、年三〜五回 

発行が68!?、隔月発行10打、毎月発 

行(月二回を含む) 9打で、残り13 

打が不定期発行。地区誌(三三七丨 

A)、ライオン誌はともに月刊。 

この三誌の読書状況を三三七丨A 

地区PR委員会が調査したところ、 

次のよぅな結果を与えられたといぅ。 

身近な話題を集めたクラブ会報の 

読書率は、さすがに抜群によい。次 

いでライオン誌、地区会報の順であ 

つた。 . 

クラブ地区ライオン誌 

よく読む77IV36IV38IV 

目を通す程度23IV60IV57r.5 

ほとんど統まない 4r,s5r.{ 

さらに、ライオンズ関係以外の専 

門書が57打、一般的読み物は40打、 

月刊雑誌34打、週刊誌25打、スポー 

ツ関係の本19IVが読まれている。 

読書時間は、毎日二〜一，二時間以上 

9!?、毎日一〜二時間56打、週に三 

〜四日位11打、週に一〜二日位20打 

で、読書習慣は年齢が高い方が若い 

方よりも多く、60歳以上はほとんど 

毎日一トニ時間、またはそれ以上読 

書しているという。 

——三三七-A地区PR委員会では、九 

月のラィオン誌月間にちなみ、クラブ意 

識調査を行った。 

実施方法は、リジョンからークラブを 

無作為に選定し、それぞれ十名のメンバ 

Iにアンケートを依頼したという。七十 

名を対象に五十三名の回答で、回答率は 

76IV。 

各地区、各クラブで同様のアンケート 

を試み、集計結果を比べてみたらいかが 

であろう。 

☆ 三桂^の提携 

"桂，をクラブ名に持つライオンズ 

クラブは、全国に三クラブある。 

名勝桂浜から高知桂1(一九六四 

年十一月二十一日結成。八四一番 

目)。 

桂離宮から京都桂1(一九六五年 

三月二十日結成。八八八番目)。 

網走市民の憩いの場である桂ケ岡 

公園にある樹齢七百年の桂から網走 

桂1(1九七四年四月三十日結成。 

一八二九番目)。 

この三桂クラブが、さらに友好を 

深めるためにこのほど姉妹提携し、 

それぞれ盟約書、カセット入りクラ 

ブ会長メッセjジ、写真を交換しあ 

い、十二月第二例会で三クラブ同時 

に宣言を行った。 

-^国二千二百八十余のラィオンズク 

ラブには、同じ名1刖を持つクラブがこと 
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のある家庭が 
どんどんふえています 
仕事を愛する人はサウナを愛する/ 

お好きな時叫にサウナで汗を流し, 
心の疲れも-•緖に流してしまいま 
しょう。 
疲労回m、ストレス、述動不足、 
不眠痖の解消など、精神的健まを 
取リ炅し、つややかな肌とイキイ 
キした生活をお約束します。 
一•家に一台、ご家族全貝でご利用 
になれるホームサウナをぜひどうぞ。 

•サウナの医学的適応考察 
低血圧その他!技弱休n.肥满4:. itド艰••脂 
0方過！HV: • 年期障诉•ネフローゼ(耗4:名.) 

•稚疝症•糖_ •性性赀炎• 沖奸痛• 
二UT支ゼンソク等の糂联柄.け血症.⑽不 
m 
•使用例/ご家眭、別:n;、ホテル等。厚生施 
投/企尤、役所、’7:校等の寮、保兹所、レク 
リエーシヨンセンター等。運動施段/で 
役所等の沐17館、ブールサイド、作宿1听等。 
レジャー施設、医療施投等に…。 

•維持費/ 5人家族で1Hおき2時問使用で 
ボVC代その他の竹⑴は、額600〜800fリ。 

•檄檯/1人mから10人用まで25機神.。お風 
呂叫の中、脱衣場など、簡単に設既できます。 

※ローンやリースもご利用ください。 

ぐンヨールーム〉世界打坫センタービル別館 
3 F (邡立f(f钻センター)【中£浜松町下取 

営業品目：ホームサウナ、龙務⑴サウ十、ふ 

とん衣骱虼燥機、サウナトピア*バンライ* 

關. 
サウナのトップメーカー 

株式会社_ 

♦&、本社東京都渋谷区代々木2-39-丨 
\れ、、 T E L03(370)0261 粃 

の外多い。たとえば、みなと、中央、東、 

西、南、北、葵、橘、武蔵、青葉、ふょ 

ぅ、すずらん。同名クラブのょしみで 

姉妹提携し、郷土やクラブの资料、情報 

交換、会員、家族ぐるみの交流等を活発 

に行っている。 

☆長寿番付•横綱は94歳 

三三五-C地区(京都•奈良•滋 

賀)で、地区内メンバーの長寿番付 

を作成した。 

横綱は明治17年5月生まれ、94歳 

の吉村孫三郎^?(京都1)と中川良 

太郎灯(大津r)。 

大関は明治25年3月生まれ、86歳 

の真下百三郎打(京都葵^|)と河田 

源七^(網野^)。以下、関脇、小 

結、前頭とかくしゃくたる明治の青 

年がずらり。 

国を«い、ラィオンズを論じる明 

治ラィオンの意気や高し。 

——同地区内の明治三十五年以前にお 

生まれになったメンバ—は、百二十八名。 

上口村孫三郎は日本で六番目にできた 

京都yIチャータ—メンバー。去年93歳の 

ときに社長をご子息に譲り、いまも紡m 

会社の現役代表取締役会長。 

”中川良太郎は、滋賀県に初めて結成 

された大津r初代会長。体育研究所を主 

宰し、自ら水泳、スカル、ヨット、弓、 

乘馬、登山、スキー、徒手体操など十指 

にあまるスポーツを楽しむ。 

長寿ライオンのご健勝を祈ります。 

☆大阪駐在員事務所の閉鎖 

大阪•西阪神ビル内の日本ェクス 

テンション駐在員大阪事務所が、一 

月末日で閉鎖となった。 

大阪駐在員の扱っていた事務一切 

は、エクステンション駐在員事務所 

(IT103東京都中央区日本橋3丨13 

In油脂工業会館七階竹内修一 

事務所長)に引き継がれる。 

——エクステンション駐在員は、複合 

地区ガバナー協说会の同意を得て国際協 

会から任命される。駐在Mの役割は、ガ 

バナー協議会およびキャビネットとの連 

携のもとに、新しいクラブの結成に伴ぅ 

事務手続きを行ぅとともに、国際協会の 

指示に基づく事務(国際役員の来日旅程、 

その他)等を行う。 

九年前の仙台における第16回全国大会 

を最後に、日本ライオンズは三〇二E. 

