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スイス時計の歴史を語るとき人々は、エテルナを如,い沙ベま1；/ 

それは1948年•世界で初めて開発した自勋卷機構、乂1979年•に発表したケース叹1.98%という獠與的薄さのクォーッ版^^ 

さらには1980年に発衷したケースP/0.981%という、まさに信じ難い薄さのクォーッ「リネアミュージアム」だったりします。 

とにかく、エテルナは火人のエレガンス *〇 

“わがステイタス’’を語るェテルナ 

(左）Ref.6772 68 I8K.YG クォーツブルーサファイア入りダイヤル V2.280.000 

(右）Ref.6770 68 I8K.YG クォーツブルーサファイア入りダイヤル V2.850.000 

掲败価格はィ•吿なく変史することがありますのでご注ぬ;助いま1； 

0ESC$)日本デスコ株式会社東京都中央区銀座卜13-1三晃ビル003(562)1271大阪市南区南船場4-6-15東和ビル006(252)8833礼栈市中央区南一条西卜15興和ビル0011(251)8277 



七年前に東京から離れてI県I地区 

となった埼玉県は、行政的には9郡39 

市35町18村を擁し、市の数では全国I 

を誇つている。 

東京近郊といぅ地の利を得ながら、 

68のライオンズが活動を展開している。 

そこで東北新幹線が六月に、十一月に 

は上越新幹線が暫定開業となる大宮市 

を訪れた。市内には七クラブ(大宮、 

大宮中央、大宮氷川、大宮北、大宮見 

沼、大宮武蔵、大宮西)があるが、今 

回訪ねたのは大宮氷川^の例会。 



大宮は国鉄の町、商業の町だが、 

旧官幣大社.氷川神社のある町とし 

ても有名だ。第五代目.孝昭天皇三 

年の創祀と伝えられ、北条氏、徳川 

氏などが厚く信仰した。その有り難 

いお名前を頂いて、クラブ名として 

いる大宮氷川？；ラは、うつそうとした 

境内の隣りの市立婦人労働福祉会館 

を例会場にしている。 

部屋の前方中央には、梅もどき、 

えぞ松の盆栽類、中国、韓国の古陶 

器、茶釜、九谷.萩焼の茶碗、桂米 

丸の色紙、三十年前に謄写印刷した 

年賀状、ダンス.パ—テイ券などが 

所狭しと飾られてある。 

何事が始まるのかと、待つことし 

ばし。定刻、会長の開会点鐘で形通 

りに、かつ、和やかなうちに会次第 

は進む。報告の時間となった。各委 

員長のソフトボールの熱戦結果やら 

アクティビティ報告に続いて、芸術 

部会の！；X浜野元介がマイクをにぎり、 

前記展示品を、博覧強記の知識と巧 

みな話術で紹介していく。 

これは毎回、メンバ—の秘蔵品を 

公開展示している大宮氷川^独自の 

アイデア。かつてはニクソン大統領 

が訪中、万里の長城で使った杖、幕 

末.明治のころの鰻屋さんのび<-な 

ど、思わぬ宝物も飛び出したとか。 

「次は何が？」がミソのょうだ。 



この日の展示品は、柳本会長（写真 

左）が奥様から借りてきた釜' 茶碗、 

ね斎藤実（写真下.右端）の謄写印刷 

物' 浜野（写真右）の盆栽類。 



山口県*錦p 
1963年3月21日認証 
会長林重毅 
会員数22名（9月末日現在) 

奥様は例会の仕掛人 

岩国から国鉄•啟日線で一時間、その 

終着駅が錦町だ。中国山系のまつ只中、 

典型的な農林業の町、年々町の人口は減 

少の傾向にあり、現在は人口六千人弱。 

目下、町民にとつての最大の関心事は、 

赤字線•岩日線の廃止問題。二十二人の 

全ライオンも町民ともども、その存続運 

動を、|丸となつて展開している。 

さて、この山間の小さな町のライオン 

ズの例会が、どのよぅに開かれているか、 

初秋の錦町を訪ねた。もちろん岩日線に 

乗つて。 
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錦川に架かる天下の名橋•錦帯橋 

で有名な岩国からI時間、電車はその 

錦川に沿って、中国山系の奥へ奥へと 

逆上る。両側の山の斜面の杉林はょく 
手入れされている。いくつかのトンネ 

ルを抜けるごとに変化する景観、彼 

岸花が線路端の斜面に群生し咲き乱 

れている。緑と赤のコントラストが 

鮮やかで、まさに山紫水明の境。 

電車はやがて終着駅•錦町に着く。 

「ょうこそ錦町へ、岩日線ご利用あ 

りがとうございました」 

笑顔で迎えられた。 

「？？？、駅長さんかな？」 

林会長はじめ錦7$の皆さんであった0 

「早速ですが、あれをご覧下さい」と' 

指さすほうを見ると、それは岩日線存 

続運動のアビ—ル塔で、片面にU:石日 

線今日もご利用ありがとう"もう片面 

に"みんなできずこう和の社会々とあ 

〇、この運動の熱意のほどがわかる。 

この塔は、錦7?の昨年度のアクテイビ 
テイとして駅構内に設置したもので、 

毎年+ I月に開かれるこの町の「ふる 

さと祭り」での、チャリテイ•パザ—の 

収益金五十万円があてられたという。 

さて、クラブ例会はこの町の商工会 

館で開かれる。月二回、第一、第三木 

曜日、四月〜九月は午後八時から、十 

月〜三月は同七時から、それぞれ一時 

間。各自夕食は家庭ですませた後に集 

まるので、例会に食事は出ない。ただ 

し、新入会員の歓迎会などの場合は別 
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て、心温まるお料理が並べられる。 

心温まるお料理——それはライオネ 

ス方の手づくりというわけ。 

今日(九月第二例会)は、ちようど新 

入会員歓迎の例会であった。別室では 

例会場に近い奥様方が集ま〇、今夜の 

例会の後行われる新入会員歓迎会の 

お料理の仕込み中とか。早速「男子厨 

房に入らず」の禁を破って、ちよいと 

のぞいてみれば.それはもうにぎや 

かで、楽しそうでした。(前頁写真) 

新入会員にとつて' これほどに心 

温まる歓迎はなかろう。 

いよいよ例会が始まつて、まず、ゾ 

—ン内のソフトボ—ル対抗試合の件。 

「伝統あるわがチ—ムとはいえ、試合 

前に練習をやらねば……。最近優勝か 

ら遠のいてしまつているではないか、 

監督には5::XOO、キャプテンは^〇〇、 
よろしくお願いしますよ。今年はぜ 

ひ、優勝の心構えで臨んでください」 

次に、十一月に開かれる「ふるさ 

と祭り」の件。 
「今年もぜひ、チャリティ•パザ—を 

やりたいと思います。ライオンズ. 

コ|ナーの担当、；；X〇〇よろしく」 
「今年は、カラオケ大会があると聞い 

ていますが、誰かライオンズ代表で出 

場してみませんか。；；wooどうですか」 

等々、楽しく意見交換している、っ 

ちに新入会員の紹介。^^の拍手を受 

けているころ。出来上がつたお料理の 

数々が運ばれてきた。奥様方もいっし 

よになつて、和気あいあいの厶—ド。 
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輝く海•山、そしてのんびり温泉 

ベランダの向こうに広がる空いっぱいの景銳 

を見ながら、大きくひと息。大気と一体にな 

るこの壮快感が心地よい。東洋のリビエラと 

して名を馳せ数多くの温泉と美しい海岸線を 
持つ熱海、その南西標高400111程の丘陵地に 

熱海然郷があります。たいせつに 

育まれた鉍と、初岛ゃ相模湾を眭 

にするくらしが今、始まります。 

藝 
分譲地概要 

•所在地=静岡県熱海市上多贺字藤広地1065#ほか# 

地目=山林ほか•建べい率= 4割（自主規制により3割） 
•地区=第2種風致地区•宅地造成等規制法=静岡沿 
建第45-43号（昭和45年10月認可）ほか•総面積=1,700 
,000m»(約50万坪）籲施設=水逬/簡易水道、温泉/各 
ロットへ配符済(各戸加温方式）、排水/U字*、汚水 
処理/各戸浄化梢設設要、土留め擁型/問知石、コン 
クリートブロック、道路/幹線幅以6 m、支線幅ii 5 

m、アスファルト、コンクリート誧装、’ガードレール 
設設、街路照明水銀灯、屯気/來京屯力、屯話/架設 
可、ガス/LPガス、その他/しらかば山莊、箭理事 
務所、市民グラウンド、プール、テニスコート、ゴル 
フ練習場#管理会社=小松ゼネラルサービス㈱ 
♦広告有効期限/昭和57年11月末日 

価格概要 

■ 土地 
販売区画数. 290区画 
土地面積.112m:(l区画）〜 

2，140m*(l区画） 
土地価格…2,576,000円(1区画）〜 

53,352,000円（1区画） 
最多価格帯.1,300万円台 

(31区画) 

公益費…年額26,400円〜38,400円 

温泉工事負担金•• 

■建売 
販売楝数.5楝 
建物構造…木造2階建及び木造平 

屋逑 
敷地面積.242m*〜526m* 

床面積.50m*〜90m* 

建売価格…12,996,000円(中古）〜 
32,000,000円 

建物完成.完成済即入居可 
公益費…年額36,000円〜40,800円 

••••84/分1,200,000円(別途契約) 

※国土利用計画法認可申誚中。（ 500m•以上の土地については届出が必要です。） 

※土地のみご購入の方には注文建築も承っております。 

■販売提携(代理） 
建投大臣免許<3丨第1704号 
(社)不動産協会会員（社）日本髙層住宅協会会員 

热海"然郷 
•H小松她所旅式会社 
本社東京都港区赤坂2-3-6(小松ビル8階)》03(584)6501(代） 

営業本部—— —003(584)0271 

■売主都知事免许4)第2142特 

•#«妹式會此>|、松缺作肝 
亍107東京都港区赤坂2-3-6(小松ビル)003(584)7111(大代表） 

現地管理事務所00557(68)4111 



IBMシステム/34が、いま、さまざまな企業で 

身近な道具として活躍しCいます。第一線の方々 

がキーを叩く——いつのまにか、ワーク•ステー 

ション•システムカ气使いやすいシステムの代名 

詞の1つになってきました。 

いわば、現場のコンピューターです。_ 

IBMシステム/34の大きな特色は、表示装置 

や印刷装置などのワーク•ステーションから、 

誰もが必要な時に必要な処理を行ったり、必 

要な情報を入手できることです。ワーク•ステー 

ションでは、1人1人が1台のコンピューターを 

専有しているように処理が行えます。もちろん、 

漢字ワーク•ステーションを設置すれば、多彩 

な漢字処理にもご活用いただけます。 

誰もが利用できる、使いやすい肢計です。 
システムからの操作指示、プログラム•メニュー 

IBMシステム/34では、必要なワーク•ステー 

シヨンを設置して、自由にシステムを構成できま 

す。加えて、ユーテイリテ^一やプログラム•パツケー 

ジの充実などにより、導入が容易。拡張もお客 

さまの発展と共に経済的に行えます> 

日本アイビーエム株式会社 
東京都港区麻布台3-5-1〒106 ©03(586)2121(ft) 
資料W求ぉよびぉ問合せは-宣伝®担当まで 9HKH 

[pi■ 
みんなが使う ■BMシステム/34 



WE SERVE敎敎效幾效敦戮效效毁！982年11月* VOL.25 

79 91 68 64 33 8080 | 671 93 92 83 72 

No.6羧逡滎絷 

沖二 

<カタログ進呈〉神輿•祭具•殿内調度品•神官装束•結婚式場設備•御守•御守袋•社頭授与品•神社用品全般 

祭りを彩る良い祭具 
㈱松の祭.U•は京都の 
伝統工芸を継承》 
その技術と芡しさが 
祭礼を楽しく彩ります。 

商I:祭から結婚式垛,3:備まで 
祭礼W品は 

?•;内庁御HI违の㈱松4へ 
ご用命ください。 

格;脚rtい結婚式場•設備 

トヘ^〒6〇〇京都市下京区北小路通新町西入 
W式/々ム的0075(371 )9141(代表）社長松*S吉(京都乙亂〇 

:月……糖尿病教育の月 
糖尿病児のサマ！キャンプ 

子どもの糖尿病とは 

井上加寿夫 

松田博 

□ |九八二-八三年度ガパナ—一枚の写真か-b.. 

武井鹿之助(336-C地区) 関勝馬(333-B地区) 

宮崎英夫(331-C地区) 大塚正雄(335-C地区) 

浅井猛(331-A地区) 井村東司111 (334-D地区) 
-グラビア- 

見つけた例会のコツ埼玉県•大iH氷川77ラ3 

奥様は例会の仕掛人山口県•錦7-7ラ…6 

トピック少年柔剣道大会.96 

アクティビティ...97 
各地区レオ•ライオネスクラフ集計.101 

日本ライオンズクラフ分布図.102 

. 
ライオンズ•ニユース•カセット… 

信号灯. 
編集室.吉永通雄. 

丨「目的と広い交流」_ 

表紙見かじり読みかじり. 
柿(かき) 広a粘御調町 

発展と強化のために 
例会出席率の向上策 藤原主 

平和の象徴としての国旗浜田供衛 

親子ともども 

自然に身につくもの 

相手の身になつて 

才川浒成 

米本A治. 

m崎義弘 

私の博物館.28 

文具 福田博治(京都7?フ) 

ふるさと探訪北海道•富良野……49 

ライオンズ•ギヤラリ—.74 

木村种夫北海逍.砂川t;ラ 
長又贞雄埼玉県•秩父7;ラ 

メンバ—ズ•スクIル奉仕への道(5)手*0 

歴史でむすぶ姉妹クラブ⑹御坊来白河 

I、〇〇〇余年後に実つた恋の執念 

しつけを考える 

招待席=私の出会った人- 
チケット売りから棒振りまで 河上文久 

クラブ•ライフのすすめiH維持のために 
会員維持と奉仕への提言 松平奈良男 

「楽しい例会」への道 高崎長一 
例会こそクラブの原点 中桐資介 

我がクラブの例会 井上春I 
例会で「戦時食」を再現 青田豊吉 

『ライオンズ必携』研修例会 今西活 
ミステリI例会 八木市次 

利き酒例会 山田重信 
二十四のひとみ例会 白須忠雄 

ライオン誌情報通信委員一M 



川 1111 圓 111111__ 圓圓圓酬圓圓 _圓 111111 圓圓 11111 圓画圓 111111_圆____1111111__l_ 

Share The Vision 

Of Service 

Keep ’Em 

会員維持 | 

ライオンズクラブ国際協会会長 

エバレット•J•グラインドスタッフ圓 

あなたがしてもらいたいと望んでいること 

は、すべての人が望むところである。この万 

人共通の心理は、-！;'ィオンズクラブが会員増 

強問題と取り組む際にも、大いに考えるべき 

ことである。世界に尽きることのない人々の 

要求を満たして行くため、私たちは新入会員 

を迎え、奉仕の力を増大して行かなければな 

らない。さらに、我々が真に奉仕の心を分か 

ち合おぅとするならば、会員をいかに維持し 

て行くか、という問題を真剣に考慮しなけれ 

ばならない。退会者が出るのは、我々仲間の 

ライオンが、奉仕の心を分かちムnうことので 

きなかつた悲しい結末である。まず入会前に 

者は防げるはずである。 

幸せ薄い人々のために、少しでも役に立つ 

ならば……といぅ意気^みで世界最大の奉仕 

団体に加わ.った人が、なぜクラブを去って行 

かなければならないのか。入会者を活発な会 

員に育成し、いつまでもクラブ.ラィフを楽 

しめるよぅにするのは、我々会員の責任であ 

る。次に掲げた十二項目をよく考え、実行し 

て頂きたい。 

一、 会員、入会見込者、一般市民のラィオン 

ズクラブ国際協会についての理解を深める。 

二、 すべての会員が、積極的に新会員搜得に 
当たるとともに、新会員歓迎の態勢が常に整 

えられているよう奨励する。 

四、クラブが必要とする技能を備えた会員の 

活躍を促し、クラブの期待を伝えて励ます。m 

五、 入会見込者に対し、ライオニズムの人道酬 

主義的業績を説明し、理解を深めてもらぅ。■ 

実績を持つ組織に所属することを希望するの刪 

は当然のこと'-trある。 

六、 新しいアイデアを研究し、採り入れる。酬 

新しい会員獲得法を開発してみよぅ。 

七、 新会員、入会見込者を全会員に紹介する。_ 

八、 新会員が温かく迎えられていると感じる11111111II 

よぅな厳粛な入会式を挙行する。 

九、 新会員にもすぐにアクティビティに参加_ 

してもらう。11111111 

十、既存会員の熱意と活動を維持して行く方| 

法を常に研究し、改善して行く。 _ 

十一、クラブに対する忠誠心、責任感を会員™ 

間にもり立てる。会報を通じて、クラブの活酬 

ラィオニズムの徹底理解を得、クラブに招き、三、いろいろな会員獲得法を研究し、最も適 

入会後もその人物を尊重して行くなら、退会 した方法を採用する。 

The Lion ’82.11月号 12 



川圆 |_圓|||||||_1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111_ 

グラインドスタッフ国際会長夫妻 

動や業績、事業予定などが全員にもれなく伝 

わつているよぅにする。 

十二、消極的な態度は避け、自信を持って会 

員増強運動を進めて行く。 

一五〇万会員達成は、新会員獲得だけでな 

く、退会者数を最少限にとどめることによつ 

て実現できるのである。この目標に達するこ 

とは、国際協会の将来にとって実に意義深い 

ことは今さら言ぅまでもない。しかし、新会 

員の数がどんなに多くとも、退会者数が増え 

ては何の意味もない。全力を尽くして会員維 

持に当たるべきである。会員維持は新会員搜 

得と同様に重要視されるべきなのである。こ 

のどちらかが無視されても、会員問題は解決 

しない。新会員は、自ら選んでラィオ.ンズク 

ラブに入会したのである。この事実を考える 

と、入会当初から全く熱意も関心もなかった 

人……ということはありえない。真に奉仕の 

心を分かち合い、また世界第一の奉仕団体の 

一■員としての誇りを持たせ、会員維持に努め 

ることは、我々会員に課せられた義務である。 

我々の大切な責任の一つは、新会員を迎え 

る際、ラィオニズムの重要性についてしっか 

りとした理解を植えつけることである。時お 

り、頭数を増やすことのみに走る傾向がある。 

ここにいい例がある。 

ある会社で新しく年金制度が設定され、従 

業員全員に毎月少額の積み立てをするよぅ指 

令があった。ところが全従業員の中でA氏一 

人だけが加入に全く関心を示さず、いくら待 

っても加入書に印を押さなかった。会社側と 

しては、従業員全員が加入しない限りこの年 

金制度を採用することができないので、A氏 

の態度には少々迷惑していた。ついにある日、 

A氏は社長に呼ばれた。 

「ここに加入申請書があるから^'ここで印を 

押してくれたまえ。どうしても加入がいやな1111111 

らば、残念ながら今すぐ君にはほかの職を捜1111111111 

してもらうことになるがね」 酬 

びっくりしたA氏はすぐ印を押した。社長闘 
ょ、 H 

「君は何だって今まで加入を渋っていたのか画 

ね」IIIIIIIIIIII 

「今、社長から言われたように、はっきりと■ 
説明してくれた人がいなかったから迷ってい11111111II 

たのです」 _ 

現在、ラィオンズクラブ国際協会が直面し11111111II 

ている最大の問題は、クラブと会員の維持で圆 

ある。これは今日急に起こった問題ではない。11111111II 

しかし、今こそ会員全員が一致協力して、具酬 

体的な解決法を採るべきなのである。十八年_ 

前、地区ガパナーに就任した私は、「退会防| 

止」をモット—に掲げた。この問題はずっと刪 

存在し統けているのだ。もし我々が何の手も酬 

打たずに過去の業績のみに甘んじ、改革を恐| 
れるならば、それは恥ずべきことであり、咖 

我々は世界最大の奉仕団体を誇る権利を失う。酬 

私は、ラィオンズクラブ国際協会の内に潜11111111II 

む可能性、能力、意欲、実行力は無限である_ 
と心から信じている。今こそあらゆる手段を111111II 

尽くして、その力を発揮すべきなのだ。実行■ 

あるのみである。1111111 

会員維持は積極的な活動である。今すぐ、議 

実行に移そうではないか。11111111 
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「神戸湊川rの会長さんですね。あ 

なたは何度もステージに上がらない 

といけませんから、どなたかに応援 

を頼んでください」 
「そうですか。では、幹事に応援を 

頼みます」 

「お二人そろつて、ステージの下で 

待機してください。とくに国際会長 

赏はあなたのクラブだけですから、 

名前を呼ばれたらすぐにステージに 

上がつてください」 

「はぃ」 
1九八二年四月十八日、335-八地 

区年次大会々場の兵庫県尼崎市体育 

館特設ズテージで、私は大原重之ガ 
バナ—から、地区で唯一の会員維持 

コンテスト最優秀国際会長-W-のァヮ 

Iドを受け取りながら、喜びと感激 

に顔面の紅潮を禁じ得ませんでした。 
会場を埋めた地区全域から參加し 

ているブラザー.ライオンたちの大 

きな拍手と歓声に、我を忘れる興帘 

に包まれました。 

感謝状 

〃会員の損失を防ぐための価値ある 

報告によるライオンズクラブ国際協 

会へのご助力に対して、心から感謝 
の意を表します" 

ライオンズクラブ国際協会 

会長村上潘(原文は英文) 

「いかにして会員を維持していく 

か」 
このテーマは、各クラブの歴代執 

行部が最も頭を悩ます事柄の一つだ 

奉仕への提言cl^ll?1 
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と思います。 

会員のドロップには様々な原因が 
ありますが、大別すると 

1病気 
2事業の不振 

3人間関係 

4 入会してからのライオンズクラ 

ブに対するイメ—ジ•ダウン 

この四点のように思われます。こ 

の內1、2は個人のやむを得ぬ理由 

ですが、3の人間関係はある程度一 

般社会のどの分野にも必ずあること 

で、社会人としてこれをいかにうま 

く処理していくかで、日常生活の苦 

楽の差がかなりできているように思 
われます。 

しかし、私がここで最も重要と思 
うのは、4のライオンズクラブに対 

するイメ—ジ.ダウンの点です。通 

常ライオンズクラブに対する社会一 

般の通念は、〃金持ちのエリ—卜な 

人間の集まりで、多額の金を出し合 

つて福祉施設に寄付をする団体であ 

る。従つて、よほどの収入がないと 

駄目だ，という考えが多いようです。 

残念ながら、これらはPR不足と 

社会福祉に対する一般人の関心の薄 

さにもよりますが、我々ライオンと 

呼ばれる人間の中にも、このような 

考え方(金さえ出せば.よいだろう。 
襟章をこれ見よがしにつけている) 

を持っているメンバーが、皆無とは 

言えないようです。 

しかも、年々クラブ数の増加にと 

もない、適性な人物が不足勝ちで、 

会員の獲得にもかなり無理をするヶ 

—スが増えてきたようです。従って、 

スポンサーおよび会員委員長の勧誘 

方法にも厳正さに欠けるきらいがあ 

り、ややもすると安易な甘言を呈し 

て、強引に入会を決めることがある 
ようです。 

これらの人たちが、ラィオンズク 

ラブの真の目的や主旨を知らされず 

に、安易な気持ちで入会した場合、 

種々のギャップに悩み、違和感と孤 

立を助長して、時を経ずしてドロッ 
プしていく原因の|つとなるようで 

す。私も今までに、このようなケー 

スで退会していく数多くの人たちを 

自クラブの内外で見聞きしています。 

ドロップを防ぐには、各クラブと 

もいろいろな手段を講じていますが、 

これといつた決め手はないようです。 

私どもの神戸湊川rlは結成以来十三 

年、年数だけに限っていえば古くも 

なく、新しくもない言わば中堅のク 

ラブですが、他クラブと比較してそ 

う多くのドロップ.メンバーを出し 

ていません。これらの諸要因を考え 

てみますと、次のようになります。 

1結成以来、例会実出席率九〇打 
台を維持している事由に対する全 

会員の誇りと自負心 
2従って、歴代の会員委員会およ 

び執行部やスポンサーは、新入会 

員の選考に当たって例会実出席の 

可能性に重点をおいている(もち 

ろん人物、識見とも秀れた上で)。 

3神戸湊川7•!には、長期ビジョ 

ン委員会と名付ける会則外委員会 

がある。その答申事項の一つに、 

，クラブ会員数は七十名前後が最 

も好ましい*とあり、これを将来 

も順守するつもりです。 

なぜなら、会員が増え過ぎると 

会員相互の交流と意思の疎通を欠 

き勝ちになり、ひいては前述のよ 

うな違和感、孤立感を助長する結 

果になります。例会に出席しても、 

隣席の者とも会話を交わさないと 

いった会員が必ずできるからです。 

4同好会への誘い 

会員の例会出席、奉仕事業への 

参加は半強制的義務感からではな 
く、自主的な参加意欲を待つ外は 

ありません。それには、例会時は 

もとょりそれ以外の場所での会員 

相互のコミュニケーシヨンが、何 

ょりも大事かと思います。 

ちなみに神戸湊川7■!には次の同 

好会があり、それぞれ活躍してい 

ます。ゴルフ同好会アメリカ体 

育研究会(ポーリング)幾何学 

研究会(撞球)中国文化研究会 

(麻雀)湊川ア—卜(写真) 

マジック同好会(奇術手品)釣 

り同好会ラィオネス同好会史 

跡探訪同好会囲碁同好会読書 

同好会 

以上、いろいろと述べてきました 

が、結論として 

1決して無理で安易な会員の入会 

を図らないこと 

2■例会実出席率に誇りを持ち、そ 

の維持向上に全会員が積極的にな 
ること 

3同好会等を通じて会員相互の親 

睦を図ること 

4例会、委員会、同好会の場で必 

ず発言する機会を持つこと 

5奉仕活動状況をマスコミへ積極 
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日本の元祖(生産販売） 

生ローヤルセリー 
K’H U•: 

V I8gl^¥ 2,500 90g at ¥12.000 

みつばちと共に半世紀を歩む 

紙日本養蜂新聞発行元 

代金後払いにて、直ちにお送りします。 

健康のためのエッセンス 

花粉ゼリー 
⑴本詰 ¥1,800 

(r粉一:1セみ）販充店** _ 
養蜂のコンサルタ: 

言州蜂蜜本舗 
忪本駅ビル支店（一醣）00263-36- 

• 0832 
3514 本社松本市神田763 025 4877 

的にPRして、取りあげてもらぅ 

よぅに図ること 

これらの諸要素を総括してよりよ 
きライオンズ•メンバ—として、一刖 

進をして行きたいと思い続けており 

ます。 

来年十一月に,ti始成十五周年を迎 
えます。そして、いつの間にやら年 

輪を重ね、伝統らしきものも根付い 
てまいりました。記念式典は素晴ら 

しいアクティビティ*で飾られること 

と思います。なぜならば、出席率に 

関するとかくの物議がある中で、実 

出席率とアクティビティへの積極性 

において、私たちは誇りと自負を持 

っているからです。 

と言って、決しておごり高ぶって 

いるわけではありません。謙虚な心 
と真摯な態度を忘れず、よりよきク 

ラブ•ライフを保ち続けていきたい 

と思っています。 

「ひとつのエベントを成就させる過 

程には、感動があり、ドラマがあり、 
それを支える人々の苦心がある」 

あるジヤーナリストのことばです 

が、ライオンズクラブが行う奉仕事 

業も、決して例外ではありません。 

細心の準備と勇気と決断力でもって、 

それが無事達成された時のさわやか 

さと充実感は、何物にも替え難いも 

のです。 

「例会が楽しくないから出席が悪 

い」とか、「例会が面白くないから 

退会者がでる」といぅ意見には、全 

面的に賛成できないが、謙虚に「楽 

しい例会」を考えて、その本質をさ 

ぐれば、楽しい例会であるために必 

要な前提条件が、いくつか浮かんで 
くる。 

どんな名優でも、それを支えるス 
タッフなり、舞台演出が大事である 

よぅに、クラブの楽しい例会も、そ 

れ以前に整えておかなければならな 

いものがある。それは、 

1執行部の方針とチームヮークが、 
クラブ.メンバーの共感を得てい 

ること 

2 メンバーー人一人がリIダーシ 

例会運営も会員の維持も、アクティ 

ビティへの参加も、おのずから円滑 

に引き継がれていくことと思います。 

ップを発揮できる態勢と動機づけ 
をすること 

3'...例会プログラムを協議し、十分 

な事前準備を行ぅこと 

この三つの前提条件が十分であれ 
ば、クラブ例会はおのずと楽しくな 

っていくはずである。しかし、沈滞 

気味であったり、問題点のあるクラ 

プでは、その現況に対応して段階的 

に徐々に舞台を整えていかなければ 

ならない。 

その！の執行部は、メンバーの 
総意をくみ、総意が反映する「戦略」 

と「戦術」を年間計画に織りこんで 

いけば、楽しい例会への道は開ける 
はずである。その本質を考えて抜本 

策をたてなければ、一時的な「面白 

これらの気持ちを持ち続ける以上、 (製靴販売.60歳) 

高崎長I 
(栃木県•宇都宮南カラ) 

V 

『‘ 

への道 

笑 

i 
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い例会、目先の変わった例会」はで 

きても、本当の解決にはならない。 

「面白い例会」と「楽しい例会」は、 

本質的に異なるものである。 

我がクラブでは、長期展望に立っ 

た将来の発展を踏まえて、各^!の 

展開がより効果的になるよう、長期 
計画リーダーシップ.リサーチ委員 

会なるものを会長経験者によって構 

成し、会長の諮問機関的役割をも果 
たしている。 

このように、現況を踏まえての 

「楽しい例会」であるための策を 

「戦略」とするならば、その戦略を 

成功に導くための「戦術」について 

触れてみたい。 

楽しい例会とは、どんな例会を言 

うのだろうか。それは一口に言って 

心に残り、ラィオンズ•メンバーで 

あることの価値観の認識ということ 

になると思う。.それならば「楽しい 

例会」は「心に残る例会」「何らか 

の価値ある例会」という言葉にも置 

き替えることができる。どんなこと 

が心に残り、価値を感ずるかを列挙 

してみると、 

S感動するものがあった 
• ゲスト•スピーカI、メンバ 

I.スピーチ(とくに演題に知恵 

をしぼる) 

g人との触れ合いで、強いきずな 

ができた 

•紹介ゲーム(隣りの人を取材し、 
発表し合ぅ) 

.交換会(金額を指定し、ゲーム 

式にプレゼントし合ぅ) 

•家族会の利用、同好会の活用 

2:学ぶものがあった 

. ゲストやメンバ—による卓話、 

クイズ、評論(ディスカッション 

形式) 

㈡意欲がわいてきた 

•提案、研究発表、委員会別例会 

担当' 懸賞 

闲家族に喜ばれた 

.家族の誕生祝いや祝電、ォーク 
ション 

•同伴例会や同伴観劇会 

これらのことを年間計画の中で取 

りあげて活性化を図ることだが、そ 

れを実施するにはやはりクラブの現 

況と、出席者への思いやりの配慮が 

欠けてはならない。 

とくに新入会員に対しては、メン 

パーになれ親しむまでは、新入会員 

を主体に引き立てるほどの配慮が望 

ましい。この配/iは、どんな活動の 

中においても十分過ぎることはない。 

例えば、例会の席上でも、出席者に 

必ず発言する機会をつくる仕掛け人 
になることである。 

このような楽しい例会への活性化 

が図れれば、退会要因を除くことも 

十七年の私のラィオン歴の中で一 

番の汚点は、スポンサーした六名の 

ぅち半数にあたる三名が退会された 
ことです。会長に就任して最初に考 

えたことは、退会者を出すことは執 

行部の恥であるといぅことでした。 

せっかく理想をもって入会されな 

がら、失望惑を抱いて去って行く方 
を見ると残念でなりませんし、空し 

さを感ぜずにはおられません。 

本来、クラブに何かを期待するの 

ではなく、クラブのために、あるい 

はクラブを通じて何かをすることが 

できた喜びを知ってこそ、例会出席 

できるし、問題が生じた時点で解決 

することもできるはずである。 

たゆみなく楽しい例会への努力を 

積み重ねていくことによって、伝統 

と歴史がつくられ、真にグッド•ス 

タンディングなクラブとなるのでは 

ないだろうか。 (印刷業.56覦) 

が義務ではなく権利となり、出席が 
楽しくなるはずです。しかし' その 

チヤンスもなく、ましてや新しい友 

情が芽生えることもなく退会された 

メンバーの思いを、二度と繰り返さ 

ないためにも、例会は心のふれ合い 

の場であり、全員が運営に参画でき、 

自由な発言のできるステ—ジづくり 
をすることこそ、執行部の使命であ 

り、クラブの原点であると考えてい 
ます。 

運営に全員参加の場としての例会 

今までは理事会の決議事項を、幹 
事報告として一方的に流してきまし 
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御佛壇なら私にお任せ下さい 
あなた様の御家庭に合わせライオンズのメンバーに 
特別価格で格式のある別注佛壇を製作致します。 

(日本全国に参ります） 

働佛埋〇)夕田中 
尼崎市東難波町5丁目16_28〇06(481)8131(代）取締役社長畑中w 
尼崎本店、宝塚店、立花店、三木店、西脇本社工場（宝塚すみれライオンズ所属） 

たが、例会承認事項だけでなく、大 

切な問題は例会の議事の中に取り入 

れて審議し、納得のいくょう心がけ 
ています。例会に何か充実感が生ま 

れ、自分もクラブ運営に参画したと 

いう誇りがわいてくることを期待し 

てのことです。.：;.■, 

卓話からアクティビティの創造を 

継統アクティビティの中には惰性 

と認めつつも、従来の関係もあって 
中止することもできずにいるのがか 

なりあります。無難な方法として前 

例にならってという安易さが、総花 

式、惰性的アクティビティにつなが 

ってきたと反省しています。担当委 

員会にしても、短い日時で創造的、 

効果的アクティビティを立案するこ 

とは無理です。 

そこで、地域社会のアクティビテ 

ィの対象となる関係者を例会のゲス 
卜.スピーカーとし、その話の中か 

ら正確な二—ズをつかみ、真に必要 

なアクティビティの創造を、全員で 

考えることにしました。素晴らしい 

アクティビティが生まれれば、勇気 

をもって惰性アクティビティを切る 

こともできます。 

心のふれ合いの場としての例会 

クラブの活性化を図るためには、 

まず新入会員により新しい風を吹き 
こむことと考え、十名以上の増強を 

目標としました。宰い二力月にして 

四名の入会者を得、例会が明るくな 

つたよぅに思えます。 

気の合った仲間がいつでも同席す 

るのではなく、委員^！ごとのテ—ブ 

ル配置や、到着順の着席とかいろい 

ろと変化にとんだ席順で、全員が接 
触できる機会をふやす。必要があれ 

ば、酒類も出すこと。チャンスを捕 

らえての二次会も大切。 

枠にとらわれない、ゆとりある例 

会運営こそ、友情の輪を広げるもの 

と思います。 

例会に国際性と変化を求めて 

日本人の持つ島国根性というか、 

閉鎖性を取り除くためにも、例会に 

国際性をと考え、八月納涼例会に筑 

波大学に学ぶ六力国、四十八名の留 

学生を家族ぐるみで招待し、国際色 

豊かな例会を実施しました。 

十一月の東洋東南アジア.フォー 

ラムには二十名以上のメンバーが参 
加し、日本と台北と同時例会を企画 

しています。はるか海をへだてた国 

で、同日同時刻に国際電話でゴング 

を聞きながらの二国間例会は、考え 

ただけでも楽しくなつてきます。 

要するに既成概念に捕らわれなけ 

れば、まだまだ例会は素晴らしい可 

能性があることを知りました。各ク 

ラブが競ったなら、出席率コンテス 

卜など不要になるのではないでしょ 

>っか。 (石油製品販売.54歳) 

我がクラブは今年九年目を迎えた。第26回年次大会で純例会出席優秀'a- 

会員数六十二名のこぢんまり運営を を受賞しましたが、特別ざん新な例 

統けているクラプです。337-<:地区 会運営はやっておりません。ごく平 
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東京E越本店 