W複合地区に分割されたが、それを契機 

に駐在：：：事務所も複合地区会則第十一条 

によって4£京、大阪の二力所に設置され 

た。その後、一九七六〜七七年度から日 

本エクステンション東京、大阪事務所と 

改称され、今日に至った。 

なお、大阪駐在Hの土屋利雄事務所長 

は、引き続き三三五複合地区ガバナI協 

議会事務局に勤務される。 

十二月新結成クラブ(2282〜22009) 

iATO 

三郷1日330—CSP八潮CM23 
例会日時策二•四(水)12. § 

例会場所常哚銀行三郷支店 

事務所 IT341三郷市幸房一二〇〇戸部 
商^内 常0489.52-1551 

WAKAMI 

若美2日332—ESP男鹿CM22 

例会日時(火)^一12.10第三18.00 

例会場所琴浜ドライブ•イン 
事務所 〒010-04秋田哚南秋田郡若美町角 
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憧れの宝石、タイやモンドを、 
宇宙科学の力が天然タイヤと全 
<同じ結晶、組成のニューダイ 
やを創造しました。 
新しし\宝石ガルペラニュータ 

イやモンド、その鮮やかなフル 
一の輝きは、あなたの心を魅了 
します。 

ガルべラニューダイヤモンド 

ワイやの生命てあり、価値を高める力 

ツトも、世界のタイやの本堪ベ^ギーの 

タイや研磨强人か、天然タイやと同じ方 

法てカツトし、磨き抜いC本格派// 

★ガルペラニューダイヤモンドは、ヨーロ 
ツバの社交都市（バリ.ニース.プリュツセ 
ルストラスフ)レブ）に、超一流專《店を■ 
き、広くA»をWしており*す. 

★0.5〜5カラット多種有 ★他に、ネックレス、イやリンク等 

宇宙科学が生んだ宝石 
★新しい_を持つ;!2、ワイVの美を、お交しみ下さい。 

お手頃な価格で、本格派ダイヤを.グ 

_商品到着後10B以内3SS甩// J 
天然タイやと比較されだり、再門家の方タイやの知 

强のある方の意見を参考にされ、よ<納得した上てお 

,1上げ下さい。不通の時は、即時、代金を返送致します。 

フ1 アンカツト台付プラチナ900直裎8.2%lOi?(造幣局刻印若） 

立爪指輪 2カラッ 

◄タイタック立爪フUUアンカット台^プラチナ免0 (2角局 

★ガルペラニュータイヤモンド日本！*代理店 

雲§日本ガルべラドゥバリ宝石係(ラィォン3) 

〒100東京都千代田区永田町2-13-8 
ホテルニュージャパン961号〇03(592)1801(代） 

間崎字家の下54若美町役41内 
1007854.6.21一一 

WAKUYA 

湧谷3日332—CSP鹿a台CM36 

例会日時第二•四(火)18.30 

例会場所 一m来会館 
事務所 IT987--01宮城県遠田郡浦谷町字柳 

町17|1菊森建具方 
1002294-2.2433 

SAKUTOMUSASHIrp 

作東武蔵3日336—BSP美作CM41 

例会日時第一•三(水)12.30 

例会場所作iu町商工会館大原町商工会 
館 

事務所 IT709-42岡山哚英田郡作柬町江見 
226作東町商工会館内 

1008687-5-2078 

SADA 

佐田8日336—DSP出蜇CM34 

例会日時第一•三(水)18.00 

例会場所佐田町町氏会館 
亊務所 IT693-06岛枳lM嵌川郡佐和田町宮 

内749潮の并荘！0 0OO538-4-0925 

KOPOYO 

湖陵9日336—DSP出S南CM29 

例会日時第一•三(火)12.30 

例会場所国引莊 
亊務所 IT699-08島根1M篏川郡湖陵町二部 

一二三〇 1000053143-2211 

»YUO 

竜王15日335ICSP栗來CM21 

例会日時第一•三(金)19.30 

例会場所窀王町公民館 
事務所 IT520-25滋賀県蒲生郡竜王町大字 

小口25㈱新洲窀王事務所内 

100740051811537 

K005 ( KAGAMIGAWA ) 

高知鏡川16日^ — Asp^知黒潮CM38 

例会日時第一•三(火)18.00 

例会場所電気ビル 
事務所 IT780高知市鹰匠町1I 3丨35 

三翠園内 180888-7517121 

スANNAWI 

金成17日332ICSP若柳CM30 

例会日時(火)第一12-15第三18.30 

例会場所第ーー金成町商工会館 
第三—レストランサリナ 

事務所 IT989-52宮城県栗原郡金成町沢辺 
字沖243®o2284-2-1473 

IZA SAITAMA r 0. 