聚京高島屋 
聚京大 丸 
聚京松 屋 
東京松坂屋 
聚京西 武 
栗京東 息 
橘浜高島屋 
攢須質さいか屋 
千蕖ニューナラヤ 

宇都宮上 野 
仙台三 越 
秋田本 金 
札幌三 越 
礼榥今 井 

立体写真像株式会社 
亍140東京都品川区南大井4-12-4 

« 東京03( 761)2758肋 

日•米•英•仏•西独•伊•加各国特許 

迫真力ある彫像 

立像 
レリーフ 

世界無比の 
革新技術による格調高い 

真実迫真の彫像です 
賀寿、功労、叙勲、謝恩、 
金婚•銀婚等の御記念に 

下記各百貨店美術部•写真室•外商部 
においてご注文を承っております。 

丸鉄丸屋栄武屋屋越越越屋屋ハ鉄 
坂坂满 筒キ 

大近大松丸西松天三三111井玉卜近 
阪阪£■■««山■山松*岡分府 

古古 
大大京名名靈靜岡広松《0'«大別 

均的で、普通だと思っています。 

このよぅな受賞ができた実例会出 

席の数字は当然であり、結果の数字 

であって、受賞の対象になるとは思 
いもしませんでした。ただ私が我が 

クラブを自慢できることは、会員の 

一人一人がラィオンズクラブの運営 

の原点が、例会であるといぅ理解と 

認識をより強く持たれていることで、 

それを実行している真摯な考え方の 

具現であります。 

素直に我がクラブの例会について 

以下ご報告致します。 

例会日全員の希望をアンヶートで 

集約して、第一例会を十二時二十分、 

第二例会を十八時としています。 

会食この時間の近況雑談が会員相 

互の融和をつくるよい機会でもある 

—にも種々注文をつけて配慮してい 
ます。 

例会場ほとんどの会員が車なので 

駐車場のこと、交通の便を配慮して 
小倉ステ—シヨンビルに当初ょり定 

めています。 

卓話.体験談の充実有識者をお招 

きしての有益な講話と、会員一人十 

分間のスピーチ。 

テ—ル•ツイスタ— 例会でテー 

ル•ツイスタ—の時間が愉快な時で、 

毎度、涙の出るほど大笑いします。 

ラツキーカ—ド抽選では賞も出ます。 

祝賀行事誕生日、結婚記念日の前 

日に美しい花の鉢植えを祝い品とし 

て届け、例会当日には祝い力—ドを 

手渡してハツピー •バースデI、結 

婚行進曲のレコードで、思い出のょ 
き日を祝福します。 

特別例会花見例会、海水浴例会、 
観月会、ライオンズ.デ—記念例会、 

クリスマス家族会•例会、新年例会、 

チャータ—.ナイト記念例会など、 

四季に応じた心豊かな特別例会も、 

一年のスケジユールに組み入れてい 
ます。 

その他趣味の会によるゴルフ会、 

囲碁の会、釣りの会等の七つの会を 
結成して、日ごろの交流と友情の和 

を深めたり、委員会の場が意見交換、 

率直にできるディスカッションの場 
として、ある時には飲みかつ食い、 

そして歌ぅ懇親の中に、友情の深い 

きずなを強くしています。 

我がクラブの例会のあり方は以上 

の通りですが、クラブの目標である 

一心のふれ合ぅ楽しい例会 

一融和と盛んな委員会活動 

一心から愛の奉仕で平和な社会 
のもとに、各会員が自覚、認識し 

て、できる限り実例会一〇〇I,1出席 

を達成すべく努力することを嘗い、 
頑張っております。 

(運送業.57歲) 
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例会での報告は 
ツキ1Jい吉たいものです 

擺 
〇事項 

sJ0話題v 

こういうルールを守るとわかりやすいと好評を得られます。 

❶報告事項がいくつあるか、まず始めにいう 
❷各項目ごとに主題を云ってから話題を述べる 
❸推論や断定はまじえない、事実だけを述べる 
〇何と何を話したか、項目だけを要約する 

効果的な話し方と 
人間関係改羞セミナー 

《このセミナーの2本の柱〉 

① 500人の前でも堂々と話せる自信がつきます。※このセミナーにかけた3 H|!!lは、 

② 社内の人間関係が一変し、モラールアップや あなたの生涯の中で极も役に立ち、 

定着性向上に繁くような効果が上ります。 価値ある時問になるでしよう。 

セミナー開催日程 
場 開催日 

博 多 11月6-7*8日 

東 京 11月13,14*15日 

名古屋 11月20*21*22日 

《通信教育》《出張講演》も 
いたします。 

日本話し方センタ_ 
所長/江川ひろし 

〒160東京都新宿区西新宿Iの3の3 

0(03)342-0874 



周到な準備のうちに試食された '戰時食、 

伊会運営は、とかくマンネリにな 
り勝ちで、それだけに、その運営は 

難しい。SS平田修はラィオン.テ— 

マーに任命されるや、マンネリ化を 

恐れ積極的にその構想を練っていた。 

とくにこの夏は終戦三十五周年で、 

ひとつの節目。これを記念して何か 

やろぅ——と、意欲を燃やしていた。 

一方、前記小松計画委員長も年間計 

画について模索、その具体策を練っ 

ていた。ふたりの往来と話し合いが 

頻繁になり、その動きは具体的かつ 

活発化していつた。 

当日はガバナー公式訪問の日に当 

たっていた。『そんな時に、そのょ 

うな食事では失礼にならないか』と 

の声は、この計画を押しつぶすだけ 

の力を持っていた。が、彼らはその 

趣旨を説明し、あちこち説得に走り 

回って、これを実現させたという衷 

話もある。 

献立は結局、新聞報道通りになっ 

たが、食用にしていた豆粕はもちろ 

ん、サツマィモの葉さえ入手困難で、 

「戦時食」など今の調理人にとって 

全くなじみのないものであった。 

関係者は、時代の推移の激しさと 

現代のありがたさ、もったいなさを 

改めて痛感したのである。 
『一見、平和そうに見える私たちの 

まわりも、ちょっと海外に目を移せ 

ば、世界のどこかで銃口が火を噴き、 

尊い生命が失われているのです。 

三十数年前、戦争という名の悲劇 
に，、女も子どもも、全国民が否応な 

しに参加させられて、多くの兵士は 

遠い異国の星の下で、また沖縄の、 
そして本土の私たちも言語に絶する 

戦火にさらされ、幾百万の同胞が還 

らぬ人となりました。 

そして、八月のあの日-。私た 

ちの今日の繁栄は、この人たちの流 

例会で『戦時食』 
を再現 

青田豊吉 
(兵庫県.姫路白嶺为ラ) 

「サツマィモの葉のおひたし、米粒 

を数えるほどのおかゆ——。二十四 

日、姫路商工会議所で開かれた姫路 

白嶺r (平津赛哉会長、95人)の例 

会で、会員らが*戦時食，を試食、 
苦しかった過去の|時代をしのんだ。 

試食会は例会の進行係を担当して 

いる小松英明計画委員長が『食べ盛 

りに食糧難を迎えた我々だ。終戦記 

念の月に戦時食で当時を回顧しよ 

ぅ』と持ち出し、一部で『郷愁にす 

ぎない』と異論もあったが、戦中派 

の多い会員組織だけに『一度やって 

みよぅ』と決定。 

特別注文を受けた同会議所の食堂 

も『サツマィモの葉といっても今は 

簡単に手に入らないし、調理師の手 

を通せばかえつて高くつく』と戸惑 

つたが考えた末、メニューは一人前 

にぎりめし三個とナンキン、ジヤガ 

イモの煮付け、蒸したサツマイモ、 

それにコーリャン入りのみそ汁。味 

付けは『塩、しようゆで淡泊なも 

の』にしたという。 

会場には戦中戦後の市民の生活を 

記録した写真パネルニ十数点を展示、 
バック.ミユージックに軍歌など流 

し、雰囲気を盛り上げ、初め戸惑い 

気味だった会員たちも食が進むにつ 

れ食欲おう盛なところを.みせ、『味 

がよすぎる。もっと粗食にし、会場 

もお寺の本堂などを借りれば雰囲気 

も出る』『当時の食糧難時代が目に 

浮かぶようだ』など、話題に花を咲 

かせていた」 
以上が翌日の読売新聞に報道され 

た、昭和五十四年八月二十四日の第 

二例会のあらまし。当時、これは他 

クラブから大きな関心と注目を浴び 

たという。が、それはそれとして、 

私はむしろこの例会を実現させた舞 

台袠について書いてみたい。 
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された尊い血の上に存在するもので 

あることを認識し、戦争体験者であ 

る私たちは貴重な「生き証人」とし 

て、やがて色あせ忘却の彼方に消え 
去ろうとする、この歴史のーコマか 

ら何かを学びとらなくてはなりませ 

ん。このことは、.•と，くに今の若者た 

ちに言い伝えていかねばならないと 

思うのです。』 

例会当日、ラィオン•テーマ—は 

このような開会あVVざつをし、黙禱 

には「海ゆかば」のバック.グラゥ 
ンド•ミュージックで、私が自作の 

詩『菜の花畑』を朗読した。 

変わった趣向でやる以上、もたつ 

きや混乱は許されない。とすれば、 

柊戦記念日に寄せて 

111菜の花畑 
::::! . 

Hi 見渡す限りの菜の花畑に 

1::::::吹く風は 

:::::::| 機銃掃射を思わせる 

!=夜 

j= 皓々と冴えわたる 

111月の光に 

詩の朗読や会食中に流すバック.ミ 
ユージックはあらかじめ録^11してお 

くほうが賢明と、J?中城達蔵宅には 

せ参じる。秒刻みの録音——何度か 

のリハーサルの結果才—ヶIが出る。 

会食中に流すバック•ミユージック 

の録音は、その夜、深更におよんだ、 

と後日聞いた。 

展示パネルは自衛隊の資料館のも 
の。あちこちへ貸し出されていたも 

のを、かき集めるのに一苦労したと 

ぃう。 

いずれにしても、目新しいこと、 

変わつたこと、今流に言うならユニ 

—クなことをしようとすれば、明確 

な方針、意図のもと、周到緻密な計 

静まりかえる菜の花畑に 

横たわる戦友たちの骸は 

はげしかつた渡河戦をしのばせる 

崩れそうになる疲労感の中で 

いきどおりと悲しみを 

かみしめながら 

誰ひとりもの言うものもなく 

次の作戦のために 

黙々と 

この菜の花畑の中を 

進みはじめていた 

画と準備が要求されることは当然で、 

いささかの障害をも物ともせず初志 

を貫き実践した当時のライオン.テ 

—マj、計画委員長に敬意を表した 

開発委員会の席上、地区委員長??佐 
味積より、地区內全クラブー斉に二 

月の例会を「ライオンズ必携研修例 

会」にしてはどぅか、との提案がな 

された。全委員が賛成し、委員より 
担当リジョンの各クラブ会長、指導 

力開発委員長あてに要請状を出した。 

幸い私の担当である第33'JV!>は、デ 

ピュテイ.ガバナ— H多根要之助の 

了解のもとに、デピュテイ.ガバナ 

I、ゾIン.チェアマン、各クラブ 

会長、指導力開発委員長の参集を求 

め、すでに二回にわたってクラブ指 

導力開発委員長会議を開催。その都 

度研修し、討論し、親睦と相互理解 

ができていたので、快く全クラブの 

いし、これに協力した一般会員のあ 

れこれを思う時、その温かさとさわ 

やかさが実にうれしいのである。 

(建築家.62歲) 

その報告に基づいて実施要領の一 

端を申し述べ参考に供したいと思ぅ。 

大阪港7•! 

矢頭元信会長より①例会出席の意 
義と根拠②会員③正会員の権利 

義務④規則正しい出席について、永 

井利彦第二副会長よりメ—ク.アッ 

プについて説明。とくに自クラブの 

委員会に出席するより、他クラブに 

メ—ク.アップして、他クラブの長 

所を十分体得し参考にする。 

大阪中部1 

坪井正司会長より地区スロ—ガン、 

ガバナIの本年度の運営方針につい 

て解説。『ライオンズ必携』の熟読 

と理解が大切であることから、国際 

\1 

『ライオンズ 
必携』研修例会 穿 今西 活 

(大阪道頓堀カラ) 

昨年度の33-03地区第二回指導力 賛成を得て実施することができた。 
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地下1階 

グリル 
11:30AM 〜2:00PM 5:30PM〜9:30PM 

ワイン、ビール、食品 

民芸品、雑«を進めて 

ドイツ物産展示即売会 
後拔:ドイツ迚邦共和闽人使断 
協竹:ドイツ観)tWドイツ怨啦物振興会 
ルフトハンザ•ドイツ航空ペンタホテルズ 
サントリー明治M 

予約•お問Aわせは(03)264-1111へ。 

地下鉄東西線•新宿線く九段下駅〉徒歩1分 

毎回ご好評をいただくドイツフェア。今回は歴史と伝統を誇る西ドイツ•ニュー 
ルンべルググランドホテル•シェフMr. GUnter Seitz (ギユンター•ザイツ氏)を 

招聘致しました。本場の味を食する希なる機会、ぜひ、ご堪能ください0 

Iュール/ノベルククランドホテルシェフによる 
ドイツ料理とワインの夕べ——#10月31日㊣まで 

協会の目的、スローガン、モット—、 

ライオンズの誓い、道徳綱領、市民 

愛国憲章を初めとする『必携』の重 

要事項を解説して、ライオンズとし 

ての自覚を持つよぅお願いした。 

大阪大正r 

指導力開発委員長の^大谷秀太郎 

が、①地区方計で指導力開発委員会 

ができた由来と責務②『必携』研 

修例会を行わなければならなかった 

背景を解説③例会出席の必要性と 
メーク.アップの実行を要望した。 

大阪福島,'? 

指導力開発委員長J?禝本利次より 

「必携研修例会」実施の動機および 

目的について説明。①国際協会の沿 

革とその組織②日本ライオンズの 

これまでと<-7後③ライオンズクラ 

ブの運営④アクティビティについ 

て解説した。 

大阪此花r 

『必携』研修に先立ち、会員会則委 
員長から本例会を「研修例会」とし 

た趣旨説明を行い、指導力開発委員 

長のJ?中島良彦が①正会員、不在会 

員、優待会員の区別と特徴②役員 

③理事会④名称、紋章、その他の 

標識⑤出席とメ—ク.アップ⑥ 

ライオンズ用語を解説した。 

大阪道頓堀7'? 

吉田栄治郎会長ょり例会を中心と 

して、①用語②例会の重要性と例 

会出席の義務と権利③会員の分類 

および例会との関係④例会の形式 

とその運営⑤よき例会とするため 

に重要な役員と委員⑥例会出席と 

メーク.アップについて解説した。 

大阪浪速ウェスト7•? 

鍛冶輝夫会長が①各副会長の管掌 

委員会の把握②理事会③会員の 

増強④例会出席率の向上、メーク. 

アップの改善⑤クラブ活動をI般 
社会にPR⑥アクティビティの再 

検討を要望。 

大阪西成r 

指導力開発委員長??難波進ょり、 
従来クラブ•オリエンテーシヨンと 

して情報委員会にょり、メンバ—の 

入会前ゼミナールが行われ、『必携』 

中心にクラブ内規を含め二時間の力 

リキュラムが各委員の分担で行われ 

てきた。今回は地区指導力開発委員 

会の要請であることを説明、全メン 

バーに対し、『必携』の中でとくに 

重要な部分を抽出プリントして、全 

員に配布し解説を行った。 

大阪心斉橋^ 

鳴神吾一会長が①ライオンズの名 

称、スローガン、モット—②国際 

協会の方計および目的について解説。 

大阪戎棰r 

滝石豊稲会長が①『ラィオンズ必 

携』必読の重要性を強調②クラブ 

の運営③アクティビティについて 

重点講議した。 

以上のごとく「ラィオンズ必携研 

修例会」が実施されたが、第三回 

(最終)クラブ指導力開発委員長会 

議を三月二十六日に開催し、席上、 

各クラブ委員長より実施要領の報告、 

デピユティ•ガバナI、ゾIン•チ 

Xアマン、各クラブ会長のご意見を 
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承り、総括して有意義に閉会した。 (マンション経営.68歳) 

例会の持ち方について幹事、計画 

委員長が頭を痛めるのは、いずれの 
クラブも同じことだろぅが、亀岡rl 

ではいつのころからか、例会内容を 

事前にメンバ—に知らせない、称し 
て「ミステリ—例会」なるものを行 

っている。その意外性と期待感で好 

評を得ているので、その手法につい 

て座禅を組むこととなった例会を、 

時の幹事n中西頼母の記録にょり以 

下紹介してみょぅ。 

十一月第二例会はミステリー例会 
とし、時間も、倍ほど延長すること 

は予告してあった。 

当日、会場に入る直前にチャータ 
1されたバスが待っていて、全員そ 

れに乗せられることは予想外のこと 

だったに違いない。バスの発車直前、 

開会のゴングは鳴らされた。 

行き先は？所要時間約三十分を 

利用して、食事が始まった。街の中 

を通り過ぎるころ、早いラィオンは 

食事をすませて、不安と期待の声が 

出始めた。なかには、幹事、計画委 
員長のお人柄から、どこか素敵な 

所？に連れて行ってくれるのでは、 

と期待に胸ふくらませている様子も 

見受けられた。 

バスの着いた所は、山奥のお寺の 

山門前だ。丹波路は小春日和、空は 

真っ青に澄んでいた。落ち葉を踏み 
締めて行くこと五、六分。高い石段 

の上に、くっきりと白い五線の入っ 

た土塀に抱かれた、菊の御紋を打っ 

た勅使門が紅葉に照らされていた。 

同じ町に住みながら、大方のラィ 

オンズは初めて見る山奥の由緒あり 

げな古寺に、新たな発見に似た感動、 
郷土の誇りを感じたに違いない。拝 

観謝絶の立て札が立っていたが、あ 

らかじめ計画委員長が礼を尽くして 

お願いしてあつたので、山門に入る 

のを許された。 
森閑とした山の中に、ささやかな 

がら気品あふれるお寺のたたずまい 

に、三百年余の歴史がそのままだ。 

五十余のラィオンズは、そこに俗界 

離れのした郷愁をひしひしと感じな 

がら、かすかなぅなり声さえ発しな 

がら、静かに数々の寺宝を拝観した。 

全員一堂に座し、お茶を頂き会長 

あいさつの後、方丈様の寺の由来と 

提唱に聞き入った。およそ三五〇年 

前、この寺を建立された開山一糸禅 

師と後水尾天皇との関係について、 

同天皇は幼少にしてご即位されたが、 

藉藩体制の確立期のこととて禁裏な 

らびに公家諸法度等、皇室への圧迫 

を不満とされ、若くしてご出家、後 
四代にわたって院政を執られた。学 

問を好まれ、和漢の学を進講せられ、 

詩歌、連歌に優れられていたといぅ。 

一方、開山禅師も公家の出身で、 

勤皇の志厚く、学問、仏道を通じて 

もご親交があった。遠く都を離れた 

山奥にこのお寺が建立されたことも、 
そして、それが後水尾帝の勅願寺で 

あったことも、幕府に対するミステ 

リーであったのかも知れない。 

山奥のあらゆる不便、苦痛にあえ 

て直面し、幕府の圧迫を背景に学問 

を深め、仏道をきわめ、心を静めて 

悟りを得るための修行場にされたの 

であろぅ開山禅師や、後水尾天皇の 

お人柄について承った時、身の引き 

締まる思いであった。 

せっかくの機会に方丈様にお願い 

して、座禅の手ほどきを受けた。姿 

勢を正し、呼吸を整え、心を空にし 

て、せき払い一つしない静寂の中で、 

全員の心は清純一つに結集し、方丈 

様の教えに従順であった。これはミ 
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補聴器U: 
専門店でお求め下さい 

リオネット補聴器(BD *) 

ホナック補聴器(スイス製〉 

レキストン補聴器（スイス製〉 

ボッシュ補聴器(西ドイッ製} 

難聴といっても皆それぞれ耳の障害は 

違います。ちょうど「メガネ」のように、I 

誰にでも同じ性^のものが適応するわ 

けではありません。補聴器には種々の 

性^Iのものがあ0ます。専門知識の豊 

富な店で相談されるとよいでしょう。 

理冊産業株式合本土 
東京補聴器センター 

東京都千代田区锻冶町二丁目3 - 4 (〒101) 
国電神田駅柬ロスグ（大和銀行前） 
0(03)252-1558m 日.祝日も営業 

大阪補聴器センター 
大阪市北区中崎西二丁目2 —〗（〒530) 
梅田駅東•堂山交又点東スグ(東梅田八千代ビル1F) 

»(06)311-5205(ft) 木嗜定休 

名古屋補聴器センター 
名古屋市中区大頊四丁目10 - 20(〒460) 
tt(052)261-3511(ft) 年中無休 

補聴器センターメルサ店 
名古屋駅前• メルサ6階 
0(052)582-7111(内樣487)第3木Ml定休 

静岡補聴器センター 
辟岡市«匠三丁目18 - 25(〒420) 
0(0542) 46- 2311(W 第卜第3日MSのみ定休 

北陸補聴器センター 
金沢市高岡町1番35号（〒920) 
tt(0762)62 -253削 第1.第3日**は営業 

二重補聴器センター 
津市西九の内2〇番6号（亍514) 
0(0592) 28 - 311刑 

岐阜補聴器センター 
岐阜市金宝町二丁目3(〒500) 
0(0582)64 - 3846(ft) 火 « 定休- 

豊橋西武補聴器センター 
8橋駅前•西武百貨店7階 
〇( 0532) 54 - 5779(直通） 木噃定休 

ステリー中のミステリ— 

と、まあ、こんな調子である。本 

年度も十二月第一例会をミステリ— 

例会としている。さて何が飛が出す 

やら、ゴングが鳴るまでお楽しみに 

:〇(おしゃれ洋品呉服販売.43歳) 

利き酒例会 山田重信 
(兵庫県•播磨カラ) 

春夜桜をながめつつ交わす杯 

夏風呂上がりの一杯のビール 

秋すき焼き、マツタケでまず一杯 

冬こたつの中の雪見酒 

酒は四季折々に違った味をかもし 
出す。うまい/•思わず言葉が飛び 

出す。「酒は人生の最良の友」とだ 

れかが言った。その友に私たちは、 

いくらくらい税金を払つているのか。 

酒店を営む8:3の肝ぃりで、酒税の 

勉強例会を持った。 

卓話で主な酒類の税負担割合や、 

酒の上手な飲み方についての説明が 

あった。 

「何も考えず飲んでいたが、たくさ 

ん税金を払っていたんだなあ」 

「上等な酒ほど税率が高いとは。明 

日から晚酌は二級酒にするか」 

こんな会話が聞かれた。さて、味 
となると、どうだろうか。 

「値は値だけ。上等な酒ほどうまい 

に決まつているさ—一 

「いや、日本酒の場合は分からんぞ」 

等々の疑問に答えて、それでは味 

見をといぅことで、夜の第二例会に 

「利き酒例会」を開くことになつた- 

特級三本、一級二本、二級四本、合 

成酒一本、合計十本を対象に、メン 

バーが自悛の舌を競い合った。 
飲んでたしかめるラィオン。なめ 

るだけ、口に含んでみる、匂いだけ 

かいでと、銘々勝手に試みながら 
「分から，ない」の連発で、「全部、同 

じじゃないの」と言い出す始末。 

その結果、酒豪家でならした??丁 

は〇点、全く飲めない??:1;は七点、 

満点はなく、最高は??Fの八点だっ 

た。JfFは飲まずに、匂いで当てた 

とのこと。 

どれが特級で、どれが一級か分か 
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鯉幟とノー トをプレゼントする白須会長 

定を、当日変更する仕儀となった。 

残念であったがやむなく持参してい 
た子どもたちの作文を、限られた時 

間の中で幾人かの児童に発表しても 
らラこととした。 

発表に先立って、子どもたちに鯉 
幟りとノートを、先生には花瓶を記 

念品として贈る。しつけが行き届い 

ていた。<*7なお、子どもたちの素朴 
さを忘れることができない。 

小丸先生があいさつの中で、「今 

日のような思い掛けない、貴重な社 

会体験の機会を与えて頂き、大変あ 
りがとうございました」と、述べら 

れた。この謝辞はきわめて印象的で、 

全会員の心をしっかりとつかんだ。 

代表四名の発表は、一様にふるさ 

と大浜の山や海の自然に恵まれた生 

活環境を、掛け替えのないものとし 

てたたえた。また、因島大橋開通に 
よりもたらされる車時代の、海陸両 

面からの公害に限りない不安を率直 

に訴えていた。子どもたちの.,っぶ 

すなの地*への純朴な愛着と、自然 

環境維持へのひたすらな熱意が知ら 

された。大人の責任を、その重さを、 

今さらのよぅにかみ締めたのである。 

ライオンズ活動について、全く知 

らないとも言える地区の子どもたち 

である。果たして、子どもたち一人 

一人の心の中に、どんな形でアクテ 

イビテイが根を下ろしたであろぅか。 

その効果は、深々と別れのあいさつ 

をした、すがすがしい二十四のひと 

みの輝き、その輝きの中に的確に見 

取ることができた。 

また後日、クラブへ贈られた子ど 

もたちの精いっぱいの思いが盛り込 

まれた，作文集"が、今なお生きた 

証左となって、クラブの得難い資料 

として保存されている。 

(陶器販売.63歲) 

らないのが酒。酒は、その時、その 

場所で味が変わるもの。いつも、う 

まい酒を飲みたいものだ。 

クラブ運営の主軸は例会——員 

参加が例会を魅力あるものとする。 

まず、年間の例会構成はその年度初 

めに筋立てをする。例会に特色、楽 

しさを盛り込むために愛称をつける。 

月二回の例会は、その一週間前の計 

画委員会で構想を固める。マンネリ 

に陥ってはならないと、委員は情報 

を持ち寄って知恵を出し合ぅ。 

毎年の子どもの日例会は、クラブ 
役員の交替期を控え、連休とファク 

夕—が加わることが多い。昭和五十 

五年五月五日の第一例会(第四三九 

回、二十四のひとみ例会)を、当時 
の会長として振り返ってみたい。 

因島は〃水軍のふるさと，である。 
船づくりの技が<!フ日に伝承され、世 

界の海へ伸びる造船の島、また、才 

こうして、和気あいあいの中で赏 

品授与を行い、例会を終了した。 

(屋根工事|«負業.44歳) 

レンジの島でもある。晚春、島を埋 
めつくした除虫菊は、今は幻の花。 

島の行政、経済の中心は南部にある。 
ひつそりと開発から取り残されてい 

る地区の子どもたちに夢を、との願 

いをこめて島の東北端の大浜小学校 

(児童数82名)を代表して、六年生 

十二名を招いた。担任は小丸貫一先 

生。大浜町には、島民永年の願いの 

中に架橋工事が進んでいる瀬戸内海 

大橋(尾道—今治ルート)の、因島 

大橋の橋脚がそそり立っている。 

例会次第では、定型の行事を圧縮 
して、子どもたちとの交流に十分の 

時間を割りつけたが、あいにく会員 

の間にのっぴきならない事情が発生、 

昼食を共にし、ちまきも一緒に食べ 

ながら〃子どもたちの夢，を聞く予 

si四のひとみ^1Pミ 
^-IV 
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ゆとりのない一時期、もしも馬を愛好するひ 

となら、投票券を握りしめて観戦し、月末はク 

レジットカードで急場をしのいだりするでしょ 

う，しかし、人生に潮が满ち、大いなるゆとり 

を手にした時に、ひとは馬主として楽しむ術 

を知り、豊かさのための力ードを使うようにな 

ります夕•イナース…、高い社会的地位と収 

入を兼ね備えたひとだけをメンバーとする力 

-ドですその厳しい入会条件が、たとぇ一 

千万円でもサインひとつで利用できるなど 

% •..—般の力ードにない強みを生んでいるうえに、 

会員が共同でサラブレッドを持ったり、金地 

金ゃピカソ-シャガールすらメールオーダーで 

手にできるなど、クラブライフに極めて豊か 

なひろがりを与えているのです 

參ダ•(•ナースクラブ会員、それは、次のような 

入会条件にかなう方がた…®33歳以上で 

既婚の方®勤続年数10年以上の役職者 

の方®原則とじr自家保有の方…の基本 

条件をすべて満足した方で®大手企業の 

部課長以上の方©中堅企業のオーナー. 

役員の方®大学教授、医師、弁護士など 

社会的に信用のある方、などですお問い 

合せは本社営業部まで- 

クレジットカードの 
フアーストクラス 
日本タイナ-スクラフ 
•東京本社：TEL(03)499 1311(大代表)東京都 
渋谷区渋谷N3 7千秋ビル〒150♦大阪支店:TEL 

(06)202 4616(代表）♦福岡支店：TEL(092)28I 

3172(代表）# 名古屋支店：TEL(052)563 1091 



私の 
博物館 

福田博治 
(京都フ) 懐かし文目！Cが 

ここにあつた 

京都.寺町通三条北、創業明治七年といろ文房 
具店の老舗.文適堂かある。福田文太郎によ10創 

業され、??V福田傳治は二代目社長。文具I筋に八 
十年近<、文化の町京都のI角て、日本の文具の 

変遷を静かになかめてきたわけだ。昭和五十四年 
七月、創業七十五周年の記念事業のIつとして開 

設されたのか、二階店舗内約二十五平方Wの「文 
具資料館」、慶長期の算盤、珠算の始祖といわれる 

毛利勘兵衛重能の画像をはじめ、文久年間の寺小 
屋の文i、珍しいものては、ボケットサイスの電 

卓の祖とも思われる携帯用の紙算盤、明治以降日 
本に入つて来た西洋文具の各樓タイプライタ—、 

鉛筆、万年筆、ペン先等々が整理展示されている。 
人に便われることにより、その人の知的成長を 

-つなガレ、^かて捨てられる運命にある数々の文 
具に対する、？7パ福田の細やかな愛情ガしのばれる 

この///二資料館。私設ならではと思われる心<ば 
りガ適所に~つかかえ、ひととき郷愁に誘われる。 



撮影/伊沢秀毅 

〔写真説明〕 
① 左側二列は英国製、右側I列は日本製のペン先、いずれも昭和初期のもの。英国のヒン 

クス•アンド•ゥェルス社製のものもみえる。この会社は、第二次世界大戦前後まで存在 

したペン先のトツプ•メ—力— 

② 蒔絵の万年筆。コレクタ—にとって幻の万年筆といわれるダンヒル•ナミキは、昭和二 
年ロンドンの英王室御用達のダンヒル商会と提携してョ— ロツバ全土に発売された 

③ 皮製シ—スと舶来万年筆。左側はゥォ—夕—マン(米)と右側オノトニ央)、いずれも大正 
初期のもの 

④ オリバ—社製のタイプライタ—(米)、明治四十年ごろ東京 
丸善から発売された。一台一四五円。高価なものであった 

⑤ 携帯用インキ入れ(明治時代)、大正初期ま 
で大学生の必携品であった 

⑥ Hス•アンド•ビ—社製手形打抜器(右)とシカゴ 
手形打抜器(左) 

⑦ コビー•プレス、輸出入のインポイスその他#類 
のnビーに使用された。水溶性のコビ—インキを使 

用し、水刷毛で紙に水をつけ、圧力にょって複写を 
とつた 

⑧ ホチキス(米)大正六年二円五十銭であった 



200人の特権 
この318i特別限定車は、日本の選ばれた人々のため、 
200台のみ製造されました。 

BMW Japan Corp.iS立--阁年を記 

念して200台だけの特別限定:中:がドイッ 

で生産されました。この:申-の一台.-台 

は、年を経るに従ってますますその価肮 

が高まることでしょう。他のBMW318iと 

同様、ハイトルク4気简、燃料喷射式の 

1.8¢エンジンを搭战。混雑した市街地 

でも、ハイレスポンスと優れた操縦性を 

発揮しま1■。しかも、驚〈べき低燃费。 

「品質は下げずにサイズダウン」という 

BMWの持論通り、2ドア5人乗りのコン 

パクトなサイズ。また、特別限定率の318i 

は、以下のような装備や特典がありま 

參車体の色はヨーロッパのエレガンス 

そのもの。メタリック.オパールグリーン。 

宝石のような輝きです。 

參スポーティな感党のために。スポーツ 

ステアリング。そして、ドアミラーとアルミニウ 

ムホイールを、:>f(体と同じオパールグリー 

ンで塗装。 

參快適な走りを楽しむために。ポップアッ 

プウインドー、パワーウインドーとサン 

ルーフ装備。 

參運転感党にも鈐を凝らして。エアコン、 

才ートマチックトランスミッション、パワー 

ステア リンク ^ 

• BMWのii商級:中: 7シリーズと同じ 

シート生地を使>)j。パイングリーンの 

ウールべロアを。インテリアは、パイング 

リーンと灰蝌色のコーテ3ネイト。 

參ホの前後には、特別限定:屯であること 

を示す記念エンブレムが。 

•ダッシュボードには、限定車を示すナ 

ンバー人りのプレートがつきます。 

參才ーナーの方々には、BMW Japan 

Corp.からの記念として、特別認証書と 

BMWモータースポーツワレットを進呈。 

この先ずっと、あなたはこの特別限定車 

の誇り高ぃドライバーでぃられるので1； 

そして、どんなに長ぃ間この車に乗り続け 

てぃても、ご自分の車と同じ車に出会う 

ことはまずありません。日本中で、318i特 
別限定車のオーナーは、あなたの他に 

たった199人しかぃなぃのですから。 
.1 

BMW試乗会へお越しくださぃ。| 

ハガキに、住所、氏名、年齢、職龙、屯括番! 
りをご記入のうえ、この中し込みm紙を貼付 i 
して、BMW Japan Corp.宛お送りくださぃ。: 

A. ご希望の項目に〇印をご記入くださぃ0 : 

□すぐにも试乘してみたぃ。 

□より讲い，说明のため(こ,セールスマンに会ぃたぃ。| 

□よ〈検机たぃのtURぃ資料を送って肌ぃ。 i 

B. 現在ご使用になってぃる車種を 

お知らせくださぃ。 

•メーカー名_ : 

•mr,_ i 

•勺•.九_ MLS210-07 : 

L.J 

BMW Japan Corp. 
西独BMW全額出資の日本法人 
本社106東京都港区西麻布4-12-24 
第38興和ビル4F 

TE し03(439) 6811 <大代表> 

BMW、究極の車。 
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ゆとりを生む、 
コンチネンタル航空の 
トライアンクyレ料金。 

抑rン•グ恐へ 
毎日2便0 

サイパンとグアムは、年-齢.性別 

に関係なく、どなたでも充火した旅が 
架しめるけmi悄趣以力•な架I切です> コン 

チネンタル航空なら、サイパン、グアムへ毎[I 
2便。しかも両方むけば航空巡Kが•別安になり 

ます。どうせ行くのなら、ご予算は少なく、楽しさが人 
きいトライアングル旅;J'o熟年時代を迎えられたガ々が、 

汾、心で楽しめる新しい旅のカタチで1; 

I:株式会社トラベル日本千i区有楽町2-2-,ラクチヨ座 
(«核大臣登Si—盼旅行業第67号） 

取扱い主任佐々木宜明 

GUAM SAIPAN 

サイパン•グアムの旅は経験豊かな- 

販売代理店株式会社ミクロネシア 
東京都港区南青山5-4-35 S03(406)078l 
(運《；大臣登«•旅行菜代理店業第2170号） 
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クラブ関係について2 

⑶主要活動九項目ライオンズク 

ラブ国際協会では、主要活動方針を決 

めて、現在次の九項目を掲げ、各クラ 

ブの奉仕活動の努力目標としている。 
•市民 •レクリエ—シヨン •教育 

•公衆安全 •視力保護盲人福祉 
•国際ザ—ビス•保健 •聴力保 

護言語障害者福祉•社会福祉 
この九項目は、各クラブがそれぞれ 

委員会を設けて、地域に見合ったアク 
テイビテイを計画し実施するものであ 

るが、それぞれのクラブの内部事情に 

ょって全部の委員会を設ける必要はな 
い。クラブ理事会が取捨選択し、ある 

いは合併して独自の委員会を設けるこ 

とは、一向に差し支えない。要はアク 
テイビティの対象が、真に地域社会が 

望んでいるものかどうかである。 
村上薰前国際会長は、「金銭の多寡 

を競ぅアクティビティは昨日までのア 
クテイビテイである。これからのアク 

ティビティは、真心のこもったもので 
なければならない。，愛の奉仕，であ 

る」と言われた。ライオンズの創設者 
メルビン•ジョンズは、「他人につく 

すことから始めるのでなければ、人生 
の大はなしとげられない」と言われた0 

これこそライオニズ厶の原点であろぅ。 

最近のアクティビティを見ると、献 
血•献じん•献眼など、己を犧牲にし 

たアクティビティが大きく取りあげら 
れ、喜ばしいことである。 

⑷ YE•レオ•ライオネスを考え 

る一九六二年から始められたYE 

(青少年交換)事業は年々盛んになり、 

昨年度の派遣生六四九名、受け入れ生 
三四九名である。 

この事業は、お互いのクラブの信頼 
と友情によって青少年を一定期間交換 

し、指定されたホスト家庭に滞在させ、 

そこの家族の一員として待遇する。そ 
の間、地域社会の人々と交流し、特に 

同年代の青少年との交歓の場を通して 

相互理解を深め、新しい友情を育み、 
国際感党を養い、世界平和に寄与する 

のが目的である。 
来日した学生が、東京シティ•エ 

ア•夕—ミナルでホストの人たちと涙 

を流して別れを惜しみ、また派遗した 
学生も同じように別れを惜しんで帰つ 

てくる。成田空港で出迎えると、目を 

輝かして、素晴らしい体験ができた、 
みんなライオンズのお陰です、と言葉 

をつまらせる。青少年を対象としたア 
クテイビテイで、これほど胸にジ—ン 

と来るものはないであろう。 
この事業は相互交換が原則であり、 

多いからよいというわけではなく、派 
逍生の質的厳選が重要であると思う。 

クラブに国際感党を、家庭に国際厶丨 
ドをI、経験のないクラブにぜひお 

勧めしたい。詳しいことは、地区のY 
E委員会に問い合わせて頂きたい。 

次にレオクラブについて述べてみた 

い。一九六七年、国際協会がレオクラ 
ブ結成を決定して十五年である。現在 

日本では二五六クラブ、会員数五、八 
四〇(一九八二年七月末現在)で、順 

調な歩みを統けている。 
昨年夏、神戸ポ—トピア会場で開か 

れた全国レオ•フォIラムは盛会であ 
った。これらの印象からすると、西日 

本ではレオクラブの年齢層が高く、東 

日本では低いという印象である。レ 
才•フォIラムや年次大会を行う場合 

には、年齢屑が高いほうがすベてレオ 
が分担して立派にやっている。その点 

低年齢屑では、ライオンズが手を取り 
足を取って指導していかなければなら 

ない。しかし低年齢層のレオは、育て 

るという苦労はあるが、育って行く過 

程での楽しみが多いと思う。 
国がもっている財産の中で、一番大 

きな財産は若者である。青少年健全育 
成のアクティビティは、大なり小なり 

全クラブが実施している現状であり、 
この際ぜひレオクラブ結成にアタック 

して頂きたい。西日本では複数クラブ 
が合同でスポンサ—となって、レオを 

結成しているのが見受けられるが、こ 
れも一つの方法である。 

次にライオネスクラブについて簡単 

に述べてみたい。一九七五年は国際婦 
人年であった。この年に国際理事会は、 

ライオネスクラブの結成を認め、よう 

やく七年である。一九八二年七月末の 
日本のラィオネスの状況は、一六〇ク 

ラブ、七、〇〇三名の会員数である。 
老齢化社会が叫ばれている今日、ラ 

ィオネスの果たす役割は大きいものが 

ある。婦人でなければできないアクテ 
ィビティは数多くある。 

また、マンネリ化したライオンズク 
ラブが、ライオネスクラブを結成して、 

生き生きとよみがえった例はいくつも 
ある。日ごろライオン•レディには陰 

に陽に協力してもらっているはず、こ 
れを正規のクラブとして手統きをし、 

認めることも親心であろうと思う。 
意外と知られていないことであるが、 

ライオネスにも国際会長アワ—ドの一 
〇〇和会長赏がある。この受«資格は、 

まず会員を六月末現在で一名以上増加 
すること。アクティビティ報告書を期 

限内に提出すること。アクティビティ 
を年に一回は実施し、報告しているこ 

と。アクティビティ资金搜得の事業を 

一回は実施していること。これらが満 
たされていれば受W資格があるわけで、 

難しいことは一つもない。ぜひ手統き 
を忘れないで頂きたい。 
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1932年4月1日、岡 
山県倉敷生まれ。50 

歳。同志社大学法学部 
卒。19H年12月、倉敷 
鶴形P入会。現クラブ 
幹事。倉敷河上商事㈱ 
会長。 
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河ま 
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文 
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ギネスブックに申請す 

昭和五十七年四月、私はロンドン 

のギネスブック本部に次のような申 

請をした。 

「私は二つの世界記録を持つている。 

ご採用を切望する。 

申請その一。私は昭和三十五年四 
月十九日、岡山から鹿児島まで七六 

〇ノを急行『阿蘇』の蒸気機関車 

(SL)に乗り、連統十七時間の乗 

務を成し遂げた。SLは一五〇年前 

イギリスに登場して以来、産業革命 
に貢献したが、構造の根本的な改良 

が少なく、乗務員は煤煙で真っ黒に 

汚れ、振動に悩まされ、乗務は片道 

二時間三十分を限度にしている。私 

は日本国鉄労働組合の猛烈な反対を 

押して、.SL十七時間乗務を実現し 

た。 

申請その二。私は昭和四十一年か 
ら現在までの間、アマチュアながら 

プロ交響楽団を十回にも及ぶ有料演 
奏会で指揮してきた。私が主として 

指揮する才—ケストラは、日本で最 

も伝統のある東京交響楽団であり、 

形式主義を重んじる日本のプロ音楽 

h家から激しい迫害を受けながら、歯 

をくC'しばって指揮活動を統けてき 

た」 

この申請書を英文に翻訳して頂い 

たのが、??河原行夫(岡山東'rl.藤 
田トラベル所長)である。 

八月にギネスプックより返事。 

「憤重に審議したが、両件とも判断 

すべき基準がなく、採用しがたい。 

ただし、貴殿の資料は日本ギネス 

プック支部へ送付してファィルされ 

る」 

情報によれば、シベリア鉄道とか 

中国大陸では、二十時間を超えた乗 

務があつたらしい。想像を絶する激 

務のため、おそらく彼ら乗務員は、 

その後、廃人同然になっているので 

はなかろうか。 

私もSL記録達成直後、あまりに 

も急激に煤煙を吸入したためか、特 

発性脱疽を患った。松田和雄(倉 
敷7•!.松田外科病院院長)の非常に 

適切な処置にょり、右足切断という 

最悪事態を免れることができた。 

男子の本懐は指揮者 

SLを卒業した私は、才—ケスト 

ラの指揮者になりたくなった。 

男子の本懐は「連合艦隊司令長官、 

横綱、指揮者」と言うではないか。 

ギネスプック申請書には書かなか 

ったが、私のコンサートは完全に独 

立独行、何もかも私|人でやる。 

-演奏会チケットやプログラム 

のデザィン、校正、印刷、譜面の写 

譜、楽器の運搬、楽員の食事、そし 
てチケットの販売—— 

昭和四十一年十月、私は夢にまで 
見た東京交替楽団を指揮した。ベー 

トーベンのエグモント序曲を指揮し 

ている最中に、 

「アッ、楽員八十人分の弁当は到着 

しているのに、牛乳屋に電話するの 
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を忘れている。^'から間に合うかな 

と思つたから、さぁ大変だ。エグ 
モント序曲はメチャクチャになつて 

しまつた。たまたま日本クラシック 

界の大御所、井口基成先生がこの演 

奏会に来ておられ、大混乱のエグモ 

ントに腰を抜かされたよし。 

当の本人は序曲終了後、舞台裏に 

駆け込み牛乳を手配、渋い表情の楽 

員たちに、 

「牛乳飲んで元気にがんばりましょ 

ぅ」 . 

と、涼しい表情。 

とは申せ、毎回の演奏会に千名以 

上の聴衆を集めるために、たくさん 

の人々にお世話を頂いた。 

J?山室昭二(倉敷鶴形r?)、??永 

山克己(倉敷鶴形,r?)、??村山正則 

(児島鷲羽,,1)、??平松利吉(倉敷 

r)には演奏会ごとに、無理ばかり 

お願いしている。 

指揮法を皆目知らない 

才—ケストラの指揮はコ|ラスの 

指揮と違い' 非常に高度な技術を必 
要とする。 

今から十七年前、 

「バンザィ、とうとう才—ケストラ 

の棒が振れる」 

と私は欣喜雀躍。ところがである。 

よくよく考えてみると、指揮法たる 

ものを皆目知らない。ガタガタ震え 

がとまらなくなつ 

た。 

あわてて、I面 

識もない??析本辰 

郎(岡山1、元デ 
ピュティ•ガパナ 

—)を訪問した。 

氏は財界人なが 

ら、岡山大学教育 

学部の指揮法、チ 

X口の先生もして 
おられる。 

「どうか指揮法を 

教えて下さい」 

「そんなムチャ 

な」 

「私は高校生のころより総譜を読む 

訓練をしてきましたし、同志社大学 

混声合唱団の指揮者としてミツチリ 

音楽の勉強をやりました」 

涙さえ浮かべr懇願する私に、根 

負けされて、 

「よろしい、なんとか貴君が恥をか 

かぬ程度に教えましよう」 
と言われる??析本に後光がさした。 

さあ、それからというものは、倉 

二人は相対してスコア(総譜)を 
前に、「ワーワーラララ—」と大声 

で交響曲の旋律を歌いながら指揮棒 

を振るのだ。この二人の珍妙なる動 

作に家人は仰天。 

「二人とも気が狂つたのかと思いま 

した」(家人) 

私は指揮法の基本「点前点後」と 

か、「しゃくい」「叩き止め」をみっ 
ちりと教えこまれた。 

「プンキユゥさん、この個所の棒振 

りテクニックは五万円の値打ちがあ 

ります- 

「ハィ、ハィ、先生、五万円で買い 
ましよろ- 

「ここは十万円の値打ち/」 

「才—ヶー、オーヶー、十万円で買 
います」 

かくして何百万円ものテクニック 

を?7析本より買ったが、現在に至る 

まで一円も支払っていない。あまつ 

さえ、今も月に何度か一緒に食事を 

するが、すべてJ?析本の支払い。私 

は大金持ちの師匠を持って幸福者で 

ある。 

思えば、あの特訓がどれほど役に 

立，っただろぅか。東京交響楽団との 

十回に及ぶ演奏会(九州交響楽団も 

一回指揮している)を、ほんとぅに 

大過なく指揮できたのも??析本のお 

陰である。ありがとうございます。 

今年一月八日、NHKテレビ「音 

楽の広場」で私の指揮ぶりを見られ 

た方も多いだろう。 

敷の我が家で死にもの狂いの猛練習 
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国際会長の提唱される「視覚奉仕 

の考え方を広げよぅ」のプログラム 

に沿って、盲目をつくり出す主要原 

因の一つである糖尿病患者への奉仕 

活動を行った。愛媛県下の四十ニク 

ラブが大三島rlの所在地•大三島に 

おいて七月二十四日から二十八日ま 

での五日間、愛媛大学医学部小児科 

とともにサマ—•キャンプを開催し 

たのが、それである。 

大三島は今治より水中翼船で三十 

五分、風光明媚な素晴らしい島で、 

月 
の 

育き 
教, 

儀 
尿- 

ご存じですか 
•糖尿病は失明の主な原因です。糖尿病患者が盲目にな 

る率は正常者の二十五倍です。 
•楯尿病患者が腎臓障害を起こす率は十七倍、壊そを起 

こす率は五倍(その結果、四肢が切断されることが多 
い)、心臓病や卒中を起こす率は二倍になります。 

•糖尿病愚者の平均寿命は、約三分のI短縮されます。 
•糖尿病愚者の数は、年六!lfの割で增加しています。 

•糖尿病愚者の五〇??■は自分にこの病気があることを 

知りません。 
•糖尿病には、インシュリン依存とインシュリン無用の 

二つのタイプがあります。 
•糖尿病患者のうち|〇!^が、インシュリン依存タイプ 

に属します。 
•インシュリン依存タイプであろうと無用タイプであろ 

うと、糖尿病に伴'ゥ»害の危険性は同じです。 
•糖尿病にかかる率は:-;、体重が理想量を二〇rlf超すごと 

に二倍になります。 
•女性のほうが男性ょり糖尿病にかかりやすいといわれ 

ます。 
•中年から老年期に入ると、糖尿病にかかる率が上昇し 

ます。 
•インシュリンは糖尿病の治療薬ではありません。現在、 

その治療法はありません。 

クラブは何をすることができるか 
•十I月のクラブ例会で糖尿病教育をプログラムとし' 

医師や専門家などをスピ—力—として招請して下さい。 
•糖尿病教育に関する資料をI般市民に配布するなど、 

糖尿病協会、医師、病院等に援助を提供して下さい。 
•新閒、ラジオ、テレビ等の報道機関に、糖尿病教育の 

報道用資料を提供することも|案です。 
•糖尿病患者用のサマ— •キャンプまたは日帰リキャン 

プを、スポンサ—することも考慮して下さい。 
(国際U会発行の資料ょり) 
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下司孝麿ガバナー（前列中央）とサマー•キャンプに参加した皆さん 

会社。 , 

〒100東京都千代田区永田町2-17-3 
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▼総でのお中込みは 

霉話かハガキで 

1溫パリから空輸 

なかでもキャンプ地となつたところ 

は、海水浴場も兼ねそなえて絶景の 

インシュリン注射の練習をする子どもたち 

地である。小児患者十二人に対し、 

愛犬の医師六人、研修の学生九人、 

栄養士五人、看護婦五人、そして大 

三島7•!のメンバ—という構成になつ 

たが、データをとつたり、細心の注 

意と指導のために患者一人に対し二 

〜三人の付き添いが必要なため、こ 

のよぅな大勢の参加者となった。 

私は、まず最初の印象として、小 

さい子どもたちが目に涙をためて、 

インシュリンの注射を打つている姿 

に心打たれた。このキヤンプを通し 

て、自分に合ったインシュリンの注 

射や、規則正しい食事を身につける 

と運動とィンシュリンの注射のバラ 
ンスが難しく、ィンシュリンが少な 

ければ血糖が増して尿に糖が出、逆 

に効き過ぎると低血糖を起こして、 
たちまち生命が危険となる。一種の 

綱引きのようなもので、両方の危険 

を持ち合わせている。 

インシュリンを少な目にすると高 

ことは、髪にプラシをかけたり歯を 
磨くことと同じであるよぅに激励し、 

教え込むのが主眼なのである。万一、 

注射を怠った場合、二、三日で症状 

がでてきて、一週間くらいでこん睡 
に陥つてしまぅ。 

小児糖尿病は大人と違って、発病 

した時からインシュリンがすい臓か 

ら生涯、全く出なくなる。それを注 

射によって補い統けるのだが、食事 

血糖で、その状態が長年続くと、目 
が見えなくなる。じん臓が悪くなる。 

今回のキャンプでは、子どもたち 

に自分でィンシュリンが効き過ぎて 

いるか、逆に少な過ぎているかを、 

判断できるよぅにさせたいといぅこ 

とが目的であった。 

今までは栄養士が、医者が、お膳 
立てをしてきた。例えば、あなたは 

四〇単位打っているから、ご飯は二、 

8、300円 ヨー ロ-7パでf-lll:紀，今：：：でも«)||され絞けているKwi.J-Kベ 
ルト*l!«i^の^進Wドィツでは、フランス製：：iであるにもか 

かわらず、社会(«険で瞄人できます。いかに(«れているか何ょ 
リの証叫といえます•ドィツでのテストで33人屮29入が- 

ィ週1!:]でvfiみがとれたill;叫済みです•製品特性•材質：伸縮 
性の織維(エラスチン)とウ|ルの混紡に秘玦參人然の.*|||改 

調§作||10败批の^熱二败寒の价スをシヤットアウトし’サワ 
ヤカなぬくもりを保つ)•作•&秋冬の.：：j度^の;nしい、xiu 

Wの多いベトべ卜した外Uの：：：本に於いて、常に41のサワヤ 
力なぬくもリを保ち、；：J度^からくる^；< {眯^.内»疚也. 

.柄!w.Jfrえ§で惝むみ々の救|||:卜.的商：：||||といえます。 

0 
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子どもの匿 糖尿病とは 
峰*遍J i ^ 

愛媛大学医学部教授 

^松田博 

〇〇〇'/gですよ。ご飯は何A5計りな 

さい。これでは本人の身につかない。 

そこで、多少の効き過ぎ、あるいは 
足りない状態になるのは覚悟して、 

いざとなればいつでも手助けできる 

状態にして、自分の食事は自分でつ 

くり、自分で量を加減することにし 

た。人生に対して、自分がハンディ 
キャップを負っているという運命を 

携えていることを自覚して、努力す 

るべきであることを教えるようにし 

たのである。 

全国には、小児糖尿病であること 

を、まだ知らずに生活している子ど 

もが多いという。そうした子どもた 

ちのためにも、また、現在治療して 

いる子どもたちのためにも、ライオ 

ンズクラブとして愛の手を差し伸べ 

て頂きたいと思う。 

来年のサマ1キャンプは愛媛県 

だけでなく、四国のジャンポリーと 

して計画されている。さらには全日 

本の規模にまで発展するよう、奉仕 

活動が推進されることを願っている。 

今回のキャンプくらい、私は、本 

当にライオンズの奉仕に喜びと幸せ 

を感じたことはなかつた。 

1:紙.合成樹脂業.56*) 

糖尿病は、紀元二世紀のギリシア 

ですでに知られていた歴史の古い病 

気だが、最近は、がん、心臓病とと 

もに三大成人病のIつとして、とみ 

に社会的関、-Lが高くなっている。こ 

れは、糖尿病そのものによる生命の 
危険や、じん臓、目の障害が脅威で 

あるだけではなく、糖尿病の合併症 
である動脈硬化が脳卒中や心筋こう 

そくを弓き起こすからである。 

このように、糖尿病は成人病の代 

表格として扱われているが、糖尿病 

が子どもにも少なくないということ 

は、意外に知られていない。戦後、 

子どもの糖尿病が急速に増えてきて 

いる。子どもの糖尿病に関する知識 

や診断技術の向上したことが、主な 

理由と思われるが、社会の西欧化に 

伴う栄養環境の変化も、これに関連 

しているかもしれない。 

大人の糖尿病と子どもの糖尿病は、 

原因や病態が異なっており、それぞ 

れ成人型糖尿病、あるいは若年型糖 

尿病と区別して呼ばれている。 

糖尿病の患者は、書いて字のごと 

く保に糖分(ぶどう糖)が出ている。 

しかし、尿に糖が出るのは糖尿病の 

一つの症状ではあるが、これが糖尿 

病の本態ではない。胃の後にあるす 

い臟からはインシュリンというホル 

モンが分泌されているが、これは食 
物として摂取した栄養分、ことに炭 

水化物をエネルギ—に変える働きが 

あり、糖尿病はこのインシュリンの 
働きが悪くなった状態のことをいう。 

インシュリンの働きが悪くなると、 

炭水化物(糖分)が体の中で十分利 

用されないので、いつまでも血液中 

に糖分が残り、尿にあふれ出てくる。 

また、十分のエネルギーを炭水化物 

から作ることができないので、体に 

蓄えてある脂肪を動員してエネルギ 

—を補充しよぅとするため、血液中 

の脂肪分が増え、これが動脈硬化の 

原因となる。時には不完全燃焼して 
エネルギーとならず、昏睡を引き起 

こすことがある。 

糖尿病でインシュリンの働きが悪 

くなっている理由は、成人型糖尿病 

ではすい臓から分泌されたインシュ 

リンが実際に筋肉や肝臓で働くのが 

障害されるためであり、一方、若年 

型糖尿病ではすい臓からインシュリ 

ンが分泌されないためである。 

成人型糖尿病では、治療によって 
インシュリンの働きをよくすること 

ができるが、若年型糖尿病では一度 

障害されたすい臓のインシュリン分 

泌機能は回復することはない。従っ 

て、若年型糖尿病の子どもは診断の 

ついた時から、一生、注射で毎日イ 
ンシュリンを外から補給する必要が 

ある。 

若年型糖尿病の子どもたちは、こ 
れらのハンデイキャップに負けず、 

立派な社会人になるベく努力をして 

いるが、進学、就職、結婚等で社会 

の壁があり、心身ともに険しい人生 
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まつだひろし 

昭和4年1月28日生まれ。徳 
島医科大学卒業。徳島大学大 
学院医学研究科修了（学位取 
得）。西ドイツ，マールブル 
ク大学小児科留学。現在、愛 
媛大学医学部教授 
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を歩んでいるのが現実である。 

若年型糖尿病の原因 
どぅしてィンシュリンの分泌が障 

害されるのかは、現在のところはつ 

きりしていない。多分、体の免疫の 

働きに原因があるだろぅと想像され 

ている。 

ヒトの体には、外からはしかやイ 
ンフルエンザなどのビ—ルスや細菌 

が侵入していると、これを擊退する 

ために免疫抗体が作られ、病気から 

体を守る。しかし、決して自分の体 

の成分に対しては免疫抗体は作られ 

ない。なぜなら、もし免疫抗体が作 
られれば、その働きによって自分の 

体の成分の働きが障害されてしまぅ 

からである。 
ところが、若年型糖尿病の子ども 

では自分のすい臓に対する免疫抗体 

ができている。この免疫抗体のため 

にすい臓の機能が障害され、ィンシ 
ュリンが分泌されなくなる。普通で 

あれば、このよぅな自分の体にとっ 

て都合の悪い免疫抗体はできないは 

ずだが、若年型糖尿病の患者は免疫 

を作りやすい体質を持つている。こ 

の体質は遗伝的なもので、白血球の 
血液型のうちDR4 (または3)と 

いぅ特別な型を持っている人に多い。 

さらに特別のビールスの感染が関 

係している。例えば、風疼やおたふ 

く風邪の流行のあった年には、若年 

型糖尿病の発生率が高いことが知ら 

れている。このほかに、コクサッキ 
1B4といぅ風邪のビールスと密接 

な関係があると言われている。 

若年型糖尿病の病像 
子どもの若年型糖尿病は発病が突 

然で、経過の早いことが特徴である。 
ある年齢まで元気だった子どもが、 

急に体のだるさを訴え、尿量や飲水 
量が著しく増える。また体重は減り、 

やせてくる。この状態からごく短期 

間の間に糖尿病性昏睡という重篤な 

状態に陥る。 

若年型糖尿病の子どもは、たとえ 

毎日ィンシュリンを注射していても、 

その量が少なければ糖尿病の状態が 

統き、やっかいな合併症を引き起こ 

す。糖尿病性網膜症は目の網膜にあ 

る小さな血管が障害され、網膜がは 

がれてついには失明する。先進国で 

は失明の原因の第一位は、糖尿病と 

言われている。また、糖尿病性じん 

症といぅ合併症は、じん臓の血管が 

障害され、じん臓の働きをしなくな 

る。こぅなると、ィンシュリンの注 

射だけではなく、人工じん臓を使っ 

て一週に二〜三度、体の中の老廃物 

を除去しなくてはならなくなる。 

若年型糖尿病では半数以上が程度 

の差はあるが、治療をしていても網 

膜症やじん症を合併する。また、動 

脈硬化の進行によって、成人後の脳 

疲れが翌日まrr残ることは、ありませんか? 
家庭用サウナで明日への活力を/ 

その日の疲れはその日のぅちに、ホームサ 
ウナで汗と一緒にきれいさつぱリと流してし 

まいましょぅ。明日への活力が生まれ、仕事 
にも全力投球できます。 

疲労回復、ストレス•運動不足•不眠症な 
どの解消にはホ—ムサウナがいちばんです。 

ご主人ばかりでなく、奥様の美容に、お子様 
の健康に、ご家族みんなでご利用になれます。 
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障害児のためのテキサス•ライオンズ連盟では、糖尿病児 

\ キャンプを毎年2回開催している。今年は6月にカービル、 

> 8月にリオビスタで開かれた。当初は30人に過ぎなかった參 

> 加者も、今回は合計325人を上回り、この種のキャンプの中 

:; ではァメリカでも5本の指に入る大きなものである。 

2週間のキャンプは、健全かつ有益な方法で子どもたちの 

5 向上を目的とし、そのためライオンズのほか、医療.指導面 

.；ともに熟練の職員が配置され、子どもたちは屋外活動を通じ 

て、今までの閉ざされた生活に代わって、楽しい健康的な体 

； 験をする。治療とレクリェーションを兼ねたこのキャンプ 

； で、子どもたちは多くの収穫を得る。まず、自分でインシュ 

■;リンの注射を打つことを学ぶ。さらに自尊心を育み、同時に 

:; 長年の過保護による不安や、自分には限界があるとい:5息い 

< 込みをぬぐい去り、自分も普通の子と同じだという自信と、 

糖尿病についての正しい理解を得る。 

:; 今一つ、このキャンプの大き+な要素■—それは親の理解を 

:: 深めることである。子どもがどんどん学んで行くのに、親が 

\ 取り残されていてはどうしようもない。そこで、親のための 

：： 特別プログラムも組まれている。 

子どもたちの前には新しい道が開かれている。勇気と忍耐 

j と周囲の正しい理解さえあれば、普通の子と何ら変わりない 

のである。 

若年型糖尿病の治療の基本は、子 
どもの成長や活動に必要な十分な栄 

養をとり、それに見合ったィンシュ 

リンを注射で供給することである。 

治療の善しあしは血液中のぶどぅ糖 

量を測ることによって判断される。 

ィンシュリン量が不足であれば、 

血液中のぶどう糖が多くなり、さら 

には尿の中にも出てくる。この状態 

が続けば合併症が起こってくる。 

逆に注射するインシュリンが多過 

ぎると、血液中のぶどう糖がほとん 

ど細胞内に取り込まれ、血液中のぶ 
どう糖が極端に少なくなる低血糖に 

なる。脳へのぶどう糖の供給は止ま 

り、脳はエネルギー不足のため活動 

を停止する。患者は意識を失い、け 

いれんを起こし、そのまま放置すれ 

ば命を失うこともある。 

糖尿病を管理するには、インシュ 

リンが少な過ぎないように、低血糖 

発作を防ぐにはインシュリンが多過 

卒中や心筋こぅそくの危険が、健康 

な人に比べて著しく高くなつている。 

頑固な皮旃の病気や神経障害をみる 

ことも少なくない。 

このよぅな生命の危険や合併症の 

発症を防ぐには、厳箱な医学的管理 

と生活の規則が必要だが、これが適 
切に行われれば社会生活や家庭生活 

には何ら支障はなく、平均的寿命を 
全うすることができる。 

若年型糖尿病の管理 

ぎないように、適切な量でなければ 

ならない。同様に、決められた食事 

量を多過ぎないよう、少な過ぎない 

ように食べなければならない。 

糖尿病そのものと低血糖発作の危 

険を防いで、健康人と変わらない社 

会生活や家庭生活を送るためには、 

毎日の注射と食事管理に大きな努力 

が必要となる。 

これをうまくやつていくには、糖 

尿病児サマー•キャンプのような所 

での同じ病気の仲間同士の励まし、 

両親や学校の先生、医療関係者の温 

かい援助と併せて、患者自身の「自 

分の病気は自分の分身として自己で 
管理し、自ら社会の一員として活動 

しよう」という自立心が大切となる。 

現在、我が国の子どもの若年型糖 

尿病はおおよそ一万人に一人の割合 
と言われている。これはアメリカや 

ョーロッパでの頻度の三分の一から 

八分の一であるが、将来もっと増え 
るかもしれない。 

このようなハンディキヤップを持 

った子どもたちが、社会との直接の 

かかわりあいの中で健やかに成長し、 

立派な社会人として生きてゆけるこ 

とを祈らずにいられない。 
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自分の著書をもつ 
Do I T/、ズバリ「自か 

ら心をこめてつくる」気持ち 

が、今や本づくりにも大切で 
す。誰にでも他人に語りたい 

ことがある、見せたいものが 
ある。その文章や絵を、写真 

をアルバムにはるよぅに、楽 
しく本にしていく。価値ある 

本づくりは、現代最高の知的 
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C地区ガバナI武井鹿之助 

この写真は、今年五月十八日、赤坂御苑での園遊会にお招きを受けた 

時、竹下虎之助広島県知事に撮って頂いた文字通り、たった一枚きりの 

写真である。. 

宮内庁長.官からの案内状が届いたのが、くしくも第二十八回地区年次 

大会でガバナ！エレクトにご指名を受け、興奮いまだ覚めやらぬ翌日 

のことである。その感 

激、筆舌に尽くし難く 

ただただ沈黙……。 

一緒に写っているの 

は、四十二年間連れ添， 

ぅた家内である。ょく 
考えてみると、忙しさ 

にかまけて、こぅして 

夫婦で旅をし、二人き 

りで写真におさまるの 

は、実に新婚旅行以来 
のことであり、今更な 

がら申し訳なく、たび 

重なる幸運を家内にこ 

そ感謝しなければと、 

殊勝な気持ちに駆られ 

るこのごろである。 

午後二時過ぎ、天皇陛下がお着きになり、間近で陛下の会釈を受ける。 

七十三年間の私の人生における感激の極みの一瞬であった。 
さしたるお役に立つことのないままに、いたずらに年を重ねて来た我 

が身に余る叙勲と園遊会への招待、そして地区ガバナー就任。ラツキ— 

に始まったこの一年を大切に、私の情熱の限りを捧げて地域に恩返しを 

して行く覚悟である。 

(広a県•三原,'?) 

333—B地区ガバナI関 勝馬 

だれが写してくれたのか。一九六二年五月二十七日、仙台青葉rlのチ 

ヤータ—•ナイトに参加した際の記念写真である。 

当時、私たち日立rlでは、十月二十一日のチヤータ—.ナイトに備え 

て、会員が手分けして足利、船橋に見学に出掛けたが、最後までものぐ 

さをきめ込んでいた私も、ついに仙台まで行かねばならない羽目と相成 

つた次第である。お祭 

り騒ぎの華やかさには 

いささかならずビック 

その後チャータ—• 

ナィトは最も大切な行 

事であるから、見て来 

た通りにやるのだとの 

指導で準備を進めた。 

毎夜集まつて準備し 

た。この時間と労力の 

浪费がたいへんなもの 

で、社会奉仕とどんな 

関係があるのかと馬鹿 
らしくなつたが、分担 

された仕事のためやめ 
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るわけにも行かず、チャータ！ナィトが終わった。あのころは私の生 

活環境から直輸入のやり方になじめなかった。 

この写真を今見ても、日本の一般社会の感覚からはズレていると思う 

のは、私の異常なまでの形式的式典嫌いのためなのであろうか。 

秒刻みの式典のために一日かけてのリハ—サルなどは、いまだに私に 

は納得できないのだ。 

(茨城県•日立r) 

331-CJ地区ガバナI宮#歡知 

アトランタでのガバナー.エレクト•セミナー初日の六月二十七日の 

昼食の折、 
「ヒデオ、ヒデオ」 

と大声で私を探して 

くれたのが、この写真 

の主である。 
私が「宮崎だ」と言 

うと、早速飛び付いて 

両肩を抱きしめ、7 - 

〇地区(アIカンソー 

州)のロバ—卜• D . 

パ—ンズだと名乗り、 

そのグローブのような 

掌で握りしめられた感 

触は今も痛く残ってい 

る。 

そんな経緯から、私 

のツイン•ガバナーと 

決められたr?パーンズとの友好の扉が開かれた。 

この写真は、翌二十八日の昼食会の席で、同卓の332-£地区の升川剛 

男ガバナーに撮って頂いたもの。 

その後アトランタ滞在中、彼ら夫婦は何度も私どもの部屋を訪ねてく 

れた。 

そのうち彼が一年半ばかり前に建設会社を退職、現在は請われるまま 

近所の住宅の増築や模様替えなどの設計を、パトリシア夫人に手伝わせ 
ながらやっていることが分かつた。 

同業の誼でお互いに意気投合、片言交じりで、時に筆談を加えて、来 

年のハワイでの再会や、ガバナー御役御免の暁にはアーカンソ—や日本 

で、熟年を楽しむ二組のカップルが交歓するのは楽しいことではないか、 
と約束したものである。 

人生は出会いのドラマだと言うが、この出会いがこれからの私たちに 

楽しい未知の世界を展開してくれると思うと、言わば老残(他人は熟年 
と言って慰めてくれ、自分もそう納得しようと思っているが-)の人 

生に、新しい希望と悦びの芽を植え付けてくれたツイン•ガバナ—の催 
しに厚く感謝している。 

(北海道•苫小牧r) 

335—C地区ガバナ-允g汜齡 

六月七日、ガバナI •エレクト当時、ライオン誌日本語版より新年度 

ガパナー紹介の一環として「一枚の写真」を企画したので、適当な写真 

と四百字内外の原稿を送れ、との手紙を頂き、また七月八日に督促を受 

けた。 
三月下旬にガバナー•エレクトとして東京でセミナ—を受け、その時 

にライオン誌に関しても、その多年にわたる編集経過、編集方計等を聞 

き、日本ライオンズの維持発展のために活躍されたライオン誌編集委員 
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メデイカルコンピュータのご1吏用 
および代理店をご希望の方は 
下記までお申込みください。 

総発売元 

i上型•漢字コンピュータ 

MEDICAL8 

株式会社ワイ•イー•データ(男！;” 
本 社池K3卜1サンシャイン6(H)1 

千171 tt<03>989-8001 
西部支社北ん州山八M^K«IM2：M6 

t«06 »<OJ3>642-3663(«3 

病•医院の事務fに 

^ik>n/Ilvllrユ—D1 

•月初めの請求事務をスピ—ド処理。 
•各種の書類記入もク—ンとラクに。 

•誰れでも使える自慢の漢字nンピユータ。 
•お医者さんを多忙から解放します。 

の方々の並々ならぬ献身的努力と、極めて知性的で次元の高い方針決定 
のプロセスを聞き、多大の感銘を受けた。 

しかし、新ガパナー紹介の「一枚の写真」だけは参った。たいへん困 

惑した。 

なぜならガバナー職は極めて忙しく、国際大会までに約四十日を費や 

し、国際大— 

会、帰朝報 

告、三役研 

修会、第一 
回キヤビネ 

ット会議、 

ユ—ス•キ 

ヤンプ、交 

換学生、公 

式訪問と、 

まさに寧日 
なき有様 

で、それは 

Ar 

それなりに割り切っているが、加えて戦後極めて平凡な道を求めて今日 

に至つた私に、ライオン誌に掲載して頂くほど気に入つた、また思い出 

になる写真がないからである。 

そして締め切りの八月一一十日もいつの間にか過ぎ、気にかかりつつも 

「締め切り無効」を願って忘れることにしていた。 

ところが三度目の督促を受けるに及び、編集当局の情熱にほだされ、 

その活動に敬意を表し、つまらない写真一枚を添えた。 

私がライオンズに入って初めて始めたスポーツ、ゴルフのテイ.ショ 

ット姿である。 

約二十年のゴルフ歴だが、昨年来多忙のためほとんど歩く機会もなく、 
オフィシャル•ハンディも自然消滅の憂き日に遭い、今は昔の思い出の 

写真である。 

(京都平安,?) 

331—A地区ガバナI浅井 

アトランタと一言えば、まず、 

「ああ、〃風と共に去りぬ，の舞台となった街ではないか 
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茶交，茶通美两0書出® 

*淡交社 1 
本社京《市北区*川通口上ル 

支社東京《千代田区B»I4 4 3 

«H 京*85 4578 

納屋嘉治 

楽しみながら知る、日本の文化 

ご2 漬物•味嗜風土記—_ 
日本人の食卓(:欠かせない溃物.味咐はまた' 一文.7:版と味咐汁にはじまり、 

6の物で終わる茶懐.心!:も必拟である。^地の？in物•味咐200八ホ点を収Mした本^は、 

一座建立(:趣を添え、旅の楽しみもf;v增させてくれます。 

•A6変型.fルカラー •160頁■定価1、000円.10月末日刊行予定•既刊16冊好評発売中/ 

とだれでもが知って 

いる。 

アメリカ南部特有の 
強い日差しと緑につつ 

まれた典型的な農業地 

帯である。 

現在は急速に工業化 

が進み、街のたたずま 

いは近代化され、特に 

近年は各種の会議や大 

集会が可能なホテル、 

その他集会場、スポー 

ッ施設等、素晴らしい 

施設が完成した大都会 
である。 

この快適な街で、今 
次第65回国際大会が開催された。 

ガバナー.Hレクト•セミナー開催中、ツイン.ガバナー昼食会の折、 

メインテープル近くの席に着いた。私たちのすぐ前で、新国際会長にな 

った??エバレット• J •グラインドスタッフと村上薫国際会長が、何か 

しきりに立ち話をしておられた。早速近付いて、ちょっと失礼して、| 

枚撮らせてもらったのが、この写真である。 

まさにライオンズクラブ、世界のトップ.リーダ—二人に囲まれての 

この一枚の写真は、私の二十四年間のライオンズ生活の中で、初めての 

機会であり、写真の出来はともかくとして、やはり記念すべき一枚では 

ないかと思う。 

(北海道.札Mr) 

334-D地区ガバナI井村東司三 

私はひとりっ子で、両親をはじめ多くの人に可愛がられ、しつけられ 

て育った。 

愛情を肌で感じとる神経が強く、冷たい風に対する反応も敏感なょう 

だ。 

今度ガバナーになると決まった時に、「愛と和」を以って貫こうと考 

元た。 
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試用期間（無料）は10日間です。 
DXタイプ¥48,800 

528395 

本体寸法82X 132X36(%) 
重馈250グラム 

お申し込みは下記へ 

|売|カナレT*床式合社 
医療機器事業部 

亍220横浜市中区平沼丨一2 _23 
TEし045(322)4360 

良導点(ツボ)をビタリ 

ハリキーGK-3型は、中国製電子 

針治療器DZ-3型にヒント射导て開 

発されました。針を刺さずに緘灸(し 

んきゆう）の効果を得ることができ、 
安全で、熱さや痛みを感じることな 

く、跡も残りません。直径0.3ミリの良 

導点を、だれでもかんたん的確に探 
測LT、症状に応じた低周波治療 

が、いつでもどこでも行えます。単3 

乾堪池4本使用、小型軽！ftで携 

带にも便利です。 

靡_ 

動、麵 

一年間はもちろん、残り少ない人生をこれで通そぅと思ぅ。 

子ども好きは小さい時からだが、中学、高校と長ずるにつれ、人並は 

ずれていると気付いた。 

小さい子を見ればす• 

ぐ抱っこする、小学生 

なら散歩に連れて行く、 
遊び相手をする。子ど 

もは純粋で、暴ってい 

なぃ。 

民生児童委員になり、 

社会福祉に携わって三 

十年を越したことも、 

この癖をょり強めたか 

もしれない。 
アメリカへ行つて、 

アトランタの国際大会 

で黒人の子どもを見て、 

^8可愛いなと目尻が下が 

り、いつの間にか一人の子を抱いていた。あの数分間をいつまでも忘れ 

ないだろう。 

(富山県•高岡古城r) 

335— D地区.藤田泰助ガバナー 

(兵庫県.姫路中央7'|)の原稿は、 

未着のため今月号に掲載できませ 
んでした。 ——編集部 



一こんな方に 
參野菜不足、野菜ぎらい 
•油ものをよ<食べる 

♦タバコをよ < 吸*5 

►ストレスに弱い參肌が気になる 

BACK TO EDEN社製品 

作 

•ストレスに弱い•肌が気にな. 