伊奈埼玉24日330—cSP上尾CM41 

例会日時第I •三(水)19.00 

例会場所伊奈町搜協内 
事務所 〒362埼玉県北足立郡伊奈町大字 

小室九四八七-一伊奈町搜協 
3F ®0487-21-295w 

CNご案内 
4月1日(日)阿波松南r 

式典13時〜14時30分 
会場小松島航空隊 

4月15日(日)柴田7| 

式典13時〜14時15分 
会場柴田町体育館 

クラブ事務局変更 
草加〒340埼玉県草加市中央2-16-10¥ 

加市商工会館内 
角田〒981-15宮城搭角田市角田字町尻35丨1 

かづの〒018-52秋田県鹿角市花輪字八正寺17 

㈱小板橋建設相談ル—厶內 
氷見〒935富山県氷見市南大町10-1氷見 

商工会館3F 

勝浦〒649-53和歌山県束牟娄郡那智勝浦町朝 
日4 -33- 2 

糸島〒819-11福岡W糸岛郡前原町大字浦志 

201—3 
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ライオン誌日本語版委貝会 
委貝 慕悦康人(330).福木通(331)•猪本実(332)•式場倭文夫 

(333).大野啓（334).堀井庄太郎（335) •仁井岡武司 
(336).萆塌毅(337) 

国際理事橋本宜太郎•梅原亨 
委員長 嘉悦康人 
榀祺長 仁井岡武司 

今月の表紙 

-今月の蹺みどころ 
►友だち同士、手話で会話をしている学生 

をよく見かける。その楽しそうな表情を見 
ていると、思わず微笑んでしまう。でも何 

の話をしているのか全くわからない。実際 

に手話を解せない者にとつては、彼らの世 
界に溶け込むことはむずかしい。ろう者の 

問題はまだまだ未開拓の分野で、手話一つ 
をとつても賛否両論。皆さんと一緒にこの 

分野に挑んでみようと、特集を組みました。 
「音から隔てられた世界に」(16茵)ルポ 

をはじめ実際にアクティビティとして取り 
組んでいるクラブからの報告、映画監督松 

山善三氏の話など話題豊褚にまとめていま 
す。►国際大会の開催されるカナダ•モン 

トリオ—ルを、事前に紹介することにしま 

した。大会に参加しようと思つていらつし 
やる方は呉々もお読みのがしのないように。 

(42M) ►80MはLIFの話題。二頁にわ 

たる架空問答粢。編染に当たつては、三三 
五IA地区ケア.LIF•ライオネス委fl 

長n小山好一にご協力をいただきました。 

——今月のテ—マ〈卒業〉. 
⑪「早く大きくなつて〇〇ちゃんのお嫁さ 

んになるの」なんて小さい時言つてたけど、 
「大人にはなりたくないの」なんて強く反 

発した時もありました。もうすぐ十代にさ 
よならするのに、今でもそう思ってます。 

そんなの無理かな？大人になるより先に 
片想いに卒業したいなぁ。 (S 

⑪いつになっても子どもから卒業できない 
私。夜の巷をさすらって、：rfflびたりになっ 

てみても、やっぱりガキ扱いされちゃうの。 
負けるもんか、女はかわいさが一番なんだ。 

でもそこで突如天の声、「ガキは結婚でき 
ないのじゃ」ショック/. (林) 

⑪「こらぁ、早くしないと遅刻だぞ」とど 
なられながら走ったあの道。目が会うのが 

恐くてさけていたあの先生。きらってたけ 

ど、卒業式の時、顔をくしゃくしゃにして 
泣いてるのを見たら、好きになっちゃった。 

白髮もふえただろうなぁ。ああ、なつかし 
きほろにがい思い出だったわ。 (迆) 

⑪巨人、江川どうなつてんだ。いいかげん 

にせい。ガキのころからのジャィアンツ• 
ファン、大11は引退するし、卵焼きはコレ 

ステロ —ルが気になりだした年頃だし、そ 
ろそろ俺も巨人を卒業するか……。だが待 

てよ、もしかするとジャーナリズムに踊ら 

されているんじゃないかな。やつばり、 
「野球は巨人」にしとこ。 (欠) 

⑪去年の春、暖かい日ざしの中、ガゥンと 

角'l>nを#にまとつて、大学のnを出ました。 
でも私、現在の大学生レベルで考えると、 

卒業したことにはならないみたい……。だ 

つて、お酒も、たばこも、マージャンも、 
テレビ•ゲー厶も何にも知らないンですも 

の……。 (小) 
訂正とお詫び 

二月号目次の表紙抛影者•河相正名は、 
伊沢秀毅氏の誤りでした。訂正してお詫び 

申しあげます。 

鳥取市から千代川に沿って山に入ること車 

で四十分、田瀬町には古くから流し雛と呼ば 

れる風習があり、近年とみに脚光を浴びてい 

ます。桃の節句に行われるもので、直径三十 

f-bンほどの俵の上に、素朴な紙製の雛人形を季 

節の花や菓子などと一緒にのせ、災厄をこれ 

に託して、千代川の清流に流すといぅもので 

す。モデルは右から谷本頼子ちゃん(^谷本 

義正孫娘•鳥取r)、小林悦子ちゃん(n小 

林英明二女•鳥取^)のお二人、まだ冷たさ 

の残る川風の中、がんばってくれました。 
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I:弱 

=P299千葉県安房郡天津小湊® 

亍379群馬県利根郡水上® 

芦 

水上温泉菊冨士ホテル羽根田博史 
千葉小湊菊畐tホテルシーバレス羽根田冨士雄 

::ル112け (mi- 03(562) 1561〜2まで 

大山寺 

(085952)223富) 

宝塚（0797) 

87-1111(代) 

ウ上演 世界のシ 

宝塚（0797) 

86-0151(代) 

武靡)11の淆流数寄屋の御部屋 

i蟊Sf溫fi) 

芦原（0776) 

78-5000 

患那(05732) 

6-3117(^) 

湯村（07969) 

2-1000(代) 

TELEX5/55-756 

長生風呂、フール 

栗京案内所（双梁会） 03-354-3651 
播浜案内所(第ーフロント）045-335-5353 
大阪案内所(日本フロンド/066-968-8625 
85屋案内所(<にい案内所)052-571-1844 

'大阪案内所06-302-8654 
京都案内所075-463-3062 
_戶案内所078-641-0128 
東京案内所03-828-6536 

舘山寺（05352) 

7-0611(代） 

小浜（07705) 

2-2050.2051 

芦原(0776) 