P ' BACK TO EDEN社製品 

ァせローラC： 

1粒中天然ビタミンc100mg含有 
(100粒父3箱）¥9,600(送料当社負担） 

蠢たいつも、若々しい0 

感y 
調a 

不江 

mlz炤 
-:©机 
二 § 

50缽な 

方鹏 

一夭不 

あなたが、ビタミンEを、たっ 
ぶりからだにとっていると、血液 

が血管のすみずみまでょくめぐリ、 

また、脂肪のサビといわれる過酸 
化脂質(トシとともにからだの多 

くの箇所に害を及ぼす)がたまる 

ことが防げるので、いつも体調の 
|ょさを保つことができます。ビ彳 

|ミンEと若々しさが大いに関係が 
あるといぅのはこのためです。 

とくに、中年以降は、加齢とと 
もに細胞がこわれていくのに、食 

は細くなっていくので、ビタミン 
Eは、蒂桢をまたずにすぐ消贤さ 

れてしまい、桢極的な体調維待の 

ためには不足状態となっています。 

例ぇば、「寂込むはどではない 
が、なんとなく調子がわるい」「ぐ 

つすリ眠るということが少なくな 
つたj「どうもからだがすっきりし 

ない。気分も乘らない」。 

この大切なビタミンEは、体内 
でつくることができませんから、 

当然外部から補給しなければなリ 

ません。昔から私たちは食物から 

とってきました。しかし、いまは、本品は、薬品ではあリません。 

食品の加工の商度化にょって、貪多用、速用しても、副作用はあリ 

品に^mれているごく微Mのビタません。しばらくつづけていると、 
ミンEは、さらに少なくなっていあなたのからだの不調感は、知ら 

ます(近ごろは若い人のなかにもないあいだに消えていき、あなた 

中岛年の方と同じょぅな体調不調は、いつのまにか、あなたが本来 

がみられるのは、この食品現状ともっている、すばらしい体調をとi 

無鉍ではありません)。 リもどしています〇*「ゴールデン^ 

からだは要求する、だが、たっウィ—卜jで毎日を快適にお過し^ 
パリとることができない——このください。 A 

不都合をアメリヵやT ロッ。ハで「こんな 

は、フ—ドサブルメント(栄S Iこス名tsu- 

助食品)といぅかたちで解決し••体問がよくない•体明か不安k 

すでに！般化されています。その定である•あちこちからだの不 
代表的なものが' アメリヵのrゴ跼がすぐでる•気力がでない 

Iルデンウィ—卜jです。 •か5だも気分もすつきりしない 
•健康に自信がもてな <なつた 

•健康を*極的に維持したい 

天然ビタミンEが般も多く含ま E E I )0 

れている食物:i、'J'麦：£3-;油で、 品\MDC担 
ヲ5ヒタミAE力系も多く含ま E f ) 〇 

れている食物は、小器芽油で、\P°U3>E=>S糊0C阳 
それをさらに商度の技術で®錯 ミil2?l'6»o雜 

3Wしたも？す。 城齡び！r^x6細 

原;$は、カリフ.ォルニアの良Hリ麦然刎|00扣^1< 

の小麦。天然ビタミンEをはじめ• 小天^1.— 

ビタミンF•それにレシチンがgj;9li'_^:l^ 

益にSされている、他にlwfrJ 
い®れハ#一です。殊に、天然ビ^^ ,, 

夕：'ンfレシチンのn Aビは、 

絶妙の栄養補給効果を商めてぃます。'^卜 

蘿のよさを味つ/. 



まず、7日間無料でお試し下さい。鹄頮5ば 

一 

履くだけで誰にも気づかれず 

背が脚だけが9 c mも高くなる 
收くだけてが9cmも,•••••，•くなるブーツ0ネ拂インソールで脱き 
やすいだけでなく、姿势がシャキッとするのでプロポーション 
•アメリカ産高級牛革使用-着脱ワンタッチも良くなる。 

足当りの良いサ丨 ビッグスキ丨年f聯理無料サ- 

イドハギ構造 \ 用のスベリ止めヒス 

ガ-ド付きな\員^^>«赃插醜船無料サ- 

ンジビス谢 

iJSまずを押え疲れを防ぐァ 
ーチクッション 

ノン•スリッフ 
クッションの役目も 

シークレット•ブーツ•スペシャル 

-tS- n xa. a 茶7360 
商口〇番'^黑7361| 

分割払金(月）1,980円XI0回 
分割払価格 19,800円 
現金価格 18,800円 
送料800円（現金.分割共) 

をご指 
定くだ 
さい。 
«*外での使用後のfiauでさません 

■サイズ表(cm) 

柬京03(67り2500 
大阪06(773)2500 
名古屋052(561 )2500 
横浜045(251)2500 
礼幌011(281)2500 
福岡092(281)2500 
仙台0222(66)2500 

ダイヤルは正鏺にお巒しFさい. 
年中條休•午前9時-午後9時 

23.5 24 24.5色 
25 25.5 26 

Iハガキでのご注文はI 
ハガキにドMのようにffき、ご掠 
印の1••ポストへお入れドさい。 

參«品魯号 
名（サイズ.ft) 

♦干tWi(フリガナ） 

•氏名（フリガナ）w 

參年令 
*«!&番号 

n〒丨33貫 
し^ •二京 

1光小 
|通耆 
8販 
係㈱g 

8cm背が高くなるスリッポンタイプ 
シークレツト•ビジネスシューy 
斗设アップシューズにムtMI:•がひ.叫/分Uが《cmも 

u pする足人nの楽なスリッポンタイプだ力 

らビジネスに、タウンにirkiioアメリカ帝， 

皮の钟きは渋く、いつまでも吧册れしない。 

底は雨て-JIれ 
獅、凍った 
にくい合成W 
を張り合わせ 

籲祝品は2遇叫前後でおWけ。お友払い 
はion以内。ion以内ならi^.v.もで3ま 

す。（返送料のみごixnmいます。） 

♦カラー版新製品情報K急送夕 

「悄银沾送れ舐に齐さ.300|iJ分<〒ft) 

のwt•をWfn•てお送りドさい。 

參お問含せの電話は 003(673)2101 

二光通販株式会社 
東京®江尸川区北小砉2 2119 

下記各店で展示販売中（まず 
お電話を）AMI0-PM7•無休 

二）t 神出认03(233)2500 
二）t 小 03(673)8505 
二）t W 沾 Mi 03(356)2500 
二光横Mi 045( 251)2500 
二光 +L W Mi 011(281 )2500 
二）t 仙 fT Wi 0222 (66 )2500 
二光 K I'l WMi 052(561) 2500 
二光人阪 M; 06(773)2500 
二光祕岡 Mi 092( 281)2500 
二光沖縑 Mi 0988 (62 )2500 

セハレートするアタツンエ/ 
機能を求めて、美しさにたどり 

，ついた。世界の一級品、ドイツ製。 
胱史を好.た命の装飾品のように渋く 5¢のあ 
るアンテイツクゴールドのアタツシエケース0 

ワンタッチの报作で•.つのケースに分かれま 

す。ビジネスに必要なimi.や,1滞(を入れるァ 
タツシエケースと、オーバーナイターと呼ば 

れるスーツケースがドツキングしたセハ。レー 

トァタッシエ、粘力的に活動するエグゼクテ 

—ィブ(こは欠力せなl、機能的な旅行⑴ケースで戈 

まさに、シンフ。ル•イズ•ビューティフル/たとえ海外出張といえども、片手 

にA•如カバン、片T.にスーツケースなどというふり分けスタイルはサマにな 

りません。必袈なものは令てこのセパレートアタッシエにilW、ホテルに才 

ーバーナイターは外して;?(き、シングルのアタッシエでさっそうと外,T,。 

頑固なほどの徹底した板人魂と刃物で有名な西ドイ 
ツ.ゾーリンゲンで生まれた一流品。機^を考えつく 
したデザインと入念:な四隅を補強した丈夫な造 
りは定評があります。素材は雨や汚れに強く、水拭き 
もできるアーティフィシャル.レザー。安定®のある 
持ちやすいwハンドルなど、細部まで機能を計算しつ 
くしてあるのはさすがドイツ製といえます。 

サイズ/タテ3之.5cmXヨコ45cmXマチ幅16.5cm索 
財/アーティフィシャル.レザーアンティツクゴール 
ド仕上げ、コンピネーシヨンロック式 

(アンテイック• 

商品番号 
分割払金(月）4,850円XI0回 
分割払価格 48,500円 
現金価格 46,000円 
送料900円（分割•現金共) 
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原料ブドウの栽培試 
験と、醸造研究の末に 
生まれたのが富良野ワ 

イン。地下貯蔵庫のホ 
ワイト.オーク製のた 
るで、静かな熟成の時 
を過ごしている 

品質、味ともに第I 
級の折り紙つき「山部 
メロン」は、ここの産。 
8月が最盛期で、キン 
グ* メルティ、ビュー 
ティ、スーパー、プリ 
ンスと種類も豊富だ 

鐵: 

東経I四二度I六分' 北 
緯四三度二四分' 北海道の 

ど真ん中に位置する富良野 
市は、東に大雪山系+勝岳 

連峰、西に夕張山系芦別岳 

などI、三〇〇1二' 〇〇 
〇,W級の山岳に挟まれた南 

北に細長い盆地に位置し、 
市内を母なる川.空知川が 

流れている。 
富良野は春夏秋冬' それ 

ぞれの季節にあわせた' い 
ろいろな顔をもつている。 

まず七月、ラベンダー(写 

真上.右)の香りが町をすつぼりと包 
み込む。南フランスに多く産するシソ 

科の小低木•ラベンダ—は、我が国で 
は中富良野と上富良野だけで栽培され' 

香料原料やドライフラワー用となる。 
夏の暑さは三十度以上もしばしば、 

冬は反対に零下三十度にもなる大陸性 
の気候は農業に最適で、アスパラガス、 

にんじん、たまねぎ' 稲作、ばれいし 

ょ(写真上.左)、麦と、種類も豊富な 
北海道らしい畑がどこまでも広がり、 

野菜指定産地となつている。 
国内有数の生産は野菜ばかりではない。 

スイカ、プドウ、メロンなどの果物類 

にも及んでいる農業の町である。 
ょいワインは良質のブドウから.。 

日本のスイスといわれる富良野の気候、 
風土は、とくにワイン専用品種.セイ 

ベル種の栽培に最適だ。緑と太陽に囲 
まれたワイン•ガーデンはバーべキユ 
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アれ海のィり 
デさ北そ夕作 

イ発rもな手 
ア開のJ々ん 

にこ形様ろ 

そ司}菓を 
へ子峰国賞 

海菓秀全金 
北御上回誉 

r 、操18名る 
菓は第会い 

銘、覧て 
土りやで博し 

郷どり製大賞 
おく特子受 

Iで、瀟洒なワィン•ハウスはステ— 

キで'ともに食通の舌を満足させてい 
る。もちろん、全国にも出荷されてい 

るワィンの町だ。 

市内にある富良野スキ—場は、雪質 

に恵まれ、変化に富んだコースと併せ 

て国内随一の評がある。これまでにも 

ワ—ルド•カップ、国体、全日本等の 

ビッグ大会が何回も開催されている。 

この富良野の町に、目玉がまたIつ 

増えた。「小さな家族の大きな愛の物 

語」を描いた倉本聴のテレビ•ドラマ 

『北の国から』は' 実にここを舞台に 

している。五郎、純、螢たちの住んで 
いたロッグ•ハウスや物語ゆかりの地 

を、いま、若いフアンたちがロケ—シ 

ョン•マップ片手に訪ね歩いている。 

映像や文字の中に本物を直観し、彼ら 
をしてこの地に向かわせてやまない、 

観光地らしくない観光の町であ 

る。 



富良野にはI九六二年三月四日、旭川7I' 

芦別7Iのスポンサーで、我が国三八I番目 
のクラブとして富良野7?が誕生した。 

毎年七月二十八、二十九両日のr北海へ 

そ祭OJには、親子の愛情のきずな、市民 

同士の絆を確認するために全市をあげて中 
心祭' ユ—モラスな図腹おどり(写真下) 

など、多彩な行事が繰り広げられる。そこ 

で今回は、小学校々庭の北海道中央経緯度 

観測標(中心標)前にお集まり頂いた。 
写真は前列左から小島快夫、井上昭男' 

坂上順次郎'白倉則夫、操上秀峰(へそ踊 
〇保存会長)、広瀬光晴、福岡正、後列左ょ 

り大滝勝正(幹事)、奈良定吉、桑名広明、 
大木三郎(会長)、黒田耕男(会計)、津山茂、 

宇野善美' 小玉繁(PR委員長)' 小沢昭の 
各ライオン。 

富良野rlは、日本の中心地.兵庫県西脇 
rと|九七九年五月、へその縁で姉妹提携 

を結び' 明るい交流を続けている。 



技術で創造する 

ROYAL ORIGINAL 
#l#/i照明器具 

*回才-夕-広縁用の機種違い、家紋などの模様違いのご注文も承ります。 
•お問い合わせ•カタログのご請求は、松下電工•照明総合企画部PR係へ 
〔亍571〕大阪府門真市門真1048 006-908-1131 

National 
松t畕エ 

fi;統：丄荽ひとすじの名旺の技と心总^1が/|-:んだあかりの逸,,,,,.、それがロィヤル.ォリジナルです。 

もちろん、素材、照明技術{ストロングラィト)も；級のものを採«Jしました。 

刀使いが生命 坛統の 
「欄間技法」にょるロィヤル•オリジナル 

欄間工芸彫師.鬼童vf幸氏 

が、二百本もの^と彫刻 

刀を用い、手彫り欄間技法 

を駆使して仕上げたものです。 

樹齢千年を越える屋久杉の 

欄間模様は「近江八景」と 

「松に鶴」の二種。名匠の格調 

が本格和風建築と見事に 

調和します 0 

¥1.000,000 HN7950 

EPH32W丸形パルック蛍光灯4 
灯。30以5灯を超ぇる明るさで、約 

30%も節電、さらにパッとすぐつき' ライコンスイッチ機能付の 
ストロングライト—5〇。 

1^ 
桁 みで)tw. 約_ 

でハ 3:組様のに 
此沐校W庵私s>?; 

我猜瞻nfi32Wる：っhis 
犬ハ 

木組みが生命——伝統の 
「大阪唐木指物」のロイヤル. 

1*!.>•)龄51I.-IIPH超す W 

饱幻押to甦79W5;/;P 

晚_姚§_け00灯。さ_ 
•** ^ I I— c i ^ 
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ぢ與は戈物 
(天地22センチはり 
縮小されています^ 

お名前（カタカナ•，霣字） 

㉚ 

-住所（カタカナ〉 

(〒 ）（都道府県名： ) 

TEL.( ) 

フランクリン画廊 

〒一〇五朿京都港区 
虎ノ門四ノーノ十三薄手 

ビルフランクリン•ミント㈱内 

制作委嘱申込* 

十三代酒井田柿右衛門作 

花烏図「春」の壺 
この申込書は昭和五十七年十一月三十日までの 

消印でお送りください。お申込み一件につきI点限り。 
申込先=フランクリン画廊 

||- — 05 〇^-芝鄄便局私害箝之ヰ^号フラン^ン…/ント㈱内 

私は、十三代酒并田钸右衛門の原画おょび意匠にょる花 
烏0「春」のSI点の制作を委强します。壺は最高級磁器 

で製造され、作者自筆の!Iと1名入りの桐箱に収め、堅 
材製の花台を添えて、昭和五十八年一月に届けられるも 

のとします。発行価格は六0、0〇0円とし、代金は 
Sが完成したとき送られてくる払込案内に従つて、左le 

の通り支払います。 
割賦価格=六〇、000円初回金二〇、000円 

分？E払金=二0、000円分割回数h二回 

支払期間=111力月 
(本作品(2分»払いだけでif供され、全IIII時払いはあり1せん) 

&S 
f 1 

到 
字 

;* 

liAJr 痢記 

花烏図「春」の壺 

花.R,図「#.，の*の仕上が〇を兒る 
ありし日の十三代柿右術門氏。 

お申.ilみii 

昭和五十七年十一月三十日までに。 

お一人様一点限り。 

三百年以上前に有田の地で完成された 

"柿右衛門赤絵〃は、その後のわが国の色絵 

磁器の基本どなっただけでなく、西欧の製 

磁業の手本ごな〇ました。 

初代柿右衛門の赤絵の技法は、以後ずっ 

とX子相伝されてきました。そして、去る 

七月三日急逝された十三代酒并田柿右衛門 

氏は、重要無形文化財(人間国宝)の総合指 
定を受け、動；■四等旭日小校章も受章された 

現代日本の最もf*大な陶匠のひどりでした。 

伝統ど円熟の技 

花烏図「春」の壺は、十三代柿右衛門氏が 

昨年完成された原画による重要な作品I 

〃人間国宝〃の陶匠の遺作 
直接の委嘱に対してのみ最高級磁器で钊作 

伝統的な様式に巨匠の独11性が加味された 

傑作——です。壺には、目のさめるよぅな 

花をつけた椿ご二羽の烏が描かれています 

が、白磁の余白を十分活かした構図や、柿 

色の赤' 藍、緑、黄などの配色は、十三代 

柿右衛門氏ならでliの見事さです。 

この壺は、予約お申込者だけのために、 

皇室卿用違の香蘭社により、最高級磁器で 

製造されます。色絵の衫料は'十三代柿右 

衛門氏の指導で調合されたものが使われま 
す。磁胎もきわめて純度の高い良質のもの 

で、摂氏一三〇〇度の高温で燒かれ、さらに 

八〇〇度の色絵窯でくりかえし燒かれます。 

十三代柿右衛門自筆の題ご署名 

花烏[1「春」の壺の裏取-；Cよび壺を収める 

■桐箱には、十 

十三代酒井田柿右衛門 
日本の代表的赤絵磁Sの伝統を継承されていた十11代 

1«井田柿右衛門氏は、花岛図「春」の壺が完成されてま 
もない去る七月三日逝去されました。その壺をご案内す 

る1:あたり、フランクリン画廊は十三代柿右衛n氏の 
ご5i福をお折りいたします。 

^纟lilw^ 

•ttv->1矣 R 

S«5V 
01«.八二 ft«n 

三代柿右衛門 

氏の自筆の題 

ど署名が入り 

ます。これは 
原画を完成さ 

れたときに書 

かれたもの^; 

十三代柿右衛門氏なき今どなっては、どり 

わけ貴重です。 

花烏図「春」の壺はお部屋に優雅な趣をも 

たらす展示品であり、ご覧になる方々から 

も絶讚されるでしよう。そして、美術館や 

個人に収藏されている®R柿右衛門の名品 
ど同じように、のちの世代にお伝えいただ 

ける家宝どなるでしよう。 

十三代酒井田柿右衛門作、花烏図「春」の 

壺の価格は、六〇、〇〇〇円で、お支払い(i 

便利な三力月均等分割払いです。偉大な 

陶匠の遺作のひどつどなった花烏図「春」の 

壺のお申込みには、下の削作委嘱申込書 

を昭和五十七年十一月三十日までにお送り 

くださるか、直接；c電話でどうぞ。 

0 (〇三)四三T九一〇一 
專用(月〜金Blf日の午前九時〜午後五時の間；C受けLiす) 

品ftについてのお約束 
フランクリン画廊は提供する作品の品質に自信 

をもっています。しかし、その評価はお客様にゆだね 
るべきと#ぇます。お届けする作品は、お受取り後 

三十日以内にご返送くだされば、どんな理由であっ 
ても、お取抒ぇまたはご返品が可能です。万一、瑕疵 

があった41合は、返送料を当画廊がft机します。 



别 

招 

榻雛aつグ 

開印 

Jr* 
荚印実物大見本 

銀行印案物大見本 

1J 

行袋 
発守 

料印 
無宝札 

窨御守 
Kl'r御 
定れ運 

鑑の開 
運起凰 

開緣鳳 
①©■⑧ 

◎ご注文は左記申込•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*きください。 

宗家の印は開運印鑑の最高権威深-;f锹€先生 
がiEしい拒定によって天地自然の理にかなう 

よう、印材•字体•彫刻に総合的に調和を図つ 
て作成される完全無欠の印担です。霊験あらた 

□甲府市伊勢二丁目 
十二：二+ 二 

I0- 
@林日本印相協会 

10 ライオン係 

圓 

ご安心下さい转本家‘か 

l—現品を保証する印です一 

◎1は器後二週間前後 

で郵送いたします。 

◎万一お氕にめさない蝴合 

は受取後一週問以内の返 

口 g•交換はご自由ですから 

安心してぉ申込みください 

◎代金は印鑑をぉ受取りに 

なってからSりください。 

印鑑の吉相条件 

芸術響に輝く箬先生の印 
最高の名品がこの価格 

★お急ぎのお申込み御相談はお電話で0552-35-8688(代)『受％|間％11認^らし6ま00す 



お仏壇•仏具はやっぱり京都 
伝統工芸•京仏壇•京仏具 

夕に*謝 

本社京都市下京区七条暹新■!東入 
鬣*0(075)371 -3131W' 8 -年中 _休 

東京店東京鄯千代田区神田小川打交整点角 
電(03)295 8 4 8 8(代表い水14•定休 

京都ライオンズクラブ会W 若怵正博 

(株)♦屬♦ 

tT 

ラツキ—だったハワイ旅行 

三月十七日からのハワィ旅行は、 

天候にも恵まれて、私にとって忘れ 

られない思い出となつた。 

今回の旅行は、三十名の団体ッア 

Iで、オアフ島に二日間の宿泊中、 

専用バスで島内を観光した。カピオ 

ラニ公園、ヌアヌ•パリ峠、パンチ 

ポ—ルの丘、イオラニ宮殿、真珠湾、 

ポリネシア文化センタ—等を見学し 

北村増太郎 
-(新潟県.六日町,';)- 

て回った。 

十九日の早朝、一行から離れ、私 

一人ハワイ島へ向かった。飛行機の 

中から眺めた有名なマウナケア山 

(四、ーニ四/«)は死火山で、山頂 

は真っ白な雪をかぶり、飛行機は山 

はだスレスレに飛び、とても壮観な 

ものだった。 

ハワイ島では旧知の上村定治氏が、 

ヒロ飛行場に出迎えてくれた。懐か 

しさで思わず涙があふれてきた。 

そして、上村氏の義弟•古谷朝雄 

氏を紹介され、三人で車に乗り、ハ 

ワイ島をドライブしながら、キラウ 

エア火山、カラパナ黒砂海岸、日本 

庭園、パーカ—牧場、野生のサボテ 

ン草原、見渡す限りのサトウキビ畑 

等を見学させてもらった。 

そうした自然の美しさももちろん 

だが、何と言っても、大勢のハワイ 

島ライオンズクラブの皆さんにお会 

いし、友情を交わし合えたことが一 

番の思い出だった。 

私がライオンズのメンバ—である 

と、上村氏がヒロ市のライオンズク 

ラブのJ?奥山に話したところ、ヒロ 

地区のライオンズクラブの年一回の 

合同パーテイに招待された。ほんと 

うに幸運だった。 

このパーテイは、ヒロ地区の四つ 

のライオンズクラブが一緒になって 

行う行事で、約二五〇人のライオン、 

ライオネスが参加していた。このう 

ち白人は二割程度、ほかはみな日系 

二世の方ばかりだった。 

会場はヒロ市の中心部にある寺院 

の集会所で、午後五時三〇分から開 

会され、日本からのラィオンの參加 

は初めてだといぅことで、??奥山か 

ら出席メンバ—の皆さんに紹介され 

た。私も喜びと感謝のあいさつを申 

し上げると、会長初めメンバーの皆 

さんから次々と「よくいらっしやい 

ました」と固い握手を求められ、感 

謝と喜びで胸がいっぱいになった。 

そして、ヒロ •クレセント•シテ 

ィrlの会長より、クラブのベストを 

贈られたほか、元ガパナーからパツ 

ジ等を頂く光栄を受けた。 

遠来の客、祖国の友ということも 

あつて、大歓迎を受け、まさに大ス 

上野礼二 

(£2根'ft•松江 r) 

☆投稿を歓迎します。☆原則とし 

て四百字詰原稱用紙四枚以内でお 
願いします。☆なるべく記事にIMI 

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。☆原fflは 
短くすることがあります。また誌 

面の都合で掲械できない場合もあ 

ります。☆原搞はお返ししません 

ので、あらかじめコビ—をお願い 

します。☆ご家族の方の投槁も歓 
迎します。 
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合同パーティ会場中央がK北村 

丨I本人の少ない 
大学で、東部の 
きれしゝな英語を。 
在米27年の経験者が 
卒業するまで現地で指導 
★徹底した大学生活へのサ 
マーオリエンテーシヨン 

★英語指導*ESL制度あり 
(大学単位として認知） 

★全寮制（食事付)、年間授 
業料約150万円 
★呪地での親がわり役、ホ 
スト•フアミリー•システム 

★米国本部と日本本部との 
綿密なテレックス交信によ 
る近況報告 

•入学資格…高卒見込以上 
•短大•大学生の編入制度あり 
•«学生はすべて半生寮に入寮で#ます 

正規留学相談会 

(脱明•スライド上映•カウンセリング•テスト) 
■大阪10月23日出PM1時〜5時 

日本生命中之岛ビル3F 
現状線福岛駅下車、阪大医学部 
となり 006(443)3131 

■東京11月3日祝PM1時〜5時 
丸の内AIUビル11F 
地下鉄大手町釈下車、C13出口 
fM3 (287) 2021 

■大阪11月20日(±)PM1時〜5時 
日本生命中之島ビル2F 
同上 

，83 英 
年 語 

漏 は 国 
• 

F 際 
ア 社 
メ 

力 
大 〇5 
学 パ 
入 ス 
学 
生 ポ 
募 1 
集 

卜0 

当協会は、ジョージア州公描財団 
法人に登録され米国私立大学協会 
加盟の22州60の提携大学を持つ、 
正規入学のための留学機関です。 
米国の大学入学を希望する人にブ 
レイスメント•テスト（TOEFL免 
除）をもってストレートに2年制 
大学、4年制大学、大学院に推薦 
入学を行っております。 

財団法人イースト•ウェストファウンテーンヨン(U.S.A.) 

E*W*F国際留学振興協会 
お問含せ•資料請求先 
(入学案内害500円〒共•電話番号明Kの事） 
日本本部： 
〒133東京都江戸川区甯小岩8-12-10第二大森ビル 
米国本部： 
East-West Foundation Inc. 
P.O.Box 10067 Atlanta. Georgia. 30319. U.S.A. 

•西東京支部事務局*靑柳賢二元ライオンズ 

国探協会330-A地区デビュティガバナー 
•日本本B事務*ft西《彳1エモリー大字大字除辛在米II年牧B 
争米B本*事**長fi字博士オグレソープ大字人文字®長 

S字担当教授ファカルテぐフルブライト•アト•パイサー枚H / 

003(673)2900(代！# 

夕—になったょぅな心持ちであった。 

ラィオンズクラブの友愛と寛容の神 

髄に触れた思いだった。 

パーティが終わったのは午後十時、 

「また会う日まで」を合唱して解散 

した。まるで夢の国ハワイで浦島太 

郎になつたような気がした。 

ライオンズクラブのメンバ—とし 

ての十三年のうちで、最大の感動だ 

つた。 

遠い外国で、一度も会ったことの 

ない人たちから古くからの友人のよ 

先年の藤尾正行労働大臣の時は、 

週休二日制導入について政府も考慮 

せねばならないということであつた。 

また昨年の暮れか本年の正月早々だ 

つたか、金融機関においても試験的 

に一力月一回週休二日制を導入して 

ぅに優しく、温かく迎えられたとい 

うことは、ライオンズでなければ決 

:;bて昧わうことのできないものと思 

(鉄工業.66歳) 

小野口史郎 
-(静岡県.浜松西^)- 

みるといぅ発表があつた。 

もちろん、アメリカにおいて週休 

三日制の研究がなされている昨今、 

日本でも週休二日制の導入が考慮さ 

れて当然だとみられるが、私はまだ 

導入の機熟せず、時期尚早とみてい 

る。 

「日本人は働き過ぎだ」と言う。本 

当に働き過ぎであろうか。 

先日、豊橋で会ったシンガボ—ル 

のバィャー氏は、日本人の魅力は勤 

労精神の旺盛なことであり、この旺 

盛な勤労意欲をシンガボールの国民 

にも持ってもらいたいと思っている、 

とのことであった。 

東京駅で会ったョ—ロッパから来 

たと言う好青年は、「日本人は働き 

過ぎだ」とょく聞くが、これは日本 

人自身が言っていることであり、ヨ 

Iロッバ人から見ると、日本人は決 

して働き過ぎではない。ョーロッバ 

では日本人ぐらい働く国民はたくさ 

んいる、と強調していた。 

残念ながら、その青年がどこの国 

週休二日制を考える 
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「茶人太閤像」 

湯の町•有馬温泉に、噴水とゆけむりをジョイントし 
た >ゆけむり広場< が7月20日に誕生。それに先立っ 

て、兵庫県•有馬Pではチャーター•ナイト10周年記念 

に、同温泉を繁栄させた太閤秀吉像を造ることにし、神 

戸の女流彫刻家•新谷英子さんに制作を依頼、有馬でゆ 

っくり茶を点てて楽しんだ「茶人太閤像」が見事に造型 
された。しかも、この150キ。の像を輿に乗せ、太閤が有 
馬温泉へ入湯した道筋をたどろうという、有馬P、甲北 
グリーンレオP、観光協会の発案。7月18日の大坂城か 

ら同広場への太閤入湯行列は、大フィーバーとなった。 

疲れやすい方に囍|!|百歩蛇鞭粉 
疲労緩解にピッタリ 

の栄養食品/ 

仕事、ゴルフ、マージヤン、 

旅……と疲れしらずの靑年 
時代同様、活力ある若々しい 
茲らしにきっと役立ちます。 

•1日2回お沿または酒で 
服用ください。 

正味55 g 

成分…蛋白質、脂肪、アミ 
ノ酸、ビタミン、カルシウ 
ム、エキス、etc. 

ライオンズ会員特別頒布 

28,000円を24,000円 

製造•中美逛蛇研究所 
台的台北山电四街 

褕入元•イリノイ企画㈱ 

四三ニー亨 

m氏' 住個客 
話名所数& 

1 粉 
ガ ? 
ナ れ 

，—,邱他はがき 
flO T 106 

四杰四東 
陽の京 
熱二都 
学の港 

㈱士S 边 一西 

部^ 

が分い© 
あかま世 
りらす界 
市精◎各 
販製亜田 
はし熱の 
いま帯人 
たすのに 
し◎»大 
ま生蛇変 
せ産類喜 
んにのば 

°限主れ 
り成て 

お申込みはハガキで。代金後払い。 
申込先太陽熱学株式会社事業部 

〒106東京都港区西麻布4-2-l2«7F 
TEL 03-400-6662«t) 

の青年なのか、また3—ロツバでよ 
く働く国民とはどこなのか、詳しく 

聞く時間と言葉の足りなかつたこと 

を悔やむものである。 

しかし私の想像するところ、彼は 

スイス人だと思ぅ。スイス人は働き 
者が多く、我々の祖先が働き者であ 

つたよぅに、朝早くから夜遅くまで 
よく動くそうである。 

「日本人は働き過ぎだ」とは、どこ 

から出た言葉なのか。本当に働きす 

ぎなのか。ここらでじつくり考えて 

みる必要があると思う。 

私が週休二日制の導入について時 

期尚早と言う理由は、簡単である。 

日本人はまだ週休二日制をうまく利 

用するテクニックを持たない。だか 

ら、週休二日制を導入することにお 

いて百害あって一利なしとみるから 

である。これは極論かもしれない。 

もし週休二日制が導入されたら、 

まず大半の日本の労働者(特に男 

子)のやることは、一日中ゴロ寝し 
て、テレビを見て暇をつぶす。また 

は家族慰安で観光地を引っ張り回さ 
れ、クタクタになって家に帰り、翌 

日は疲労を残したまま出勤、能率の 

あがらない仕事ぶりとなる。 

確かに日本人はレジャ—を楽しむ 

テクニックを全く持っていない。こ 

こらを教育せずに週休二日制を導入 

することは無謀と思うのである。 

週休二日制を導入したいと思う企 

業は、導入前にレジャーの有効な使 
い方を教育すべきだと思う。例えば、 

週休二日の一日目は午前中だけでも 

企業が自己啓発に必要な勉強会を開 

催するとか、または企業内のクラブ 

活動によって有効適切な休暇を送る 

ことのできるような教育をすべきで 

ある。 

先進国のアメリカが週休三日制の 

研究をしているから、日本も立ち遅 

れてはいかん、だから週休二日制を 

導入する。ただそれだけでは困る。 
正しいレジャ—教育をしてから導入 

すべきだと考える。 

大半が経営者であり、，また管理職 

であるラィオン諸賢、週休二日制導 

入についてはよく考慮して下さるよ 
うお願いしたい。 

(経営管理亊務所.60歳) 
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★図書室★ 111111111111111IIL. 

r 歴史と文化の里洛西』 

サイズ A 4判変型（220 x 285へ,） 

頁数カラー96頁本文144頁 

装本•京華上製本_ケース入り 

頒価12,000円（但し会員は10,000円） 

送料700円 

発行，京都ウェストP創立20周年記念 

実行委員会 

®605京都市東山区抵園石段下 

祇園会館3階»075(541)8181 

京都発祥の地ともいえる京都の西郊 

洛西地区は、平安朝以前に大陸より秦 

一族が渡来し、丹波方面を経て現在の 

太秦一帯に定住したところで、迫跡も 
数多く残されている。 

この地域をサ—ビス.，エリアとする 

九八一-八二年度- 
使用済み切手アクティビティ 

安斉利夫 
-(枣足文京r). 