77-2500 

客室130室収容人固700名当SSffl大の 
设授を迖0、近代的恧贷のニユ_濟租。 
祖雅な致5厘造りの松®閣と、豪®な 
_を持つていまg。 

名古屋案内所562-1100 
大阪案内所722-4984 
静岡案内所82-6880 
栗.京案内所694-1226 

浜松舘山寺 

東京做ンタ-(03) 436-3560 
大阪撇ンタ-(06) 762 -9624 

名古屋予約せン9- (052)841-7589 

館山寺 

(05352)7-0311 

m 京當篥所563-0366 
名古屋當業所261-6701 
大 阪當業所362-7886 
かんざんじ通鈇ホール（大会»場) 

ffl大収容1.20OS 

浜 松 
東京営業所563-0366 
名古屋営業所261-6701 
大阪営業所362-7886 

東P豆稲取 
稲取（0557) 

95-3080 

〇全室七島を見おろす眺望 
〇客室28室収容150名全室バス付 
〇当館自慢(舟盛)浜っ子料理 

東伊豆稲取 
稲取（0557) 

95-2045(代) 

稲現温泉に於ける代表的伊勢 
海老、磯料理の店と旅館。 
近くに稲取ゴルフ場有り。 

箱根（0460) 

2-2231-5 

東京案内所251-5062 
名古屋案内所581-8441 
大阪案内所631-8834 

綾瀬（0467) 

78-2872〜4 

横浜駅迄30^ 

新宿駅迄60分 
全館冷暖房全室/彳ス•トイレ付 

東京目白 

東京(03) 
816" 2101大代表 
東京(03)811-4176 
吊約センター代表 

純日本式離れ旅館 
東京案内所 
03(463)7192 

シンクル 170室 
ツイン 43室 
卜|Jフル 7室 
特別和室 1室 

羽根田公男 

水上02787-2-3020 

小湊04709-5-2131 

東京予約センター 
412-4126 
3イフタ1 J 3イフ□ 

東京銀座 
熱涠(0557) 

81-3623〜5 

東京案内所03( 561)3831 _ 8240 
名古屋案内所052( 971)0806 
大阪案内所06( 251)5684 

上高地の玄関□ 
上高地ホテル 

政府登録国際観光旅館 
起雲閣 

松本深志 深沢光一 
亍390-15 

長野県南安營郡安曇村さわんど 
(中部山岳国立公園内） 

〒413 

熱泡市昭和邸4_2 

乗鞍高原 

(026393)2910 

営業期間4月下旬〜11月上句 
冬期間事務所 
松本市駅前（株）信州蜂蜜本舗 
TE L0263-32-2608 

松 本 白船クランドホテル 斉藤圯男 
〒390-15 

長野県南安曇郡安營村 
白骨温泉 

乗鞍高原 

(026393)2749 

跑と搬 

クラフ名 会員氏名 営業所所在地 

ライオンズ会員経営ホテル•旅館•料亭•レストラン紹介^ 

水道橋クランドホテル佐藏松男 東京都文京区本鄕1-33-2 

〒252 

再島国昌神奈川県S座郡綾激町大上一番地 
(米海軍厚不航空基地正門前) 

館優本孝-• 
〒250-04 

神奈川県箱根町/」\箱谷温泉 

シーサイドホテル尾張屋 

遠鉄ホテル舘山寺 
ホテル寸座ビラージ 

T413-04 
靜岡県賀茂郡栗伊豆邸稲取温泉 

亍431-12 
浜松市山寺母11965 

引佐郡細江町寸座11445の1 

〒き12 
静岡県浜松币館山寺町2227 

〒917 

福井県小浜市一番印2-10 

亍91041 

福井県坂井郡芦原温泉3-803 

政府登録国際観光旅館 

八 木 八木弥太郎 
〒910-41 

福井県坂并郡P原温泉4-418 

国際観光旅館 
恵那峡グランドホテル 毛利健次郎 

亍509-72 

岐阜県恵那市大井邸2709-77 

淹と水車と城の宿 
政府登録国際観光旅館 朝野 繁 

湯村観光ホテル __ 

政府登録国際観光旅館 /hgIM胃u 
若 水__ 

政府登録(島家新館） 

宝塚グランドホテルA _ 

国際観光旅館(大山レーク温泉）_一 
大山レークホテル東兀女太郎 

◎このrtの広佇…込みは、（侏）：水H 

T669-68 

兵庫県美方郡温泉邸湯1269 

〒665 

宝塚市湯本邸9-17号 

〒665 

宝塚市栄即3 丁目10—1 

T689-33 
鳥取県西伯郡大山®大野湖限 

亍104來京邯中央区銀梭 

邸町 
原岡町 

町河長寺 
田灞豆番 

和県伊修 

ir岡岡 
熱神猙靜 

06泉力d能 
aス壩可 

所のギフI 
内IンルU 

案唯；ンコト 
阪山物山ン 

大大名大H 



郵使はがき 

棚 

全国民こぞって祝う昭和の慶びを永遠に伝える価値ある奉祝記念品 

天皇陛下喜寿 
奉祝記念特別発行 

大蔵省造幣局品位純度検定証明《極印入》 

天M陛下におかれましては、昭和 
の歴史に永遠に刻まれる喜寿の御 
祝奴をお迎えになられました。日 
棚史t最も意義深い記念の時に 
あたり、天皇.陛下の幾久しい御M 
勝と日本の悠久f:和を祈念し、本 
祝記念の品が特別発行されました 
ft家代々に伝える価侦あるご家定 
M寿と幸福を祈る心のささえとし 
て宋永くご愛藏ください。親しい 
方のご幸榀を願う心のこもつた贈 
リ物とされましてもお鹉めします。 

■純金製長寿招福小判 
95%X60% •重置56 9 200,000円 

■純金製長寿招福小判 
77% v 48% -重置28 9 100,000円 

■純金製長寿招福小判 
46% >28% •重置7 9 25,000内 

純金を証明する大葳省造幣局の極印が全品U 
打刻されておりますのでご確認ください。 

天皇陛下喜寿奉祝記念 菊花記念指輪 

大蔵省造幣局品位純度検定証明《極印入》プラチナ 
■プラチナ製…5。) ダィャモンド入托，222円 
■ 18金製 4 9 •ダイヤモント入18,500円全品に打刻されてお 

■プラチナ製（PtWO) 4 59 19,80On 〇ますのでご確認く 

■ 18金製 12,800円 ださい。 

△ 匕金今44■ノザ •内側の直径は'お手持ちの指！*にてお計りください。 
日罕向^1人 一•円周の長さは、おはめになる指回りの*さです。 

サイズ番号 林8 #9 林10 ¢11 #12 #13 #14 贫15 #16 #17 $M8 誌19 棼20 林21 林22 林23 
内側のan圣 
(単位ミリ） 15.3 15.7 16.0 16.3 16.7 17.0 17.3 17.7 18.0 18.3 18.7 19.0 19 3 19.7 20.0 20.3 

円阖の*さ 
(皐位ミリ） 48.2 49.2 50.3 51.3 52.4 53.4 54.5 55.5 56.6 57.6 58.6 59.7 60.7 61.8 62.8 63.9 

電話受付中（午前9時より午後6時まで） 

東京03(246)1600日 曜•祝日も受付ます。 

•完全貴任保証•送料無料…送料無料にて日本中どこへでもお 

送りします。配送途中の万一の破損等の場合は資任をもってお 

取換えしますので一週間以内にご連絡ください。（返品の場合 

は一週間以内にご連絡ください）參代金は現品と引換えにお支 

払いください…受注後|〇日以内に発送 

日革抶式会社吏京都中央区日本橋室町1 -2 

日本橋 

日美 
H冬の*. II象のL 

E1圆 
チナ恥• 

奉柷記念長寿招福小判 

東京都日本橋郵便局 
私書箱252号 

日本橋日美 

特別記念品事業部 
-ザ•ライオン係J行 

申込書 

ご希望品名•数量 
指輪の場合はサイズ番号も 

ご指定ください 

〒ご住所 
ご氏名 ⑩ 

お電話番号 

•おはがきの場合 

お申込方法 

幸福•長寿を願う' 個性的なアクセサリ— 
贈り物•各種お祝い•記念品に 

大蔵省造幣局品位純度検定証明{極印入> 



単品を申込む場合 

あなた:•)««!»り 

住 所 

ふりがな 
氏 r, 翊 

生年月日 性別 

•東印> LWH 咖セ 贪額 

%印•<![：兮 金油 

銀け印士兮 fpsn 

がかI用既るか AM 

じ印品％る•二卬卬 
へこをノ•>こ十1|£ 
れか.;.使银とる•で 
ま奴？ハ冬をまヶも 
t■品わず的知で丨f 

;こしPVリ■スに 
»V. ‘をAまメ •し 
fr»かいし1st 
ヒ吼けでた々ぷ兄 
Jiのてす: oiin 
レヶ独 «.：,'：;：• 
を：自どいよそ,1: 
持スでこ印，L体 

を削に®てて. 
て％リでをKW 
いてIも作地装别 
るもけあ成/〗のは 
かいたるすそ舐勿 

1 

5 

八つの重要なボイントと印面 
の調和が完璧であり、印面の 
バランスが良く芸術美に富ん 
だ手彫りの印であることが重 
大な力を発揮します。 

獅三印セットの^ おもて 

:実印又は銀行印と認ehの価格：| 

水牛A号本水牛芯特高級金運印! 

■W皮，V 特価12,300円 
印相A号本象牙高級金運印| 

_卿1皮ャ-ソ:特価丨8.000円 * 

実印又は銀行印の価格 特別奉仕印 

水牛C号本水牛芯特高級金運印|〔実印又は銀行印の価格 
W4F«r>iiv ^ 特価7,800円；い 
印相C号本象牙高級金運印|印相E号本象牙高級金運印 

む•、.； 特価12.000円，■JiFri皮ケ⑴特価18,000円 
j印相F号本象牙高級金運印T. 

» _1聊|れ川特価20,000円 

印相印鑑の最高権威者 

深澤鰍石先生 
吉相鑑定•手彫り彫刻 

総本家の開運吉相印「入魂の聖堂」鳳凰殿誕生記念特別奉仕 1 

気品ある宗家の印で不動の繁栄をj 
福徳寿三印セット「貝型ケース付」 h福徳寿三印セット「堆朱箱」新朱肉」付1福徳寿三印セット「特製桐箱/新朱肉」付 

-.j, l i \ 越W lA:找 I . 05cm x K さ6 cm 

(梅)本象牙高級金運印職觀1皮卜咐29,800円 

(竹)本象牙特上幸運印_醚卜々作ヶ•別43,000円 

(个公)本象牙最高級成功運印mm”勢.，：H 58,500R 

(to)本象牙高級金運印皮^^ 31，800円 

(II)本象牙特上幸運印酬1糨卜々ゲ皮〜咐45,800円 

(光;)本象牙最高級成功運印む波ケース付59,800R 

(始)本象牙高級金運印し_獅1皮^-スf.わ38,500円 

(M1.)本象牙特上幸運印|劇糨卜猶卜柳53,000円 

riO本象牙最高紐成功運印(_«砵ワ^皮ケースfh69,000円 

住所 

tJr M u 性別 

蠘ku 

主，H•印)金® 
哦衮 苽涵 

1 

•心の柱〃特別無料進呈 
こ冷5;力む.^*小—播へムラィす>係へ 

fi-.叫.氏れ.ff-分をM.•てお中iAA 
•卜さ： 

0 

大学字長 

医学博士 

ムクノキ歯科医院 

院*掠木通夫 

ご注文は左記申込害記載 
例ご参照の上、戸籍上の 

氏名、生年月日を楷書で 
ハツキリお書きください 

印鑑の吉相条件 

-!-鑑vii保^k"fii! i r 犯リ 
※実印が銀行印の旨をハツキリとお*さ下さい 

実物大実印見本 

※実印か錤行印の旨をハツキリとお•き下さいし 

実物大実印見本 

実印•銀行印共瀛径|.655>畏さ65 

ii •鑑.4i保；,ill:k"f.)-•1—*^1,形り. 