ライオン誌日本語版事務所には、 

全国のクラブから毎月「クラブ活動 

状況報告書」が送ふれて来る。同事 

務所の好意で、使用済み切手アクテ 

ィビティを調査したので、その集計 

から生の情報を提供する。 

未着のレポ—卜が約 一〇打あり、 

また短期間の調査で見落とし、誤記 

もなきにしもあらずだが、およその 

傾向は分かると思い、今後の各クラ 

ブの参考になれば幸甚である。 

調査対象は、二、五八六クラブ中 

約二、三〇〇クラブの十二力月分、 

約二万七、五〇〇枚の報告書である。 

使用済み切手のアクティビティを実 

施しているクラブ数は六九ニクラブ 

で、全体の約三〇打に当たる。実施 

月数は延べ一、八九八、全体の約六 

?vである。収集枚数は二、三八七万 

八、四六一枚となるが、「労カアクテ 

イビテイ=一件」として枚数の記載 

のないものや、重量で記載してある 

ものもあり、実数はこれを上回る約 

二、五〇〇万枚の大量が推定される。 

収集方法は、各メンバーが例会に 

持ち寄るもののほか、小、中学校や 

子ども会、あるいはレオの協力を得 

たものもあり、謝礼として図書券や 

ドッジボールを贈っている。また、チ 

ラシや収集箱の配布等を行って、P 

Rに努めているクラブも散見される。 

地区別に見ると、最も熱心な地区 

は334-0地区で、地区内六ークラブ 

中五六クラブ、実に九二打がこのア 

クティビティを行っている。ほかに 

334- D、335-c地区が七台、六 
〇Sc^ati331IA、331IC、330-B、 

335— D地区、五〇打台は337-0地区 

である。 

特異なものを地区単位で見ると、 

ガパナーから何らかの指導が行われ 

たと思ゎれるものは、334-|3地区 

京都ゥェストr (会長J?加納幸一)は、| 

チャ—夕— •ナィト20周年を記念してIIMII 

洛西方面を紹介する記念誌をこのほど111111II 
制作した。嵯峨野を中心とした洛西 一_ 

带を、あらゆる角度から衆華な執筆陣111111111 

と美しいカラー写真で再現している。111111II 

主な内容と執筆者は、(敬称略) 

序は元文化財審讁会専門委員.源豊刪 

宗洛西の歴史•か京都国立博物館々j 

長•林星辰三郎洛西の美術は1彫刻_ 

を嵯峨美術短大学長.佐和隆研2仏_ 

教絵画.大和絵を京都国立博物館美術咖 
室長•中野玄三 3洛西の障壁画を大_ 

阪大学教授•武田恒夫4書战を堺市1111111II 

博物館副館長.木下政雄5工芸を京画 

都国立博物館工芸室長•河原正彦洛| 

西の建築は1右京の社Mi築を大阪教lllllllll 
育大学教授•近藤豊2右京の数寄屋111111II 

建築を京都工芸嫌維大学教授•中村昌_ 

生洛西の庭園と名勝は大阪芸術大学_ 
教授.中根金作写真保影大道治 一_ 

ラィオンズクラブの奉仕の精神をご111111II 

理解頂き、ご好意をもってご協力賜っ酬 

た当代随一の、それぞれの専門の諸先| 

生方の解説で、洛西の変遷が理解でき画 
るょぅに編®されている。京都の文化咖 

のふるさとである洛西の探求と再認識1 

のためにも、ぜひ一冊手に入れておき画 

たい書物である。お申し込みは、クラ111111II 

ブ事務局あてにハガキで。 
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赤十字、地方2.li 

自治体の社会7-K 

福祉協議会、1981 

ユネスコ、新計 

聞社、地域の—ィ 

小、中学校使t-T 

用済み切手収，，： 

集班や国際ラク 
ア 

イオンズ切手T•- 

クラブ(LIみ 

SC)に寄贈'1 

しているもの(>1; 

がある。直接、更生施設等に教材用 

として寄贈していると思われるクラ 

プもある。 

収集は、ライオンズ.デー、ガバ 
ナ—公式訪問、周年記念日、レオ. 

フォ—ラム等に行ぅ例がみられる。 

これら詳細の情報については、直 

接筆者あて問い合わせ願いたい。 
なお、マンスリーへの記載要領と 

して、実施月に「労カアクテイビテ 

イH1件」とするほか、少なくとも 

収集.整理に要した人員数、労力奉 

仕延べ時間、収集枚数、発送枚数、 

発送先の記載があると、このアクテ 

イビティを一人前のものとして位題 

づけるための、国際協会での集計に 

(各クラブがキヤビネットに送付し 

ている)、335-0地区(五十七年一 

月に一斉に行っている)、335-0地 

区(地区大会時に持ち寄っている)、 
337—B地区(五十六年八月に文書で 

奨励している)等がある。 

クラブ単位では、北海道•余市7■! 
(全員で官庁、大企業から来信封筒 

を収集、切手の切り取り作業を行い、 

九力月間に一八〇万枚を寄贈した 

-ラィオン誌九月号551参照)、 
上田城南rf(期間不明だが累計三六 

〇万枚)、松江1(五十六年九月に 

1二〇万枚)、帯広中央7'|(五十七 

年四月に一〇四万枚)、東京文京,,I 

(東京合同事務局所属の一三三クラ 

ブ中一〇〇余クラ 

ブに例会通知用の 

記念切手購入ザー 
ビスを行い、使用 

済み記念切手の回 

収をはかる)等が 

ある。また他のク 

ラブから送付を受 

けて一括処理して 

いるクラブに、横 

浜長者r?、横浜ゥ 

エスト1、藤沢7'|、 

鎌倉大船^ゝ東京 

文京7'?がある。 

寄贈先は、大部 
分が日本キリスト 

教海外医療協力会 
(JOCS)、聖明 

園、善意銀行であ 

るが、各県の日本 

東京•銀座の中心に新しい名所 

九月十日、東京•数寄屋橋、午前十時、花時計のスィ 
ッチが東京r創立30周年記念事業特別委員会委員長??岡 

村武と横関政I中央区長の二人の手にょって押された。 
秒計が静かに花の文字盤の上を動き始め、いっせいに拍 

手がわき起こった。 
東京は銀座の中心地、数寄屋橋交差点、数寄屋橋交番 

のすぐ隣り(数寄屋橋公園)に、我が国最初のライオン 
ズクラブ東京^が、創立30周年を記念して建設したもの 

である。 

役立つと思われる。 

このアクティビティは、日本のみ 

でなく広く諸外国でも行われており、 

福祉施設等に寄贈した使用済み切手 
が資金化されて役立つほか、心身障 

害児を含めた各国の青少年に直接配 

付して国際理解に役立て、あるいは 

各国の子どもたちが切手の趣味を通 

して文通し合い、国際親善を計るこ 
とも可能と思ぅ。各地のろぅあ学校 

等の切手クラブで、外国の記念切手 

等必要の向きには、LISCとして 

送付する用意があるので、筆者あて 

お申し出願いたい。 

以上、使用済み切手アクティビテ 

ィの現況報告とともに、若干の私見 

61 The Lion ’82.11月号 



ガンマー•イー 
2P-E 

_ 
た性 

E合された3つのポイント 

1. 濃縮大豆抽出油 
(天然ビタミシE分含街） 
中年からの若返りに役 
立ちます。 

2. 濃縮米胚芽油 
(乃-オリザノール分舍有） 
あなたの荞さとスタミ 
ナを保ちます。 

3. 紅花油 
(リノール酸類含有） 
あなたの美しさとスマ 
ートさを保ちます。 

の の 

栄 
養 

、 
品 
で 

J —Eの中の成分 

天然ビタミンE分 約150呢含有 

iーオリザノー/吩 約16mg含有 

リノール梭妞 約630呢含有 

ソフトカプセル入 

•1Uに2粒づつお召し上り下さい。 

110粒入1瓶定価¥4,500 

ライオンズクラブ会員 
特価¥3,500 (送料無料） 

製造元- 

甘糟化学産業株式会社 
來京都中央区H 4：描本町3-3-13辻捎ビル 

お申込みは電話又はハガキ(申込 
券添付)で下記へご連絡下さい。 

発売元 

アマカス薬品株式会社 
東京都中央区日本旅本町3-3-13 ビル 

03-241-524㈣ % 

\W\A7AK\ 
DAIICHI L.C. 

JAPAN 

継続されることを念じつつ筆を擱く。 空、花、樹々、フヱニックス、青島 

連絡先〒112東京都文京区小石 などがィメ —ジとして思い浮かぶ。 

川5-〒1-103■:ところが現在、宮崎市内には宮崎サ 

(マンション経営.64歳) ン-V•はまゆう、フェニックス、橘、 

を述べた。くずかごに直行すれば夕 

ダのものが、ちょっとした努力で世 

の中の役に立つ。各クラブでもこの 
アクティビティを始められ、あるいは 

_^パナーのデザイン 

我が宮崎第一1は、昨年十月四日 
にチヤータ— •ナイトを行い、一年 

を迎えたばかりの若い若いクラブで 

ある。昨年一年間はバタバタと忙し 

さの中でのライオンズ活動であった。 

前$、小生、ライオン•テーマ 

—を仰せつかり、右も左も分からな 

穂坂稔幸 
-(宮崎第- 3 . 

に何とか無事に一年を終えた。その 

間、会長のJ?山田文夫からパナ—の 
デザインを考えよと言われた。 

宮崎はご存じの通り、〃太陽と緑 

の国，〃神話と伝説の国*……など 
と言われるように、太陽、緑、海、 

パシフィックなどのクラブがあるの 

で、我が宮崎第一7■?のパナーに太陽 
やフェニックス、はまゆぅなどは使 

えない。そこで考えついたのが、日 
本でも一番と言われる宮崎の『空』、 

宮崎の『海』のブル—である。 
青を基調に、『波』と、今でけ世 

に宮崎神宮、鵜戸神宮、高千穂神社 

などの神社が有名なので『社』を配 

置し、二枚をデザインして、理事会 

に諮つたところ、そのうちの一枚に 

決まった。今後、このバナーが代々 

引き継がれ、永久に残っていくかと 

思うと、目頭が熱くなる。ライオン 

ズ生活の中で、これほどの思い出は 

ないだろうと、家族で喜んでいる。 

今期、私の長男.慎一郎がYE派 

逍でゥェストバージニア州に行って 

いたが' 派逍先のクラブやホスト家 

庭で、そのバナーが非常に素晴らし 

いと褒めて頂いたと聞き、一人で二 

ヤニヤと悦に入つている。 

これからもこのバナーを心の糧に、 

ライオンズ人生を頑張りたいと思っ 

ている。 (新聞発行.43歳) 

いまま、先塑ラィオンのご教授通り 界的に有名になった『埴輪/それ 
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•お問合わせ先 

㈱勤労者財形住宅センター 
〒160東京都新宿区四谷2-11 館 △ 生 

ごI山i親に安心していただける24時|!IK?邱.体;叫•防災防犯対策も"令 

•他に例を見ないゆつ 
たりスぺ—スの個室 

•個室(浴室.電話•キ 
ッチン.パルコニ—付) 

•Klli場•ゲストル— 
ム•ランドリ1•ゼロッ 

クス他共m設備も充分 

ドン•ガバチョ：：W小林をしのんで 

八月十日夜、小林亦治元ガバナー 

の訃報に接し、驚愕絶句、冷水を浴 
びせられた思いであった。 

J?小林の在りし日のさまざまなエ 

ピソードや、興がのられた時の歌舞 

伎や能の世界についての蘊蓄あるお 

話とか、また生まれ故郷の金山町糠 

塚にある瓢々庵へ伺った時のことな 

どが、走馬灯のごとく駆けめぐり、 

眠りにつくことができなかった。 

??小林はここ数年来、大病を次か 

ら次へと患われたが、気力と生来の 

頑健な体質で克服されてきた。とこ 

ろが、去る七月二十六日、弁護士と 

して法廷で証人喚問の最中倒れられ、 

救急車で入院されたことを知らされ 

た。何とか回復されて、元気な姿に 

戻られることを念願していた。 

六月十七日の「ドン.ガバチョを 

囲む会」が最後の出席となった。奥 

様の介添えで、スピーチも心なしか 

中原啓I郎 
-(山形r). 

二十三年継続皆出席賞を授与された 

お姿に、頭の下がる思いがした。 
思い起こせば昭和三十四年、山形 

rの結成に努力され、初代、二代、 

四代と三期会長を務められ、昭和四 

十一年には302£四地区ガバナ|に就 

任し、東北六県のまとめ役として常 

にその先頭に立ち、ある時は慈父の 
ごとき温情で接し、ある時は毒舌を 

もって叱咤し、幾多のクラブを育成 

させ、その手際のよさに尊敬の念を 

I身に集めていた。 
昭和五十六年秋の叙勲に際し、勲 

二等瑞宝章を拝受された。これは、 

元参議院議員として国政に參与され、 
また裁判官弾劾裁判所裁判長など法 

曹界における功績によるものと聞い 

ている。 
思えばまことに惜しい人を失つて 

しまつた。しかし、??小林は常日ご 

ろ、川端康成文学に共鳴され、老耄 

の身で生き長らえたくないという一 

つの理念を持っていた。その理念に 

かなった七十五年の生涯であったか 

と、あきらめに似た思いがする。 

お通夜の日、安らかな永眠のお顔 

を拝見し、??小林の好きだった、あ 

だ名のひょうたん島の大統領ドン. 

ガバチョを思い、せき上げる涙をお 

さえることができなかつた。二年ほ 

ど前頂いたペン皿には、 

為すことの凡そ終りし吾なれば 

尚も惜まんこの世なりしや 

と刻まれてあり、これが辞世の歌 

だったかと思うと、感無aなものが 

ある。幽明境を異にし、寂寥 

の感一層深いものがある。在りし日 

の数々の思い出を胸に秘め、遣志を 

受け継ぎ、ラィオンズクラブの発展 

に努力することこそ、??小林に対す 

る報恩と甲,^っ。 (*表荒物商.56歳) 
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愛帰り中© 
中国東北地方(旧満州)の主要都 

市を旅行する機会があったので、參 

加することにしたヴ横浜港を出帆し 

て、博多港を経て船で結ぶ戦前のコ 

—スで大連港に上陸、藩陽(奉天)、 

長春(新京)、吉林,'撫順、哈爾濱 
と、それぞれのコースに分かれて行 

動するのである。 

この旅行団は「桜の船.友好訪中 

団」と名付けられ、中国残留孤児受 

け入れに協力された民間有志と、あ 

る旅行社の共催で、日本人孤児のた 

めに苦労して下さった人々に感謝し、 

日本の桜を贈りたいと企画された。 

かつて彼地に生まれ育った人々など、 

総勢二百数十名が參加した。三十七 

年ぶりの私を含め、それぞれ第二の 

故郷へ里帰りの旅である。 

懐かしの大連から瀋陽 

船中二泊の未明、船は大連港外に 
到着する。黄砂を含む強風は視界を 

さえぎり、寒さもひとしお。やがて 

視界が開け、かつての東洋一を誇る 

大垾頭に横付けされると思いきや、 

本船は貨物埠頭らしき岸壁に近づく。 

風に乗り、埠頭の彼方から太鼓と 
タンパリンらしい音楽が聞こえる。 

小さな子どもたちが二百名くらい、 

カラフルな姿で懸命に小旗を振りつ 

つ、リズムに合わせて踊りながら、 

我々を迎えてくれる。赤地の横断蘇 

には「熱烈歓迎」の文字が鮮やか。 

タラップが下ろされ、しっかりと 

大地に足を下ろす。この瞬間、懐か 

しさと感激のミックスで、ほおがぬ 

れる。早速、迎えの子どもたちにけ 
ん玉を渡し、友好バッジを付けてや 

り、オカッパをなでながら握手、握 

手である。 

午前中、バスで老虎灘公園へ。き 

れいに手入れした草木、チリーつな 

い小道、清潔である。かつての海岸 

の釣り場、チヌ岩、メパル岩などと 

名付けた岩がある。楽しい思い出の 

海岸に別れを告げ、再びバスで大連 

駅の広場に着く。 

貴寶室で小憩ののち、列車に乗る。 

I ■ .•、♦■、♦声' 
• 1}/)» t / It t/t* l / |« » t/)% V k -. 

増結された軟席車、新幹線のグリー 

ン車並みで、真ん中にテーブルをは 

さんで向き合う。ゆつたりした車室 

に灰皿、ふた付き湯飲みが四個と熱 

い茶が用意されている。乾燥が激し 

いので、常に茶でのどをうるおす。 

女性の列車員、列車長、検車員が 
次々とお茶のザービス。薬をのむた 

め薬袋を出していると、すぐに白湯 

に代えてくれる気の配りようである。 

藩陽まで六時間、沿線は想像した 

とおり桃や梨の花盛りである。広い 

土地はどこまでも続く。どの駅も、 

駅舎や給水塔は変わらず昔の面影を 
残している。列車長は、客の座席に 

掛けながら何かと話してくれる。筆 

談と私の中国語で結構、通じる。乗 

客とのコミュニケーションは、国鉄 

も見習う必要があるのではないか。 

茶のザービスは別として、殊に我々 

に気を遣ってくれるのがよく分かる。 

工人服とパンタロン 

渾河の鉄橋を通過すると瀋陽、私 

川原崎春一 
(溢興W•能登川r?) 

たちはここで下車し、待機のバスに 

乗り込む。物見高いのか、ここでも 

バスの回りに人垣ができる。この人 

だかりは戦前並みである。 

男子は工人服に工人帽、女子はパ 
ンタロンにブラウス、ジャケットと 

まるで相談したような装いである。 

化粧していない素顔が健康そうで美 

しい。男も女も、目が生き生きとし 

て意欲的、動作もてきぱきとしてい 

る。宿舎は六階建ての大きなホテル。 

前庭や横の池のほとりにラィラック 

が咲き、ふくいくとした香りを漂わ 

せている。 
雨上がりの朝、ホテルの周囲の緑 

がひときわ鮮やかに映え、実にすが 

すがしい。朝食後、北陵に行く。こ 

の清朝の宮廷は四十五万平方キD、規 
模壮大である。故宮には約三百年前 

の調度品や武具が展示してあり、そ 

の壮麗さは目を毎うばかり。歴史の 

重みがうかがえる。 

午後、外国人向け友誼商店を訪ね 
た。デパ—卜であるが、私たちが案 
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内された階には一般の人は入れない。 

手工業の発達したお国柄で、手作り 

品が多く値段も安いので、ご婦人連 

はお気に召した様子。 

次に貝細工工場を見学した。女子 

従業員が、卓上グラィンダで各地か 

ら集められた貝殻を切断し、研磨し 

て、絵筆で絵付けをしている。これ 

を額や衝立にして、お土産品として 

輪出もしているとのことだつた。 

三十七年の夢を見る 

翌日は九時の列車で、長春へ向か 

う。食堂車で、本格的な中国料理が 

出る。一般客の先に、我々団体を入 

れる。寶客として、一般大衆との接 

触を避けるためか、旅行の安全を願 

ぅものか、それは各人の受け止め方 

にお任せする。コース以外の旅行は、 

公安局の許可が要る。単独行動は不 

可能らしい。 

新京の駅前広場は整然として、チ 

リひとつない。大同広場まで続く街 

路樹は、歴史の年輪を経て大きくな 

り、すがすがしい新緑のアーチとな 

って、ゆったりと落ち着いた雰囲気 

を醸し出している。 
昔の建物が、思い出を秘め歴史を 

物語るかのごとく、目前にある。ど 

こをどぅ通勤したかの道順を思い出 

し、三十七年前、社宅の前で引揚団 

の隊列を組んで、再び訪れることの 

ない思いで後にした通り、そこに現 

実に今、立っている。 

戦前の楽しい生活、戦後の苦しみ、 

その明暗がくるくると回りながら、 

私の胸に去来する、本当に新京の社 

宅に来たのか。夢ではないか。子ど 

もたちの笑い声に、ハツと現実に返 

り、その道を振り返り振り返りしな 

がらバスに戻る。 

自動車工場の見学に行く。工場は、 

素材からコンベアの流れに乗って完 

成まで、ラィン設計ができている。 

目下トラックのみ、六万台の生産で 

ある。採光と粉塵が、日本であれば 
たちまち労働基準局の目に止まるだ 

ろう。 

共働き、または母子家庭の子ども 

のための福祉施設では、専任の先生 

による本格的な教育ぶりである。可 

愛い子どもが拍手で我々を迎えてく 

れる。室内での学習や遊戯を見たが、 

常に見学者が来るのか、非常に整然 
とした行動で、時間をうまくこなす。 

行儀も規律もよく、徹底した教育に 

驚くとともに、日本と比較せざるを 

得ない。 

変貌する十億の民 

その夜の寝台車で、大連に向かう。 

コース別に分かれたグループと合流、 

二時間繰り上げの船に乗る。 

すでに船上の人々が、送りに来て 
くれた子どもたちとテ—プを投げ交 

わし、口々に「再見」「さような 

ら」と叫びながら、また新しいテI 

プを投げる。国は変われど別離の悲 
しさは同じである。姿が見えなくな 

るまでデツキに立ちつくし、しばら 

く船室に入る人もない。 

わずかな日数の見聞で即断するこ 

とはいけないが、渡来文化と人知で 

築き上げた今日の日本の姿を、いろ 

いろの角度で見て、心すなわち根性 
がどうかということである。中国の 

一省のみの見学では、いささか視野 

が狭いが、人々の目は生き生きとし、 

動作も活発である。 

十億に近い人口を抱えながら、文 

教、住宅、各種の政策が、現実に大 

衆に理解され、労働による対価とし 

て生活を改善し、それを誇りとする 

人々が力を結集して、国際人、いな 

世界の先達たらんと懸命に努力して 

いる。 

広大な領土と歴史、伝統的商才を 

もつ民の変貌をこの目で見、肌で感 

じた。 

歴史の流れは、予期せぬことを次 

次と現実の世界に残してゆく。世界 

最大の奉仕団体の一員である我々ラ 

ィオンズは、その地位にふさわしく 

社会の流れに目を向け、働きかけ、 
「自由」と「知性」と「我が国の安 

全」を願うことこそ、ラィオニズ厶 

に生きる道ではなかろうか。 

(機械工具製作販売.72歳) 
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表紙見かじ'0読みかじID 

柿 (かき) 

秋の味覚といえば、その王座はな 

んといつても柿だ。 

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺子規 
あたかも秋深し、日本の田囡、秋 

の夕暮れを象徴する名句である。 

柿の栽培の歴史は極めて古く、古 
代国家の百科便,Eともいわれる『延 

喜式j(九二七年)にも、熟柿や干し柿 
が記録されている。ことほど左様に 

古くから庶民の味として親しまれて 
きた柿は' 日常生活のなかにも深く 

入り込んで、伝説や民話、果ては歌 
にまでしばしば詠みこまれてきた。 

迷信に類する話も数々あって、柿 

は屋敷内に植えてはならない、いろ 
りで燃やしてはならない' 柿の木か 

ら落ちると馬鹿になるか死ぬ、その 
とき怪我をすると|生なおらない、 

などなど。 
しかし昔から、たいていの家の庭 

の片隅か畠の一隅には柿の木があっ 
た。子どもたちにとつて格好の遊び 

場になっていたもので、木登りの対 

象の第一位が、圧倒的にこの柿の木 
である。そして、大概の子どもが' 

場所/広岛県御調郡御調町.撮彩\河相正名 

一度や二度はこの柿の木から落っこ 

ちた。赤く熟した、おいしそうな実 
をとろうとの一心で、枝の先へ先へ 

と身を進め、もう少―一' もう少__一と 

手を伸ばし、とたんにポキッと枝が 

折れて' 地上にたたきつけられる。 

このころのように親が監督に付い 

ていて、いちいち注意を与える過保 

護の時代ではなかった。そこで' そ 
んな危険な遊びに熱中している近所 

Iの腕白共に向かって「コラッ/落 
ちると馬鹿になるどぉ」、「怪我する 

と1生なおらねえどぉ、死ぬどぉ」 
|とおどしつけたのである。が' それ 

くらいのことで素直に聞き入れる子 

はいなかったはずだ。 

閑話休題、柿は北海道を除く全土 

で栽培可能といわれ、二百年以上の 
栽培沿革をもつものとして、神奈川 

県の禅寺丸、奈良県の御所' 岐K.1十県 

の蜂屋'広.B県の西条、福-S県の会 
庫身不知、山口県の横野などがある。 

なかでも禅寺丸、御所は甘柿で、他 

はすべて渋柿。渋柿は一般的には干 
し柿、搏柿などにして食するが、干 

し柿としては蜂屋、樽柿としては横 

野が&高といわれる。干し柿はI M 

の保存食で' 渋柿を堅いうちに収搜 
して皮をむき、天日乾燥によって甘 

くしたもの、串柿、転柿' つるし柿 

などがある。長野県、福島県、岐阜 

県、山梨斟などに多いが、このほか 

全国に有名な干し柿の産地がある。 

今月の表紙は' 広島県御調郡御調 

町の『狞野の串柿』だ。中国山脈の 
山館、細い山道を迪ると、山の斜面 

に二十数戸の集落が点在するのに出 
くわす。そのIつの集落のI軒残ら 

一ず' 家の庭先が串柿で埋めつくされ 
ている。晩秋から初冬にかけてのこ 

の風景は、やはり見亊というほかは 

ない。 

晚秋の一日、私たちも努めて都会 

の維踏から離れることにしよう。田 
園には、きっとたわわに色づいた柿| 

の木が' 落日に輝いて貴方を待ってj 

いることだろう。ことによると'すで 

に収搜を終えているかもしれないが、 

大抵の木の梢には、わざと一つ二つ、 
実を残してあるもので、これを「木 

守柿」という。里びとの風流なここ 

ろ根が、ぬくもりが知れるではない 
» 〇 

(大) 

1ライオンズ文庫 
2.ライオン誌専用ファイル 

J案内" 

力 t46.#货1身 # 

ン參tiekfr. $■■«• 6.^ 

や>4*. Jo-r•ぎ争^ 

日^*ザ^*ザT嘩參 

「日本ラィオンズ物語」；J85RM 

ml 
.-\»' -.iy+_ ». Hyw 

ラ 參」雋 A_A*.»-:»- 

「ラィオニズムのいぶき」gigRH 

1. 

「ラィォン誌専用ファィル」五00円 

*なろベくクラブiil位でまとめて 

お中し込みFさい。(送料戈贽) 
申込先Jl£i;cffl5中央！2：築地2-2 — 1 

w地細田ビル7枏1SBas-fclg 
〒一〇四ラィオン^日本沾版唞伤所 
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執念かぃ妄念かぃ 

噺家の林廣彦六は芝居噺を得意と 

していた。ある日の寄席で彦六は怪 

談をやって、締めくくりに 

「はて恐ろしき執念かな」 
とやった。ふと前を見ると、いた 

ずらっぽい少年がちょこんと座って 

いる。なぜか、彦六、いやな予感が 

した。 

翌日、彦六は同じ演題で高座へ出 
たが、昨日と同じ位置にまたその少 

年が座っている。目が光っていた。 
p.t…いまどき珍しい、噺の好きな 

子もいるもんだ」 

彦六、噺をすすめて、やがて締め 

くくりに入った。 

「はて、恐ろしき……」 

と、まさに間髮を入れぬ間合いで 

少年が叫んだ。 
「おじさん、執念だね」 

彦六、ぐつと詰まって 

「……はて、恐ろしき妄念かな」 

と、逃げた。 
明くる日もまた、同じ少年がニコ 

ニコと座つていた。「この坊主、また、 

なにか言い出すんじやねXかな」と 

思わないこともなかつたが、少年の 

邪魔も入らず、噺は結びに入った。 

「はて、恐ろしき……」 
「おじさん、執念かい、妄念かい、 

どっちだい？」 

さすがの彦六も二の句が告げず、 

目を白黒させるばかりだったという。 

怪談噺には'よくこの「恐ろしき 

執念」という言葉が出てくる。少年 

は、それを知っていて彦六をやりこ 

めたのだったか、どうか。知ってい 
てしつこくやつつけたとすれば、こ 

れもまた一つの執念ということにで 

もなろうか。 

僧安珍のスキャンダル事件 

執念、とくに女性の執念というこ 

とになれば' これはもう怪談噺のテ 

—マそのものと言ってよい。情深く 
心のまっすぐなご婦人がたいていは 

噺の主人公で、男は敵役、多くは我 

意を通す悪役タィプと決まっている 

ようで、「四谷怪談」の民谷伊右衛 

門などは、その典型だろう。 

有名な「安珍.清姫」伝説も女性 

の執念がテ—マになっているが、こ 

こでは清姫の情念が彼女を蛇に変身 
させるという凄さが加わるものだか 

ら、逆に安珍に同情が寄せられたり 

福島県•白河々，*和歌山県.御坊^ 

、〇〇〇余年後に 
実った恋の執念 

——修験道にゆかりの白河•御坊—— 

白河市根田の「安珍之墓-延長六年(九二八)建立 
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健康と体力… 
自信ありますか？ 

♦実費領布 
ライオンズクラブ会員に限0、一般小 
売希望価格¥35,000円のもの(100 9)が 

¥24,500 (送料共） 

益芝（和名=マンネンダケ）は、 
人も通わぬ深山幽谷でまれにしか発 
見されぬことから〃幻のキノコ"と 
して、古半、中国では仙草として珍 
重されてきました。 

ところが、京都大学食m研究所总 
西研究室でこのほど人工栽培に成功、 
広く侪様にご利用いただけるように 
なりました。この溢芝は、中国の北 
京桢物研究所と北京眹学院の手によ 

つて、広範囲にわたり鲇谈維持•休 
質改苒に利用できることが判明しま 
した。ぜひ、一度、お試しください。 

プレゼント/ 

ご希望の方には、現代人の健康革命 
「霊芝の知識」を先着100名様に贈 
呈/ 

:••籲お申込みは. 

:◎お申込みはハガキ又はお電話で。 
! ◎返品は、ご逮慮下さい。 

フジ商事健康予防友の会 
亍153東京都目黒区東山丨一6 — 3 
電話 0 3 ( 711) 7 4 8 2 

して、安珍、だいぶ得をしている。 

「安珍.清姫」伝説は、醍醐天皇の 
ころにあつた話として伝わつている。 

輯醐天皇は、藤原時平と菅原道真を 

左右大臣にして天皇親政を行った人 

だが' その道真を左遷してしまい、 

二年後に道真は死んでしまぅ。右大 

臣から地方長官に転落させられたの 

だから、この人の恨みも凄かったろ 

ぅが、彼の死後二十五年、延長六年 

に僧安珍のスキャンダル事件がもち 

上がる。 

事件の概要をテレビの芸能レポー 

夕1ふうにまとめれば、次のような 

ことになる。 

ハンサム青年の受難 

『和歌山県の御坊市で、恋に破れた 

ハイティーンの女性が、相手の男性 

を焼き殺すという事件がありました。 

この女性は、和歌山県西牟娈郡の 
荘園管理官の娘で、名前を清姫とい 

い、相手の男性安珍さんとは十三歳 

の時に知り合いました。安珍さんは 

福島県白河市に住む一一十二歳になる 

山伏で、たまたま熊野へ山伏修業の 

ため立ち寄ったものですが、その時 

この清姫の家に泊まったわけなんで 

すね。安珍さんはなかなかハンサム 

な青年で、彼を一目見た清姫は、ま 

あ一目惚れというんでしょうか、好 

きになつてしまい、 
「今じゃなくてよいから、一緒にな 

りたいわ」 

と、積極的に口説いたわけです。 

安珍さん、そう言われても、山伏 

でしかも修業の身ですから、どうに 

もなりません。若いのだから気も変 

わるだろう、というので、 

「先々、楽しい夢がもてますね」 

軽く受け流したつもりで、そう言 

つて別れました。 

ところが、これがいけなかつたん 

です。清姫は、「それなら待つわ」 
と、こう思つてしまつたわけです。 

「約束実行して」と迫る清姫 

安珍さん、その後、清姫の家に行 

かなければ事件は起こらなかったん 
でしょうが、またまた、熊野へ修業 

に来た時に、寄つたんですね。清姫 

は十六歳になつていました。今なら 

高校二年ですか。まア、今は、高校 

生の十人に一人は性体験があるとい 

う時代ですが、当時のヤングも相当 

すすんでいたんでしょうか、「約束 

したんだから、一緒になって」と、 

迫ったんですね。安珍さん、びっく 

りです。前の時は、相手が十三の子 
どもだと思って適当に逃げたつもり 

だったんですが、さァ、こうなると 

自分は修業僧ですから、結婚なんか 

できません。かといって彼女は真剣 

ですし、すっかり弱って、かくなる 

うえは逃げの一手とばかり、夜にま 

ぎれて、清姫の家を抜け出してしま 
います。 

「ちゃんと約束したのに、卑怯じゃ 

ないの」 

怒ったのは清姫です。「逃がしや 

しないわ」と、安珍さんの後を追い 

ました。安珍さん、もうどんどん逃 
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げて御坊市の道成寺にかくまっても 
らいましたが、清姫だって女の一念 

裏切られてなるものか、とばかり追 

いつづけます。 

恋の執念に焼き殺される 

後を追う清姫で，Uたが、行く手に 

水勢を増した日高川が立ちふさがり 

ます。「この川渡らでおくべきか」 

女の執念というか、.>ングの純情と 

いうか' 清姫はみるみる蛇の姿に変 

身してこの川を乗り切ってしまい、 

道成寺へたどりつくんですね。これ 

は大変というので道成寺の僧侶も恐 

れをなし、安珍さんを鐘の中へ隠し 
てしまいます。 

清姫は、普段ならぶら下がってい 

るお寺の鐘が、下に落ちているのは 
怪しい、と、またまた蛇に変身して、 

この鐘を七重に#き、火焰を吹きつ 

けます。中の安珍さん、まさに焦熱 

地獄です。とうとう鐘は溶け一命を 
落としてしまいます。 

山伏の身で、このスキャンダルに 

巻き込まれた安珍さん、二枚目に生 

まれついたのが不幸だつたんでしよ 

うが、中学生ぐらいの少女だからと 

あいまいな返事をしたのが、かえつ 

て身の破滅になったわけです。いや 

ァそれにしても、女性の執念、こわ 

いですねヱ。御坊市であった山伏焼 

死事件のあらましでした。』 

山伏修験道に結ばれた土地 

世に伝わる「安珍.清姫」伝説は、 

今ならさしずめこんな形で語られる 

のだろぅが、この伝説には、熊野、 

吉野、羽黒の山伏修験道が背景にお 

かれている。安珍は、十五歳の時に 

羽黒山の山伏に弟子入りしたといわ 

れている。羽黒が山伏の道場になっ 

たのは、平安末期から鎌倉初期にか 

けてのころといわれているが、すで 

にそれ以前から修験道の山として知 

られていたらしく、山伏は羽黒から 

熊野へも修業に出たりしていた。一 

方、熊野の山伏もまた羽黒へ出向き、 

互いに交流していたといわれ、福 

島•白河の安珍が、和歌山•熊野と 

結び付く必然性はあったわけである。 

遊行中の山伏が、荘園管理官の家 

に一夜の宿を求めることもまたあり 

得るわけで、『日本霊異記』にも熊 

野は奈良時代から僧侶の修行地とさ 

れていた様子がうかがえ、熊野への 

途次、多くの山伏が土地の豪族の家 

に寄宿しただろうと、推察できる。 

「安珍.清姫」伝説はそのょうな信 

仰習俗の上に成り立っているわけだ 

が、これを男女の情への説話ふうな 

形にしたのは仏教の説法に使おうと 

したかったからでもあろうか。 

いずれにしても、この伝説は中世 

のころには確立されていたらしく、 

能楽の演目として早くから定着し、 

それが、いわゆる「道成寺もの」と 

して歌舞伎の中にとり入れられ、宝 

暦二年(一七五二年)、中村富十郎 

にょって『京鹿子娘道成寺』として 

*'■大成され、京都嵐座で創演される 

に至る。 

一方、伝説そのものも、道成寺に 

『道成寺縁起絵巻(土佐光重の筆と 

伝わる)』という形で残された。こ 

の絵巻は上下二卷からなり、室町中 

期以降の作とされているが、今では、 

寺僧が訪れる観光客に面白おかしく 

絵説きし、観光資材の一つとして利 
用もしている。 

福島県側には、この伝説の一方の 

主人公である安珍の墓がある。墓は 

白河市小田川地区根田にあって、安 

珍の出生地とされている地である。 

墓があるだけではない。根田を中心 

に、伝説の概要を唄い込んだ『安珍 

念仏』もまた伝えられており、念仏 

宗の布教に一役かった跡を残してい 

る。 

『.鐘に恨みはかずかずござる』 

の名文句で知られた道成寺説話は、 

こうしてみると単に華やかな歌舞伎 

舞踊の世界のものではなく、むしろ、 

仏教のなかで民衆に浸透したものと 

みてよいような気がしてくる。白河 

と御坊の結びつきもまた、古来その 

ような形でつづいてきたのではなか 

ったろうか。 

郷土史家のI人のライオン 

昭和四十八年夏、安珍の生地であ 

る白河の一人のライオンが、新潟. 