*実印か銀行印の旨をハツキリとおIIさ下さい： ； 

実物大実印見本 

3?性用案印.扭行印共《11|.5cm, ftさ6S 
女性用実印•«行印共lail!35CITl.ftさ6;m 

男性用案印.鈕行印0|理|.5 - • ft?6 .ts印11105L 
女性用実印.錤行印II径！3 5 1: さ6 - •, <&さ6cm 

本水牛認印のみの場合は四、八00円へ|1&閉里卜友> ス寸) 
本象牙—のみの—は六、五〇〇円元——ケ—スG 

0^UIIIIは^•(•]*後：週liij:ti'j後 
で郵送いたします。 

>•む.お；：XIにめさない^ベ：： 
はiM«v,•交換はごn山で 

すから安心してお中し込 
みください。 

R金は印鑑をお爻取リに 
なつてからお送リください。 

鑑定保証書特別無料発行 
/I幸I SI印がお手扦に届いてからで«構ですVJ 宗家の正しい印で事業発展を 

11:しい3統を-X-継ぎMしく水い研究努力に 
よって作成されるものにこそ木物のみが侍 

つ.Wさがあります。常にお^搽にお洛びIfi 
けるMlnlをおMl!tしたいといぅrt心とA心が 

Aいものを^-:み出すのだとHI心います。その 
乜味で卬filrll迄の？|5‘ \ni-?:iT琳{.sVLel; 

釗の.：:!*私力卬は政时界を始め1>5:沙々;||)々 
の"々にまで/kqlv-いご{,';«(をIfiいて^リ 

ました。どぅぞllilじ；；使いになるなら*fl. 
rfr-の^!A1をもつrljtllrljをしかも、败選 

された卬^に砧办の枝術を叭使した奴品と 
祇侪ある{.小亨のwM-zflil'IJ鑑を私笑繁栄の 

Im侶ヒしておIfvち•卜さい‘ _ 

IIH11I凰殿「御守礼」「御宝印守袋」 ノ 

気品ある責任と良心の結晶 

ooE-lffflln勢 
XT4tr 二十. 

I |日本印相協会 
ライオン係 

代金後払 



毎日をより快適により清潔に… 

お宅のトイレもシャワー洗浄にしませんか? 

肛門の衛生管理にシャワー洗浄/ 

肛門は、いうまでもなく、便の排出口です。 

とかく，不潔にな”がちなので、ふだんから清 

潔にしたいものです。しかし、ただ紙で''拭 

く〃 だけでは完全とはいえません。そこで、 

欧米で普及しているシャワー洗浄をとり入れ 

ませんか？ 清潔なだけでなく、使用感もと 

てもさわやかです。 

洋式便器用 SR-O A ¥91,000 

簡易水洗用 SR-OR ¥91,000 
(洋式便器） 

台•便秘には清潔がいちばん/ 

ぢで大切なのは、つねに肛門をあたため清潔 

にすること。大腸菌が付着していると、回復 
も遅れます。 ' 

また、シャワー洗浄は女性の生理時にも最適。 

おそろしい膀胱炎の予防にも役立ちます。 

シャワー洗浄機 

画期的な低価格で新発売/ 

レイマックスサワーの特長 
1•どんな便器にも取付け可能。 

2.取付け簡単。わずか10分。 
3•場所をとらないコンパクト•サイズ0 

4. 手軽なダイヤル操作。 

5. いつも快適安全温度。 
6. 電気代もごくわずか。 
7. トイレがいつも清潔に。 

8. 女性、子供でも安心して使える。 

こんな方におすすめします/ 
•ぢでお悩みの方。 

•便秘しがちの方。 
•下痢しがちの方0 

•肥満•高血圧•怪我などで、体が不自由な方。 

•生理中の女性。 

•妊娠、産後などで体が不自由な女性。 

•療養中•手術後で入浴を禁じられている方。 

•食堂、レストランの店員、食品業に携わる方。 和式便器用 SR-OL ¥94,000 

川I川11111___1111 健康に奉仕_1111111111______1111111 川 1111111 

発売元富士物産株式会社 

資料請求券 

ライオンズ® 

〒101東京都千代田区神田小川町1-11 浜総ビル2 F 
» 東京03(291 >4211(代） 



台にのってどこまで 

とど< 

滋養強壮剤 

人参エキス•ビタミン•ミネラル配合 mウサギのマークの藁局•薬店で、お求め下さい• 

m«料•拭供品などをご希aの灞合は下紀宛に 
ご邋絡下さい。 

デポセブン係 
東京中央*6便《私書箱1422 
TEL (03)668-4511(大代表） 



ネス•チヤ:^ 

小資本•小スぺ_ス 
痛人で高取整在生みだす 

フェニックス 
ニスマシーンシステム 

フレーム /—フェンス 

可動式ターゲットネット- 
集球装置 

乙ーサービスライン 
-ライン 

《ックライン コイン式エレクトロニクス 
コントロールボックス 

Point ① 
小資本で、高収益がみこめます。 
1ゲームの時間が数分であるため稼動率が非常に高く 
8力月で投下資本回収が可能です。 

Point ② 
土地の高度利用に最適のものです。 
広さはわずか30坪から設置可能です。又、どの様な形 
状の土地でも利用できます。 

Point ③ 
人手がかかりません。 
最新のエレクトロニクス技術を生かしたコインシステ 

ムと自動集球方式による完全無人化システムです。 

Point ④ 
今、静かなブームをおこしつつある話題の 
スポーツマシーン事業です。 
テニス人、口は今や主婦層まで広がって急増中。持に若 
い女性の間ではファッションにまでなっています。そ 

れに加えてテニスマシーンシステムはゲーム性を加味 
してたのしさ倍増です。 

Point ⑤ 
操作は簡単です。 
作動スイッチを入れば営業準備OKです。アフターサー 
ビスも万全です0 

^料請求及びお問い合せは.二…. 

驃S5フェニックス 
〒104東京都中央区銀座卜9-5池田ビルTEL 03(562)5571 (ft) 



「食并つきはタイミングがむずかしいくてね」 

12月27日、老人ホーム城山園を慰問した0 

18名のメンバーの奩闘で、それでも53臼がつ 

きあがり、和気藹々のうちに楽しいひととき 

を過ごした。 （石川県•七尾多ラ） 

/4ctwitce^ 
アクティビティの写真を、募集致します。黒白写真でキャビネ判、 

500字程度の脱明を添えて下さい。動きのある、アクティビティ 

の実際がわかり易いものを望んでいます。宛先は当事務所まで。 

98 



十二月九' 十の両日、三原郵便局前で全国 

各地の}*物を集めた歳末チャリティセ—ルを 

開いた。会場には長野の野沢菜、東京のベつ 

たら瀆'京都のしば潰など二十数種類が並べ 

られ、市価ょり三割も安いとあつて飛ぶょぅ 

に売れた。 (広島県ニニ原浮城7!) 

フイリピン•パギオ市及びその周辺の生活 

困窮者に古衣料を贈った。これは特別アクテ 

イビテイで' 昨年二月から準備にとりかか〇、 

長い苦難の末十二月六日ょぅやく物資を届け 

ることができた。古衣料の種分けにはレオに 

も応援を求めた。(愛知県.名古屋本丸7|) 

十二月二十三日午後六時から' 家族クリス 

マスの集いを開催した。サンタクロ —スに扮し 

たメンバ—が大きな袋を片手に登場子ども 

たちはブレセントをもらって大喜びだった。 

フオークダンスにゲ—ムに、楽しいI夜を過 

ごした。 (北海道•芽室7?) 



V # 
2 か 

▲12月20日、市内の保育所をまわり、 

サンタのおじさんからよい子のみん 

なにプレゼントを手渡した0箱の中 

はおいしそうなショートケーキ。か 

わいい園児の笑顔に、メンバーも思 

わずにっこり。（新潟県.白根；ラ） 



十二月三日の日曜日' 市内御船小学校で、 

第一回西部地区老人ゲ—トホ—ル大会を催し 

た。気楽に楽しめるスポーツとしてお年寄り 

に人気があ〇、当クラブでは週に何度か日を 

決めてその指導にあたってきた。 

(長崎県.佐世保北7|) 

十二月六日' 墨田区心身障害者連合会に車 

椅子五台を寄贈した。この車椅子は折りたた 

み式のものて体の不自由な人たちも「I日 

も早く社会復帰できるょぅ、有効に•使いたい」 

とお礼をのべていた。 

(東京人形町r) 

患まれないお年寄りにクリスマスブレゼン 

卜をと、一足早い十二月七日、唐孔雀園' 今 

村聖母園' 養II施設天使[1を慰問、メンバ— 

が丹精こめて縫ったエプロンや持ち寄りの衣 

類等を贈り、大変喜ばれた。 

(福岡県.久留米ラィオネス7$) 



331 

332 

333 336 

337 

日本ライオンズクラブ分布図 

世界のライオンズ 
(1978年11月30日) 

ライオンズ国 
または領域 

合計 2,249 2,287127,543 

331-A 

331-B 

西北海道92 

東北海道79 

91 

78 

92 

79 

5,123 

3,940 

5,287 

4,044 

332-A 育森39 38 39 2,093 2,107 

332-B 岩手42 42 42 1,947 2,001 

332-C 宮城46 42 46 2,021 2,183 

332-D 福島57 57 57 2,780 2,823 

332-E 秋田44/山形39 81 83 3,629 3.680 

333-A 新潟53/群馬36/佐渡 88 89 4,920 5.029 

333-B 干葉63/茨城58/栃木44 158 165 7,434 7,855 

330-A 東京144/八丈島 143 144 7,899 8.005 

330-B 神奈川109/山梨27/大島(東京都） 135 136 6,877 6.916 

330-C 埼玉54 51 54 2,331 2,485 

334-A 愛知83 82 83 5.971 6.134 

334-B 岐阜37/三重22 57 59 3,719 3,872 

334-C 靜岡55 55 55 3,382 3,463 

334-D 富山31/石川23/福井21 75 75 4,624 4.721 

334-E 長野46 46 46 2,599 2.624 

335-A 東兵庫74 74 74 4.672 4,715 

335-B 大阪117/和歌山22 139 139 9,582 9.793 

335-C 滋質20/京都43/奈良17 78 80 4.974 5.200 

335-D 西兵庫53 53 53 3.227 3,278 

336-A 徳島22/高知22/香川24 

愛媛37/大三島/小豆島 

103 105 6.045 6.188 

336-B 鳥取17/岡山53 66 70 4,419 4,693 

336-C 広島75/因島/向島/江田島/能美島 74 75 3,933 4,085 

336-D 島根35/山口 49/大島 82 84 4,059 4.211 

337-A 福岡68/佐賀18/長_ 32 

五島/対馬 

117 118 8.154 8,453 

337-B 大分37/宮崎27/熊本32/ 

鹿兒褰36/沖縄13/奄美大島 

屋久島./徳之島/種子島/沖永良部 

144 145 7,189 7,507 

_a 
1 

{ 

口 [ ! 