佐渡の観光旅行に出かけ、佐渡への 

船中で御坊のライオンと出会う。そ 

のきっかけを、??近藤春蔵(白河 

r)は次のように述べている。 

「……五、六人の男の方が安珍清姫 

の話をしていた。私は失礼とは思っ 

たが仲間に入れて下さるよう頼み、 

安珍は私の郷里白河市の出身ですと 
いうと、その方は览いて、私たちは 

道成寺のある御坊市の者ですと答え 

られた。そのうちの一人が、ていね 
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さ 
〇 

ハワイ 
節税対策としての 

海外不動産への投資条件 
I①安全でなければならない。 
アノリ々は世界でttt政悄が安定しており 
投資先としては«適です。 

I②税法上有利でなければならない。 
アメリ々では、不觔痒にK及されるtt金は 
II本とは比較にならないほど安く，税^t 
低い。アメリ々イく#;！麻:取抖の太のメリッ 
卜です。 

k|®5年で2倍にならなければならない0 
、li社でご斡旋した物件の中には.tt近丨年 
H余で2仿以上に地価が上林しているとこ 
ろ{»あります。 
ホノルルのコンドミニアム.往セ•地は«格 
的に)K京を上1«1るほどで％んど上限の®が 
あります。 

|0兜全所有権でなければならない。 
ホ/ルルのコンドミニアム.• f|•:*t•地の殆ん 
どはリースです。4社の取扱物作は、すべ 
て完令所打椹です。 

1(5)政府公Kの土地でなければならない。 
4社はハワイ州政府公这の分说地だけをご 
斡旋しております。 

Iハワイ州政府公認( 

高級住宅地 
450かり_ 

1区画4,047m2(1,224坪） 
限定10区画 

•所在地/ハワイ州ハワイ郡ブナ 
地区ケアアウ♦位置/ヒロ国際空 
港（ヒロ市）から車で10分•地目/ 
住宅地參股傭/屯氕•范活は分报 
地内または入口まで架設ずみ•土 
地檑利/完全所釘権(相絞•报渡自 
由）土地はすべてハワイ州土地裁 
判所の保証付 

外に270万円（336坪し420万m 
<1,224坪）よりの住宅地も販光中。 

•ご購入者の特典- 

① ハワイ往很航空券（1r,m)を無料w圼。 
② 家族ぐるみ交;iiimvf保険（大正海上火災保 
険と提携）を当社玖机で1年問付保。 

③ ワイキキビーチブレス（ハワイのn本人向 
け新聞•賊遇発行）を1年問無科送里。 

ハワイの土地をご所有の方へ 
ご所有地をヒロ市近郊の優良分譲 
地とお取抒えします。まだご♦云売 
の際は当社までご相談下さい。 

お問合せ（0424)85-8431 .83-9760 
海外不動産自由化と共に10年の实紐 

有限丨 
会社, 

宅地建物取引主任者 
亍182來京都調布郵便局私禆箱36号 

東京都凋布市国領町3-10-37 
_ メゾンあいだ4 F _ 

海外不動センター 

1#ご_入に際 
管理まで- 

ヘ^ ;:: 

k<tご購入に睽しては、申R手«、置紀から別荘地の 
tで一切貴任をもっておこないます。 
パ、資料をご*嘈のガは，ハガキに資nw 

k求办を阽リ•代所.氏？;.屮令.《文.屯JAをご 
人のしごWポください。 

いに住所氏名をお書きになってお渡 

しTさったのが、拍木永一さんであ 

る。木材関係の要職にある方で、御 

坊r会長であった」。 

??近藤が郷土史家であったことが 

交流を深いものにしていった。二人 

は互いに郷土についての資料を送り 

合い、??近藤は、「安珍.清姫」伝 

説の研究書や、安珍念仏の録音テー 

プなどを！s拍木に送るといぅ念の入 

れよぅであった。 

??柏木が両ク：ラブの提携を、と考 

えたのは、そのころからであった。 

「伝説上では悲恋焼死事件になって 

いるが、この恋、成就させてみたい 

が、どんなものか」 

「提携を」との提案はJ?近藤を通じ 

て白河7•!に伝えられ、昭和五十年五 

月、御坊市で両クラブの提携式典が 

行われた。 

必勝ダルマに燃えた心意気 

両クラブの交流は一気に深まる。 

白河7•?から日高川周辺の環境保全標 

識塔が贈られ、御坊rlは、安珍の墓 

の改修に資金寄付で応じた。 

ライオンたちの交流はさらに深ま 

る。昭和五十六年二月、その年の全 

国高校野球選抜大会に、御坊商工高 

校の出場が決まった。チームを送り 

出すには費用がかかる。野球部後援 

会は早速活動を開始し、二月九日、 

事務所開きを行つたが、なんと、そ 

の直前、白河から必勝ダルマが贈ら 

れてきた。それはまさに郷土の球児 

への声援と変わらぬものであった。 

高さ七十r、幅五十^の必勝ダルマ 

は、御坊rのラィオンたちの手で事 

務所に運ばれ、片目があけられた。 

その年三月、郷里と、さらには白 

河の期待をも担って、御坊商工は緒 

戦、皮肉にも福島高校と対戦、これ 
を一一対一で破りさる。二回戦、大府 

高校を迎え、これをも四対〇で退け 

準々決勝に駒を進める。御坊市中が 

湧き、白河もまた拍手を惜しまなか 

った。御坊商工は上宮高校と対戦し 

たが、郷里の声援にもかかわらずど 
ぅしても得点できぬまま、ついに四 

対〇で敗退してしまぅ。必勝ダルマ 

の両眼は開かぬままに終わった。 

御坊商工の戦いぶりに一喜一憂し 

ていた白河のライオンたち——、そ 

の祈りこそ届かなかったものの、そ 

こには、御坊を姉妹の地と想う熱い 

友愛の心があふれ、球児の戦いの間 

中、二つの地は一つに結ばれていた。 

清姫の熱愛の執念が一〇〇〇余年の 

後に、みごとに愛を成就させたとみ 

てもいいのかもしれない。 

一つの伝説が二つの地の交流を深 
めさせる結果となった。形の上では 

伝説がきっかけではあったが、古く 

は修験道にゆかりの深い両地に、伝 

説の背景にあった歴史上の交流の深 

さが、いま形を変えてよみがえった 

とみることができよう。 

しかし、それにしても、千年の月 

日を越えて、ラィオンたちを走らせ 

たのが清姫の執念だったとしたら、 

女性の執念、まことに凄いとしか言 

いようがない。 (籙崎淳之介) 
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皆吉爽雨選 

応募規定籲会員およびその家族•ハガキ1枚に3句 

まで（1人1枚に限ります） •クラブ名、住所、氏 

名、選者の指定を必ず明記して下さい參楷害でお願い 

します•毎月15日締切春®104東京都中央区築地 

2-2-1築地钿田ビル7階ライオン誌日本語版事 

務所あてにお送り下さい 

◎特選 

朝顔や佃に老いて畳刺す 
(神奈川県•座間)小島相河 

(評)朝顔を軒先に咲かせた小さな畳屋。 
老いた畳職の主人が朝から畳を刺してい 

る。蘭がプンと匂ぅ。いかにも佃のS職。 
古風な情緒がある。 

花さびしければ群れ咲き野蒜かな 
(愛知中央)安場淳女 

(評)野蒜は初夏、管状の葉の間に三〇 
〜六〇■»■•<:ンの茎を伸ばして、淡むらさきの 

小さいさびしい花をひらく。さびしいか 
ら群れて咲く、女らしいやさしい見方。 

踏まへたる雲移り行く水馬 
(北海道•早来)星 清一 

秋涼し庭木に風の添ぅて来し 
(宮城果•仙台東)正木けんご 

湧き水に揺れる藻草ももみずりぬ 
(束京嫌谷)正木ひさし 

寺涼し鹎の高嗚くことにさへ 
(愛知県.名古屋葵)稲士0捕甫 

一樹とてなき葬送の西日かな 
(兵雎県•尼崎ゥェスト)西中美代志 

旅の夜の踊り果てたる五平胼 
(大阪夕陽丘)平尾善次 

戻る日を母には伏せて帰省の子 

(大阪府•泉大津)志賀道子 
背の高きテニスの姉妹秋桜 

(大阪府•河内長野)浅川華人 

去ぬ燕島を惜しみて飛び交す 
(大阪府•河内長野)下村すえはる 

谷あひに宿とて二軒法師禪 
(大阪府•岸和田)徳岡富子 

日焼けせる茄子も供へて雨を乞ぅ 
(大阪府• I)古谷義晴 

月涼し浜風さそひ夜市立つ 
(大阪府•八尾M<)須田忠義 

祭獅子に従ふ笛の早調子 
(和歌山県•南部)宮本五子 

汲みあぐる水に色あり花木槿 
(滋賀県•織金电)筒井野耕人 

外濠は水枯れつくし草の花 
(京都華頂)松田郎三 

日照雨中玉虫彩をかへて翔ぶ 
(山口県•岩国)菊元直也 

◎特選 

開かれし書院に秘苑盆の寺 
(秋田県•田代)乳井順治 

(評)お盆の寺で、平素は閉ざされてい 
る書院も戸障子がひらかれ、そこから人 

を入れ，ぬ秘苑が眺められるのである。お 
盆ら■じい大寺の情景。 

大銀杏に月照りそめて踊り果つ 
(大阪府•八尾須田忠義 

(評y盆踊のにぎわいも、だんだん夜が 
更けて人々も少なくなつたころ、境内に 

立っている大銀杏に月がのぼって照りは 
じめた。踊りも終わるころの清〗！がみ 

なぎる。 

引き潮の濱畫顔の花のこる 
(岩手果•盛岡)佐々木しめ 

老来の子規まつることひたぶるに 
(f®が関)向井はるを 

佃人住みなす秋の簾かな 
(神奈川県•座間)小島相河 

田仕事の大黒南風に身をゆだね 
(愛知果•岡崎南)柴田かょ子 

涼能すすむ天守の灯をそびら 
(大阪堂島)尾_四郎 

瓜の馬かたむきかけてaおくる 
(大阪夕陽丘)太田ゆり 

初雁やテトラポットに夜汐さす 

(大阪府•松原)飯田マサヱ 
滝みちの岩這ふ秋の蛇小さし 

(大阪府•堺)北村歌子 

薮ぬけて通ふ分校竹の春 
(大阪府•堺浜寺)釜下路里子 

白萩に風来て縁の我に来る 
(大阪府•八尾)手嶋秀壺 

河骨のこころもとなく秋旱 
(京都)宮本正雄 

浜木綿や刑務所を訪ふ列黙し 
(京都北園多® 

高き枝に出水の^6¢きけり 
(奈良県•大和高田)岡本笹山 

作務の僧舟傾けて菱を採る 
(岡山県•矢掛)小野ただし 

駅降りてすぐ吊橋や河鹿嗚く 
(山口県•岩国)菊元直也 

朝賜や一山の杉穂を揃へ 
(山口県•岩国錦)村井一露 

’82.11月号 



琴 
永逢のnさ•グヒきめび?：？1夂:こ ★結婚I己念日に…*セ•カンドジュエリーに.グお：hJMfの叫i.人然ダイヤのかわ…：:お使い卜さい 

ガルべラの商品は、すべてプラチナ900使用. 
ブリリアンカット，遣幫局W印済•手づくり 

天然ダイヤと同じ結晶、組成 

タイヤの本場ベルギーでかント 

ダイヤの本場で厳しく選別 

靳しい*k•心•ガルべラニューダイヤモンド.， 
その鮮やかなブルーの柿•きは、れ久•の心を 
魅rします。 
ダイヤの1:命であり、価侦を從める々ット 

も、III.•伴のダイヤの本場ベルギーの胡|A|な研 
的職人が、人然ダイヤとIhIじ愛悄をmぎ、Nじ 
"法でカットし.奶き拔いた逸 

ガルべラニューダイヤは、ヨーロッパの 
邯山•（パリ•ニース•ブリュッセル•ストラス 

ブルグ）に超•流リ/nwを闪き広く人uを 
W•しています。 

ヨーロッパの社交界で大変な人気/ 

お手頃な価格です 

タイタック立爪1.3カラット 
特別■格11万円 

ライオンズの竹様に、ご4/v;f mいておリます 

パリ発c^lil貴女へ 
人造ダイヤの最高級ブランド☆ガルべラニュータ、'イヤモンド 

何種類もある人造タイヤの中でずば抜けた気品を輝力せます 

します。 
m し、返品送料は、ご mu.下さい） 

★〇.5~5々ラット.多神あります★カタログ無料送呈★台：人然ダイヤで使川しているプラチナ六★•.vrnk•でも肉眼では、 
人•然ダイヤとw•分けがつきません★ご希望のカツトをおつくりします：マーキュリーズ々••/卜•エメラルドカット•汴なし力 
ット★キャラットの吖後は人然ダイヤとmじです。 

裸石は、別途ご相談に応じます 

お申込挪 
電話かハガキで ) 

棘03 

5921801 
商品は郵便局で引換 

II本総代膽 卜'黯s本ガルべラドゥパリff?ン係 
〒100東京都千代田区永m町2—17—3提フラッッビル 
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利道役 
村海社 

木北会 

石狩川は流域に住む人々にとっては、苦労 

と重荷の川である。いったん荒れ任ぅと大洪 

水となり被害をもたらす。反面、豊かな水資 

源として患みをももたらす。私もこの水を飲 

んで四十年近くにもなる。川の両岸には、我 

が砂川rをはじめいくつかのラィオンズクラ 

ブが結成され、川とともに速係を保ち親交を 

深めている。 

石狩川の風景は、四季それぞれ美しいが、 

白い雪の花咲く澍々の間を、黒く帯状に流れ 

る様は格別の美しさがある。 

この絵は初秋の風景で、砂川橋から対岸の 

新十津川町とピンネシリ連山を描いたものだ。 

この町は、明治二十二年八月、奈良県の十津 

川村が大洪水になった際、これを機に大集団 

で移住してきた人々によって作られた町だ。 

母村の頭に「新」の字を冠し、困苦欠乏に耐え 

てきた歴史を持つ町。ラィオンズクラブも結 

成されて十六年、®村地带の豊かな町である。 

(きむらとしお.72歳) 



門付けF100 

零！#，' 

長又貞雄 

椅玉県•秩父r 

一水会、日展 

旅館業 

ライメンて- 

ギャラリー 

絵は十数年前、芸術院会員.有.B生馬先生 

の数度の滞在をいただいたのが縁で始めた。 

尺八はもっと長い。青年のころ「戦争と死」 

の恐怖から禅にあこがれ、吹禅を修行し、一 

音に徹すべく努力(本米、尺八は禅から発す) 

した。が、いまだし。 

近ごろの絵は、形や色を§がめて描く風潮 

があるように思えるが、物の本体は、ほんと 

うはゆがんでいるものなのか。色は心1IHで見 

るとあのように見えるのか•私にはトンと分 

からない。 

私はit礎がないゆえに、デッサンの汪いは 

なんとも恥ずかしい次第だが、べつにしゃれ 

てゆがめて描いているつもリはない。尺八を 

吹く人に言わせると、この絵は素晴らしいの 

だそうだ。三人三様の気迫があって、それぞ 

れ一音に徹し、人に聞かせるでなく'自分自 

身の静に徹している姿が美しい、と。この絵 

中の人たちは、今や一管より発する音しかこ 

の世に無く、すべてが無の世界なのであろう。 

絵も尺八もそうあリたいという望みを託しな 

がら、兄弟弟子たちの姿を描いた。 

(ながまたさだお.64歳) 



I*说品は受付後2週間前後でお 

|届け。お支払は商品到箝後10日 

以内で結m。万一认に入らない時 
ハガキに下図のように辛き、ご描は10日以内なら返品もできます。 
印の上ポストへお入れ下さい。 

(返送料のみごu扭酣います。） 
※カラー版新製品情報誌;&送.ゲ 
「情報誌送れjと紙に卉き、300円 
分(〒共)の切手同纣の上ポストへ 
♦お問合せは…03(673)2101 

二光通販株式会社 
東京都江戸川区北小岩2-21-19 

丁 133 

広告の商品は下記各店で展示販売中/ 
年中無休•午前10時〜午後7時 

(万一品切れの時もありますので，iず電でお確かめ卜•さい。） 
二光小岩店03(673)8505 
二光新？?〖店03(356)2500 
二光横浜出045( 251)2500 
二光札桃店011(281 )2500 
二光仙台店0222(66>2500 
二光名占秘店052(561)2500 
二光大阪店06(773)2500 
二光福岡店092( 281 >2500 
二光沖拓店0988(62)2500 

□ 
I 
I 
8 
係 

個性窖かな<らしを大切に/ひと味ちがラ品ばかりを選んでお届け.グ 

ARISTO 
Quarts 

來ムーブメントはスイス製です。 
$ 20金貨、$10金貨のレプリカクォ—ツ。 
幻の金货といわれ、収集家の問で人気の筋いアメリカ合衆㈤の2〇ドル、10ドル金ttを文字盤に很刻した 
梢巧なレブ！；力•クォーツです。宝飾時針の世界的楢成•西ドイツのアリスト社の純金加1:の灶上げは 

綱らぃ猶ぇ。珊侧は3ミクザの純娜りですから，•ィ? 

時針は1757iPlもの値段で発兜 
されましたが、それと全く.遜色 
のない風格で、たいへんお求め 
易い侦段です〇ムーブメントは 
梢度月差土15秒以内という_ 

密なスイス製クォーツを使⑴。 
バッテリーはWf蛮水銀圯池と交 
換"r能です。ペアで装えば地筋。 

分割払金(月) 
分割払価格 
現金価格 
送料500円 

分割払金< 月) 
分割払価格 
現金価格 
送料500円 

7,980円 X 1〇回 
79,800円 
75,800円 

(分割•現金共） 

5,980円 X10回 
59,800円 
56,800円 

(分割•現金共） 

SS»K»SSaaSSBSaSBaSBaS55B5BBB5iiSiiiir 

ットレプリカウォッチ、 
金と銀の塊を腕に 

金塊（インゴット）を腕に——ヨーロッパを中心に忍速な入'パ•を 
114めているインゴットウォッチ。本物の金を使つたものは数" 

A/P1以上もするのでなかなかT:，がでないものだが、そのレプリ 
力（杻製品）が访場/ 24金仕1..げのゴールドと純銀のオールシル 
バーの2タイフ。。まぶしい輝き1よ本物のインゴットそのままの 

ルドタイプ、ステンレスでは求められない輝きのオールシ 
ルバーとお奸みに合わせてお選びいただけます。機械はJ1差土 

15秒の褚密なクォーツ。腕時•什の11ケ•つf節に、さりげなくイ 
ゴットをはめてみませんか。 

商品番号15 4 9 

分割払金(月）6,500円X10回 
分割払価格 65,000円 
現金価格 61，700円 
送料500円（分割•現金共） 

<仕様〉クォーツ•月» 土 15秒（電池寿 
命約2年）.バンドはゴールドタイプ=ス 
テンレスに24金メッキ、シルパータイプ 
=ステンレス•サイズ3.2X2.3X0.7cm 
(共通）•文字盤.ケース共にゴールド= 

24金メッキ仕上げ、シルパー=鈍錤クリ 
アラッカー仕上げC 

商品番号15 5 0 

5,100円 X10回 
51,000円 
48,400円 

(分割•現金共） 

分割払金i月) 
分割払価格 
現金価格 
送料500円 

品t号 

名 

_〒住所(フリfit) 
•氏名(フリガナ)» 

拳年令 

*電121号 

1年間完全保狂 

電話でのご注文は' 

ハガキでのご注文は 
電話かハガキで 
楽しいシヨッピンク 

/ダィヤルは正Sにおf下n.い* 一 
一年中無休.午前9時〜午後9時) 

0000000 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

5555555 
2222222 

\/Ny Ny )) 
1311116 

7765886 
675222( 

/V/V (/V XIV 2 

3625122 
O 5 419 2 

o o o o o 

京阪屋浜幌岡台 
古 

東大名横札福仙 

二光通販§ 

東京小岩局27号 



あなすこのサインカ?世界{こ通用しま1; 
さらに価値を高めた、 
アメリカン•エキスプレス•ゴールド•カードの10大特典。 

1 1枚のカードで、世界160余力国に通用。 
• ■内加盟店網もさらに拡充してV、ます 

Ht界中で約1，000のトラベル•サービス•才？イスデ 
•旅の安心をお刷tします 

3アメリカン•エキスプレスのギヤランテイ--•リザべーシヨン 

，なら到矜が遅れても、お部屋は確保されていま1； 

4 fit商1,200万円まで保K(の交通事故傷害保険 

，にfi®!l的にご加入になれます 

5万一、タートそ紛失•盗雔されても、安:^。 __ 
，お届けの時点から、所!:•は私どもが鍬、ます 

カードを失くした時、世界中どこでも 
通常、当Hの常業時間内に再発行しま1； 

国内はもちろん、海外でも約1，000の _ 

サービス網で、507i円相当額までご立てします。 

〇.- 

y.n 

月々の诏求時に送られるレシートで 
使用の内,沢を確実にチェックできま1; 

あなたの信用の高さを啓重し 
月々の使用限度額を前もって{M限しません。 

海外でH本語での手助けが必要な時 

1U.親身にお世話乂、たします。 

1 

今すぐ、お申込みを。 
班而の申込苦•に必要事項をご記入のうえ、纣简<こ入れて、亍107 i|OK邯港K赤坂4-9-17 
アメリカン•エキスプレス•カード部祈会U課までお送りください。 



この申込害を切り離し、アメリカン•エキスプレスカード部新会霣H〒107東京都港区赤坂4-9••けまでお送りください。 

小突2.紀力3.不赌 /所讥征明悦納说征明？^所卅余他 
その他 Utl奴のある公的証明？F>を添付Iてください。 

私は上,!己紀抑；{が促戈かつ止確であることを保証し、布杏のうえここに站求 

するとおり会Un座が閒;没され.カードが兑行され、また枇较圯新されるよう中 
1込みます。このため私および家族カードの中込人に閱するam照全のための 

衍報の提供、交換がなされることを承認します。 

カードの年会費は15,000円、家族カードはI枚につき年会費10,000円です： 

お支払いはあなたの個人'〆,義の銀けu冲:から包勋的に抿!uさせてt、ただきます0ご利mになれる銀彳j•はド•记の通りですので必ずご•记入ください。 
里利、協和鱗m :•和、舴间、卜六、住友、駿向、第•觔龙、太！^神r*、大和、千褒，來海.來京、八十:、描岡逢士、•北睦，北海进、北海进拓殖、;^井、•:荽、横浜、 
琉球011もし、これらの銀行に【碑をお持ちでない場介は、銀汀振込によるお支払いtできます。 [iam振込を希1?/する。 

レごk入の汶はホ2ルベンをご使用ください法人カード申込害をご希aの方は 
直接当社テレホン•サービス•センター（電話03-403-4481)におOIS ください， 

了メツクス 
使，n w 

CS 
RAN RDN NRN 

Sign Fee Type 

預金口座振替依頼書(ァメリヵン.エキスプレス)_ 

ffl行御中 B/{和 年 II II 

化••.LW’fN卜K ❖:：にゾをご,,人':だ：!.い 

支 店 r, 楽m金捕《i n哝推り• 

□终通in金 
□当mm金 

私はアメリカン•エキスブレスに女払うべき代金のリI {mm ノ:がrtけに送f十された 
ときは、I-に衍定する私名莪m金hmより丨IH<ttiけの力•法で女払うことにしたいの 
で、ムVal *1叫i確約のうえm金丨n*Kmけを依傾します。 

フリガナ 級ifにお届けの印 

IIH?名典 

猶相 ⑩ 

おところ(銀けにおJKけのご住所) 

屯■«麻け 
1 ) • 

訂正の際には訂正印をおPいします。 

記 
1.7•メリ泠ン•エキスブレスかI•，私にmする诏求贪邡を,!じ败したリI落依ffl九がnけに送け 

された叫ft•には•アメリカン•エキスブレスの衍定するH Hが沐Hの叫でt•は讲龙⑴ 
金油をノr:,kllIHUO. PIけの并idirn金说定または，1W4IJR_JI約定の说定 

にかかわらず终通«t通W,M払«W求？Fまたはャ|小WJ f-なしでリ|洛しのうえ. 

アメリカン.エキスブレスのII哝へぉIK込みください， 

2. )i报けIIに私の衍定LArtti金IIH(の伐,ftがイアメリカン•エキスブレスから送 
付されたづI落依W方の贪而の令部をリI落しできない叫作には、私に通知することなく 

•j I *依w ,*rをアメリカン.エキスブレスに返试されても用说ありません• 

3. この依in??にもとづ川呼.ttmによる取扱いは.ttけが必®と比めた場か二は私に通知 

することなく解除されても«说なく.またrtけ汗总の金抑を；&：払H以降f r «のiicji^ 

しのうえ•アメリカン•エキスブレスに女払うべき代金に充，レ_されてもありません。 

4. 本取扱いに間し-紛讲を1•:じました場合には.私とアメリカン•エキスブレスとの冊で 
解決しrt行にmi■て切述®をかけません。 以卜. 

アメリカン， 
エキスプレス* 

会员番号 3 7 6|1 
鉗行使用欄 



〇けを考える- 

親子ともども 

才川清成 

(北海道•带広平原^) 

0—^に素晴らし 

い、考えられた字であ 

ると思う。この言葉を 

聞くと頭に浮かぶのは、子どもである。 

しかし、この言葉は必ずしも子どもを対 

象にするべきものではない。 

近年私は家族とともに、自宅の風呂に 

入らず、近くの温泉に町営の綺麗な施設 

があるのでそこへ行つている。ところが、 

湯をかぶり、体を洗ってから*®に入る 

のが習慣であるのに、衣類を脱いでその 

まま浴槽に入って来る者が多い。大人が 

そうであれば、子どもも同じである。親 

が体を洗えば、子どもは親と同じように 

して、ちゃんと習慣づけられる。 

湯をかぶらず、尻も足も洗わず入る者 

があるかと思えば、その浴槽の中で顔や 

口の中を洗っているのも見受ける。実に 

不潔である。小さなことだが大切なしつ 

けであり、習慣づけられなければならな 

いことである。 

「時代が違う」という実に無資任な言葉 

がある。時代が違って礼儀とか常識とか、 

しつけが変わるものだろぅか。 

このょぅに考えてみると、現在世の 

人々の過半数が、この「小さな」そして 
「大きな」しつけを忘れがちではないか。 

(整骨院.52歳) 

自然に身につくもの 

意 
米本貞治 

(宮城県.石卷3) 

私が石#rlから派遣 

されて、石巻海洋少年 

団の団長として子ども 

たちを指導しているアクティビティは、 

学問を身につけさせるのではなく、やが 

て海国日本を背負って立つ青少年が、立 

派に育って行くために必要なしつけを身 

につける訓練である。 

青少年の出会いの言葉に「才—ス」と 

いうのがあるように、団員の出会いは必 

ず敬礼から始まる。つまり「おはよう」 

「さようなら」のどんな場合でも当ては 

まる、ごく簡単な礼儀の取り交わしが敬 

礼である。 

しつけとは、ごく当たり前のことを自 

然に行うことであり、別に改まつて教え 

るものではない。 

朝起きたら「おはよう」と、その日一 

日の明るいスタI卜を切り、整頓する心、 

規律、約束を守る心など、海洋少年団の 

，おきて，，十力条の項目を実施すること 

によって、そのしつけが自然に身につく 

のである。 

さあ、今日の今からでも始めよう。 

教えてもらった時、物をもらった時、 

親切にしてもらった時には「ありがとう 

ございました」のあいさつを忘れないよ 

うにしよう。(製氷•水産加工業.75歳) 

相手の身になって 

須崎義弘 

(愛知県•尾張旭r) 

よく「あそこの娘さ 

んはしつけが悪い、あ 

の家庭はしつけができ 

てない」などという言葉を耳にするが、 

しつけというものは子どもに限られたも 

のではなく、我々社会人にとっても若い 

世代の人たちとともに表裘一体のもので 

あり、教育の一部分を占めるものである。 

教育の中でしつけだけは、学校よりも家 

庭の役目のほうが大きいと思う。では、 

よいしつけをするにはどうしたらいいか。 

しつけは、礼儀作法ばかりでなく、言 

葉や動作、行いにも現れるということを 

考えたい。戦後、_由思想という言葉が 

使われ、どんなことにも自己中心主義で 

い：；.ような錯党に陥りつつある。まず 

「相手の身になって」ということを考え 

なければ、と思う。謙虚な反省と努力こ 
そ、しつけの第一義だと信じる。 

私のクラブへYE派逍学生が来た。受 

け入れ家庭のメンバ—宅では、準備に忙 

殺され、献立表まで作るという気の配り 

方。ところが当の学生は、全くの自己本 

位。気を逍った料理の献立も、「こんな 

ものは嫌い」と見向きもしない。英会話 

ができなければすべてが「ノI、ノI」 

の一点張り。あげくの果てに、〇〇方面 

に行きたい、との申し出にスケジユ—ル 

も大幅に変更。一例にすぎないこの事例、 

我々をも含め国際感情にまで発展する恐 

れのあることを力説したい。目下、我が 

クラブでも姉妹提携締結の機運にある。 

風俗、習惯、ものの考え方までもが違う 

人々と接し、国際親善の実を結ばせるに 

は、しつけこそが一番大切ではないか。 

我々をも含めた「しつけ」を見直す必要 

があろう。 (貸店鋪業.60歳) 

〇け^考，える— 
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平和の象徴 
としての国旗 

浜田倶衛 
(福WW •原町r) 

著::::，.:'::'ぐ 

例会出席率の向上策 

藤原 主 
(広瀬”) 

ライオン各位がライオニズムに徹し、 

例会出席が任務で、責任である基本 

方針を尊重して、ライオンとしての 

体質改善をはかるべきであろう。 

(町教育委霣畏.87歲) 

我々は例会の度に、国旗に向かい 
姿勢を正して国歌を斉唱する。それ 

は世界一五五力国の国歌と国旗を持 

つている国の、どの例会でも同じ次 

第であるはずだ。 

国旗はまた、国際大会、フオーラ 

ムの演壇にも掲げられている。国旗 

は国家の象徴であるから、その国に 
敬意を表する場合、国旗を揚げたり 

である。現在各クラブの例会運営を 

みるに、各クラブ独特の運営は少な 

く、幹事報告、委員会報告程度で終 

わるのが慣例となっている。 

もちろん例会に出席することのみ 

にても、会員相互の理解と信頼を深 

める効果のあることは見逃すことは 

できないが、進んで例会を多角的に 

運営することにょり、例会行事が会 

員の生活上、益することであれば出 

席率の向上は明確である。 

例会で斉唱されている「ラィオン 

ズの誓い」が、平素の生活で実行さ 

れているかが問題である。誓いの結 

論である「社会奉仕に精進する」点 

については、一般社会人の奉仕ょり 

勝るものと認めるも、前段にある 

「知性を高め」の学習行為は、無視 

されている傾向が多い。 

最近ラィオンズに入会する人は若 

人が多く、社会、家庭にあって働き 

盛りであり、修養により人格向上の 

適期であるにもかかわらず、学習の 
寺55•少なく、クラブ例会は知性を高 

める生涯教育の最高の教室である;2 

要を高めてきている。 

青少年の価値観が多様化しつつあ 

る世代の指導者、代表となる若人ラ 

イオンに最も必要なることは、学習 

による人格向上を第一とせねばなら 

ぬ。「ライオンズの誓い」の知識の 

向上あって、友愛、相互信頼の精神 

も養われ、加えて真の社会奉仕も有 

意»•に実行されるだろぅ。 

次に、ライオンズの目的に述べて 

いる「一般に関心のあるすベての問 

題を自由に討論できる場を設ける」 

の趣旨により、また市民愛国憲章に 

述べている「民主的な政治、国家制 

度の原理を理解し、自由な人々の政 

治に対する確信を新たにする」等、 

日本国民として必修の問題を討議す 

ることが例会行事を有意義とし、例 

会出席に希望を持ち、会員の出席率 
が向上することは間違いあるまい。 

以上の例会運営改善で、例会出席 

率は一応改善の方向に進むであろう 
W、こh.を'^遠のものとするには、 

最近、クラブ運営で課題とされて 

いる一つに、例会の出席問題がある。 
毎月報告される各クラブの出席率を 

見ると、多くは九五?V以上となつて 
いる。しかし、正確なる例会出席者 

は、平均八五打程度が多く、それ以 

上はメーク.アップを加算しての結 
果で、メーク.アップ規定を厳正に 

適用すれば、真の出席率は九〇打を 
上回ることはあるまい。この問題を 

このまま放置すれば、今後、例会出 
席率の低下することは明らかである。 

出席率低下の原因を探究すると、第 

一に考えられるのは例会の運営問題 

The Lion ’82.11月号 



JSl 
わが束のWwのぉもてなしは沿けむりのたつ溢Mど/;1M-山 

全区画温泉付(約100坪) 

1,030万円〜1,800万円 
価格は国土利用計画法に基く事前，認済みです 

所在地/静岡県田方郡函南町平并地区 
交通/熱海から車で20分(バスの便もあ 

ります〇) 

•お問合せ*お申込は 

ライオンズ係 s(03)342-5176 
B売主•建設大臣免許(5)第710号 

日誠総業株式合社 
〒160東京ffi新宿区西新宿丨一21 — I明宝ビル 

事業主体•管理 

人三菱商事株式会社 
パシフィック航業株式会社 
日誠総業株式会社 

ちよつとすすんだ人々の住む町 . 

むかし湘南いま南箱根 

わが町、わが家 

〈こ存知てすか〉これからのファ—ストハウスとして 

もぅわが町の様子を見に 
おでかけになりましたか 

すでに九五五戸の家が建ちならび 
新しいライフスタイルが始まつています。 

特選38区画好評受付中(全区画温泉付) 
三菱商小㈱がデベロツ。ハ—として初めて参•幽した町として知られ 

る南筘根ダィヤランドは、昭和44年の開発以米12年を経過した今日、 
これからのファーストハウスとして、土地を求めた方が三〇〇〇名、 

九五五戸の家が建ちならんでいます。 

いまこの価格で、これだけの住環境と住機能を 
備えた土地は他にありません。 

s£涼しく冬暖かいこの地は、数地内(:準総合病院、ショッピング 
センター、プール、テニスコート、ゴルフ場、ホテル等があり、住 

民は心からn本一といえる住S3垃と11:機能を満喫しています。 
ぜひ一度わが町の様子を兄におでかけ下さい。 

お住まいになつている方々の声や様子を資料としてご用意しておリま 
すので、お気経にごH求下さい。 

国旗に敬礼したりするわけである。 

我々が例会の開始にあたり国旗に 

向かうのは、日本のラィオンズクラ 

プの一員としての認識を確認し、深 

めるためだと私は解釈している。 

我々はこのように、例#•ごとに国 

旗に向かい、君が代を斉唱していな 
がら、日常生活の中ではあまりにも 

国旗に関して無関心、無頓着すぎは 

しないだろうか。例会の場だけ国旗 

に向かって立っても、例会の規範だ 

けを追っている、単なる式次第、形 

式に落ちてしまっているのではない 

かと私は危惧している。 

国旗掲揚を短絡に右傾向と敬遠し 
てみたり、戦争を幸いにして知らず 

にすんだ世代であるにもかかわらず、 

日の丸を国旗として認識するより特 

攻隊のシンポルや、茶化したファッ 
シヨンとして一つのプームにしてし 

まつたのは、愚かで嘆かわしいこと 

ではないだろうか。 

一時期、痛ましい心と手で日の丸 

を打ち振った日本国民の不幸な記憶 

をぬぐい去り、また、一部の若者の 
軽薄とも思える国旗への認識を改め- 

正し深めるためにも、せめて我々メ 

ンバ—は、祝日には例会の時のよう 

に、自分の家の門口に国旗を揚げる 

べきではないかと思っている。 

祝祭日を祝して国旗を揚げること 

ィコール、国を愛することではない 

かもしれない。が、自らを知って、 

自らを大切に生きている人は、他人 

の存在をも尊いものとし、肯定する_ 

同様に自国を大切に思う人々は、他 

の国々をも決して否定することはな 
、〇 

V 

青少年が国旗に対して正しい認識 

と誇りを持つように導くことも、ま 

た我々の責任ではなかろうか。 
いずれの日にか、国旗掲揚の手が 

不幸の記憶としてではなく、平和を 

願い、誓い、平和に感謝するものに 
変わるように、また、風にひるがえ 

る国旗が武力や国家の権威を誇示す 

るものではなく、平和の象徴になる 

ようにと期待してやまない。 
(石材店.45歳) 
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★ご両親も安心.ゴージャスな設備で学生生活を満喫できます。 

、雑誌名をごSB入の上各会館へ 卞会flVIft通会加做 

個室内のバス•専用食堂まで備えた女子大生専用の 
理想的な住まい/ 

I国分寺女子ハイツ 
■全館個室■冷暖房完備■通学に便利な中央線沿線 
•吉样方' 13分*八王子まで20分*新帘まで30分*渋谷まで30分 
籲高H1馬垛まで30分 

交通/(中*:線• W武線）国分寺*Rよリ徒歩3分 
亍185東京都国分寺市本町4 _12-19 TE1-0423(25)4182 

n 

受験の宿•冬期講習会 
の宿も受付中/ . 夢を育くむ、ゆき届いた環境です。 

古い文化のたたずまいと新鮮さが融和した文教の街 

•音羽女子学生会館 

堂ぽ:罵:：^ 

♦全館個室280室、電話付、冷暖房完慊*24時間体制の防災と防犯 
•3食利用できる専用レストラン、お弁当も用意します 

交通地ド跌（九の内探）新大塚駅•茗荷谷駅徒步5分 

地ド鈦(も•架町線)»国寺駅Ml歩5分©(!]屯（山了•探）大塚駅パス5分 

亍112東京都文京区大塚4-45-9 TEL 03(943)0311 

緑につつまれた理想の住まV 
~1^<7 (東京放送）グループ . 

•東郷女子学生会館i 
•ホームドクターによる健康管理#24時間の警備体制•完全な防災対策參どこの Jjk 

全館冷暖房•共有設備完備•全370室(個室•二人室）■ 
カウンセラーが各陏に虫活を共にし、心如山iifiiにわたり安心です。M 
交通：|k|*.U(iIi T採>/1宿駅よリ沾少r»ゥ)••地ド》( rRlH探）明治神宮前IRよリ沾少3分 

〒150東京都渋谷区神宮前1-5-3 TEL東京03(402)6611 

>ご両親に安していたたける明るし、環境籲フライバシ•渋谷まで20分•新宿まで30分 
•をまもる静かな個室籲東京•横浜の大学へ通学便利•代々木まで23分•ぉ茶の水まて. 

男子学生専用マンション籲日吉^^榮生/Vl^UI ム的畑虫 I nnn去宏&好 ^ ■ » * 1—1^ 1■* » ■ ■ 
男子学生専用マンション 
全館個室1000室家具付 

M ■ 

/ 室料（月）28,000円敷金1ヶ月•礼金2ヶ月j 

■共同投儋：大食堂.壳店.大浴宜.自習室•ランドリーショップ 
•英会話室.写真現傖室.アスレチック施投•ロビー.駐車場その他 

東横線•地下鉄日比谷線日吉駅前 
干223横浜市港北区買親町13番地TEL横浜044(62)110ifW 



令令令令令令命命令令令令♦令令令令令令令♦:卜 

20年前オリエント事情 

日本ライオンズが10周年を迎えた 

1962年4月、フィリピン、香港、中 

華民国および日本の4力国の地区ガ 

バナー7名が東京に集まって、オリ 

エント.ガバナー会議が開かれた。 

当時、国際会則の改正が行われ、 

東洋東南アジア地域から毎期、国際 

理事を選出できることとなり、その 

割り当てを行うことが主な目的であ 

った。会員数から言って、選出S格 以来、この地域からの国際理事選 今改めて先輩の英知を思い起こした 

のあるのは日本とフィリピンだけだ 出について、その都度話し合いが行 いものである。写真は1962年4月4 

ったが、会議の結果「向後6年間の われたが、今年からはOSEALフ 日、東京.帝国ホテルにて、手前左 

比率は日本4対フィリピン1とし、ォーラムではこの問題を取り上げな 進藤竹次郎元国際理事、立って発言 

順番はフ.ィリピン、日本、日本とす いこととされた。国際大会でアジア するのはフランシス• K •パン303 

る」ことが取り決められた。 各国が醜い選挙戦を行わないよう、地区（香港）ガバナー。 

グラインドスタッフ国際会長訪日日程決まる 

第2回ガパナー協議会議長連絡会議は九月二十七日、 
東京.日本橋の日本ライオンズ連絡事務所で開催され、 

当面する全日本共通の諸問題について討議された。日 

本からの一九八三-八五年度国際理事候補者は、別項 
記事のとおり337複合地区??谷川栄一(鹿児島1)にし 

ぼられたこと、全日本のライオンズから337-〇地区に 
寄せられた水害援助金は、四千六百万円余に達したこ 

と、その他各種連絡会議の主要議事が報告された。 
グラインドスタッフ国際会長夫妻は、日本ライオン 

ズ公式訪問のため、十一月二十七日午前福岡着、二十 
九日夜成田発で帰国される。このため335、336、337複合 

地区の合同歓迎会は二十七日夕、福岡.博多全日空ホ 
テルで、その他の複合地区歓迎会は二十八日夕、東京 

会館で開催されることが決.まった。 

台北フォーラムのパネル討論会に期待 

東洋東南アジア地域のライオンズの友好と親善の促 
進を目的とする台北フォーラムは、十一月十八日から 

始まるが、日本からの参加者は四千名に上る見込み。 

議長連絡会議では参加の大綱について検討し、二十日 

のパネル討論会の役割を次のょうに分担することにし 
た。「みんなで分けょう奉仕の心」分科会パネリスト 

は佐藤貞夫333複合議長、「国際老人福祉年」分科会議 
長は野田貴太郎334複合議長、「青少年犯罪増加の危機」 

分科会パネリストは浅井猛331複合議長。閉会式あいさ 

つは内田順夫330複合議長が行う。また閉会式後、国際 

理事推薦のコーカスがあるほか、一九八四年のフォー 

ラム札幌誘致など、参加者の活躍が期待される。 

83 The Lion ’82.11月号 



国際コンテスト応募要項 

恒例となっている国際協会主催各 

種コンテストの応募要項が次のよう 

に発表された。 

国際写真コンテスト 

市民、教育などアクティビティ10 

項目にLC I Fを加えた11部門があ 

り、特定の部門について簡単な写真 

説明を添えて出品すること。応募資 

格はライオンズ、ライオネス、レオ 

の各クラブがもち、個人で出品する 

ことはできない。応蘇作品はカラ 

一•スライドに限り、その数は無制 

限。撮影者はプロ、アマを問わない。 

締め切りは5月15日まで、それ以降 

の到着分については翌年のコンテス 

卜に回される。恭査の基準はその内 

容および外観とする。 

国際クラブ広報活動コンテスト 

クラブが計画している主要事業1 

件に関して、その事業の具体的な説 

明、目標、PR実施法を1枚にまと 

めた計画書を作成し、事業実施前に 

提出する。次にスクラップ•ブック 

に先の計画書のコピー、マスコミの 

編集主幹およびニュース担当者あて 

の書簡、写真•ポスターなどPR用 

に使用した資料のコピー、更に事業 

実施後の新聞の切り抜き、ラジオお 

よびテレビの報道時間の記録、その 

他実際に行われたP Rの記録を要領 

よくまとめる。 

計画書はPRキャン^厂ンの少な 

くとも2週間前に、地区PR委員長 

および国際協会PR部に提出する。 

ただしそれは2月15日までとする。 

また、スクラップ-ブックは3月15 

日までに地区PR委員長に送付する。 

地区PR委員会ではその中から最優 

秀作を1点選び、4月15日までに複 

合地区PR委員会へ送る。複合地区 

では更に1点を選び5月15日までに 

国際協会に提出する。 

赛査は計画、資料、PR効果につ 

いて行われ、入賞と佳作1点ずつが 

選ばれる。なお、応蘇作品にはクラ 

ブ名、準地区、複合地区、更に応琛 

貴任者の住所、氏名を必ず明記する 

こと。 

国際クラブ会報コンテスト 

各クラブは発行済みの会報の中か 

ら1点を選び、3月15日までにその 

会報を2部地区P R委員長に送付す 

る。地区PR委員会はその中から最 

優秀作1点を選び、4月15日までに 

複合地区PR委員会に送る。そこで 

選ばれた最優秀作品1点を、複合地 

区は6月1日までに国際協会に提出 

する。本コンテストに応募する場合 

は、必ず所定の登録書を添えること。 

交換ピン•コンテスト 

本コンテストの作品はすべて国際 

協会クラブ用品部を通して発注し、 

交換を目的に製造されたものとする。 

発注されたピンはすべてクラブ用品 

部でサンプルを1点ずつ確保し、そ 

れが自動的に出品される。恭査は独 

自性と外観を基準に行われ、クラブ、 

準地区、複合地区の3部門からそれ 

ぞれ入貧、佳作1点が選ばれる。 

友好バナー.コンテスト 

概略は交換ピン•コンテストと同 

じだが、参加作品について今年から 

公認指定業者に発注したものも認め、 

その場合サンプルは業者に1点ずつ 

の提出を求める。 

各コンテストの入賞は来年のホノ 

ルル国際大会の期間中に発表される。 

昨年度は新潟サウスPが写真の2部 

門で、福井中央Pも同じく写真で、 

そして群馬県•高崎Pが広報活動で 

それぞれ入賞を果たしている。今年 

も多数のクラブから参加されたい。 

1；一 九八三-八五年度国際理事候補者一人に 

1! さきの第28回複合地区大会において、一九八三-八 

令五年度国際理事偽補者として、330複合地区から??小川 
/ J清司(東京渋谷r?)、337複合地区から??谷川栄一(鹿 

1♦児島7?)の二人が推薦決議された。同時に改正された 
M「国際理事候補者推薦手統規則」は、日本からの候補 

4-者を一人にしぼることが目的とされ、その成り行きが 
#注目されていたが、二人の候補者が話し合つた結果、 

4*4??小川は今回の立候補を辞退されることとなつた。.330 

♦複合地区ガパナI協議会では、「東洋東南アジア諸般 
A..A.Iの情勢を考え、日本のライオンズを混乱に陥れないた 

令め、複合地区国際理事推進委員会の同意を得て、??小 

川の立候補辞退を受理する」こととした。これで明年 
4*4六月のハワイ国際大会での東洋東南アジア地域から選 

,...*..1*出される国際理事候補者として、日本からは口谷川栄 

1!1のみが出馬することとなつた。 
令 

令成長するし01卩 
ふ'V' 

♦ LCIFは一九六八年に創設され、以来世界各地の 

Aライオンズ会員を通して、多大な業績を成し遂げてき 

4!た。開発途上国の職業技術指導を初め、台風.地震. 
令豪雨等にょる被害地の復興、病院.診療所の建設、そ 
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<mお支払いは现品到;«後にお朗 
いします。送料は無料です。 
(mし.商品逝送料はごft mwいます） 

[|7^ダイナミックプロモーション 
-柬京都港区六本木3-2-21 
六本木スカイハイツ501号 

もっと手軽に 
もっとビタミンEを 

1日1粒lOOmg。 
ビタミンEのはたらきで 
体調バツグン仕事バリバリ 
元気はつらつ若さを保つ。 

[1粒中ビタミンElOOmg含有!_ 

濃縮胚芽油 ~ 

0•卜3 E•コ-ルド 

班〆 
*コEゴールド 

は米Wtt大大手メー 
カーによってれ身•油 
を《铀(分子蒸留）し 
たtのです。 

450粒15,800円 
750粒19,800円 

~I製造元<^>(株)ジサード:r 

120粒5,800円 
240粒9,800円 

ビタミンEの主な作用は、人体細 

抱の老化防止と血讶内のコレステ 

口ール仰制であると解明されてい 

ます〇—方、ビタミンEは1H100 

吨が必要と発表されても通常の食 

品からでは5〜6啤が枬一杯。そ 

こで誕也したのが)K芽汕を分子蒸 

切したa •トコEゴールドです。 

1n1粒で1〇〇吨のビタミンeを補 

給し、狞さの保持•健氓讶理に役 

立つと、a •トコEゴールドは売れ 

行き絶好調です。 

こんなうれしい声が/ 
〇若返った気分がうれしい 

〇目覚めスッキリ 

〇からだのダルさがとれた 

〇疲れやすさがなくなった 

〇日常の健康管理に役立つ 

〇気力の持統に自信/ 

年度 件数 金額⑸ 

1972—7 / •ゞ l)H 7 W 
1^71—74 10 •W 016 

1974-7.r^ "ノ 165 ：1S(J 
1975—7 6 _il l<)2 <J/0 

1976—77 :il 242 :U)0 

1977—7fi 46 2H7 24H 
l(J7fi—79 67 155 HI 6 

1979—HO 102 7：ifi 162 

1 觀一H1 79 621 H27 

各国語版ライオン誌の顔 

ベルギー版ライオン誌5月号の 

表紙は、サン，トゥルドン修道院 

を中心とした風景。左側2点の写 

真は同修道院の教会で、12世紀に 

創建された。また右中は教会前の 

大市場、トゥルドン•フルーツと 

いう看板が見られるので、果物の 

産地として有名なのだろう。 

このサン•トウルドンから西へ 

50キ。ほど行くと、ベルギーの首都 

プリユッセルへ出る。ブリユッセ 

ルといえばEC (欧州共同体）の 

本部があり、そのためベルギーで 

はE C内の諸問題への関心も高く、 

ベルギー版もこの号で欧州が抱え 

る1つの問題に取り組んでいる。 

移住民の増大がそれで、失業者 

が増え労働市場が落ち込んでいる 

現在、移住民問題はかなり深刻化 

しているようだ。ベルギーを初め 

西ドイツ、イギリス、フランスな 

ど欧州では大なり小なりこの問題 

に悩み、西ドイツでは外国人が2 

割を占める都市もあるという。 

このように外国人の比重が増え 

ると、集団化し移民街の形成へと 

つながり、国民の否定的感情が強 

くなっていく。ただ西ドイツでは 

彼らの参政権を認める動きが出る 

など、統合化への努力がみられる。 

とはいえ、こうした政治がらみ 

の解決よりも、個人レベルでのコ 

ンタクトが重要だとベルギー版は 

考察している。つまり言葉の障害 

や情報の不足など、外国人特有の 

不安を取り除き、安心して生活で 

きるよう働きかけると同時に、国 

民の側にある移住民への理解不足 

をも解消しようとしている。この 

点で民間の代表として163クラブ、 

4,863名を擁するベルギー•ライ 

オンズの活躍に期待したい。 

$東京■港区六本木 
3 3の2の； 

W穴fスカイハイツU1咢 

E 

」ダイナミック 
ーモ—シヨン 

ライオン係 

㉚ 
住所03 

氏名 年令 
Ttl職業 

ra•卜nEゴ—ルド」送れ 
個数 

通格 

1；の他広範囲に及び、すべてラィオンズ、ラィオネス、 
令レオの奉仕精神によって実現したのである。国際協会 

1；の統計によると、一九八〇-八一年度のLCIFの所 

W得額合計は利子を含め二三四万四、一三九％であった。 

>4*これは前年度より五十万％以上多いことになり、世界 
1fの会員たちがLCIFのためにより一層努力してきた 

♦サことを物語っている。一方、援助金の交付状況も表の 

ドよぅに増えており、LCIFの成長ぶりを明確に示し 

令ている。また個々の規模についても、一九七五年のグ 
1；アテマラの地震被害に対して二年にわたpi一二万四、 

W五七〇％が交付されるなど、かなり大きな事業が可能 

f兄nn-1になつている。これ 
x«>1.7-(<>3-:?3:洲；；.«/6;?似もみな世界中の会員 

_ 金y 3 M s如邡-4 r;似から寄せられる基金 

1!金=»;222'i/"/6r)7?!ryのお陰であり、今後 

t 獅 
命L 

もこぅした奉仕の力 

を強化させるために 

多くの支援が望まれ 
る。 
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J;十月の国際理事会は南アフリカで 

1! 秋季国際理事会は十月三日から八日まで、南アフリ 

+力のヨハネスブルグで開催された。アフリカでの開催 

1>'Vは初めてであるが、南アフリカは現在、ニー四クラブ、 

i四、五〇〇名の会員を擁し、人口 I五〇万のヨハネス 
:ブルグには一五クラブが活動している。 

なお春季国際理事会は、グラインドスタッフ国際会 
令長の出身地テキサス州のヒユーストンおょびサンアン 

Mトニオで、三月一日から八日まで開催される予定。 
令 

か会員増強キ—賞 

令 

六月、七月中にシニア•マスタ1•キー賞(25名以 

上スポンサー)を国際協会から受賞した会員は十八名、 
+その中に福岡県•田川rlのn高尾松夫と静岡県•熱海 

Al* rの??山田善久が含まれている。 
1. キー賞には、新会員二名のスポンサーとなったメン 

令パ—シップ.キ—から、二百名のィンタナショナル. 
1^キーまでの九種類がある。チヤータ—.メンバーや転 

か籍会員などは新会員とみなされないが、自分のクラブ 

㈣には限らない。またスポンサ—となった新会員が一年 
1!と一日以上在籍すること、クラブ幹事が月報に記載し 

令て報告することなどの条件がある。有望な新会員をク 

口力—夕—の回答書 

一九六八年、米国ジョージア州 

のあるクラブが地区ガバナーに.一 

つの決定を伝えた。それは「例会 

は重要事項が起こった時のみ召集 

し、定例会は開かない」というも 

のであった。この報告を受けたガ 

パナ—とは、のちに米大統領にな 

るジミ—•カータ—その人である。 

三月号でも紹介したが、カータ 

—氏はジョ—ジア州のクラブに在 

籍し、一九六八1には地区ガバ 

ナーも務めている。そしてつい最 

近、古い英文ライオン誌を調べて 

いて、冒頭の記事にぶつかった。 

この無謀な決定を下したクラブ 

に対し、n力—夕—はさまざまな 

アクティビティの例をあげ、 

「あなたたちの地域社会でもそう 

した奉仕活動(ライオニズ厶の第 

一目的であるが)を必要としてい 

るでしょう。これに応えるために 

は規則正しい活動を通して、地域 

社会が直面している問題に接する 

ことが大切です。そうして初めて、 

地域と溶け合うことができるので 

はないでしようか」 

と答えている。 

このクラブの場合は極端にして 

も、例会が単にtfl例としての事務 

報告を行う場ではなく、^カータ 

丨の言う「ラィオニズ厶のすベて 

の活動の源泉」であるということ、 

これをもう一度認識してみたい。 

山開きに無事故祈願 

去る五月九日、兵庫県夢前町の 

雪彦山で山開きが行われ、奈良重 

蔵.夢前町長(夢前rl会員)の手 

により、登山口のテープが切られ 

た。雪彦山は標高八八四«で、新 

潟の弥彦山、福岡の英彦山と並び 

日本の三彦山の一つに挙げられ、 

岩登りの練習場として、西日 

本のクライマーに親しまれている。 

この日はまた、S山シーズンの無 

事故を願い、地元の山岳会員や兵 

庫県筲機動隊、夢前町役場関係者 

ら約二百名が出席し、安全祈願の 

神事が行われた。 

この後、夢前r (霞末幸生会 

長)では全員で、日本ポ—イスカ 

ゥト夢前第一団(上山勝也団長. 

夢前^会員)の協力にょり、登山 

道やキャンプ場、おょび雪彦山を 

流れる清流夢前川の清掃奉仕に汗 

を流した。 (SW松岡邦亘•発) 

r にっぽん丸」の船上例会 

大手船会社の企画した十一日間 

日本一周の船旅に、三人のライオ 

ンが同乗、事務長を立会人として 

例会を開いたが、これはメーク. 

アップが認められるだろぅか。 

問題を提起するのは佐賀県•唐 

津rのn江頭一郎である。MOラ 

インの主催する，伝統の祭りを訪 

ねて，の企画に夫婦で参加、東京 

晴海のふ頭を「にっぽん丸」で出 

港したのは、七月五日のことだつ 

た。約三百名の乗船客の中には、 

ライオンズ仲間も必ずいるに違い 

ないと、！；W江頭は船側の了解を得 

て、ライオンズの集いの案内を船 

内に掲示したところ、十日午前十 

時十分、プロムナードデッキ談話 

室には、！K江頭のほか、#奈川 

県.茅ヶ崎,,IのK井上幸一、茨城 
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K高播英鹰 

県•那珂湊rの^寺門義郎の二人 

が現れた。三人はお互いに自己紹 

介の上、小一時間にわたってクラ 

ブ活動状況について情報を交換し、 

パIサI立ち合いの上、「また会 

ぅ日まで」を朗らかに歌って散会 

した。 

下船の日、船長署名入りの「ラ 

ィオンズの集い」出席証が三人に 

手渡されたのだが、さて……。 

「出席メ—ク•アップ規則」の解 
釈の問題であるが、同4項の「ク 

ラブが正当と判断」するか否かに 

よる。 

厳格な場合もあろうし、適当な 

場 <5 口もあるだろうが、そこはそれ、 

ライオンズの高い知性を発揮して 

処理して頂きたいもの。 

光と愛と生命 

広島県•本郷rのSW高橋英麿は 

六月十三日死去、直ちに献眼され 

新入会員の意識は 

クラブ在箝三年未满でやめてい 

く人が、退会者全体の四二打を占 

めるという統計がある。この六月、 

10周年を迎えた福岡県•久留米り 

んどうrlでは、入会後三年未満の 

会員二十一名の意識調査を行い、 

十三名から回答を得た。「無記名 

投票制を採ったので秘密は完全に 

保たれ本音が出ていると理解した 

い」と、その考察にはあったが、 

その内容をみてみよう。まず「ク 

ラブ入会」は、自分から植極的に 

0、人に勧められて11、無理に誘 

われて2、から始まる。「入会前 

のクラブのイメ—ジJが、奉仕団 

体6、エリ—卜集団6、お金持ち 

た。僧職、63歳。昨年度クラブ会 

長として、三月に15周年記念式典 

を終えたばかりであった。何事に 

よらず几帳面で温厚な人柄は、全 

会員に親しまれ、特に例会での会 

長あいさつは、一人一人に感銘を 

与えたものだった。 

栃木県•鹿沼^の'n清水勝は七 

月十四日死去、直ちに献眼された。 

会計事務所長、49歳。手塚清会長 

のサロン1、なのに「入して期 

待したことは」は、社会奉仕をし 

たい〇、仲間がほしい6、仕事に 

役立てたい7とは。そして、「あ 

なたのスポンサ—は」、よく指導 
してくれた4、あまりしない5、 

全くしない4、それでも「例会出 

席」は、楽しい4、義務として8、 

面白くない1、「現在の心境は」 

は、入会してよかった5、まだよ 

く分からない6、退会したい1、 

とある。「退会理由」について、 

事業や経済的理由4、会員が平等 

でない2、閥の弊害4、品位のな 

さ1、分からない3、などの指摘 

も傾聴に値しよう。会員の定着率 

向上のため、各クラブでこうした 

試みが行われることを期待したい。 

はその死を悼みながら、遺志とは 

いえ忍び難い眼球摘出手術に同意 

されたJfi族に対し、その深い理解 

と奉仕への勇気を褒めたたえてい 

る。 

令ラブに紹介し、強化することは、会員としての義務で 
今あるが、シニア.マスタ—にまで達することは容易で 

Wない。その栄誉をたたえよう。 

|YE交換学生の往復九九八名に 
4 令今夏を含む一九八一-八二年度YE交換学生は、複 

W合地区YE委員長連絡会議(橋本宣太郎•世話人)の 

Wまとめによると、派遣六四九名、来日は冬期も含め三 

...A.I*四九名となつた。依然としてアメリカ•カナダが多く、 

1!派遣四七七、来日二四一、以下、オセアニアは一〇四 

♦対八六、ョーロッパ六八対ニニ。また複合地区別の派 

1；遣数は、335複合地区一二一、334三九、336七三、330六 

如四、337五七、333五二、332四三、3i1〇の順でぁった。 
♦ 

令ボランティア活動と安全責任 

t 
H 子ども会のハィキングで、男の子が川に落ちて死亡、 

1.指導者が刑事責任を問われたが、一審で過失が認めら 
+れ、罰金五万円の有罪判決があった。一九七六年七月、 

1^三重県津市で起きた事件で、善意を裁くのかというこ 
令とで，ポランティア裁判，と呼ばれている。刑事訴訟 

4で罰金五万円という量刑に疑問を出す向きもあるが、 
1!当事者はなお控訴中、被害者の両親は別に総額五千万 

_円の損害賠償を求める民事訴訟も起こしている。 
が アクティビティという名のポランティア活動を、ラ 

令ィオンズの名において全国的に繰り広げている今、 
1;我々もこの裁判の行方に無関心ではいられない。八月 

令号71頁に「国際協会の賠償責任保険」について解説さ 

wれたが、保険があるからと言って決して安心できない。 
..♦....♦1!この事件は、たとえ奉仕活動であっても事故は起こし 

令てはならない、ということを教えてくれる。 

87 The Lion ’82.11月号 



ライオンズ国際芸術展 

ポルトガルのポルチマンタラでは、 

1983年6月24日から1週間、ライオ 

ンズ国際芸術展の開催を計画、全世 

界のライオンに参加を要請している。 

応蘇規定によると、参加者はプロ、 

アマを問わず、作品については自由 

テーマで〉絵画レグラフイックレ素 

描0彫刻 > 陶芸の5部門があり、そ 

れぞれ2点ずつ応苺できる。 

たたし、応募作品はこの企画の目 

的の一つである美術館設立のために、 

リスボンで開かれるオークションに 

提供してほしいとのこと。また作品 

の中で特に優れたものは、新しく建 

てられる美術館のコレクションに加 

え、その後もライオンズの芸術家の 

ために場所をあけ、展示していく予 

定である。 

もう一つ、ポルチマンPでは今回 

の芸術展を記念して本の出版も計画 

しており、この売り上げも美術館設 

立の資金に充てられる。本には芸術 

展の最優秀作品を初め、興味深い作 

品を掲載すると共に、参加者全員の 

名前と略歴を紹介し、参加者には参 

加証書を添えて贈られる。 

ライオンズ国際芸術展への参加申 

し込みは次の諸事項を記入の上、所 

属クラブを通じて1月31日までに送 

ること。>作品のタイトルと大きさ 

[>参加する部門と題材レ参加者の芸 

術歴とライオンズ歴D>参加者の写真 

〇参加者の住所•氏名。 

この登録申し込み書は税関手統の 

都合上、必ず作品発送の前に送るこ 

と。なお、作品の締め切りは1983年 

5月20日までとなっており、作品送 

付に要した赀用は参加者負担になる。 

現在、ライオン誌日本語版で好評 

連載中のライオンズ•ギャラリーに 

見られるとおり、心得のあるメンバ 

一は大勢おられることと思う。そう 

した方の中から、芸術を通じて全世 

界のライオンズとの国際的な友愛を 

広めるために、一人でも多くの参加 

を期待したい。参加申し込みおよび 

詳細についての問い合わせは、下記 

ポルトガル，ポルチマンドまで。 

Mr. Antonio Goncalves Borralho, 

Lxpoicao Intemationl de Artistas 

Plasticos Lions, Apartado140，8502 

Portimao Codex Portugal. 

命 

1:新しいライオンズ国 

f この度、二つの国がライオンズ国の仲間入りをした。 

1♦一つは、アフ'U力大陸中西部に位置する赤道ギニア 

1^共和国。誕生したクラブはバ—夕.セイーパ7'?。403丨 

令B地区に属する。 

4 今一つは、トンガ王国。南太平洋上に散在するサン 

がゴ礁、火山島一七〇の小島からなる島国。首都ヌクア 

4 ロファに最初のクラブができた。202-A地区。 

1! これで、世界のライオンズ国おょび地理的領域は一 

令五五、複合地区九六、準地区六一七、単一地区一一六を 

M数える。 

|静岡県•浜松rの会員数は世界二十I番目 
令 

令三月末現在の会員数統計にょる世界一の大クラブは、 

#依然としてメキシコ7•?の一、六六一名、と国際協会は 

1!発表した。日本一の浜松7•!二四八名は、二十一番目に 

+当たる。二位以下二十位までのクラブ名と会員数は左 

♦記のとおり。 か--5(グ > 

令 インドのデリ— •デリーグレ—夕lrl六八 一、メキ 

>4*シコのモンテレイ.ポニエンテ7■!六六六、同ビラデグ 

アダルーベr?五三一、テキサス州ラボックrl四四一、 

4インドのジユルンドゥール7'?四〇九、メキシコのサル 

ism 
長崎県大村市で産婦人科医院を 

営む^朝長準は、大村7•!十五代会 

長を務めた活動派ライオン。趣味 

として東洋ランを栽培して二十年、 

一九七八年の東洋ラン全国大会で 

品種「赉老」で内閣総理大臣0*を 

受赏して以来、毎年のように出品 

しては、数々の栄苷を受けている。 

ランの栽培は中国が最も古く、我 

が国には奈良時代に唐から渡来し 

たといわれる。西洋ランはずつと 

遅れて、十八世紀にイギリスに起 

こつた。 

ライオン誌情報通信委員の^笠 

井忠男の報告によると、「H朝長 

はランの先生か婦人科の先生か。 

素人が拝見してもため息の出るよ 
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其の他彫刻作品の制作 

城東ライオンズクラブ納入 
1981. 2 . 

洗足商事株式会社 
〒彳45東京都大田区上池台2-27-8 

Pテレォ彫*部]TEL^：^i 

ステレオ 
讎像 

胸像I立像1レリーフ 

  

豪1 
説明書進呈 

令テイーヨrl三八二、フイリピンのマニラ.トレーダー 

令スr三七三、メキシコrl三七一、テキサス州ミドラン 

A..A.Iド•ダウンタウン7•!三四九、カンザス州ウイチタ.ダ 

4►ウンタウン7•?三四八、アラバマ州モントゴメリ—rI三 

♦...A.1V〇八、テキサス州ダラス.オーククリフ7•?三〇六、メ 

^.キシコのグアダハラ^一一九二ゝ同べラクルス^二八七、 
崎テキサス州ルフキン•ホストyf二八六、プエルトリコ 

f-のバヤモンrl二七四、ノ ースカロライナ州ラレイ•ホ 

4ストrl二六四、メキシコのドゥーランゴrl二六一、お 
1^よびコロラド州デンパ—7■?の二六〇となっている。 

.*...*!.優秀レオクラブ賞 
令 

4国際協会では、年間の社会奉仕に顕著な功績があり、 

....*.1*かつ報告書等が完全であったレオクラブを選んで賞を 

1.贈っている。一九八一-八二年度の優秀レオクラブは 

命二四クラプ、その中に333103地区栃木県.宇都宮レオ 

が含まれた。スポンサ—は宇都宮rlで一九六九年十 

令月に発足、宇都宮市内にはほかに三つのレオクラブが 

令あり、それぞれ活発な活動をしている。 

ぅな鉢が、何百と並んでいる」と 
さもうらやましそう。 

百歳まで退会せぬぞ 

天皇陛下より一つ年上、明治三 

十三年三月生まれ満82歳のG徳永 

三喜(熊本県•宇土^)は、そろ 

そろ隠退を考えていた。一九七三 

年入会以来、ずっと例会も好出席 

だつたが、ふと気付くと右も左も 

孫のよぅな若獅子ばかり。ちょぅ 

どそんな折も折、昨年十二月に発 

行された337-01地区『ザこフィオ 

ン•タィムス』に、地区内高齢ラ 

ィオンの一覧が掲載された。古賀 

大策•前ガバナーが勧進元となつ 

た「蒙御免禮恩頭長寿者番附」 

の中を見ると、東方(熊本•沖縄) 

86歳の横綱n田中勇(熊本第一 

rl)以下、大関、IMI脇、小結、70 

歳以上のライオンカ士が七十五名、 

68歳の古賀•刖ガバナーは序ノロ 

として入っている。西方(鹿児島 

県)は89歳の横綱K小牧兼雄(宮 

之城r)以下、同じく七十五名。 

東の大関に推されたr?徳永は、こ 

の番付を見て驚いた。自分ょり年 

上の老ライオンを数えると、十指 

に余る。「こいつァ負けておられ 

んバイ、ょおし、百まで退会する 

もんか」と大ハッスルの態と伝え 

られる。 

一方、337-八地区が昨年度発行 

した『地区要览』の中には、95歳 

の^奥野太一郎(福岡県•直方r) 

以下、75歳以上の長寿会員百五十 

名が掲げられている。九州にはな 

お血気さかんな明治男が多いのか 

しらん。ともかく、いかな高齢時 

代が来よぅとも、ラィオンに定年 

はないのだ。 

ラィオン誌日本語版 

事務所来訪者芳名録 
823束京堀留 浦山保己 

8 M東京八王子 青木純一 

831東京八王子 井上真輝 

9 7束京堀留 諸井益次郎 
97 $示被が関 村岡 清 

9 8束京神楽坂 山口 敏彦 

9 8束京飯田橋 野村栄樹 

98束京渋谷中央 野口鶴吉 

916富山県となみ^卜重原研一 

921東京 細田 胖 

921束京秋葉原 渡辺勝美 

921$«秋葉原 平 衛 

924愛知県名古屋守山大野 啓 
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変更個所 訂正 
333-A 例会時間 第1 *3(金）12:20 
337-D 例会場 第4 ハコネレストラン 00988-92-3056 
337-D 会計 金城弘明 
335-A 会長 W山繁人 
335-C 例会日時 第2 • 4 (木）夏18:30冬18:00 
332-B 会計 松本光且 
330-C 事務局住所 ®349-01蓮田市川岛777魚庄本店内00487-69-3471 
336-A 会計 森忠三 
336-D 例会場 ホテルー福00834-62-3145 
336-B 例会場 倉敷市®J労総合福扯センター「山陽ハイツj 00864-29-1111 
336-C 会計 瀬戸正義 
333-A 幹事 佐藤英明 
335-B 例会場 ホテル日航大阪 
334-B 水務局住所 ®501-05岐V-県杻斐郎大野町®野627-9大ff町商工会内 
337-D 蜞務局住所 ®891-42鹿!熊毛郡上屋久町宵之浦720 M久ft電工㈱内 
333-A 事務局住所 暴379-23新闲県新田郡笠憋村大字久窑68柬毛焐用姐合笠懸支店«27776-4611 

例会日時•例会場第2*4(火）12:30柬毛倌用姐合笠懸支店©027776-4611 
333- A 例会場 境交通会館00270-76-3533 
335- B 事務局住所 ®550大阪市西区立充堀2-4-4永堆ビル5術502号室 
334- E事務局住所 »384小諸市南町2-5-4 
332-D事務局住所 暴978-01福島県石川郡平田村大字北方字蛇石139-4高撟勝男方002475-4-2006 
335- D事務局住所 «675-01兵癉県加古郡播磨町大中12播磨信用農業協同組合内 
336- A 会計 池田一美 
336- A幹寧 福留脩文 
337- B事務局住所 暴879-46大分県玖珠郡九重酊大字患良穴井和磨方009737-6-2458 
337-B会計 黒木重康 
334- D 事務局住所 ®915-02拟并哄今立郡今立町栗田部花K会館内 
337-B 事務局住所 愚879-24津久見市中央町8-8 009728-2-5106 
330- C ♦長 七6* 扮It 
335- C事務局住所 暑520-25滋W県蒲生郡竜王II大字小口 20-2窀王町商工会館内007485-8-1120 

8月新結成クラブ•事務局住所その他の変更 
結成置鋒名称 
願位クラブ名 
2595 HATSUKAICHI 

廿日 市 

2596 KOSHIQAYA(CHUO) 
越 谷 中央 

2597 IWATSUKI(HOKURYO) 
岩 槻北陵 

2598 TAMATSUKURIONSENLC. 
玉 造瀘泉 

2599 OKU 
邑 久 

2600 SASEBO (BLUE) 
佐世保ブルー 

会長•幹事•会計 
事務局住所•電話 
山田幸太郎桜并正弥松浦故 
暴738 広岛哄佐伯郡廿日市町本町6-39 山田幸太 

郎方 00829-32-4101 
ft付義位藤乘稚敏佐藤弘 
0343 趑谷市北越谷1-1-21 

..00489-76-7729 
森田義之後藤正己谷口輝義 
暴339 岩槻市柬岩槻4-6-13 #ビル1陏司法供 

士* 藤事務所 ノ：. 00487-56-1042 
取田義久長谷川逸郎吉野後平 
■699-02岛根県八束郡玉粜町大字播町1793玉粜町 

商工会内 008526-2-1116 
元浜貫一貫名笊宮谷贵 
暴701-42岡山県邑久郡邑久町山田庄邑久町商工会 

館内 «08692-2-1010 
苒多保山下功三溝上和彥 
■857 佐世保市福名町20-15拜会館 

00956-33-2230 

• 3(木）19:00 

例会場 
(スポンサー•クラブ〉 

速谷会館 
(宮* 口) 

栃木相互銀行越谷支店 
(越谷〉 

1(月）19:00 

第1• 3(土）12:30 

3 (水)12:20 

辞ピル2陆 
(岩槻） 

玉粜町中央公民館 
(松江湖城） 

中国銀行邑久支店 
(西大寺） 

寿会館 
(佐世保） 

ス湾夏灘知沢田子n東崎水橋野島懸馬ttttA磨田知重林立見m王 

若 
サ野戸 

in 

南敷 心久 

濃 

新宜那神愛前蓮内新倉大分大美屋笠塊大小平播阿高九小今津入馕 

1:「奉仕を生むPRライオン誌」 

が一九五八年七月に創刊された『ライォン誌』日本語 
+版は、創刊25周年を迎えた。その記念すべき年に当た 

1；り、ライオン誌日本語版委員会では、今年度のテーマ 

♦を標記のょうに定め、杉浦明編集長は、このテーマの 
1；もとに五項目の.'II集長計画を立て、誌面の一層の充実 

令を計る方向を示，した。その第一項に言う。 
♦「ライオニズムの奉仕が〈愛〉であり、人道的無償の 

愛であることは、今更、論をまたない。ライオンズク 
♦ラブにとって、.地域社会との密接な連携は必要にして 

1^不可欠の要素であり、ライオニズムの奉仕が地域社会 
令の理解と協力を得て、更に大きな奉仕を生んでいるこ 

㈣とは事実である。『ライオン誌』は、それらの事例を 
♦I♦できるだけ多く取り上げ、クラブと地域社会の仲介者 

1♦としての要請に応え得るものでありたい」 

^ こうした諸計画は、いずれ誌面に具体化されるが、 
令委員会の努力と併せて読者皆様の協力をお願いしたい。 

+地区役員.委員交替 
令 

5+•■■•*•'335-03地区第113第1マのゾーン.チエアマンは、 
♦HJ?助永勝彦(四條畷r?)から??伊泊鉄夫(同)に交替 

Kされた。 

料335複合地区YE委員、J?金川昇(加古川シ—サイド 

令r?)は??堀江秀夫(姫路中央r)に交替された。 
命 

い冷島332-|:0地区ガパナ|死去 

^ 島伊吉332-£0地区ガパナー(岩手県.釜石7'?)は九 
が月二十八日、心筋こうそくのため死去された。66歳。 

4.♦後任については地区キャビネットで協議中。 
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ライオン誌情報通信委員 
ライオン誌では、クラブ•ニユース、会M消息、あるいは購読状況のモ 