Ip•日本人の建築空間卩i 

みちのくの輝き、平泉金色堂一 
奥州、咚奥のM—:;くつもの呼 

び名があるが、「みちのく」というのが 

.番ぴったりくる。東北地^は、r*,-代 

の政治や文化の中心近畿から、旅に旅 

を取ねる速い來㈢のそのまた向う側に 

ある辺境であった 1 

しかもこの地は、iLtfr紀の坂hIllH 

麻：：rlの大遠征で知られるように、いつ 

も反乩を繰リ返す蝦^の！：であった。 

だが蝦^という.II葉には、中央に{谷 

給に14!服しない、つまリ征服されざる 

刃荇への跦敬の^きがこめられている。 

邯からW.れば、遠い辺境、それも竑 

れ荇违の1!-:むこのみちのくに、やがて 

h東 孝光(讓家 
ぽつかりと一輪の文化の花が開く。繰 

リ返される反乱のなかから、族長的な 

存在が成Mし、安部、-i/r原氏をへて十一 

世紀Is*ば、藤^-;.,r.衡がf^kに安定政 

榷をぅち立てる。以後椹衡、秀衡、 

桊衡と四代一〇〇年、この地に平&文 

化の花が咲き続ける。 

何故平siなのか。この地は柬111との 

境h河の関から本州北端#森の外ケ 

浜までの丁度中問、と*くからの杞鉍 

にもある。しかも、來北の大動脈北上 

川と奥州街道が平むして止り、その 

IAJ側から山哌がぐつと迫る要fllの地。 
ここを過ぎれば内から衣川が合流し、 

広い胆沢のf*野となる。古代の肌沢の 

城や、その後の衣川の関の歴史を受け 

継ぎ、また南の都の勢力範睨み 

つつこの地が選ばれた。 

それはまさに、花開くみちのくの都 

であつた。砂金を初めとする、北国の 

落がここに流れ込んで、：族の^断、 
♦4ソンジ そ勺-/ウジ ムリ； 

政/*]:ばかりか、屮汰i、毛MY、無：：'MV 
t院などの伽藍が一族のfで次々に4E 

てられた。その壮大な有様は、,!1!鉍や 

発^;された遗跡からも恕像できる。 

しかも存々はどれも金色に輝いて、 

このttt:の槲楽のょうであつたという。 

マルコボーロの¢1金の国ジパングの伝 

説は、ここから生まれたという説もあ 

る。そして昭和の凋^まで水遠の眠リ 

についていた四代外：H者のミィラ、ま 

た義経と化ハにしたその終えんの物語 

^々、fMの1〇〇年はそう簡电に語 

リ尽せない。 

しかし先を^ごう。私たちの主！！は 

別のところにある。 

中^^7の^色党。あリしHのf-ft 

の^肫さをへ，Hに：^える生証人だ。 
中央に四本のH-:をヶてた一問四'Ifilの^ 

問と、そのまわりに一In]の庇をめぐら 

せた古式の阿弥陀党。 

驚くべきことに、庇つまリ外冏部の 

内外に、すべて漆^の上令而金箔を柙 

している。黄金伝説の通リなのだ。そ 

れだけではない。方一問の四本H:や：k 

押、組物などには、漆塗のベ—スにfl 

殻を埤め込んだ螺Pや、金銀の鍍金細 

H、瑠璃玉などで飾り>Jr•てられている。 

まるで全体が一つの工芸品だ。 

そのことと合わせて私の興味を惹く 

のはスケールの占〗だ。 

このお党は洱常に小さい。注問3問 

で約5.5米の正方形。実用に耐える 

ギリギリの大きさだろう。しかも¥く 

から•没党に保適されていて、模型のょ 

うに建築のなかの4E築として扱われ 

ている0 

私はその小ささに美の秘密があると 

思う。これが荇Mかそれ以Kの大きさ 

だと、金??1や装飾がくどくなっていや 

らしい。少しスケ—ルを縮めたうえで、 

それに装飾を加えてゆく手法は大し 

たものだ。それが後世、仏拊やおみこ 

しのょうなデザィンにもつながってゆ 

t H入独自のpri域だ。 

でも私は思い返す。fMの^4の価 

飢はその令体構i心の中にある。CM 

の関から外ヶ浜まで、街道の一町^に 

笠f-都婆を^て、その屮心にこの屮啟 

寺をく。しかも、公けの街道が^•域 

の中心をrtいて、旅する入は必らずこ 

の寺と縁を結ぶことになる、というの 

が衡の構i心であったという。その雄 

大さの方が私は好きだ。金色党の苹肫 

さも、そのような構想のなかに^かれ 

たとき、本当の価Mが兒えてくるよう 

に、私には思えるのだが。 

最も新しい光の設計法、ル£スタ—50 

=本人の述築乍間をなえ続け、つねに 

技術間発を進めるタチカワブラインド0 

その新しい成Hiのひとつをご紹介しま 
しょ、っ。インテリアル—パ！ルミス 

夕—50がそれです。いままでの黹識を 

打ち破り、傾斜ifn•水平面からもA由 

,11&に採光、遮へいできる新製品贷場。 

天井や斜めの開口部からも、美しい光 

温宰、^#館、^ff館、教会などでは 

上から降リそそぐ光をどぅコントロ1 
ルするかが大変に取要になります。)t 

の演出にょって室内の苏開Mも大きく 
变わる。そして大きい建物では照明の 

節約にもなるわけです。傾斜鹿•水平 

1/Uを^:かせるルミスタ—50をどぅぞ。 

いつまでも美しいフオルムを保ちます 

ルミスタ—はn重垂れを解mするた 

めアルミの羽根を一定間隔で固定。ま 

た機械構成部：：iはすべて羽根の斑側 
にセット。目に^しく、保温•保冷能力 

界易なメンテナンスなど利点もimiham。 

I歩進んだインテリアを考えています 

シルキI、アコーデオンカIテン、コ 

ンホルト、そしてこのルミスタ—50な 

ど数多くの製品がそろつたタチカワ。 

活勋分野は大きく広がっているのです。 

立川ブラインドエ業株式会社 

平安末期、貴族たちの間に拡がった濘土«仰が全国に伝えられて仏教建築の地方化と日本化が進んだ。大分県 
の窗貴寺大堂や裼島県の白水阿弥陀堂など、地方に国宝級の美しいお堂が現存するが、この平泉の金色堂は 

それに豪華な装飾が加わった特異在だ。(写輿右二川幸夫右下高瀬良夫) 



和光 
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