二夕—役として、各地区PR (情報)委員M、委員、その他の方々に、情 

報通信委員としてご協力顶いています。読者の皆さんもご協力下さい。 

〔330-A〕◎安藤義昭i—がW)〇田中英雄玉〇桜E繁雄はまなす)0林一夫 <洁)船越 

京»町)播井良男(JKM九の内)以山浩一(柬«八C1一训路)牮山実^-£J麻)谷口忠之(«広)鉢呂 

取州)大崎元夫5rK平'*;) 伊-4i房行iv:il:uHI良ハ、S3藤本茂{带/1-中央)金田昭男{北«.,=¥ 

漸)越&吉太郎SI5内田照？—志：H 〔33:-c〕◎成m繁无小枚)〇谷沢谈郎小竺 

吉田茂{SKV:池袋)伊庭秀和(«1?:»文：40三木〇屺崎宏史{苫小牧)〇本間正(.'V小«c中央)〇 

屋—小漯弘太郎—四；t)細谷ネ保/fi«正後9い小牧石谷i^fr小Wぅしお)鈴 

1府中)川口 功—立川) 木昭雄i巴)商條史夫<1板谷-W-(.V:小2 

330-8〕◎井澤幸之助(播浜中央)◎佐橋徳.U郎332-A〕◎山内和夫八屮} 

(《浜WJ内)〇加籐証治(供洪ィ—スト)〇伏見 〔332-日〕◎近保功i£ 

■{供2なとマリと〇塚职敏夫{5-府中央)〇 〔332-C〕◎加強#男松木友助M-5:中央) 

鈴木武治<iltx*) 〇¢1村朝夫(供浜神*川一大村 〔332-D〕◎叶八治S山中央)◎鈴木行雄rhlll) 

宏通(攒浜金潘)稲垣馓sircニユ—ボIトニニ木遠籐-,v雄sau夫)杏藤正作(2|.;5忪«||》A梳敏 

姑{m浜旭)小休友治(HlJflium} 薄井洋riu河 夫(mlllIlH成)渡辺忠衛{«会げ)ffe川枣 一(X-吹) 

哚)淹沢wfmsri北>/..人崎学(峽*) 雨宵按谷川ivf视(いわき常竹)柳沼苒一郎(ffl;山問成} 

康夫(山K) 抻尾孝行(？吟グリ-と 〔332-E〕◎内田正志{河北)〇A梳勝悦5北) 

〔330-C〕◎北見m弘(波和漸)〇小芮正男二S) 〇诉山末$隳¥ 

中井徳行(Hln)市川利彦(illifll¥^E:延浩(大〔333-A〕◎飯塚実(卜e一 綿件In(衛(析沏サゥろ 

•M中央)市川站rtlflill) 餌E理姑SH部 > 碌新保^機is) 石田三夫(性)丸山進 

塚茂{e岡)古悚士 sitさくら)塩野英男 金子：S三郎SS?) 森 陳S—-JK一 森a初吉 

0二方埼i 松本修(坂戸)浅沼五朗{決山)M(商崎> 小川正三(的S) 

谷川宗順(斩—央) 〔333-B〕◎鈴木，以保？'>:>宗形欣司SE)大 

〔331-A〕◎淹沢充雄(儿伐才IDラ)〇原tf司和田多水パ两)木村竹次一石岡)野口祐r.tLヶ 

(扎Mラィラック)〇大室悦洋(扎蜆ォ|ロラ)〇小岭> 後^#介(Fg)大a利夫(«*.-河)田村益造 

林朋治(虬蜆才—ロラ} 〇渡辺善四郎(扎伐才—ロラ)sfllJK} 餌W.忠一良(字都w)i*J-柳幸男{•»■•都w 

〇小助川^谢(扎蜆リバティ)田原孝一(儿桃)原中央一小林'lll«o*一(字都-A-來)岩崎善(£木)姪田 

田恒(忠轻)後瘙省吾(三$ 齐藤S義 <歌ぶ内)和生(日立) 

〔331-B〕◎宮本久幸 <很率)〇木根嵙代光(根屯)〔333-£©中村沾成(^チ代卩？〇和5^冗 

r代一伊保站司(W)木下務(船说)i«jm 洸 

(f*)iia彪((tJft)佐久問源降一袖ヶilli> 

渡辺忠治(館山)渡辺戊Iftr 

334- A〕◎遊木幸生(名卜ゥェスト)◎小出ftB 

後(名■'.•W.4:九}大a一郎 f^-w)iii中辰.'A^w 

ill)河村弘雄(ilta)米沭'^治 r-sld}小a柙雄 

S5 商木義一(尺山) 

〔334-B〕◎栗哚MLfPMurlJみなと)〇上田作 

+H (四Hrllみなと} 山北利雄{羽以)佐々木一三 

(出5 伊藤茂(*5 浅?f修 

〔334-C〕◎岩本達侈SW免)m棋知突雄S松) 

石橋達也(WWS 太m撤二skK) 村hftlll 

n 二a) 

S) 径谷川一郎(人5 西能孜si«> Am 

博{余沢城北)山本莪刖(金沢«)A村仁|郎 

汴枣九)茂职^慈一武生) 

〔334-E〕◎沢昭雄ssrks;)齐藤尘三S遠) 

大田r.i博f^ff中央)横川常美{,=•€)疚哚光由 

(JK部) 

C335-A〕◎漆田秀雄S戸ホ？)三宅実{神戶 

代叫)大上荇男5W.) 祛原释 <明“神明)臼 

井勝治(作日) 

335- B〕◎北#•正次一漱人Sてホロ) 小松在尚 < 大 
•阪.尺神说)洒并涼爾<x-gA;卜IwlfwEm雄 <人阪 

中部)佐伯武雄一大S開•内)永m让 一？?.中；g) 

并深在勝(^il?>伸m沾(堺1 :推)下出沾一 

塚》立石弘(和歌山柬)浜地<小典太郎fwilli) 

河合達朗<!K人阪布拖)河合啓吉{忪|*) 

〔335-C〕◎小III藤太(供佐々木勝也5邢 

W)大谷览{JKsgt!::)#-尻一雄{vcfiBノ —ス) 

大村伝(WW济中)北村m雄(JKfnswi?)木村正 

二郎(«耶免)河村幸男(JKffiロイヤル)野股藤馬 

(榀知山)橋-4降{三和»;邢>杉田久太郎<能《|||) 

中野满な雄f/$s> 橋本政次郎(A4Aゥヱスト}川 

合设rY?(ffiru> 

〔335-S ◎樋 口wi 路试wc) hff良彦{«路大 

卜lw> 山崎秀夫(三木)系谷梅藏(出バ} 大煦逸 

郎 fflll-} 

〔336-A〕©-t:山繁5知Hi)水口itt治郎5予^: 

出} 今岡正沾(菊lit!} 塩雅之(岛松K.%) 佐m 

力{中M) 川^田一久(WW) 

336-B〕◎玉lreH¥ilf.山S山)藤取良一(岡山ひ 

かり} 森岡沾奍{々.水)小寺01三{れ«[«ゎ)坂 

本炎彥(：々$> 塚7ff正之(^fsl) 

336-C〕◎佐竹忠彦ニニ味)！：十川博S山加茂) 

{H^ffiwfJdiaIai*)金子敬三{W)升田rr博 

(三次)Ht川正美{li;tt城北) 

336- D〕◎庇木昭 < 山3) ◎^:职徳0({木次) 

焱山京ーー出：漸)安并»»<山》) 石取敏己 

〔337-A〕◎嫌11]幸5^北/1州'|1!崎)◎栗田irr次 

(介")江里口邡夫一北扎州小文*/-) 北野好(北 

ん州-r*畑)野!1]榱三<抑％) 松尾励(如岡中央) 

餌 正<久55來りんどぅ)松尾苒沾{糸a) 椹 

g«n{北/L州中央)中川松太郎<北九州八《) 松岡 

吧1<山出> 河#-研一郎S岡«;の3岡#-武雄 

(久留米)保^久(女汴榀岡) 

〔337-B〕◎?.*,■;旧良久T:K崎はまゅぅ)本玉-}?f 

fA:分>m藤^-^:知(忤榮)西水光男<-;|»久».) 

池HI正治f邢城さリしま> 

337- c〕崎四郎f波佐：3J) ◎池田玉夫3"—) 

山 口！2大 fm;;'l!}桝山正信{*2^:&)七种二 

郎stu:保中央)内ra敏明(忤石田平一5崎• 

みなと)大¥f力(X-H中央). 

〔337-D〕©roi旎«Lir庇妃tt中央)益Ifl忠昌(熊本 

キャッスル)咐m威雄 <胙圯岛城山)灯山祕(冲«) 

注•◎印H^wli〇印=副委员M 
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悪友から、旧友から 

(新潟セントラル3林隆行 

九月号、杉浦編集長、^小野謙三と私 
の座談会記事「5?鑠たる我が人生」を拝 

読、深く満足している。 
ラィオンズクラブの親友からは、「贸 

鑠たるご活躍をお祝いする」とか「自分 
も当分は隠退をやめて、君を見習ぅぞ」 

「記事によると若かりし時代の君のユー 
モア性が片鱗を見せているぞ」など有り 

難い電話や言葉を頂いているが、他方で 
は「やれるものなら百まで生きてみろ」 

とか「あまり長生きすれば、老人福祉の 
ため国の財政は破綻するぞ」などと野次 

る男もいる。いずれも悪い気はしない。 

また、座談会記事中に出ている髙知大 
学の森本正紀学長からも手紙を頂いた。 

「同僚から提示された『ライオン誌』九 
月号を見て(同僚のライオンズメンバー 

が見せたものらしい)驚いた。写真から 

見ても、座談会内容から見てもとても九 

十一歳とは思えない。三昔前にビールを 
飲んだ時と少しも変わらない。今月末、 

山形大学に所用があって行くが、その際 
必ず面会に行くからぜひ在宅していてほ 

しい。積もる昔話をするから。」と。 
貴誌によって、旧友と会える機会を作 

つて頂いたことに感謝している。なお、 
あの座談会記事については、^小野も私 

も大満足だが、私の悪友どもの批評では、 
「あの座談会記事は面白く読ませてもら 

ったが、それよりも専門家三山英二 

の感想は一層優秀であり、座談会に花を 
添えた」。 

私も同感で、これを巧みに取り入れた 
編集技術にも、敬意を表するものである。 

へ夕な週刊誌より面白い 

(新潟県)古向橋マサ 

『ライオン誌』八、九月号ありがとうご 
ざいました。面白く読ませて頂きました0 

個人的な感想を思いつくままに述べて、 
お礼に代えさせて頂きます。 

カラー「ふるさと探訪」八月号「職 

人が支える伝統工芸の町」、九月号「刃 
物生産も算盤に乗って」共に素晴らし 

い、ひとつの日本文化として。取り上げ 
る材料がいい。読ませる/見せる/ 

編集にナカナカのご仁がいらっしやるナ、 
と思わせた。 

「ライオンズ•ギャラリ—」レベルの 
高い、しかもプロにはない、ある種のみ 

ずみずしさを感じさせる。ゥーンと息を 

のんだ。 
「ライオンズ•ニユース•カセット」 

面白く読んだ。「各国語版ライオン誌の 
顔」はもっと誌面も内容も拡大して、各 

国ライオンズの活動を紹介できないもの 
广か。'私どもにはそうした情報が不足であ 

る。'-Lかし興味はもっている。テレビの 
「兼高かおるの世界の旅」シリーズの息 

が長いのは、国外の情報に対する要望の 
多さの表れであるように——。 

「信号灯」「編集室」は、案外目を通す 

人が多いと思うが、八月号93^「事務所. 

の統合を」の文中に「別々に事務所を構 
えているリスクは多い」とあったが、平 

均的読者は理解にとまどう。ロスの意味 
かな、と読んだ。小さいことだが、神経 

を細かく使ってほしい。 

好みの問題だが、目次の頁には広告を 
載せず、ここだけはスッキリと目を洗っ 

てから読み出したい。 
九月号「発展と強化のために」の中の 

「備品寄贈の時代は終わった」は、重大 
な発言だと思う。根元的なものを含む問 

いかけである。これをどう料理されるか、 
部外者の私は興味津々、目を光らせて見 

ていくつもり。読者になりたい理由の一 
つでもある。 

いろいろとあって、週刊誌を買ぅより 
いいと思って、有り難く読ませて頂きま 

した。皆々様のご健闘を祈ります。 

■編集部より 

☆新潟県の高橋さんは、ふとしたことか 
ら『ライオン誌』の存在を知り、一年間 

の購読のお申し込みを頂きました。家庭 
の主婦ですが、八、九月号への率直なご 

意見に、深い感銘を得ました。『ライオ 
ン誌』が会員以外の読者の目に触れるこ 

とが多くなったことを喜ぶとともに、そ 
の责任をもずしりと感じます。会員の平 

均的読者の皆さんも、目を洗ってしっか 
りと『ライオン誌』を読み直して下さい。 

☆また、高橋さんのご紹介で、メリーラ 
ンド州のメンバ— .nミラ—ド• F •ラ 

ザラスより手紙を頂きました。nラザラ 
スは、日本の、特にアトランタの国際大 

会コンテストで二つの赏に輝いた新潟県 
のメンバーとの文通を望んでいます。 

^ラザラスは一九七三年22-八地区の 
ランドルスタゥンrに入会、現在七十六 

歳。英文による文通を望んでいます。あ 
なたの友情の輪をひろげてみませんか。 

MR. MILLARD F. LAZARUS 

3651 FOREST HILL Rp, 

BALTIMORE, MD 21207, U.S.A. 

訂正とおわび 

十月号目次に「地区別レオクラブ•ラ 
イオネスクラブー覧」とあるのは誤りで、 

今月号101yrに掲載してあります。 
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12月号予告^^1 

►グラビア……1〇月16、17の両日、島根県松江 

で開かれた第18回身体障害者スポーツ大会の模 

様をお伝えする。障害者の力強さと努力が誌面 

いっぱいにみなぎる。 

►特集……「中•高年齢者の健康管理」」とし 

て、桜美林大学教授•食柑産業研究所長の川島 

四郎氏に「栄養学上から見た健康管理」につい 

てご寄稿頂くほか、会員読者に「わたしの健康 

管理法」をお寄せ頂いて、併せてご紹介する。 

あなたの健康法のお役に立てば.。 

►招待席……東京赤坂•霊南坂教会主任牧師を 

務めるIJ飯清（東京渋谷P)が、第2次世界大 

戦勃発直後、琵琶湖畔北小松のキャンプ•リー 

ダー.トレーニングの講習会で出会った「悪い 

奴」について語る。 
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DR. CRISTOBAL ALARCON F. Quiio, Ecuador; LUIS ALVAREZ 

DEL CASTILLO, Guadalajara, Mexico; DONALD E. BANKER, Roiling 
Hills, California; AECIO DE BORBA VASCONCELOS, Fortaleza, 

Brazil; CHARLIE BOYD, Gadsden Alabama; FARICE BRUCE. JR., 
Liberal, Kansas; JOSEPH J. CAMARDA, Leicester, Massachusetts; 
F. K. CHANG, Taipei, Taiwan, Rep. of China; JOSEPH DOMENECH, 
Paris, France; VERNON D. FRANCE, Wenatchee, Washington; 
WILLIAM F. GACKLE, Kulm, North Dakota; KAJIT HABANANANDA, 
Bangkok, Thailand; JOHN G. JUSTICE, Nashville, Tennessee; 
YASUTO KAETSU, Tokyo, Japan; DR. JAMES E. KENT, Guilder- 
land, New York; R. HAL LONG, Garber, Oklahoma; ROBERT E. 

MAXEY, Springfield, lllionis; ROBERT P. MCKEOWN, Paducah, 
Kentucky; MARCEL MENGEOT, Charleroi, Belgium; BRUCE MURRAY, 

St. Marys, Ontario, Canada; DR. RAYMOND A. NOONAN, Waukesha, 
Wisconsin; PERSILES AYANES PEREZ M., Santo Domingo. 
Dominican Republic; MURRAY D. RYAN, Timonium, Maryland; 
PATRICK F. RYAN, Rotorua, New Zealand; WILLIAM L. SCHOOLER, 

Munster, Indiana; AIMO N. K. VIITALA, Helsinki, Finland; A. 
C. WIJENATHEN, Colombo, Sri Lanka; WILLIAM L. WOOLARD, 
Charlotte, North Carolina. 

ライオン比日本，!S版犮U会 
嘉悦康人 

灸U U吉永通雄 
偏妒杉浦 明 
爱 U吉永通雄（330) •広*廸則（331)•小野祐護（332) •杉 

浦明(333い木村義軎(334い柏岡十三介(335い瀬川良 
雄は％) •軎多保(337> 

ライオン本沾版私務所 
〒1〇4東京都中央区築地2-2 -1築地钿田ビル7所 

圯，话(03) 542-9571 

ラィオン誌日本語版委員会も新年度を 

迎え、八月末に第一回の会合が開かれた。 

新旧引き継ぎの委員会であったが、各複 

合地区からは、それぞれの年輪を加えた 

重厚な委員が出そろい、新しい意欲をも 

つて使ム蓬成へのスタ—卜となつた。 

私は一昨年度、この委員会に出ていた 

ので、約半数の前委員とは同期であり、 

特に古武士のょぅな風貌の村上望城*刖 

委員長には、親近感もひとしお。ライオ 

ン誌をここまで育てられたお人柄と手腕 
に、心から敬意を表するものである。 

この「編集室」では、私に統いて各委 
員がそれぞれの経綸をふまえて、獅子道 

について触れていくことになろう。私は、 

昨年の日本ライオンズ30周年に当たり、 

記念全国大会の委員長としての経験を通 

して、つくづくと感じたことがあつた。 

それは、この大会に参加された方は30年 

の日本ライオンズの歩みをよく理解され、 
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ライオニズ厶に新たな意欲を持たれたと 

思うが、こうしたエベントを通して全国 

的な交流の機会を得られなかった人々の 

中には、とかく地域的な、個人的な狭い 

感党にとらわれる人が多いのではなかろ 

うか、ということである。 

分がしつかりした考えをもつてクラブ. 

ライフに進むなら、そういう問題は起こ 

極めて逍憾な状態である。 

ひるがえって見れば、これは、いたず 

を考應し、目的を十分に納得してもらわ 

と同じなどと言う前に、真の友情の上に 

立った交流を培い、実行してゆくことが 

へも適切な尸尺に努めたぃと考ぇてぃる。 

会員諸賢の一層のご支援をお願いする次 

らな会員増強のかけ声の結果ではなかろ 第である。 

うか。会員増強に当たっては、その適性 (ライオン誌日本語版委員長.士口永通雄) 

らないはずだ、と私は申し上げたい。 ライオンズの発展につながる道だと思ぅ。 

一年間の退会者の五五!Vは、会員歴五 ライオン誌は全日本ライオンズの機関 

年未満の人といわれる。最近一年間の入 誌として、あらゆる情報を結節する大事 

会者に対する退会率は、七六!Vにも達し、な場であるが、同時にライオンズ会員外 

卑近な例で言えば、クラブ内の不平や ねば、だめである。クラブの目的をよく 

個人の不満をラィオン誌にもち込む人が 理解することを前提にして、新会員には 

ある。これは、『ラィオンズ必携』等に 温かい配應をしながら迎える。形式的に、 

出ている綱領をよく読んで理解され、自 会員になれば五分と五分、十年来の知己 

93 The Lion ’82.11月号 
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S知黒潮 
日本を結ぶ…ホテルサンJU-トチェ-ン 

ホテルサンルート高知 
亍780 (高知駅前） 
S知币北本町1-1-28 

S知（0888) 

23-13測 
TELEX5882-150 

予約1Zンター 
m 京375-1068 83^221-7024 
仙台67-2041大阪341-1605 
札釈261-8768描岡713-1826 

北 
国際観光旅館 

水 郷 
田繁 

T682-07 
鳥取県東伯郡羽合町上浅津 

6の1 

羽合（085835) 

3521(代） 

大阪案内所（06)353-_ 

岡山案内所(0862)79-3479 

〒651-14 
^ ^ m ^抑戶市北区有馬叨808 
睹不雅夫〒咖-14 

抑戸市北区有馬町1304-1 

抑戶 
(078)904-0781 
抑戶 
(078)904-0181 

政府登録(島家新館） 

宝塚ブランドホテル 大島 
〒665 

宝塚市栄町3 丁目10—1 

宝塚（0797) 

87-1111(代) 
世界のショウ上演 

政府登録国際観光旅館 
若水 

小早川賀照 
〒665 

宝塚市湯本® 9-17号 

宝塚（0797) 

86-0151(代) 

武驩111の湾流数奇屋の倒部屋 
展望随一倒殿風呂、御姬風呂 
近郊に名門ゴルフ場10指余有19 

政府登録国際観光旅館 
薄と水車と城の宿 

湯村観光ホテル 
朝野 

〒669-68 

兵庫県美方郡温泉邸湯 

湯忖（07969) 

2-1000(代) 

TELEX5755-756 

大阪案内所Ofi-314-0194 
京®案内所075-463-3062 
抑戶案内所078-641-0128 

神Pボート 
抑戶(078) 

222-6500 

客室167室 
新幹線神戸駅より800 m 
国鉄三の宮駅より550 m 

大阪道頓屈 
政府登録国際観光旅館 
ホテルセイリユウ 

〒579 
東大阪市上石切町1-11-12 

東大阪（0729) 

81-5001(代） 

シティ_&リゾートホ丁ル 
史大阪酒内し.c例会® 
m大阪南l.c例会a 
®大阪臾l .c例会《 

季節日本料理 
井戸 平 

并戸康介 

〒532 
大阪市淀川区営原2-1-12 
=1=530 
大阪市北区太融寺即8-17 

11：00AM~10：00PM 
年中照休 
大小SE会承〇莩芝。 
会席料理、超料理、 
すつほん料S、茶悚石 

政府登錄国際観光旅館 

八 木 
八木弥太郎 

亍910-41:ペ 

福井県®井郡芦原温泉4-418 

芦原（0776) 

78-5000 
長生風呂、フール 

政府登録国際観光旅館 
清風 荘 

I罗藤由雄 
t 910-41 

福井県坂井部芦原混泉3-803 

声原（0776) 

77-2500 

•各室130至収容人H700S当aSffi大の 
祝®を№0、近代K想贷のニュ—^i®。 

.组雅な5s®@aりの松®開と、*甩な 
を持つてい茂す。 

浦谷忠弘 
〒917 

福井県小浜市一番即2-10 

小浜(07705) 

2-2050.2051 

名5厘案内所562-1100 
大阪案内所722-4984 
鮮岡案内所82-6880 
栗京案内所694-1226 

浜松舘山寺 
政府登録国際観光旅館 
山水館欣龍 新杓秋賀 

t 43M2 

靜岡県浜松市舘山寺町2227 

館山寺（05352) 

7-0611(代） 

果京予約センター03-43&-3560 
大阪案内所06-466-0489 
名3屋チェンジホ-ン052-452-8065 

沼津千本 中嶋 
伊豆長岡 
05594~8-1304(代表) 
乗京案内所690-3931 

政府登録国際観光旅館、純和 
風数奇屋造り一部離n全室バ 
ス、トイレ付(料理自樓の宿) 

国際観光旅館 
樓本孝一 

T250-04 

神奈n I県箱根町/」\涌谷混泉 

稻根（_) 

2-2231-5 

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

東京 水道橋ヴランドホテル 佐藤松男 
亍113 

東京都文京区本鄉‘1-33-2 

架京（03) 
816~ 2101大代表 
栗京(03)811-4176 
予約1Zン"9—代表 

シンクル 170垄 
ツイン 43室 
トリプル 7室 
特別和室 1室 

栗京渋谷 羽根田公男 

純日本式離れ旅館 
東京案内所 
03(463)7192 

東京銀 

政府登録国際観光旅館 
起雲閣 
白雲楼ホテル 

搜并清次 
大阪案内所06(251 )5684 

松本深志 
上高地の玄関□ 
上高地ホテル 

深沢光一 
亍H5 
畏野県南安1郡安曇杓さわんど 
(中部山岳国立公園内） 

乗鞍高原/..: 

(026393)2910 

當英期間4月下旬~11月上旬 
冬期間畢務所 
松本市IR前（株）信州蜂蜜本舖 
TEL0263-32-2608 

勝浦ホテル三日月 
活魚料理ぎんざ三日月亭 

小鬲昌伸 
〒299~52千葉県勝箱市墨名820 

〒104中央区銀座8-10 

(8 丁目1〇番ビル1F、2F) 

^M04707)3-1111fft) 

階店571-1300 
階店572—0070 

栗京當篥所574-8451 
脖岡喾槊所52-3513 
名古屋案内所571-4947 
大阪案内所363-4901 

碓氷安中 
「舌切雀のお宿』国際観光旅館 

ホテル磯部ガーデン 
桜并俊作 

T379-01 
群馬県安中市磯部混泵1の12の5 

(妙義•荒船•佐久国定公圃沿） 

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 



束京都日本橋郵便局 

お霣話番号 

申込書 
品名•価格•数量 

紋番号(家紋名•図柄) 
〒ご住所 



第1回5道場対抗少年武道大会 

スポーツの季節を迎えた快晴の10月3日日 

曜日、東京秋葉原P (依田征雄会長）では築 

地、万世橋、蔵前、下谷、久松、各警察署の 

協力のもと、千代田区立佐久間小学校で、第 

I回少年武道大会を開催した。 

これは昨今、少年非行化問題が大きく取り 

ざたされる中、心身共に健全な少年を育成し 

ようと企画したもので、少年たちもこれに応 

え、熱のこもった戦いを繰り広げた。結局剣 

道で蔵前、柔道で下谷が優勝、それぞれの3 

位までに賞状、メダル等が、また個人に対し 

ては敢闘賞として竹刀を贈った。 

さらに參加者全員にはTシャツをプレゼン 

卜したが、これには東京秋葉原レオ多ラのメン 

バーも協力、試合前に子どもたちのサイズに 

合わせてTシャツを手渡すなど、大会運営の 

裏方として、この日の秋空を思わせるさわや 

かな奉仕を展開した。 

■叛:ん' 
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◄ 8月5日、青少年や市民生活を破堵.する覚せい剤の 

根絶を呼びかける「覚せい剤追放防犯のつどい」を主 

催した。まず、'覚せい剤追放を呼びかけるプラカードを 

手に、旧中村遊廊から中村区役所までの1.2、をパレ- 

ド。続いて同区役所で「覚せい剤追•放決起大会」を行 

った。会員40名を含む571人の参加者があった。 

(愛知県.名古屋中村？ラ） 

▼ 8月21日、E3杵地方の風習である「お盆のタコ楊げ」 

大会を開いた。会場の水産高校グラウンドに集まった 

67人の子どもたちは，お母さんと一緒に作った手作り 

のタコを夏の青空高〈楊げていた。また、作品の出来 

具合や、よ〈揚がったタコには賞状を贈った。 

Aotm ues 
ご投稿の写真はなるべく白 
黒写真、400字程度の説明を 

添えてください。 

◄ 8月30日、昨年に引き続き、秋田県視覚障害者福祉 

協会大曲支部へ、「愛の白杖」を10本寄贈した。歩行中. 

障害物に触れれば音が出るし、杖が手から離れても横 

になっていれば音が出て、それを賴〇に自分で搜せる 

のでとても便利だと、障害者から喜ばれた。 

tBrn Z2. gM 



▼ 8月1〜6日、岡山県青少年農林文化セン 

ターで開催された「第7回岡山小児糖尿病サ 

マ-•キャンプ」に協力0眼科、歯科の検診、 

海水浴、ソフトボールの相手など、29人の会 

員がお世話に当たった。 （岡山東多ラ） 

►第9回かがし十万石まつ0の催しの一つと 

して、8月1日、八代英太氏を招いて「身障 

者に活力を」と題するワンマンショーを加貿 

市武道館を会場に開催した。あいにくの雨で 

あったが、加貿市、金沢市などから身体障害 

者、一般市民ら約250人が集ま0、講演に耳を 

傾けた。 （石川県•加贺多ラ） 

◄ 8月4、14の両日、県道大津-甲佐線 

で、夏期交通安全街頭指導に協力。警 

察官、交通指導員、役場職員とともに 
すべての車を止めてガム、チラシを配 

布、シートべルトの着用を呼びかけた。 

(熊本県•甲佐？5) 

►台風10号の影響で諷訪湖も増水、各河川 

から流入したゴミは数百、ともいわれ、湖岸 

に打ち寄せていた。8月7日、急きよ’;青掃奉仕 

例会を行い、4、車3台分のゴミを片付けた。 

(長野県•諷訪湖多5) 

98 



◄ 8月20日、費川市の市街地を流れる佐奈川で「';可川 

美化•緣の街づくり」宣言集会を開催。会員、ボ-ィ 

スカウトら1,500人の参加者か•協力して川底ざらいや， 

堤防の草取りを行った。最後に「大き〈育てjと3,000 

尾の娌を放流した。 （愛知県•豊川中？ラ） 

◄ 8月21日、公民館で第2回町民音楽会を開催。同時 

に入□で長崎ホ害見舞金の募金運動を行い.音楽会参 

加者350人に募金を呼びかけた。 

(新潟県•越後堀之内C) 
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▲市民に心の糧を、と始めた「市民文化講座」も今年で 
,11回目を迎えた。今回は講師に扇谷正造氏、藤原弘達氏、 
佐々木久子さん、野村克也氏を招き、8月20~23日の4 

日間開催。受講者は連夜1,500人という盛況だった。 
(山□県•岩国錦？ラ） 

第11 

◄ 8月18日、市の保健センタ-で献血運動を行った。事前の徹 
底したP Rのかいあって、採血者は413名に上った。この献血運 
動は、「チヤーター•ナイト言己念日愛の献血jとして10年前か 
ら続けられている< (岐阜県•揖斐川P) 

▼ 7月31B、335後合地区主催「国際ユ—スキャンプの集い」に 
参加の外国人学生39入、日本人学生9人を招待し、大石神社， 
赤穂城跡を案内した。一行は歴史に残る義士の町•赤穂で1日 
を過ごした。 （兵庫県*赤穂P) 
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1982年7月31日現在 

ライオネスクラブ 

160クラブ7,^03名 

10 20 30 

レオクラブ 

256クラブ5,840名 

10 20 30 

地区別レオクラブ•ライオネスクラブ集計 

336 330 



クラブ数 会昌数 
前期末 現在 前期末 現在 增減 

331-A 北海道(道央地区〕51 50 51 3.130 3,157 27 
巳 :!匕海道(逍北B東地区）90 90 90 4.337 4.308 △29 
C 北海道(50南地区）53 53 53 2.743 2.752 _?_ 

332-A 宵森48 48 48 2.386 2.384 △2 
巳 岩手50 50 50 2.264 2.264 0 
C 宮城64 64 64 2.679 2.669 △10 
D 福島 67 67 2.988 2.967 △21 
E 秋田51/山形42 93 93 3.943 3.913 △30 

333-A 新潟63佐薄島/群馬39 102 102 5.499 5.470 △29 
巳 茨城70/栃木49 119 119 5.233 5.226 △7 
C 千葉71 71 71 3.266 3.266 _0_ 

330-A 東京153八丈*.三宅島 152 153 7.877 7.890 13 
巳 神奈川1M/山梨27/大島•神;'(栗京 143 143 7,079 7.101 22 
C 场玉70 68 70 2.901 2.958 57 

334-A 愛知go 90 90 6.906 6.923 17 
巳 岐阜40/三重25 65 65 4.280 4.251 △29 
C 鮮岡61 61 61 3.944 3.943 △1 
D 當山33/石川26/福井22 81 81 5.394 5.337 △57 
E 長野50 50 50 2.934 2.914 △20 

335-A 東兵應81淡路島 81 81 4.937 4.943 6 
巳 大阪128 /和歌山24 152 152 10.283 10.263 △20 
C 滋賀23/京耜49/奈良18 90 90 5.772 5.748 △24 
D 西兵應57家* 57 57 3.404 3.398 △6 

336-A 徳島27/高知24/香川26小豆島直岛 
愛媛42大三島 

119 119 6,811 6.729 △82 

巳 鳥取21/岡山61 81 82 5,424 5.394 △30 
C 広島86因®•向島•江田島•聒美®•會楫島 

大《上島•大崎下島•生□島 
85 86 4.469 .4マ470 1 

D 島根41/山□ 54大島 93 95 4.509 4.574 __65_ 
337-A 福岡81/対馬•奁較(畏《興: 83 83 5.965 5.959 △6 

巳 大分42/宮崎35 77 77 3.871 3.840 △31 
C 佐賀20/長崎41取戸島.大ft•五島 60 61 3.350 3.393 43 
D 熊本35天s/鹿児島37奄美大*•屋久*• 91 91 4.748 4.720 △28 

合計2.586 2.595143.326143.124 a202 

獲. 

世界のライオンズ 
(1982年7月31日) 

フイオンズ国 153 155 
または領域 

クラフ数 35.785 35.660 

会員数1,336.558 1.323,871 

>® ) ® 

^©\ / 

®) ® 

r^© 
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左•婦人用1.600.000円(HQD-504)右•紳士用2.300.000円(HFX-964)〈いずれも摞準小売価格〉•HQD-504ケース•ダイヤル•リュウズダイヤ入り 
• HFX-964ケースーダイヤ入り„リュウズ-オニキス入り，•いずれもケース•パンド•リュウズはI8Kイェローゴールドサフアイヤガラス馨携蒂相度平均月差t 15秒以内 
(常温）#甩,也は2年（紳士用）及び3年（婦人用）を目安に交換じCくださいなお、あらかじめセットされている時II■の電池は、《能•性能をチェックするためのモニター用甩池 
です•お買上げの探には保証書をお確かめください< •価格は予告なしに変更する場合があります•カタ〇グをご希望の方はI—~~ . - 

ハガキにご住所.お名前、おとしをごK入のうえ〒100-91東京中央郵便局私香箱3け号侏服部時計店CLI係までお申込みください[_參も求めは、クレトールン3ッノ 



J¥ 

lutoarsPignet 
.. .,1875 り 
•la plus prestigieuse des signatures 

(/, »Rcf.5689ボケ /卜 r を V2.400.000 («|«) Rcf.4126 S19 VVG 神 |:M| r » 

日本デスコ株式会社東京都中央区銀座卜13-1三晃ビル003(562)1271 

•III:紀余のU•統に培われたオーデマ•ピゲの名声は、 

それを侍つ入の,V,格をA心く語リます。•兄何の変竹 

もない簡潔なフォル厶の屮に、Mく敝しい修練の時を 

乘リ越えた熟練家の内に秘めた愤熱が燃えます。 

1875年の设、m米、研ぎすまされたI:二:家の技は、社内 

の徒弟制度からまれ、次のにk•えられるのですC 

オーデマ•ピゲのA•髄は、小変の味わいと、不滅のX 

芸美にあると言えます。 

グイヤモンドインデックス Y3.930.000 (/i) Ref.4188 498 WG W 1:111 T » ダイヤモンドインデックス V4.950.000 

大阪市南区南船場4-6-15東和ビル006(252)8833ネし枝市中央区南一条西7-15興和ビル0011(251)8277 

k:, 
ライオンit.十；月兮 

BlIfuH卜：-_ 年トニ=：卜.！e HffJ?--:rt«f«ttl^町定ttfl八.i-l»J?s 料*lit»ii-:-iiR 

I九八二年 <昭和五十七年}十月二十日免行毎月|回二十日免行第二十扛毪«人«--> 
R行所ライオンズクラブS除協会ライオン紡日本sft版事務所〒一〇四來京都中央K築地二—ニーー咙地細H1ビル七p»w- TJI2:/Lhし 53PTrcas5«.式会社 


